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１．  ネットサーフィンとは？ 
近年、「インターネット」という言葉は、テレビや新聞・雑誌などで多く使われるようになり、利用者人口は

急激に増加しています。このインターネットの利用の増加に大きく影響を与えているのが、「ネットサーフィ

ン」であることは、みなさんもご存知のことでしょう。ネットサーフィンでは、世界中に広がっているコンピュ

ータネットワークであるインターネットを利用して、様々な情報を調べることができます。 

海でサーフィンをするときにはサーフボードが必要となるように、ネット

サーフィンでは「WWWブラウザ」が必要になります。更にサーフィンをする

ときにはサーフィンができる海岸を知らなければならないように、ネットサ

ーフィンをするときには「Web ページ」の場所を表す「URL」（"http://……

…"という風に表されている）を知らなければなりません。 

ネットサーフィンに必要なモノが揃えばインターネットという広大な海に飛び出すことができます。一度イ

ンターネットの世界へ飛び出せば、後はWWWブラウザに表示されたWeb ページを読み、更にその中に

埋め込まれている「ハイパーリンク」によって様々なWebページ（またはWWWサーバ）へジャンプすること

ができます。このように Web ページから Web ページ（または WWW サーバ）へとジャンプしていくことが、

あちらの波からこちらの波へ移るというようなサーフィンに似ていることから、インターネット上でのサーフィ

ンということでネットサーフィンと呼ばれるようになりました。 

 
１．１ ネットサーフィンを行うための基礎知識 
ネットサーフィンについてもう少し具体的に説明すると、インターネット上で

提供されている WWW（World Wide Web）というサービスを利用することを意

味します。WWW は、直訳すると「世界中に張り巡らされた蜘蛛の巣」という意

味になります。この WWW では、関連した文字情報をお互いにリンクして相互

に参照できるようにしたハイパーテキストが用いられています。インターネット

上に分散している様々な情報をリンク構造で関連付けて文字や音、画像、動

画を含めたマルチメディア情報を参照することができます。 

WWWで参照できる情報は、HTML(Hyper Text Markup Language)という言語で記述されており、利用

者はWWWブラウザを通してHTMLで記述された情報を得ることができます。WWWブラウザの代表的な

ものとしては、Microsoft の Internet Explorer や Netscape Communications の Netscape Navigator など

があります。WWWブラウザで解釈されるHTMLは、あらかじめ定義されているタグと呼ばれる文字列を用

いて Web ページ内の文字やそれに対する装飾、画像や動画などのマルチメディア情報、更に他の Web

ページ（またはWWWサーバ）へのリンクなどが記述されています。 

WWWブラウザを使用してWebページを表示させるためには、WWWサーバ（WWWサービスを提供し

ているコンピュータ）の名前（アドレス）を知っている必要があります。WWW では、この場所のことを URL

（Uniform Resource Locator）といいます。この URL は一般的に次のような形式で表されます。 

 ３  



プロトコル名 
WWWサーバとWWWブラウザがHTMLファイルや画像ファイルをはじめとしてさまざまなデータをやり

取りするためのプロトコル（コンピュータ間のデータ通信の手順）を表します。ネットサーフィンにおいて

は、http(Hyper Text Transfer Protocol)や ftp(File Transfer Protocol)が使われます。  

ホスト名 
ホスト名とは WWW サーバのコンピュータの名前

を表しています。インターネットでは、WWW サー

バとなっているコンピュータの多くが WWW という

名前になっています。 

ドメイン名 
WWWサーバがどのネットワークにつながっている

のかを表す、いわゆる住所のようなものです。

"."(ドットまたはピリオド)で区切られている文字毎

に意味を持っています。右表にその例を示します。

ここでは、日本・学術機関・東海大学・総合情報セ

ンターの意味を表しています。したがって、テレビ

や雑誌等で紹介されている「ホームページのアド

レス」を見ると、どのような組織が情報を提供して

いるのか分かります。 

ディレクトリ名 
Web ページに必要なファイルが置かれている場所です。提供している情報を階層的に整理するため

に使用されています。 

ファイル名 
Web ページとして表示されているファイルの名前です。HTML ファイルの場合は"….html"または"

….htm"、画像ファイルの場合は"….gif"または"….jpg"など、ファイルの末尾の文字列がファイルの内

容を表しています。なお、この文字列のことを「拡張子」といいます。 

 

①学内組織 ｃｃ 総合情報センター 

  ms 航空宇宙 

  yyg 法人 

②組織 u-tokai 東海大学 

  ktokai-u 九州東海大学 

  htokai 北海道東海大学 

③機関 ac 学術機関 

  co 私企業 

  go 公共機関 

  ad ネット管理団体 

  or その他の団体 

④国名 jp 日本 

  uk イギリス 

  kr 韓国 

２．  WWW ブラウザを使ってみよう 

ネットサーフィンをするためには欠かせないWWWブラウザとして、コンピュータ室では次の 2種類を使

用することができます。 

 ４  

• 

• 

Ｎｅｔｓｃａｐｅ Ｎａｖｉｇａｔｏｒ 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ 

それぞれ開発元は異なっていますが、どちらを使用しても特に問題はありません。しかし、WWW ブラウザ

独自の機能として拡張されたHTML を使用しているWeb ページを表示させたときは、両者に違いが現れ

ることがあります。 

２．１ Windows 2000 のログオン 

ネットサーフィンをするためには、パソコンにログオンする必要があります。まず、パソコン本体の電源ボ

タンを押します。しばらくすると、Windows 2000 が起動したら、CTRL キーと Alt キーを同時に押した状態

で DEL キーを押します。 



 ５  

ダブルクリック

 
 

