
ＭＣＣ研修資料 2008-6 

２００８－６－１９ 

1 

 

 

 

１）今月のテーマ 

今回のテーマは、古くて・・・古い項目。 

しかしながら、これを理解すれば、パソコン操作は目に見えて、格段に上達す

るという「ファイルの徹底的研修」です。 

殆んどが耳慣れた或いは聞いたことがある内容とは思いますが、この際十分に

理解を深めたいものですね。 

MCC では「ファイル」については、２０００年２月、２００６年６月と既に２

回の研修を行ないました。 

先ずは今から８年前の懐かしい資料を再見してみましょう。 

 

ファイル 

パソコンを使い始めて先ず理解するべきことは、「ファイル」の概念です。 

「ファイル」がきちんと判ると色々なことがすっきりして来るからです。 

 

１． パソコンに入っているのはみんな「ファイル」である 

「ファイル」とはパソコンが管理出来る最小単位のデータのこと、つまり Windows９５

のような OS であれ、WORD、筆まめのようなアプリケーションソフトであれ、文書や画

像であれ、パソコンの中に入っているものはすべて「ファイル」という形で保存されて

いるのです。逆に云えば「ファイル」でないものがパソコンの中には入っていることは

ないと考えてよいのです。 

モニターの画面に映し出されたデータはそれを保存した時に始めて「ファイル」となっ

てパソコンの中に収められるのですが、大事なことは次の３つの要素です。 

１） 何処に 

２） どのような名前で 

３） どのような形で 

 

２． ファイルの名前 

ファイルには実は２個の名前がついています。 

１つはユーザーが WINDOWS上に自由に付けた名前で、WINDOWS95以後は最大で半角２５

５文字までの名前が付けられるようになりました。２つ目はパソコンの基本的な部分で

MS-DOS で付いている名前で、こちらは通常は見えていませんが、半角８文字プラス拡
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張子の形で、所謂８．３形式のファイル名です。 

OS が MS-DOS や、次の Windows3.1 の時代は、ファイル名は半角８文字以内の制約があ

り、適当に略語でつけておくと後でどれがどれだかわからなくなってしまったりしたの

ですが、今は我々にとっては非常に管理しやすくなったのです。 

が、Ｗｉｎ９５以降も同時にパソコンは、２つの名前、即１ヶはユーザーが付けたもの、

もう一ヶはＤＯＳによるものとが付いているのです。 

ファイル名として\/:;*?<>!等の文字が使えないのは、このような文字或いは記号が

Windowsのコマンドとして使われるので、混乱が生じてしまうからなのです。 

ファイルの名前は同じフォルダーの中には一つしか使えません、同じ名前を付けようと

すると「既にその名前のファイルがあります、上書きしますか？」と聞かれて、うっか

り「ハイ」とすると以前のファイルは上書きされて消されてしまうので要注意です。 

しかし別のドライブ、別のフォルダーなら同じ名前でもよいので、気をつけないとすぐ

に同じような名前のファイルがあちこちに出来てしまいます。 

 

３． ファイルの属性 

ファイルは「Archive」「読取り専用」「隠し」「システム」の四つの属性に分かれます。 

通常我々がデータを保存する形で使うのは「アーカイブ」（記録の意味）であって、こ

れはファイルの移動、名前の変更、内容の変更などが自由に出来ます。 

「読取り専用」ファイルは名前の変更すら出来ず、いわんや内容の変更は全くできない

のです。例えばシステムファイル等にはそれが多く、これはコピー出来ません。 

時折意図せずにデータファイルが「読取り専用」の形で保存されてしまうことがありま

すが、こうなったらあまり悩まずにそのまま保存して読むだけ（変更はもはや出来ない） 

と考えて下さい。 

「隠しファイル」はパソコン内で種々の操作をしていますが我々は普段はその存在すら

氣がつかないものです。ＯＳ等のシステムファイルには沢山の「隠しファイル」が含ま

れていて、うっかり削除したりするとすぐに思うような操作ができなくなる曲者です。

だからこそ「隠しファイル」となっていて、ユーザーがうっかり削除したり移動したり

してしまわないように考慮されているわけです。 

「システム」ファイルも初心者はなるべく触らないようにするべきです。削除も移動も

簡単にしてしまうと面倒が生じることがあります。 

 

