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いろいろなソフトやハードを組み込む
と、Windowsの動作はだんだん不安
定になってきます。 
 
 
ソフトのインストールやアンインストー
ルを繰り返すだけで、Windowsには
「ゴミ」が溜まってきます。  



具体的には、設定ファイルが無駄に大
きくなっていたり、作業終了時に消去す
べき一時ファイルが消されずに溜まって
いくのです。 
 
入れたソフトがWindowsのシステムファ
イルを自分用に書き換えてしまい、他の
ソフトでトラブルが起きるケースもあり得
るでしょう。 



長期間使っている場合はＨＤＤにあ
るWindows自体のファイルが壊れ
ている可能性もゼロではありません。 
 
 
これらを解決する確実な方法は
Windowsの再インストール（リカバ
リーディスクがある場合は、そちらを
使う）だけです。  



エラーが頻発する場合は、これで思い切っ
て購入時の状態に戻してみるわけです。 
サポート窓口が「Windowsを再インストー
ルしてください」とよく言うのも、それが一番
確実な復活方法だからです。 
ある意味、「そのトラブルの解決方法はあり
ません（わかりません）」と言っているのと等
しいのですが、現実的な解決策ではあるの
です。 

           ［出所；日経パソコン02,4,2号］ 



それではこれから次の５項目に
ついて説明していきます 

１．インターネットエクスプローラーの一時ファ
イル削除 

２．ディスククリーンアップ 

３．ＨＤＤのスキャンディスク 

４．ディスクデフラグ 

５．OSの再インストール 



①インターネットエクスプロー
ラーの一時ファイル削除 

• Ｗｅｂを見ているうちに勝手に溜まっていき
ます。 

• 定期的に削除しましょう。 

｛｛お金は勝手に溜まりません｝｝ 



コントロールパネルを開き、インター 
ネットオプションを選択。  

◆手順１ 



◆手順２ 

ファイルの削除を選択する。 

 

ついでに、Cookieも削除する。 



②ディスククリーンアップ
でも、Temporaryファイル

は削除できます。 
この方が「空き容量」が分
かるので楽しいです。 



「スタートメニュー」→「アクセサリー」→「システ
ムツール」→「ディスククリーンアップ」で起動
します。 

◆手順 



③ＨＤＤのスキャンディスク
をします。これは、ＨＤＤの
ファイルシステムエラーや不
良セクターの検査、回復を行

います。 



 

「スタートメニュー」→「アクセサリー」→「システムツー
ル」→「スキャンディスク」で起動します。 

◆手順：（Ｗｉｎ．９８．ＳＥの場合） 



「マイコンピュータ」→「ローカルディスクのプ
ロパティー」→「ツール」で起動できます。 

◆手順： （Ｗｉｎ．ＸＰの場合） 



④ディスクをデフラグします。 
デフラグは、断片化したファイ
ルを、連続ファイルにすること
により、アクセススピードが速

くなる効果があります。 



「スタートメニュー」→「アクセサリー」→「システ
ムツール」→「デフラグ」で起動します。 

◆手順 

デフラグは時間がかかりますが、定期的
に実行することをお勧めします。複数のド
ライブをお持ちの場合、１日１つのドライブ
を実行するのも手です。 

 

ＸＰの画面 



⑤いろいろやっても 
「まだ重い」場合・・・・ 

 

最終的にOSの再インストール 



お持ちのコンピュータによって、
いろいろやり方が違ってきます。 

 
• Case１．ＯＳがバンドルされ
ていて、リカバリーＣＤが付
属している。 
 

• Case２．ＯＳがバンドルされ
ていて、ＯＳのＣＤＲＯＭが
付属している。 
 

• Case３．ＯＳを製品版で持っ
ている。 

 