「ログオン情報」の画面が表示されたら、計算機利用承認通知書に記されているログイン名を［ユーザー

名(U)］の欄に入力し、次に［パスワード(P)］の欄をマウスでク

リックしてパスワードを入力します。パスワードは入力しても

「********」としか表示されないので注意してください。入力

したら「OK」ボタンをクリックします。 

ログオンが完了すると画面全体にこのようなデスクトップが

表示されます。Windows 2000 のいろいろな作業はこのデスク

トップ上でおこなうことになります。Windows 2000 を利用する

上での作業台と考えると良いでしょう。 

 

２．２ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒの起動 
Internet Explorerを起動させるためには、画面の左上に表示されている Internet Explorerアイコ
ンをダブルクリックします。 

Internet Explorerを起動すると、スタートページとして湘南計算機室のWebページが表示されま
す。この Web ページには、総合情報
センターからのお知らせや、利用の手

引、更に利用者からよく寄せられる質

問に対する回答などがあります。コン

ピュータ室を利用するときには、必ず

チェックするようにしてください。 

 
２．３ ハイパーリンクでアクセス 

表示されたWebページには他のWebページへのリンクが埋め込まれており、そのリンクをクリックするこ

とで更なる情報が得られるようになっています。このような仕組みをハイパーリンクと呼びます。Webページ

内にあるハイパーリンクは、普通の文章とは文字の色が異なっ

ていたり、アイコンとして表示されていたりします。また、マウス

ポインタを近づけると、マウスポインタが矢印から手の形に変わ

ります。 

例として、「東海大学」という文字列にマウスポインタを合わ

せてクリックしてみましょう。すると、左に示されるように「東海大

学」の Web ページが表示されます。この画面から、総合情報セ

ンターの Web ページに戻るためには、ウィンドウ上部のツール

ク
ここをクリッ



 ６  

バーの中に表示されている「戻る」ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．４ URL でアクセス 
ハイパーリンクをクリックするのではなく、目的の Web ページを直接表示させる場合は、その Web ペー

ジのURLを知っている必要があります。URLはInternet Explorerの「アドレス」の欄に表示されているので、

一度アクセスしたWebページに後からまたアクセスする可能性があるときは、URLをメモしておきましょう。

また、最近ではテレビや雑誌・新聞広告などにURLが書かれて

いることがあります。 

URL を指定してWeb ページを表示させるためには、「アドレ

ス」欄に URL を記入し、ENTER を押します。正しく表示されな

い場合は、URL が間違っていないことを確認してください。 

 
２．５ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒの終了 
Internet Explorer を終了させるためには、メニューバーから [ファイル

(F)] → [閉じる(C)] を選択するか、または、ウィンドウ右上の×ボタンを

クリックします。 

 
 

３． WWW ブラウザをもっと便利に使いたい 

WWWブラウザの操作は誰でも気軽にネットサーフィンができるように作られているため、Webページを

表示させて読むこと自体は簡単にできます。ここからは、ネットサーフィンを快適に行うための使い方をい

くつか紹介します。 

 
３．１ ツールバーのボタン 
ネットサーフィンをしていると、前にアクセスした Web ページをもう一度表示させたい、または Web ペー

ジを印刷したいなどと思うことがあるでしょう。このようなときには、ツールバーにあるボタンが役に立ちます。

表示されているボタンには、それぞれ次のような機能があります。 

 

 

 



 