４． ファイルのタイプ 

ファイルには「拡張子」と呼ばれる通常３文字のタイプマークがついています。 

ファイルは「エクセル」「ワード」「筆まめ」「ビットマップ」「JPEG」というような様々

な種類に分かれますが、これを「ファイルのタイプ」と呼び、夫々ファイル名の末尾に

自動的につけられる「拡張子」で表示されます。Wordでは DOC、Excelでは XLSとなり
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ます。 

拡張子は普通パソコンの画面には表示されませんが、これによって Windowsは素早くフ

ァイルを開くアプリケーション・ソフトを見つけて来て、ファイルを開くのです。 

この操作がなんらかの理由で出来ない時、ファイルは開けません。従って拡張子を変更

することは余程の場合でないと危険です。 

画像ファイルは殆ど BMP か JPEG かになっていますが、BMP は大きなメモリーを食うの

で、この画像を JPEG で保存すると小さなメモリーで済み、且つ画像の質もそれ程落ち

ず、メールで送る時などは便利です。 

 

５． ファイルのサイズ 

文字通りファイルの大きさ、容量です。 

通常半角１文字を打ち込むと１バイトの容量（メモリー）を使うのですが、この時ファ

イルの大きさは Windows98、Word2000ですと１９KBとなってしまいます。 

これはハードディスクの１個のクラスターには１個のファイルしか入らないから、クラ

スター１個分の容量をそこで食ってしまうからなのです。 

従って続けて１２３４５６７８９とインプットしてもファイルの容量は１９KB のまま

です。ファイルの大きさはそれをメールで送る時や、フロッピーディスクに保存する時

などはよく考えねばなりませんが、ハードディスクに保存するならさしたることは要り

ません。文書ファイルでは何十ページ打ってもその容量は知れたものだからです。 

 

６． ファイルの住所 

ファイルが何処に保存されているかがファイルの住所で、通常パスと呼ばれます。 

C:\Program Files\筆まめ\久保田住所録\丸紅關係 と言うように示されます。 

最初のＣ：はドライブつまりハードディスクのＣにあることを示します。￥は区切り記

号で、ファイルが Program Files というフォルダーの中の、筆まめというサブフォル

ダーの中の、更に久保田住所録というその下のサブフォルダーの中に、丸紅關係という

名前で保存されているということを意味します。 

 

７． フォルダーとエクスプローラ 

複数のファイルを纏めたものを「フォルダー」と云い、通常は黄色いファイル・フォル

ダーの絵がアイコンとして使われています。従ってフォルダーをクリックするとその中

にあるファイルが並んで画面に出て来て、目的のファイルをクリックすることにより、

始めてファイルを開くコマンドが有効になります。 

「エクスプローラ」は「ファイル」や「フォルダー」を管理する Windowsのツールとし

て非常に便利なもので、我々は是非エクスプローラの取り扱いに通暁せねばなりません。 

（A） エクスプローラの開き方 
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エクスプローラ画面を開くには幾つもの方法がありますが、通常は 

「スタート」－「プログラム」－「エクスプローラ」と言うのが最初に覚

えるやり方でしょう。しかしもっと簡単に「スタート」右クリック、でも

開けます。 

（B） エクスプローラ画面 

下の画面は私のエクスプローラです。左側にはコンピュータの中のドライ

ブ別のフォルダーが表示されて居り、これを「ツリー」と呼びます。その

中のどれか一つをアクティブにすると、そのフォルダーの中に含まれるフ

ァイルが右側に一覧表示されます。 

（C） ファイルの移動 

このエクスプローラを使うと、ファイルの検索が非常に簡単に出来るばかり

でなく、ファイルの移動が非常に容易に出来るのです。例えば右側のファイ

ルの一つを別のドライブ、別のフォルダーに移動したり、コピーを作ろうと

言う時は、そのファイルをドラッグ・アンド・ドローしてやればよいのです。 

右クリックでやると、移動するか、コピーするかを聞いてくるのでどちらで

も使い分けが出来ますし、このやり方でハードディスクの中のファイルをフ

ロッピーにコピーすることも出来るのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-6-1１追記： 

随分力んで書いていますが、正直云えばかなり生半可な文章で、当時パソコン初心者の

私には十分な理解が出来ていなかったことを如実に示していますね！？ 

尚ファイルの名前の部分は一部書き直しております。 

 

２）アイコンとは？ 
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「アイコン」とは、元来はイコン（εικών、Icon）、キリ

