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Windows 8 はお勧めか 

従来の OS とユーザーインターフェースが

ガラリと変更になり戸惑う事が多くなった

Windows 8 の検証 

Windows 8の特徴ともいえるスタート画面とそのカス

タマイズ方法、および覚えておくと便利なショートカッ

ト・キーについて検証する。なお画面操作の手順は、

マウスでの操作方法で解説している。 

 

スタート画面へのタイルの追加 

 スタート画面は従来のスタート・メニューに変わるも

のだが、デフォルトではシステムに登録されているす

べてのアプリケーション（特にデスクトップ・アプリケー

ション）が登録されているわけではない（例えば管理

ツールやメモ帳などは登録されていない）。また別ユ

ーザーでログオンすると、最小限のデフォルトのアプ

リケーションのタイルしか登録されておらず、追加イン

ストールしたアプリケーションのタイルなどがまったく

表示されていないことがある。 

 このような場合は自分でスタート画面をカスタマイズ

して、新しいアプリケーションのタイルを追加する。 

 新しいタイルを追加するには、スタート画面の空い

ている場所で右クリックして画面下部にアプリ・バーを

表示させ、右端にある［すべてのアプリ］というボタン

をクリックする。するとシステムに登録されているアプリ

ケーションのアイコンがすべて表示されるので、必要

なアイコンを選んで［スタート画面にピン留めする］を

選択すればよい。 

 

新しいアプリの追加  

スタート・メニューにアプリ（Metro アプリだけでなく、従

来の Windows アプリケーションも可）を追加するには、

「すべてのアプリ」を表示させ、必要なアプリをスタート

画面にピン留めする。  

 スタート画面を右クリックし、アプリ・バーで［すべて

のアプリ］を選択する。選択状態になっているボタンは

このように、白抜き表示になる（反転する）。  

 追加したいアイコンを 1 つ選ぶ。そのまま左クリック

するとアプリケーションが起動してしまうので、右クリッ

クすること。  

 これをクリックすると、スタート画面にアイコンが追

加される。  

 これをクリックすると、デスクトップ画面のタスク・バ

ーにアイコンが追加される。  

任意のアプリケーション／フォルダを登録する 

 ところで以上の操作で追加登録できるタイルは、基

本的には、従来のスタート・メニューに登録されてい

る項目だけである。従来の Windows OS ではアプリケ

ーションを新規インストールすると、ユーザーごとのス

タート・メニューか、全ユーザー共通のスタート・メニュ

ーに起動用のショートカットが登録される。物理的な

フォルダ名としては、Windows 7 なら「C:\ Program 

Data\Microsoft\Windows\Start Menu」

「C:\Users\＜ユーザー名＞\AppData\Roaming 

\Microsoft\Windows\Start Menu」などに相当する。

Windows 8 のスタート画面で［すべてのアプリ］を表示
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させた場合、これらのメニュー・フォルダに登録されて

いる項目が表示されるので、ユーザーはこの中から

アイコンを選んでスタート画面に追加できる。 

 だがこれら以外の任意のアプリケーションやフォル

ダをスタート画面に登録したいこともあるだろう。従来

の Windows OS では、デスクトップ上にファイルやフォ

ルダへのショートカットを作成したり、データ・ファイル

を直接デスクトップ上（もしくはそこに作ったフォルダ

の中）に置いておき、ダブルクリックしてアプリケーショ

ンを起動するのが普通だった。 

 Windows 8 でこの操作を行うには、2 つの方法があ

る。1 つはスタート画面でファイルを検索し、見つかっ

たファイルを右クリックして、［スタート画面にピン留め

する］を実行する。 

 もう 1 つはエクスプローラで操作する方法である。

「デスクトップ」タイルをクリックしてデスクトップ画面を

表示させ、エクスプローラで目的のファイルやフォル

ダを見つけて右クリックする。そしてポップアップ・メニ

ューから［スタートにピン留め］を実行すればよい。 

 

エクスプローラでスタート画面に登録する  
エクスプローラでファイルを見つけて登録することもでき

る。  

 この「notepad（メモ帳）」を登録してみる。  

 ファイルを選択して右クリックし、［スタートにピン留

め］を実行する。  

 