戻る 
直前に表示されていたWebページに戻るときにクリックします。さらに前に表示されていたWebページ

に戻るには、「戻る」ボタンの右側の▼をクリックし、一覧から目的のWeb ページを選択します。 

進む 
前に表示されていた Web ページに戻っているときに、元の Web ページに進むときにクリックします。さ

らに先のWeb ページに進むには、「進む」ボタンの右側の▼をクリックし、一覧から目的のWeb ページ

を選択します。 

中止 
表示しようとしている Web ページの読み込みを中止します。いつまでたっても Web ページが表示され

ないときなどに使用します。 

更新 
表示されているWeb ページをもう一度読み込みます。 

ホーム 
設定されているホームページ（コンピュータ室の場合は、湘南計算機室のWebページ）を表示します。 

全画面表示 
Web ページを画面全体に広げて表示します。元の表示に戻すときには、再度このボタンをクリックしま

す。 

印刷 
Web ページを印刷します。 

 
３．２ よくアクセスする Web ページへのショートカット 

いろいろな Web ページを見ていると、定期的にアクセ

スしたいものや、後でまたアクセスしたいと思うものが出て

くるでしょう。そのようなWebページは、URLを書き留めて

おくことで、次回からは URL を直接指定してアクセスする

ことができます。しかし、これをもっと簡単に行うことができ

ます。それは、目的の Web ページを表示するアイコンを

作成しておくことです。 

例えば、個人割り当てしている Z ドライブにそのアイ

コンを保存する場合は、まず始めに [マイコンピュー

タ] を開いた状態にします。その後、図のようにアドレス

欄に表示されているアイコンをドラックさせて、[（Z:)] に

コピーします。すると、Z ドライブの中に Web ページへ

のショートカットが作成され、次回からはこのアイコンを

ダブルクリックするだけで、自動的に Internet Explorer

が起動して目的のWeb ページが表示されます。 

 
 

 ７  



３．３ Web ページが表示されない 

Web ページにアクセスしているとき、何らかのエラーが発生して正常にWeb ページが表示されないこと

があります。そのような場合には、どのようなエラーが原因で Web ページを表示できないのかが表示され

ます。次に主なエラーとその原因を挙げます。 

 
URLが間違っている 
インターネットでは、指定したアドレスの 1 文字でも間違っ

ているとアクセスできません。このような場合、図のようなエ

ラーメッセージが表示されます。文字を正しく入力してい

るかどうかを確認することは言うまでもありませんが、見つ

けにくいミスとしては、"."が抜けている、または"."を余計

に入力している、文字と文字の間に空白が入っているなど

が挙げられます。なお、アルファベットの大文字と小文字の違いにも、気をつけてください。 

 

ネットワークが混雑している 
URL が正しいにもかかわらず、Web ページが表示されな

いこともあります。この場合は、右のようなエラーメッセージ

が表示されます。原因としては、ネットワークが混雑してお

りデータ転送に時間がかかっているために表示されない、

または WWW サーバにアクセスが集中しておりサーバ側

での処理に時間がかかっているために表示されないという

ことが考えられます。 

 
アクセス権がない 
Web ページによっては、アクセス制限をかけていたり、アク

セスするためにはパスワードを入力しなければいけないとい

った場合もあります。また、Webページの管理者が、ファイル

のアクセス権を間違えているために表示できないという場合

もあります。そのような場合には、右のエラーが表示されま

す。 

 
Web ページが表示されないときには、ほとんどエラーメッセージが表示されます。そして、そのエラーメ

ッセージには、Web ページが表示されない原因が書かれています。なかなか表示されないからといって

何度も何度もアクセスするのではなく、エラーメッセージを読み、その原因を正しく理解しましょう。 
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３．４ 快適なネットサーフィンのために… 
ネットサーフィンをしていると WWW ブラウザには次々と文章や画像が表示されますが、それらの文章

や画像は、実際に使用しているパソコンからは遥か遠く離れた WWW サーバから転送されてきます。Web

ページの表示に時間がかかるからといって複数の Web ページを同時に見ようとしたり、何度も「更新」ボタ

ンをクリックして不必要なアクセスを行うことは、ネットワークの混雑を引き起こし、結局は自分自身の Web

ページの表示を遅らせることになります。ネットワークは利用者全員に共通の資源ですから、利用者一人

一人がネットワークの混雑を緩和するための努力が必要です。 

また、総合情報センターでは、コンピュータ室から WWW ブラウザを使用する際には、必ずプロキシサ

ーバを利用するように設定されています。プロキシサーバは、利用者のパソコンと WWWサーバ間のデー

タ転送を仲介し、キャッシュ機能によりそのデータを蓄えます。蓄えられたデータは、次にそれと同じ Web

ページへアクセスがあったときに利用されます。これにより、WWW サーバへの無駄なアクセスを減らすこ

とができます。これを模式的に表すと、次のようになります。 

プロキシサーバがない場合、個々のパソコンから WWW サーバへのアクセスは別々に行われるため、

WWW サーバは同じ Web ページのデータを 2 回送信する必要があります。これでは、WWW サーバにと

っては無駄な負荷がかかり、学外ネットワークの利用という観点からも、無駄なデータ転送を行っていると

言えます。 

これに対して、プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバがWebページのデータを蓄えているので、

個々のパソコンからのアクセスに対して、プロキシサーバ内にデータがあればそれをパソコンに転送し、

データがないときだけ学外にアクセスすることになります。 

研究室や自宅のパソコンでダイヤルアップ IP 接続（電話回線を利用してインターネットに接続する方

法）を行ってネットサーフィンを行う場合には、プロキシサーバを利用することをお勧めします。プロキシサ

ーバ利用のためのWWWブラウザの設定は、総合情報センターのWeb ページの「設定方法・利用方法・

Q&A」に説明があるので参考にしてください。 

 

 
 