スト教において神や天使や聖人を記念し象徴として模られた

絵や像で、敬拝（崇敬）（προσκύνησις）の対象とさ

れるもの、形を意味する"εικόνα"（イコナ）に由来する。 

英語の"icon"(アイコン)は、ギリシャ語のイコンに由来する。 

 

教会では聖像とも呼ぶが、ＩＴの世界ではファイルの象徴で

あり、目印となるものであって、ファイルの名前ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイコンには大きく分けて下記の３種類がある。 

１）ショートカット 

２）ファイル 

３）フォルダー 

私のデスクトップを眺めると、その時々によって変化するのだが、現状では下図のよう

になっており、たまたま３種のアイコンが確認出来る。（実はそのように作ったのだが） 

 

デスクトップに痘痕のようにアイコンを沢山放置しているのは、使い勝手も悪いし、起

動に時間がかかるし、よいことは何もないので、出来るだけ自分のデスクトップを綺麗

に保つことがパワーユーザーの心得というものである。（と、私は考えている） 

フォルダー・アイコン 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BD%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3
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ファイル・ 

アイコン 

 

 

ショートカット 

アイコン 

 

 

 

 

 

 

            イージー・ラウンチャー 

デスクトップのアイコンを整理するためのツールとしては、上図に示すようなイージ

ー・ラウンチャーを使うと便利なので、是非お試しをお奨めする。 

 

尚アイコンの絵柄は好みに変えられる。 当該アイコンを右クリックして、プロパティ

から、「アイコンの変更」で、適宜なものを選ぶとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ショートカット・アイコンとは？ 
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アイコンというのはウィンドウズやマッキントッシュで非常に便利なツールとしてデ

スクトップなどに置いて使われており、これこそがＧＵＩ（  Graphical User 

Interface ）の華というべきものだが、その中でもショートカット・アイコンの利便性

は非常に大きなものである。 

 

パソコンでは通常のファイル、フォルダー、システム・ソフトだけでなく、ＷＥＢペー

ジ（ＵＲＬ）でもショートカットを作ることができるので、当該ファイルに到達する手

順を文字通りショートカットして、直接一発でそのファイルを開くことが出来る。 

 

左図で判るように、ファイル自体の

アイコン（左側）と、ショートカッ

トアイコン（右側）では一目で見分

けのつく「矢印」がついている。 

どちらをダブルクリックしても同じ

エクセル画面を開くのだが、二つの

アイコンは違うものなのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左のエクセルは実体であるから９００ＫＢ、右のショートカットは単なるショートカッ

トだから、その容量は４ＫＢしかない。 

つまりショートカットアイコンというのは、入口のドアだけみたいなものと理解すれば

よいだろう。中にはは入れるのだが、アイコンそのものは一枚のドアだけ・・・ 

中身は別にあって、それがリンク先ということなのである。 
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因みに間違えて右の方をメールに添付して送っても、貰った人はファイルを開くことが

出来ない・・・このような失敗の実体験をお持ちの方は多いのではないか？？ 

 

さて、それでは、その時々に必要に応じてショートカット・アイコンを簡単に作ること

さえ覚えてしまえばよいということになるが・・・その方法は驚くほど簡単なのです！ 

 

イ）ファイルの右クリック→「送る」→「デスクトップ（ショートカットの作成）」 

 

 

 

 

ここを左クリック 

するだけのこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）当該ファイル或いはインターネット・エクスプローラではＵＲＬをドラッグ・アン 

ド・ドロップしてデスクトップに落とすだけのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

このよう

にショートカットアイコンはその時現在多用しているファイルを簡単に開けるので、非

常に便利なのだが、時が移り、そのファイルを殆んど使わなくなってしまったら、ファ

イル本体は大切に保存するとしても、そのショートカット・アイコンは今度は邪魔なだ

けとなるので、デスクトップなどからは消してしまいたい。 
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削除のやり方は、ゴミ箱にドラッグ・アンド・ドロップして入れるか、或いは右クリッ

クで削除するということで、これもまた実に簡単至極である。 

 

ショートカット・アイコンを削除しても、本体はちゃんと残っているので心配はない。 

 

つまりショートカット・アイコンをデスクトップに沢山残しているというのはパワーユ

ーザーとしては恥かしいこととすら云えそうなのである！！？？ 

 