Windows 8 で便利なショートカットキー 

・Windows + I：設定パネル表示 

シャットダウンしたいのにどこにあるんだ！！！とお悩みの方

が多いと思いますが こちらのショートカットキーですぐ電源選

択ができます。 

・Windows + C：チャームバーの表示 

 何かと使うチャーム。チャームはそれぞれにショートカ
ットキーがあり設定は上記の Win+I、共有は Win+H、デバ
イスは Win＋K、検索は下に更に簡単なショートカットキ
ーの紹介 

・Windows + Q：アプリ検索画面表示 

アプリの検索やストアの検索などすべてがこのチャーム
の検索で出来ます。 

・Windows + F：ファイル検索画面表示 

どうも、ライブラリフォルダにあるピクチャやミュージッ
ク、ビデオなどのフォルダ部分の検索のようです。 

・Windows + Tab：開いている Windows アプリの

切替 

起動中のアプリが左横に表示されます。ただし Tab キーを
離すと選択しそのアプリに移動してしまうので注意。 

・Windows + L：PC をロックし、ロック画面を表

示 

・Windows + Z：サブメニューを表示する 

サブメニューって言えばいいのか？Windows アプリでス
タート画面に現れないアプリは すべてのアプリから移動
できますので覚えるべきか、アプリ事態のサブメニューも
充実しています。 

(上記は省略表記。たとえば Win+I は[Windows]キー

を押しながら[I]キーを押す) 

Windows 8 は、従来の Windows に慣れたユー

ザーには使いにくいです。とくに電源を切るのは面

倒。 

また、Intermet Explorer のお気に入り、メール

受信の振り分け、スタート画面にファイルのショー

トカットが貼り付けられない、等々、面食らって使

いにくいです。ヘビーに PC を使っている局にはメ

リット感がなく、お勧めは出来ません。 

うたい文句の起動スピードに関しては、SSD を使

っていますので、早くなった気がしませんし、むし

ろ遅くなった感も。 

 

鳥インフルウイルス 

鳥インフルウイルス、侵入危険度示す予測

図 

 国立環境研究所（茨城県つくば市）は１５日、海外

から鳥インフルエンザウイルスが侵入する危険度を示

した全国予測図を作製したと発表した。 

 ウイルスを海外から運んでくる渡り鳥の飛来数など

をもとに推定したもので、こうした予測図の作製は初

めて。研究チームは、危険度が高いと予測された地

域の養鶏場には感染防止対策の強化を勧めている。 

 大陸などから日本に飛来する渡り鳥は鳥インフルエ

ンザウイルスを運ぶことがあり、特にカモ類のウイルス

保有率が高い。 

 研究チームはこうした点に着目し、カモ類が飛来す

る地域の標高や土地利用状況なども加味して全国各

地のウイルス侵入危険度を計算した。その結果求め

た危険度を１０段階に分けて地図上に表示した。 

 

カモ類から家畜の鶏などへの感染経路は不明な点 
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 が多いが、小型の野鳥やネズミなどが媒介している

可能性があるという。 

 同研究所によると、危険度が比較的高いと予測され

た主な地域は次の通り。九州西部、同南部、瀬戸内

海沿岸、山陰地方の一部、大阪湾沿岸、京都府、滋

賀県、愛知県西部、関東地方の平野部、宮城県沿

岸部、北海道東部 

 
 