プロキシサーバがない場合 プロキシサーバがある場合 

４． 情報の波を乗りこなす 
インターネットを利用して得られる情報は非常に多く、また必ずしも必要とする情報がそのまま得られる

とは限らないため、本来の必要とする情報に辿り着くまでに長い時間がかかる場合もあります。しかし、こ

のような問題を避けるため、インターネットでは様々なサービスが提供されています。ここでは、そのような

サービスについて説明します。 
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４．１ 検索サイトについて 
インターネット上で提供されている情報について検索する場合、一般的には「検索サイト」と呼ばれる

Webページを使用して目的の情報を検索します。検索サイトとは、「ある単語や事柄をキーワードに、それ

らに関する情報があると思われる Web ページの一覧、または情報そのものを表示するサービス」です。検

索サイトはインターネット上の情報に関するデータベースを保持しており、その中からキーワードに関連す

る情報を探し出します。この検索サイトは、保持しているデータベースの作成方法により「ディレクトリ型」 

「ロボット型」 「専門型」があり、それぞれ次のような特徴があります。 

 
ディレクトリ型 
登録スタッフがジャンルに分けて登録しています。自薦･他薦を問わず、登録を推薦されたサイトにつ

いて、その内容に応じたジャンルに分けられ、適切なコメントが付加されて登録されます。人の手を介

して登録を行っているためデータベース自体の大きさはロボット型と比べて小さめで、これに応じて検

索結果も（ロボット型と比べて）少なめになります。検索結果が少ないことは欠点のようにも思えますが、

その結果を見るのも人間なので逆に利点となる場合もあります。 

日本国内の主なディレクトリ型検索サイト 

Yahoo! JAPAN http://www.yahoo.co.jp/ 

 
ロボット型 
検索ロボットと呼ばれるプログラムが自動的に WWW サーバにアクセスし、データベースに登録してい

ます。登録される Web ページの情報には、本文が数行付加され、ある程度内容が推測できるようにな

っています。プログラムが自動的に登録しているので膨大なデータベースが作成され、単にキーワー

ドを入力しただけでは読みきれないほどの検索結果が表示されることもあります。このような場合、キー

ワードに関連した追加キーワードを指定して、検索結果を絞り込んでいく必要があります。 

日本国内の主なロボット型検索サイト 

goo http://www.goo.ne.jp/ 

infoseek Japan http://www.infoseek.co.jp/ 

 
専門型  
情報を提供している企業・団体などが、独自にデータベースを管理しています。実際の情報を扱って

いるところが多いため、情報の正確さや早さには定評があります。実用性の高い情報に関するものが

多く、必要としたい情報を提供している検索サイトがすでにある場合には、他の検索サイトを利用する

よりもこちらを利用した方が効率的と言えます。 

日本国内の主な専門型検索サイト 

Mapion（地図検索） http://www.mapion.co.jp/ 
ジョルダン乗換案内（電車） http://www.jorudan.co.jp/ 
Kinokuniya Book Web（書籍検索） http://bookweb.kinokuniya.co.jp/ 
WNI Cyber Weather World（天気予報） http://www.wni.co.jp/cww/ 
ゆうびんホームページ（郵便局） http://www.post.yusei.go.jp/ 
インターネットタウンページ http://itp.ne.jp/ 



日本道路公団ハイウェイナビゲータ http://www.japan-highway.go.jp/route/ 
総務庁統計局・統計センターホームページ http://www.stat.go.jp/ 

 
どの種類の検索サイトを使用するべきかは、検索する情報の種類により変わってきます。検索する情報

が、ある分野やテーマ、漠然とした名前などの場合、適切なジャンルに分けられているディレクトリ型がよ

いでしょう。また、ある特定の情報や検索する情報に関連するキーワードが分かっている場合には、検索

結果が多いロボット型の方がよいでしょう。もちろん、すでに専門の検索サイトがある場合には、それを利

用するべきです。ただし、これは一般的な考え方であって、時と場合、また人の好みによって変わってきま

す。 

 
４．２ 検索サイトを使う 
検索サイトの利用例として、ディレクトリ型検索サイトである Yahoo! JAPAN を利用して情報検索を行っ

てみましょう。 

（１） Yahoo! JAPAN （URL は前述の表を参照）にアクセスします。 

（２） ディレクトリ型検索サイトでは、登録されている情報はすでにジャンル毎に分けられているので、ジャン

ルを選択していくことで、目的の情報を得ることも

できます。 

例えば、「平塚市」に関する情報を集める場合、次

のようにジャンルを選択します。 

 ［地域情報－都道府県－］→［神奈川］→［市、

町、村］→［平塚市］ 
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（３） キーワードを用いて情報を検索するためには、 

ページ内の［検索］ボタンの左側にキーワードを入

力して、［検索］ボタンをクリックします。 

キーワードの入力

欄

登録されている

ジャンルの一覧

（４） キーワードと一致する Web ページがある場合は、

登録されているジャンルと共にそのWeb ページの

コメントが表示されます。Webページのタイトルの部分をクリックすると、そのWebページにアクセスでき

ます。 

 例に示した画面では、キーワードとして「鶴巻温泉」

を入力した場合の結果を示しています。この例では

検索結果が４件と少ないので、表示された全ての

Web ページにアクセスして情報を確かめることがで

きます。しかし、検索結果が多い場合には個々の

Web ページを全て見ることはできなくなります。この

ような場合、更にキーワードを追加することにより、

目的とする情報を絞り込んで検索することができま

す。 

検索結果の下に、絞込検索の指定が表示されてい

るので、ここにすでに入力してあるキーワードに続け



てスペースを入力し、追加するキーワードを入力して再び［検索］ボタンをクリックします。 

 