４）ファイルを右クリックする 

アイコン活用の応用編第一は「右クリック」である。 

そのアイコンの種類により、多少変わるが、ともかくも当該ファイルの活用に

応じたメニューが表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

左上： エクセルの右クリック 

  左下： フォルダーの右クリック 

  右上： 画像の右クリック 

  右下： ゴミ箱の右クリック 
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ファイル操作の基本は「開く」「送る」「削除」であり、文字通りこれが三大要素である

から、この三つはどのメニューにも必ず付いている。 

同時にそのファイルの実体を示す「プロパティ」もまた重要なメニューとして、考えら

れているわけである。 

 

「ファイルを右クリックする」ことが出来るようになると、パソコンでは初段の免状を

貰えるということだし、更にプロパティを眺めてみることが出来るようになると、二段

に進級したと云えるだろう。 

ここには当該ファイルに関する様々な情報が詰まっているので、これを知って操作する

のと、訳も判らず操作するのとでは雲泥の差があることになるわけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）拡張子 
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ファイルというものは通常何らかのアプリケーション・ソフトを使って作られ

ている。 

文書ならワード、エクセル、ＰＤＦなど 

画像ならＡｄｏｂｅの Photoshop, ウィンドウズの Paint 

データファイルとアプリケーションをＯＳ（ウィンドウズ）が自動的にリンク

させているから、アイコンのダブルクリックで、ファイルが開く。 

 

この仕組みを成立させるためにファイルには必ず「拡張子」というものがファ

イル名の末尾に付いており、万一これが消えてしまうとＯＳは迷子のファイル

を開くことが出来なくなってしまう。 

 

但しこれはいわば裏方の作

業であって、ユーザーはそ

んなことは知らなくてもい

いので、通常拡張子は表示

されないこ設定することも

可能である。 

 

右図はフォルダーオプショ

ンで、「登録されている拡張

子は表示しない」にチェッ

クを入れている状態を示し

ている。 

 

こうすれば、ワードファイ

ルのファイル名から、末尾

のＤｏｃ．が見えないよう

にすることが出来る。 

 

これは単なる表示であって、パソコンの中では必ず拡張子が働いていることは

当然のことなのだが・・・ 

参考までによく知られている拡張子の一覧を下記する。 

 

拡張子 分類 説明 

.aif 音 AIFFファイル。 
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.aiff 音   〃 

.ani Win アニメーションカーソル。 

.au 音 UNIXでよく用いられる音ファイル。 

.avi 動画 Windows動画ファイル 

.bak 一般 バックアップファイルの意味。 

.bat Win Windowsのバッチファイル。 

.bin 一般 バイナリファイル。 

.bmp 画像 ビットマップファイル。 

.c C/C++ C言語のソースファイル。 

.cgi WWW CGIファイル。 

.chm Win HTMLヘルプファイル。 

.class Java Java実行ファイル。 

.cpe App Microsoft Cover Page Editor 

.cpp C/C++ C++言語のソースファイル。 

.css WWW スタイルシートファイル。 

.dat App データファイル。 

.doc App Microsoft Wordのファイル。 

.com Win Windowsの実行ファイル。 

.dat 一般 データファイル。 

.dcr 動画 Shockwave関連ファイル。 

.dic Win 辞書ファイル。 

.dir 動画 Shockwave関連ファイル。 

.dll Win Windowsのダイナミックリンクライブラリ。 

.doc App Microsoft Word ファイル。 

.dxr 動画 Shockwave関連ファイル。 

.exe Win Windowsの実行ファイル。 

.fon Win Windowsのフォントファイル。 

.fnt Win    〃 

.gif 画像 GIFファイル。 

.h C/C++ C/C++のヘッダファイル。 

.hlp Win Windowsのヘルプファイル。 

.htm WWW HTMLファイル。HTML文書。HTMLソース。 

.html WWW    〃 

.ico Win アイコンファイル。 

.ini Win 設定ファイル。初期化(initialize)ファイル。 



ＭＣＣ研修資料 2008-6 

２００８－６－１９ 

13 

.inf Win セットアップ情報ファイル。 

.java Java Javaのソースファイル。 

.jpg 画像 JPEGファイル。 

.jpeg 画像    〃 

.js WWW JavaScriptソースファイル。 

.log 一般 ログファイル。 

.lzh 圧縮 LHA形式圧縮ファイル。 

.mak App MAKEファイル。 

.msg App Microsoft Exchangeのメッセージファイル。 

.mid 音 MIDIファイル。 

.midi 音 MIDIファイル。 

.mov 動画 QuickTimeファイル 

.mp3 音 MP3ファイル。 

.mpg 動画 MPEGファイル 

.mpeg 動画    〃 

.o C/C++ C言語のオブジェクトファイル。(UNIX) 