◆手順 STEP1 Dドライブを確保 
 

マイデータはパソコンの外に退避するのがベター 



Ｄドライブを作成する３つの方法 

パソコンによる向き不向き 

費用は ディスクトップ 省スペース
ディスクトップ 

ノートパソコ
ン 

スレーブ方式 内部ベイに空きが
あるならベストな選
択。欠点無し 

増設できない機種
がほとんど 

増設は原則不可 １２０ＧＢの内臓ＨＤ
Ｄは１万５千～２万
円程度 内蔵用のＩＤＥのＨＤＤ

を増設する 

外付け方式 作業は簡単。ＣＰＵ
本体を買い換えた
時にも転用がきく 

左に同じ 左に同じ。ただし、
持ち運んで使う人
には向かない。 

１２０ＧＢの外付け
ＨＤＤは２万３千円
～３万円 ＵＳＢ／ＩＥＥＥ１３９４接

続の外付けＨＤＤを増
設する 

Ｃドライブ分割方式 ＨＤＤの空きが十分
なら利用可能。
ハードの追加は不
要だが、作業は面
倒 

左に同じ 左に同じ パソコン添付のリカ
バリーソフトを使う
なら費用ゼロ。高機
能な市販ソフトは１
万円程度 

既存のＨＤＤのパー
ティションを変更。Ｃド
ライブをＣとＤに分割す
る 



STEP2 マイデーターのDドライブ   
    バックアップと設定情報のメモ 
 

officeのファイル（文書、表etc） 

• 送受信したメール 

• 友人、知人のメールアドレス 

• デジカメ画像 

• 各種ソフトで作ったファイル 

     （住所録、データベース、画像etc） 

Dドライブが確保できないときは、CDに焼き付ける。（650MB～700MB） 

最重要=複製が出来ない自分だけのオリジナルデータ 



 重要=再入手や作り直しは
可能だが面倒なデータ 

• Internet Explorerのお気に入り 

• Internet Explorerが保存したパスワードなど 

• 単語登録したIMEユーザー辞書 

• 録画した動画やCDから取り込んだ楽曲 

• ネットで入手したオンラインソフトや画像 



設定情報＝データではなく
自分が行った設定内容  

• インターネットの設定 
• メールアカウントの設定 
• Windowsのカスタマイズ情報 
• アプリケーションの組み込み状況 
• ディスクトップの状況 
• 各種アプリケーションの設定 



STEP3 起動ディスクの作成  

 ９８、ＭＥの場合は、「コ
ントロールパネル」→
「アプリケーションの追
加と削除」→「起動ディ
スクタブ」 

使い方は夫々のマニュアルによります。 



ＸＰの場合は、「マイコンピュータ」→「3.5イ
ンチＦＤ（Ａ）」→「右クリック」→「フォーマッ
ト」→「MD-DOSの起動ディスクを作成す
る」 
 

起動ディスクの作成（XP) 



STEP４ CドライブをFormat  

• この時、Ｃドライブをパーティションで
分割するならばＦＤＩＳＫで行う（９８、Ｍ
Ｅ） 

• ＸＰはＦＤＩＳＫが無くなり、「コンピュータ
の管理」→「ディスクの管理」で行う。 

ここからは、夫々のマニュアルによります。一般的な流れ
として説明します。 



●リカバリーＣＤを使うときは、Ｃドライブのパー
ティション設定は出来ないと思います。…リカバ
リーＣＤもメーカーによって違いますが・・・・ 

●ＯＳをVerＵＰしている場合でそのＣＤがある
場合、新しいＶerでクリーンインストールが出
来る場合があります。 

 ＳＥ → ＸＰ にした時など。 

STEP5 OSのインストール 



STEP６ インターネット設定 

• ブラウザーを最新のVerにupdateします。 

• お気に入りをリストアします。 



STEP７ メール設定  

• メールアカウントの設定 

• アドレス帳のリストア  



STEP８ ドライバーの 
インストールとupdate 

• 最新のドライバーにupdateします  



STEP９ アプリケーションの 
インストールとupdate  

• アプリケーションによっては、プラグインの
関係でインストールの順番があるものもあ
ります。 

• 例えば、adobeのpremiereとcanopusのD
Ｖraptorなど 



Os再インストールの 
ＳＴＥＰまとめ 

 

STEP１ Dドライブを確保 

STEP２ マイデーターのDド
ライブバックアップと設定
情報のメモ 

STEP３ 起動ディスクの作成 

STEP４ CドライブをFormat 

 

STEP５ OSのインストール 

STEP６ インターネット設定 

STEP７ メール設定 

STEP８ ドライバーのインス
トールとupdate 

STEP９ アプリケーションの
インストールとupdate 

 

 



お疲れさまでした 

引き続き 

をお楽しみください 



ビールか
焼酎か 

日本酒か
ワインか 

パソコン悩み塾 

情報出所；日経パソコン、２００２，１０，２８ 

全１０問正解者は懇親会おごり 



インターネット添付のPDFや
JPEGは? 