次に、ロボット型検索サイトである goo を利用してみましょう。利用方法は Yahoo! JAPAN の場合と変

わりません。Internet Explorer を起動して、goo の URL（前述の表を参照）に接続し、キーワードを入力

して、［検索］ボタンをクリックします。ここでは、前述の場合と同様に「鶴巻温泉」をキーワードにして検

索した結果を示します。 

検索結果は 1251 件と、Yahoo! JAPAN で検索した場合と比較してかなり多くのサイトが表示されまし

た。この違いが、ディレクトリ型検索サイトとロボット型検索サイトとの違いです。表示された結果は、キ

ーワードに関する情報が含まれていると思

われる順番に並んでいますが、これだけ多

くのサイトが表示されると、この中からどのサ

イトにアクセスすればよいのか判断すること

ができません。そのような場合は、前述の通

り、キーワードを追加して絞込検索を行う必

要があります。goo で絞込検索を行う場合も、

Yahoo! JAPAN の場合と同じようにスペース

を入力してから追加キーワードを入力して

検索を実行します。ここでは絞込検索の例

として、鶴巻温泉の効能が書かれているサ

イトを探し出してみましょう。「鶴巻温泉」と

「効能」をキーワードにして検索を行います。

すると、検索結果は 22件になりました。これ

なら1つ1つのサイトにアクセスすることも可

能です。ただし、この 6 件のサイト全てに自分が必要とする情報（ここでは鶴巻温泉の効能）に関する

情報があるとは限りません。分かっているのは、この 6 件のサイトには「鶴巻温泉」と「効能」という文字

があるということだけです。ここから先は実際にアクセスし

て、情報を確認するしかありません。 

22 件のサイトにアクセスした結果、その中のサイトか

ら「婦人病、リュウマチ、神経病」 と「神経痛・胃腸病・創

傷」という効能を知ることができました。ここで、注意しな

ければいけないことがあります。それは、これらの「情報

の真偽について」です。インターネットで得られる情報は

必ず正しいとは限りません。したがって、これらの情報を

信用したために自分が損をしたり、被害を受けたとしても、

それは自分の責任です。これは、インターネットを利用

する人全てに共通することですから、必ず忘れないよう

にしてください。 

検索サイトの利用方法は、ここで説明したことよりも詳細なものが用意されています。それぞれの検

索サイトには、「使い方」や「ヘルプ」、「初めて利用する方へ」といった内容の情報が提供されているの

キーワードの入力
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で、検索方法についてより詳しく知りたい場合には、そちらを参考にしてください。 

また、新聞社のサイトで提供されている過去の新聞記事の検索など、検索サイトの中には有料のところ

もあります。そのようなサービスを利用する場合は、利用規定に従って手続きを行う必要があります。 

 
５．  ネットサーフィンの光と影 

検索サイトをはじめ、インターネットで提供されているサービスの多くは無料で利用することができます。

しかし、無料で利用できるサービスには、それなりの仕組みがあることを理解しておく必要があります。また、

インターネットでは常に個人の責任において行動する必要があります。インターネットを利用して学外の個

人や組織に害を与えた場合には、個人に責任が問われます。 

 
ここでは具体的な例を紹介します。 

 
５．１ インターネットで懸賞生活 
インターネット上では様々な懸賞が企画されており、葉書を書いたり電話をかけるなどという面倒なこと

をしなくても、メールアドレスを入力するだけで簡単に応募できます。検索サイトでそのような懸賞を探し、

いくつも懸賞に応募すれば１つくらい当たるかもしれません。それでは…といくつかの懸賞に応募したとし

ます。すると応募後、懸賞に応募したメールアドレスに頼みもしない広告メー

ルが届くようになります。 

これは、懸賞の企画の目的が、商品を提供することではなくその賞品に関

心がある人のメールアドレスを集めることにあるからです。関心があることにつ

いてのメールが自動的に届くのはいいことではないか、と思われるかもしれま

せんが、実際にはそのようなメールアドレスの一覧が様々なところで取引され、

結局まったく関係のない広告メールまで届くようになる可能性があります。関

心のないメールが１日に何通も送られてくるのは苦痛です。 

もしこのような関心のない広告メールが送られてくるようになったら、まずそのメールが送信されないよう

にする方法が書かれているかを確認しましょう。そのような方法が書かれていない場合には、差出人と連

絡を取ってみましょう。 

 
５．２ インターネットでショッピング 
インターネットで買い物をすることもできます。わざわざお店に行きあちらこ

ちらを歩き回らなくても買い物をすることができます。このとき、自分の住所と名

前、電話番号やキャッシュカードの番号などの個人情報を入力する必要があ

りますが、これらの情報も先の例と同じように扱われる可能性があります。また、

クレジットカードで支払いをする場合には、引き落とされた金額にも注意する

必要があります。更に、虚偽の住所や名前を入力して買い物を行うといった悪

質ないたずらを行ってはいけません。名前やメールアドレスを入力しなければ、誰がいたずらしたのか分

からないだろうという考えは大きな間違いです。場合によっては、そのようないたずらのために発生した損

害を請求される可能性もあります。 
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５．３ 掲示板に落書き 
インターネットでの情報交換の場として、掲示板（BBS）が設置されてい