.obj C/C++ C言語のオブジェクトファイル。(Win) 

.ocx Win Windows OCXファイル。 

.old 一般 古いファイルの意味。 

.org 一般 オリジナルのファイルの意味。 

.pl App Perlのスクリプトファイル。 

.ppt App Microsoft PowerPoint ファイル。 

.ra 音 RealAudioファイル。 

.ram 音 RealAudioメタファイル。 

.reg Win レジストリファイル。 

.scr Win スクリーンセーバーファイル。 

.sys Win システムファイル。 

.tar 圧縮 tar形式アーカイブファイル。 

.tgz 圧縮 tar+gzip形式圧縮ファイル。 

.tmp 一般 テンポラリファイル。 

.txt Win テキストファイル。 

.vdo 動画 VDOファイル。 

.wav 音 WAVEファイル。 

.wri App Microsoft Write ファイル。 

.wrl 動画 VRMLファイル。 
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.xls App Microsoft Excel ファイル。 

.zip 圧縮 ZIP形式圧縮ファイル。 

.Z 圧縮 compress形式圧縮ファイル。 

 

 次に学ぶべきポイントは、ファイルをただ単にダブルクリックするばかりで 

なく、「アプリケーションから開く」ということで、これが出来るようになる 

と世の中がまた一段と広くなって来る。 

 

そして、ヴィールスなどの襲来に備えて、無闇にメールに添付されたファイ 

ルを開かない、一見データファイルを装っていても、その拡張子を見れば、 

それが実はなシステムファイルで、ヴィールスの危険が 

あることも理解できるようになって来ると思う。 

 

６）エクスプローラー 

 

ファイルの格納庫として最も普通に使われるのは「マイドキュメント」だろう

が、パソコンの達者な人ほどこの「マイドキュメント」は多用しない。 

同様に「マイピクチャー」「マイミュージック」も膨れ上がるほどにファイルを

詰め込んでいるのは初心者ばかりのように思う。 

 

「名前を付けて保存」という所定の手続きで、ファイルをハードディスクに残

そうとすると、デフォルトの「ファイルの場所」が「マイ・・・」になってお

り、それはそれでよいのだが、中身が増えて来ると検索も容易でなくなるから、

これらの「マイ・・・」格納庫は飽くまでも一時的な且つさほど重要でないフ

ァイルの置き場所として使う方がよいのである。 

 

そして必然的に自分が作った、或いはダウンロードしたファイルは様々なフォ

ルダーに分類して整理・保存し、且つそれらはＣ－ドライブとは別にＤ或いは

Ｅ，Ｆというようにパーティションを切って別のドライブに保存するを至当と

する。 

更にはこれを何らかのリムバブル・ディスクにバックアップして置くというの

も肝要だが、これはこれで別の話なので、脱線はここまでとする。 

 

さて、ここで、ファイルの整理・分類・検索などに必須のツールとして「エク

スプローラ」が登場してくるのである。 
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エクスプローラとは探検者というような意味であろうか。 

元来が検索のツールとして考えられたものなのだが、この言葉はハードディス

ク内の為の「ウィンドウズ・エクスプローラー」と、Ｗｅｂサイトの為の「イ

ンターネット・エクスプローラ」との二つがあって、始の中はやや混同しかね

ない。 

しかし両者は勿論全くの別物で、後者はむしろブラウザ（閲覧ソフト）と考え

てよいだろう。 

インターネット・エクスプローラについては、別の機会に譲りたい。 

 

「スタート」右クリック→「エクスプローラー」で下記のようなウィンドウが

現れる。見事にパソコンの中身をすべて曝け出しており、且つさらに細部に亘

る検索の道筋が描かれている。 

 

 

 

ウィキペディアで調べると、「ウィンドウズ・エクスプローラ」については下記

のように記されている。 
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Windows が内蔵しているファイルやフォルダを管理するツール。単に「エクス