スパコン世界ランク 

スパコン京:世界ランク３位に後退 

世界のスーパーコンピューターの性能を競うランキ

ング「TOP500」の最新版が 12 日発表され、米テネシ

ー（Tennessee）州のオークリッジ国立研究所（Oak 

Ridge National Laboratory ） に あ る 「 タ イ タ ン

（Titan）」が首位に躍り出た。神戸市の理化学研究

所（RIKEN）計算科学研究機構（Advanced Institute 

for Computational Science）にある理研と富士通

（Fujitsu）が共同開発した「京（K）」は 3 位に順位を

落とした。 

  米クレイ（Cray）社製の XK7システムを搭載したタイ

タンは 1 秒間に 1 京 7590 兆回（京は 1 兆の 1 万倍）

の計算速度を記録し、前回 1 位だった米カリフォルニ

ア（California）州のローレンス・リバモア国立研究

所（Lawrence Livermore National Laboratory）に

ある米 IBM 製「セコイア（Sequoia）」の 1 京 6320 兆回

を上回った。 

  米エネルギー省から資金援助を受けるタイタンは、

エネルギーや気候変動、効率の高いエンジンや素材

の開発などの科学研究に用いられている。 

  4 位は米シカゴ（Chicago）のアルゴンヌ国立研究

所（Argonne National Laboratory）にある米 IBM 製

BlueGene/Q システムの「ミラ（Mira）」、5 位は独ユーリ

ッヒ研究所（Forschungszentrum Juelich）にある同

じく IBM製 BlueGene/Qシステムの「Juqueen」だった。 

  TOP500 にランク入りしたスパコンのうち、251 が米

国、105が欧州、123がアジア（うち72が中国）に設置

されていた。使用されたプロセッサー別では米インテ

ル（Intel）製が 76％、米 AMD 製が 12％、IBM 製が

10.6％だった。 

  TOP500 は独マンハイム大学（ University of 

Mannheim）、米ローレンス・バークレー国立研究所

（Lawrence Berkeley National Laboratory、LBNL）、

米テネシー大学（University of Tennessee）がまと

めている。(c)AFP 

順

位
名称 設置国・機関 

１秒あたりの計

算回数 

1 タイタン 
米国・オークリッジ国立研究

所 
1 京 7590 兆回

2 セコイア
米国・ローレンス・リバモア国

立研究所 
1 京 6324 兆回

3 京 日本・理化学研究所 1 京 510 兆回 

4 ミラ 米国・アルゴンヌ国立研究所 8162 兆回 

5 
ユークイ

ーン 

ドイツ・ユーリッヒ研究センタ

ー 
4141 兆回 

 

米エネルギー省オークリッジ国立研究所の設置される、
"Titan"と呼ばれるスーパーコンピュータシステム 

 

無料通話アプリ「ライン」 

無料通話アプリ「ライン」、フェイスブックに

対する日本の答えとなるか 

 LINE（ライン）――。17 カ月前に東京で作られたこ

のアプリはスマートフォン（高機能携帯電話＝スマホ）

時代に合わせて、ソーシャルネットワーキングを再定

義しようとしている。  

 ユーザーが 7000万人を超えるラインは主にインスタ

ントメッセージと、インターネット電話のスカイプに似

たネット経由の電話サービスを提供するアプリだ。し

かし、ラインを開発した会社は、このアプリをより幅広

いソーシャルネットワークのプラットフォームにしたい

と考えている。電話とメッセージのサービスに加えて、

交流サイトのフェイスブック(FB+12.59%)やミニブログの

ツイッター、ソーシャルゲームのジンガ(ZNGA+1.42%)、

画像共有サービスのインスタグラムなど、米国発のさ

まざまなサービスをひとつにまとめたようなプラットフ

ォームをつくって、アジアから世界に展開しようという

試みだ。  

 「アジアではムーブメントになってきているので、そ

れが欧米にも広がっていけば」とラインを開発した
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NHN ジャパンの森川亮社長は期待を述べた。同社は