る Web ページもあります。掲示板では誰でも情報を書き込むことができ、

それを見た人が更に情報を追加していくという形で、情報交換がなされて

います。このような掲示板は、誰でも書き込むことができるため、偽名でそ

の掲示板の内容にふさわしくないことを書き込んだり、いたずら書きをする

ことができるかもしれません。しかし、このような行為も許されない行為です。実際の犯罪例として、掲示板

にある女性に関する個人情報を掲載したために、その女性に対してストーカー行為が多発したということ

で、その個人情報を書きこんだ人が逮捕され、有罪になった事件もあります。 

 

５．４ ネットワーク犯罪に巻き込まれないために… 

近年、インターネットを利用した犯罪が新聞やテレビニュースで大きく取り上げられていますが、それら

の事件の多くは短時間で容疑者の特定が行われています。インターネットで提供されているサービスは、

「いつ、どのマシンからアクセスされたか」という記録を残しており、この記録を解析することによって犯罪を

行った者を特定することができます。この記録はアクセスログと呼ばれます。したがって、何気なくネットサ

ーフィンしているその行動は、常に記録されています。 

自分自身の情報の公開について気を付け、自分のアクセス先のサイトを他人に知られても困らないよう

に、また他のインターネット利用者に対して迷惑をかけないことを心がければ、インターネットを利用して得

られる情報は大変有効なものとなります。また、実際には、情報を得てからの行動が本質的な問題です。

例えば、就職情報を提供しているWebサイトにアクセスして、自分が興味を持っている企業に関する情報

を得られたとします。ここまでは、インターネットを「情報を得るための道具」として利用した結果です。問題

は、この後「自分がどのように行動するべきなのか」です。そこまでの情報をインターネットから得ることは

できません。自分で考える必要があります。これからもどんどん大きくなっていく情報の波に流されないよう

に、自分で考える力を養うことを心がけてください。 

 

 

６． 電子メールとは 

電子メール（以下メールといいます）とは、インターネットに接続されたコンピュータを利用して、「手紙

（メール）」のやりとり（送受信）をするサービスです。メールの送受信は、郵便で手紙を送るのと同じ感覚

で使えます。郵便で手紙を送る時に郵便番号、住所、氏名を書くのと同じように、メールでも送信先の宛

て先を指定することにより、インターネットを通じてメールを配送します。配送されたメールは相手の端末

に直接届くのではなく、インターネット上の専用のサーバ（メールサーバ）に送信されます。そのサーバに

読み手がアクセスして情報を引き出します。大学内でのメールは、主に１）課題、レポート作成の情報収

集道具 ２）課題、レポートの提出 ３）学生、教職員間の連絡道具 ４）他大学、他国との連絡道具 ５）就

職活動（人事担当者連絡、企業資料請求）などに利用されています。 
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７． メールアドレスとは 

メール（E-MAIL ともいいます）では宛て先のことをメールアドレス（E-MAIL アドレスともいいます）と呼

びます。このメールアドレスは、個人を識別するためのＩＤで、郵便における住所と同じようなものです。メ

ールアドレスは、ログイン名とドメイン名を「@」を挟んで記述することによって表現します。総合情報センタ

ー窓口で「計算機利用申請」を行うとメールアドレスが取得できます。ここではメールアドレスの構造につ

いて説明します。 

（例）2aab1234 の学生がメールサーバ（keyaki）を利用するときのメールアドレスは、 

            2aab1234@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp となります。 

 

メールアドレスの構造                メールサーバ(keyaki) 

        ⑦    ⑥ ⑤   ④   ③  ② ① 

        ｜    ｜ ｜   ｜   ｜  ｜ ｜ 

     xxxxxxxx@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp
     ログイン名     ドメイン名 

 

①国名： jp      日本  Japan 

          uk     イギリス  United Kingdom 

          kr      韓国  Korea   

  

②機関： ac      学術機関    academy 

          co      私企業     commercial 

          go      公共機関    government 

          ad      ネット管理団体 administration 

          or      その他の団体 organization   

 

  ③組織： 東海大学   u-tokai 

          九州東海大学  ktokai-u 

          北海道東海大学  htokai  

 
  ④学内組織：総合情報センター  cc      

            通信工学科   et 

航空宇宙   ms 

 
⑤ホスト名：メールサーバ   keyaki 

    アプリケーションサーバ bosei   
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 ⑥＠：at mark 