プローラ」とも呼ばれる。 

Windows 95 以降で登場したツールで、Windows 3.1 のファイルマネージャを拡

張したもの。 

コンピュータが内蔵するハードディスクや CD-ROM ドライブ、フロッピーディ

スクドライブなどが一覧表示され、ファイルやフォルダの生成や削除、移動、

コピーなどを行なうことができる。ファイルやフォルダなどはアイコンで表示

され、初心者でも扱いやすいようになっている。 

ディスクの内容をツリー状に表示したり、ファイル名やサイズ、最終更新日な

どを手がかりにファイルを検索したりする機能もある。削除したファイルを一

時的に取っておく領域である「ゴミ箱」や、コンピュータの設定項目がアイコ

ンで一覧表示される「コントロールパネル」なども、他のディスク装置などと

統合されて表示されている。  

また、最近では、LAN でつながった近隣のコンピュータのディスク内容を管理

したり、FTP や HTTP などを使って遠隔地のコンピュータのディスクにアクセ

スしたりする機能も統合されている。 

 

このツールバーのフォルダをクリックしてやると、画面は一変して、左側にペ

イン（Ｐａｎｅ）が現れる。 

ＸＰ以後のアイディアでこれは大変な優れものであり、使い始めると非常にパ

ソコンが易しくなるという代物なのである！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-words.jp/w/Windows.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A9E383ABE38380.html
http://e-words.jp/w/Windows2095.html
http://e-words.jp/w/Windows2032E1.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E3838FE383BCE38389E38387E382A3E382B9E382AF.html
http://e-words.jp/w/CD-ROME38389E383A9E382A4E38396.html
http://e-words.jp/w/E38395E383ADE38383E38394E383BCE38387E382A3E382B9E382AFE38389E383A9E382A4E38396.html
http://e-words.jp/w/E38395E383ADE38383E38394E383BCE38387E382A3E382B9E382AFE38389E383A9E382A4E38396.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A9E383ABE38380.html
http://e-words.jp/w/E382B3E38394E383BC.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A9E383ABE38380.html
http://e-words.jp/w/E382A2E382A4E382B3E383B3.html
http://e-words.jp/w/E38387E382A3E382B9E382AF.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E382A2E382A4E382B3E383B3.html
http://e-words.jp/w/E382A2E382A4E382B3E383B3.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38388E383ADE383BCE383ABE38391E3838DE383AB.html
http://e-words.jp/w/E38387E382A3E382B9E382AF.html
http://e-words.jp/w/LAN.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E38387E382A3E382B9E382AF.html
http://e-words.jp/w/FTP.html
http://e-words.jp/w/HTTP.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E38387E382A3E382B9E382AF.html
http://e-words.jp/w/E382A2E382AFE382BBE382B9.html
http://e-words.jp/w/E382A2E382AFE382BBE382B9.html
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ところで、ふと気が付くと「エクスプローラ」を開いているつもりなのに、ウィンドウ

の上の青い枠にはこの言葉はついていないで、ローカルディスクになっている！？ 

これがマイドキュメントになったり、マイコンピューターになったりするけれども、決

して「エクスプローラ」とはならないのだ！！！ 諸兄先刻お気づきだろうか？？ 

つまりエクスプローラのツリー構造は単なる形式の表示なのだ。 

 

７）フォルダー・オプション 

エクスプローラの活用には、「フォルダー・オプション」が先ず一番です。 

「スタート」→「エクスプローラー」から、或いはもしデスクトップにショー

トカットが置いてあるなら、「マイドキュメント」、「マイコンピュータ」、「マイ

ネットワーク」のいずれからでも、エクスプローラ画面が出て来ます。 

 

そうしたら、次にメニューバーの「ツール」→「オプション」を開くと、様々

なエクスプローラのカストマイズが出来るのです。 

 

Ａ）フォルダーオプション 「全般」タブ 
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ここで、「クリック方法」の選択が出来ます。 

ファイルを開くコマンドをダブルクリックでなく、シングルクリックで出来てしまうと

作業の速さは格段に向上するでしょう。 

Ｂ）フォルダーオプション 「表示」タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、隠しファイルの表示という重要なオプションが選択出来ます。 

 

Ｃ）フォルダーオプション 「ファイルの種類」タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分のパソコンに登録されている拡張子－アプリケーション・ソフトの多さに驚く！？ 
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オプションを適宜やっていても、全般の「規定値に戻す」ですぐに元に戻れるので、不

安がらずに、色々やってみることをお奨めします。 

 

８）圧縮と解凍 

 