韓国でグーグル(GOOG-0.99%)とヤフー(YHOO-0.14%)を

混ぜ合わせたような韓国版検索エンジンのポータル

サイト「NAVER（ネイバー）」を運営する NHNの日本法人

だ。  

 このアプリは、ユーザーのスマホに保存されている

連絡先のなかから自動的にほかのラインユーザーを

探し出す。それらのユーザーの中にラインでつながり

たくない相手がいれば、連絡先リストから除外すること

もできる。また、新規の連絡先を登録する際には、電

話番号を交換しなくてもユーザーネームを交換すれ

ば登録できる。ラインを使ったチャットでは、シンプル

なテキストだけのメッセージのほかにカラフルな絵文

字やマンガのようなキャラクターの「スタンプ」を送るこ

ともできる。スタンプはかわいらしいものもあれば、ち

ょっと奇妙なものもある。  

 ラインはアジアを中心にヒットしているが、これから

乗り越えなければならない壁も多い。コミュニケーショ

ン関連のアプリの分野にはスカイプやワッツアプ（Ｗｈ

ａｔｓＡｐｐ）など強力なライバルがひしめき合っている。

アジアだけを見ても、ラインは韓国のカカオトークや

中国のテンセント・ホールディングスのウィーチャットと

競合している。ウィーチャットのユーザーは約 2 億人

で、そのほとんどが中国にいる。  

 「すでに独占的なサービスがある国にラインを拡大

するのは大きな挑戦になろう。ユーザーはふつう複数

のインスタントメッセンジャーを同時に使いたいとは思

っていない」と話すのは、市場調査会社カナリスのア

ナリスト、ジェシカ・キー氏だ。  

 ラインはアジア以外の地域では今のところあまり普

及していない。キー氏は、アジア以外の地域のユー

ザーが、かわいい絵柄のスタンプに魅力を感じるかど

うかはわからない、と述べた。  

 アジア諸国のなかには、すでに自国産の交流サイト

を持っているところもあるが、それらのサイトは国内市

場を越えて拡大してはいない、と調査会社ニールセ

ンのシニアアナリスト中村義哉氏は話す。同氏はフェ

イスブックとツイッターはすでにアジア全域で人気を

拡大していると指摘する。  

 森川氏によると、ラインの強みはスマホに特化した

プラットフォームを提供していることだという。パソコン

（PC）時代の対話や交流のありかたは、フェイスブック

やツイッターによって定義されてきたかもしれないが、

ラインの場合は同じことをスマホ時代に合わせてでき

る潜在能力があるという。  

 携帯機器を通じたウェブへのアクセスは急増してい

る。ウェブ分析企業のスタットカウンターによると、9 月

の時点で携帯機器によるアクセスは、ＰＣを含めたす

べてのインターネットへのアクセスの 12％を占めてい

た。これは 1 年前の約 2 倍だ。この傾向はアジアでよ

り鮮明に出ている。アジアではウェブへのアクセスの

20％が携帯機器によるもので、北米ではその割合は

約 10％だ。  

 今年、ラインはアプリのサービスを拡張した。画像共

有サービス「ライン・カメラ」、パズルゲーム「ライン・バ

ーズル」、絵描きアプリ「ライン・ブラシ」、それにバー

チャルな絵ハガキを送れる「ライン・カード」だ。メーン

のコミュニケーションアプリのなかでも、グルーポンに

倣ったクーポンサービスや、友人らと更新情報が共

有できるタイムライン機能、さらに有名人や企業のた

めのツイッターのような機能が拡張されている。  

 NHNジャパンによると、今のところラインは必ずしも売

り上げを追求するのではなく、ユーザーベースの拡

大に焦点を絞っている。このようなスタンスで拡大を

めざす新興企業は少なくないが、それが必ずしもよ

い結果をもたらすとは限らない。アプリ自体は無料で

あることから、売り上げのほとんどは、約 2 ドル（日本

では 170 円）のスタンプの販売や、企業や公共組織

などの公式アカウントの手数料から得ている。  

 NHN はライン全体の売り上げや、企業や公共組織な

どの公式アカウントの手数料から得られる収益などに

ついては公表していないが、8 月のスタンプの売り上

げは 3 億円を上回ったという。  

 ラインは昨年 3 月 11 日の東日本大震災の数ヵ月後

にデビューした。震災の直後に通信網が圧迫される

中で、伝統的な音声による通話よりもデータに基づく

メッセージのほうがつながりやすかったという体験をも

とにアプリの開発をすすめたという。  

 先月の時点で、7000万人を超えるユーザーのうち、

約 3200万人が日本にいた。海外の 230カ国・地域に

ユーザーはいるが、日本人以外のユーザーはほとん

どが台湾かタイにいる。同社は今、米国と中国でユー

ザーを増やすことに集中している。  

 これまでのところ、ラインはチャットサービスを超えて

その先へ進むことに苦労している。調査会社ジャスト

システムが 9 月に実施した調査によると、ラインユー

ザーの 60％以上が追加されたサービスを使っていな

いと回答している。  

 ラインは米国で最初の一歩から始めている。NHN ジ

ャパンは米国のユーザーがラインのサービスの中で

特にどの部分に魅力を感じるのかを把握するため、

マーケットリサーチを行っているという。まずは既存の

サービスへの反応をみて、その中でニーズがあるも

のをより強化しながらプラットフォームを作っていく、と

森川氏は述べた。  

 これは世界的な規模拡大への挑戦の一環だ。簡単

なことではないし、必ず成功する保証はない、と森川

氏は述べ、「成功につながるかどうかは、やってみな

いとわからない」と続けた。  

 