⑦ログイン名：学生は、学生証番号 

 
 

８．メールを利用する上での留意点 

メールに限らず、どのようなものにも使用するにあたって、最低限覚えておくべきことがらがあります。イ

ンターネットでは、それらのことがらをネチケットと呼んでいます。これは、他人とネットワークで情報をやり

とりする中で、思いやりや礼儀などの点で守ったほうがよいとされている習慣のことです。ここでは、インタ

ーネットや各種の文献で言われているネチケットや利用についてのマナーについて、それをまとめて箇

条書きにしてみました。詳しくは、「付録 ネチケットガイドライン（抜粋）」を参照してください。ここに書か

れた最低限のことがらに従ってネットワークを使うことによって他人だけでなく自分自身も不愉快な思いを

しなくてすみます。 

 

１）正しいメールアドレス 

メールを書くときには、相手のメールアドレスを間違えないようにしましょう。また、自分のメールアドレス

を教えるときにも間違いのないようにしましょう。 

２）メールの大きさ 

メールで文章を送るときには、あまり長い文章やデータを送らないようにしましょう。50 キロバイト (400 字

詰め原稿用紙で 64 枚)以内を目安にしてください。 

３）簡潔な署名 

多くのメールには、本文の終わりに自分の署名が付けられています。これは、メールを送った人に連 絡

を取りたいときにどのような方法で取るのか、そのための情報を示すためのものです。つまり署名  には、

メールアドレスやネットワーク上に公開して良ければ電話番号、住所などを書きます。また、この署名は、

４行で十分です。また、メールを書いてしまった後で、署名をつけ忘れたからといって再送信しないでく

ださい。  

４）漢字とカナ 

メールは、英語圏で開発されたものです。そのため漢字やカナの使用が考慮されていない場合があり、

特に「半角カナ 例）ｱｲｳ」と「メーカ独自文字 例）①Ⅱ」を使用してメールを書くと、相手がその メール

を読んだとき、その文字が化けて正常に表示されません。表示されたとしても、それは偶然です。 

５）信頼性 

メールは、ほとんどの場合相手に届きますが、ごくたまに届かないことがあります。どうしても伝えたいこ

とがあるときには、郵便局で書留にしましょう。また、急を要する連絡は、電話で行いましょう。メールで

連絡しても、相手がいつそれを読むのかは分かりません。  

 

 
９． ＡＩＲＭＡＩＬについて 

昔は、メールを送受信する場合、メールサーバに直接ログインして、メールの操作を行ってい

ました。また、同時にメールを操作するための UNIXのコマンドやメールを書くためのエディタ



の使い方など多くの知識が必要でした。しかし近年、メールを簡単に送受信する事ができるソフ

トが開発されました。コンピュータ室のパソコンには、AIRMAILがインストールされています。

この AIRMAILを利用することによりメールサーバ上での操作を必要とせず、Windowsの基本的

な操作でメールの送受信がおこなえます。 

 

９．１ AIRMAIL の起動 

メールサーバ（keyaki）を利用する場合の方法について説明します。AIRMAIL の起動は、[スター

ト]->[プログラム(P)]->[ネットワーク]->[AIRMAIL]を選択します。 

AIRMAILを起動すると、「AIR MAIL-環境ログイン」の画面が表示されます。 [ユーザ名(N)]

の欄に keyakiに登録されている自分のログイン名を、[パスワード(P)]の欄に、自分のログイン

名に対するパスワードを入力し、[OK]をクリックします。パスワードは入力したときに他人に知

られないように、＊印で表示されます。ネットワークが混み合っているとき、メールが大量にあ

るときには、ログインに数分かかることがあります。 

 
９．２ AIRMAIL の終了 

 「５．４ メールを読む」の一覧表示画面を一番手前に表示させ、[ファイル(F)] → [全終了(X)] を選択

します。 

 

９．３ メールを書く 

 下記の画面の状態で、[発信(C)]->[書く(W)]を選択します。 
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 メール送信画面で、宛先、表題、本文を書き送信を押します。 

 送信時に表示される項目について 

宛先 送信先のメールアドレスを入力します。 

表題 メールの内容を表す簡潔な表題を付けます。 

コピー 複数の人にメールを送信する時に、送信先のメールアドレスを入力します。 

ＢＣＣ 

コピーとほぼ同じ意味ですが、宛先、コピー で指定した相手はお互いにメールアドレスが

表示され届いていることがわかりますが、ＢＣＣで指定した相手のメールアドレスは、宛先、

コピー で指定した相手にはわかりません。 

 

９．４ メールを読む 

keyaki との接続に成功すると、受信したメールの一覧が表示されます。読みたいメールにマウスポイン

タを合わせてダブルクリックすると、送られてきたメールのヘッダ、本文が表示されます。この状態では、

郵便でいうと自宅のポストに当たる INBOX フォルダを参照しています。メールのヘッダには、送られてき

たメールに関する様々な情報が示されています。 

 