ファイルについて語る時、忘れてならないのはファイルの大きさというか、重

さである。 

パソコン初期のＷｉｎ９５時代はこの問題に常に悩まされ続けたものだった。 

曰く、重すぎるファイルはメールに添付すると相手に大トラブルを与える。 

曰く、フロッピーディスクに入るデータは１．４ＭＢしかない。 

曰く、大容量のリムーバブル・ディスクの新製品・・・が現れた。 

   これを使うにはスカジー・カードの取り付け（パソコン改造）が要る。 

曰く、ファイルが膨大になるとハードディスクの使用残容量が少なくなり、や 

がてはパソコンの動きに重大な支障を来たす。 

 

そうして、これらの問題解決のために、「圧縮・解凍」は必修科目でした。 

 

考えてみると、おそらくこれが最初

に遭遇して体得したアプリケーシ

ョン・ソフトであり、フリー・ウェ

アだったように思います。 

Ｗｉｎ９５の時代はマイクロソフ

トのＺＩＰよりは、日本ではラーサ

（Ｌｈａｓａ）が普及されていまし

たので、自分でこれをインターネッ

トからダウンロード・インストール

するというのは、眼の眩むような体

験であり、それがうまく行かない時

の悩みは結構深刻なものでした。 

 

今はこんなことは殆んど自動的に

行なわれていて、何となく「次ぎへ」「次へ」とやっていればいいみたいになっ

てしまいましたが・・・・ 

 

と、云うのは今やＺＩＰはウィンドウズに始めから入って居り、圧縮、解凍と
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もに特にツールを必要としなくなってしまったのです。 

 

因みに今回の「ファイルの徹底理解」１～９（未完）の９ヶのファイルは合計

１，８１２ＭＢですが、これをＺＩＰで圧縮してやると、およそ６４％の圧縮

で１．１２ＭＢになってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この操作は非常に簡単なもので、圧縮するファイルをアクティブにしてから、 

「ファイル」→「送る」で「圧縮（ＺＩＰ）」をクリックするだけでよいのです。 

 

また解凍も当該フォルダーをクリックするだけで、一発ですべてのファイルを

表示してくれるので、扱いは非常に簡単になってしまいました。 

 

この方法は単なる圧縮操作のみでなく、複数のファイルを一括してフォルダー

に納めることが出来るので、例えば複数の写真をメールに添付するとき等に応

用する事が出来ます。 

通常メールにフォルダーは添付出来ないので、ファイル毎に添付作業を繰り返

さないとダメなのですが、このＺＩＰフォルダーはそのままメールに添付出来

るのです。 

 

９）ファイルの形式 
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ファイル形式とは、ファイルの個性や特性に当たる分類の仕方で、テキスト・ファイル

とバイナリー・ファイルの二つに大別されます。 

 

バイナリーという言葉はパソコン用語としてよく使われますが、元来は「２進法の」と

いうような意味ですから、本来的にはパソコンに入っているファイルはすべて２進法で

あるという意味合いからすれば、すべてのファイルはバイナリーなのです。 

しかしながら、通常は文字で表現できるファイルをテキスト・ファイルと称し、それ以

外の例えば画像や音声などが含まれるものをバイナリー・ファイルと呼んで二つに分類

しているわけです。 

 

両者の差は簡単に云ってしまえば、「メモ帖」で開けるかどうかというのが、判り易い

区別の仕方でしょう。 

テキスト・ファイルはメモ帖でも開けるし、ワードでも開けます。 

バイナリー・ファイルの方はメモ帖で開こうとすれば、文字化けを生じてしまいます。 

 

テキスト形式ファイルは、画面に表示できる文字と改行やタブなどのいくつか

の特殊文字だけで構成されます。これらの文字は、基本的にどんなソフトウェ

アでも、また異なるコンピュータでも理解することができるので、互換性・汎

用性の高い保存形式です。利用しているソフトを変更しても、コンピュータの

種類を別のものに変えても、テキスト形式で保存した情報はそのまま新しい環

境に引き継ぐことが可能です。２０年以上前に作成された文書でも、特別な処

理なしに今でも完全に読むことができるのが、テキスト形式ファイルのメリッ

トです。 

互換性・汎用性に優れている反面、文字だけで構成するテキストファイルは表

現力が限られています。電子メールでいろいろな表現をするための工夫をみる

と、テキストファイルによる表現力のレベルがよく分かると思います。 

 

－終わり－ 

http://www.kanzaki.com/docs/html/filetype.html#crlf#crlf