圧縮する そのまま 

「そのまま」JPEGやPDFは既に圧縮保存されている。
そのため、ZIPやLHAで更に圧縮してもほとんど効
果が無い。 



Windows設定後の再起動は? 

すぐする 後でする 

「すぐする」再起動しないと設定が有効にならない物
がある。メッセージを無視して使い続けると、連携する
各ファイルの整合性がとれず、危険な状態にある場
合もある。 



デジカメの信頼できる
メディアは? 

純正品 他社製 

「どっちでもおんなじ」カメラメーカーの純正品にこだわ
る必要は無い。出所が分からない怪しいメディアは避
けるべきだが他社製でも問題ない。メーカーが純正し
か動作を保証しないのは、自社で純正しか動作検証
していないため。 



ノートのバッテリー充電は? 

無くなってから ちょくちょく 

「ちょくちょく」使い切ってからフル充電するという昔の
常識は今は通用しない。ニッカド電池やニッケル水素
電池はメモリー効果があった。現在の主流はリチウム
イオン電池でメモリー効果は無い。メーカーによると、
完全放電した後、５～７割程度を充電するサイクルを
繰り返すのが良いとのこと。 



ウイルス定義ファイル
更新後は? 

スキャンする そのまま 

「スキャンする」ウイルス定義ファイル（パターンファイ
ル）は定期的な更新が必要。更新したらすぐに安心と
思ってはダメ。更新した後にきちんとスキャン（＝ウイ
ルスの検索）をする必要がある。更新前から潜んでい
る最新ウイルスは、改めてスキャンしないと見つけら
れない。 



電源を入れる順番は? 

パソコンから 周辺機器から 

「どっちでもおんなじ」先に周辺機器から電源を入れて、
最後にパソコン本体・・・・・今まではこれが常識だった。
起動時に周辺機器の接続状況を確認していくので、周
辺機器の電源を先に入れておく理屈。かってよく利用さ
れたSCSI（スカジー）機器などは確かにそうだった。し
かし、USBとIEEE1394が全盛の今日は、どっちが先か
にそうこだわる必要はない。 



Windows UPdateは? 

全部入れる 選んで入れる 

「選んで入れる」WindowsUpdateの修正プログラムは、
必要なものを選んで入れる。むやみに全部入れると、
かえって不具合がでる危険性が高くなるので注意が
必要。重要な更新だけは、全て入れるようにする。セ
キュリティー上の重大な問題を修正するプログラムが
提供されているから。それ以外の分野のものは、説明
をよく読んで自分のパソコンに不具合が現れているよ
うな場合に追加する。 



ソフトのダウンロードは? 

HTTP FTP 

「どっちでもおんなじ」オンラインソフトのダウンロード
ページで「HTTPでダウンロード」と「FTPでダウンロー
ド」の２つの方法が選べることがある。どちらもイン
ターネット通信プロトコルであり、HTTP（hypertext 
transfer protocol）はWebページの転送手段、FTP(fail 
transfer protocol）はファイル転送専用の手段として開
発された。ただし、FTPだとファイアーウォール内から
使えないケースがある。 



ADSLモデムの電源は? 

つけっぱなし たまに切る 

「たまに切る」ADSLモデムは常時電源ONを前提に設計
されており、通信環境が安定しているなら、その状態を
維持した方が良い。ただし、インターネットに長時間接続
しっぱなしにしてると、ノイズの影響で回線状況が悪く
なった場合、自動的に通信速度を落として、より安定した
通信環境を確保する。一旦速度が落ちると自動的には
元の速度に戻らない。通信速度が落ちたなと感じたら、
電源を一旦切って、リセットした状態で接続する。 



黒だけ印刷するときは? 

モノクロ カラー 

「カラー」モノクロ（グレースケール）の写真をきれいに印
刷したいなら「カラーモード」、コストを抑えたいなら「モノ
クロモード」を選ぶ。モノクロのデータを印刷する時、モノ
クロモードでは黒インクだけを使う。しかし、カラーモード
では黒い文字だけを黒インクで印刷して、グレー階調や
画像ではカラーインクを使う。結果として、黒インクだけで
画像を印刷すると粗い感じがするのに対し、カラーインク
を使うと階調を適切に表現できるので、圧倒的にカラー
モードの方がきれい。 



●１０問～８問正解 

●７問～４問正解 

●３問～正解なし 

パソコンおたく度１０ 

ぬれおちば度８ 

まつわり亭主度１０ 



終 