受信時に表示される項目について 

メールリストはフォルダに収まっているメールの一覧を表示しています。１つのメールは１行で表されて

います。その中には差出人や表題の一部分が表示されていて、メールのおおまかな概略を想像すること

ができます。 
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新着(N)、未読(U)、返答済み(A)などメールの状態を数個の英文字で表しています。 

A(Answered) 既に返事を書いたことを表しています（返事済み）。 

N(New) まだ読んでいない新しく届いたメールであることを表しています（新着/未読）。 

R(Recent) 新しく届いたメールですが、既に読んだもであることを表しています（新着/既読）。

U(Unread) 以前に届いたメールで、まだ読んでいないことを表しています（未読）。 

M(Marked) 
メール(M)／マーク(M)によって印の付けられたメールであることを表しています

（マーク付き）。 

メールの状態 

無印 上記のどの条件にも当てはまっていない場合です。 

Date メールを出した日付です。 

From メールを送った人の名前です。 

Subject 
メールに付けられた表題の初めの数十文字が表示されます。これを見れば、メールのおおよその内

容が推察できます。 

サイズ 
メールの大きさを(行数/バイト数)で表示します。 そのメールが添付データを持っていた場合には、

行数の代わりに 'Ｍ' と表示と表示します。 

 

９．５ エラーメール 

送信先のメールアドレスを間違えると、送信したメールが、エラーメールとして返ってきます

（MAILER-DAEMON からメールがきます）。メールの配送に失敗した場合は、このメールの内容から原

因を知ることができます。また、エラーの内容は Subject(表題)にも表示されます。正しいアドレスを指定し

て送信し直す必要があります。 

  
User Unknown    Host Unknwon 

メールアドレスに指定したログイン名 

（＠の前の部分）の間違いです。

メールアドレスに指定したドメイン名

（＠の後ろの部分）の間違いです。 
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９．６ メールの返信 

現在表示しているメールに対する返事（リプライ）を書くことができます。返事を書くメールが表示されて

いる状態で、[発信(C)]->[返事(R)]を選択します。 

インデントを指定し[OK]をクリックします。ここで選択するインデントとは、返事に取り込まれる相手から

のメールの先頭に付けられる文字列を表します。ここでは、7jab9876>を選択します。 

返事を入力する画面で文章を編集します。このとき、取り込まれた相手からのメールには、先に選択し

たインデントが付加されています。もちろん、返事に相手からのメールが必要ない場合は、削除しても構

いません。本文を編集、入力し終えたら[送信]をクリックします。 

 

９．７ メールの削除 

これまで読んだメールは、すべてkeyaki内にあるmboxというファイルに保存されています。保存できる

ファイルの容量は１人 20MB(メガバイト)までとなっているので、これを超えないように不要なメールは削除

するようにしてください。削除の方法は、「９．４ メールを読む」の画面で削除するメールをクリックして、[メ

ール(M)]->[削除(D)]を選択します。 
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削除したメールは、Trash フォルダに保存されます。AIRMAIL を終了するまでは、誤って削除したメール

を Trash フォルダから移動（INBOX 内に）することができます。しかし、AIRMAIL を終了すると Trash フォ

ルダ内のメールは削除されるので注意してください（詳しくは、「９．８メールの整理」を参照してくださ

い）。 

 
９．８ メールの整理 

受信したメールは、keyaki 内にある mbox というファイルに保存されています。受信したメールをそのま

ま溜め続けていくと、後々過去に受信したメールについて調べるときに手間がかかる上、AIRMAIL の起

動に長い時間がかかってしまいます。AIRMAIL には、受信したメールを送信者別や種類別に分けて保

存できるフォルダという機能があります。このフォルダを使って受信したメールを INBOX フォルダから移

動することができます。メールサーバに接続した直後表示される INBOX フォルダは、メールサーバ内に

あるmboxというファイルに対応しています。また、すでに説明したTrashフォルダも、不要なメールを溜め

ておくというフォルダの１つです。 

 

９．８．１ フォルダの作成 

メールをフォルダに移動するためには、始めにフォルダを作成します。フォルダを作成するためには、

「９．４ メールを読む」の画面の状態で、[フォルダ(L)]->[新規(N)]を選択します。 

 

フォルダ作成画面でフォルダ名を半角英数字で入力し、[OK]をクリックします。 

INBOX フォルダ表示画面内のフォルダ一覧に、フォルダ作成で入力した名前のフォルダが追加されま

す。 
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９．８．２ メールの移動 

 INBOX フォルダにあるメールを Friend フォルダに移動するときは、「９．４ メールを読む」の画面で、移

動したいメールのリストをクリックし、[メール(M)]->[移動(V)]を選択します。 

フォルダの選択画面で、{keyaki.cc.u-tokai.ac.jp}Friend をクリックし、[OK]をクリックします。これで、移動

したメールは今後 INBOX フォルダには表示されず、Friend フォルダに表示されます。また、Friend フォ

ルダを参照するには、前述のフォルダ一覧画面で Friend 部分をクリックします。なお、フォルダ間のメー

ルの移動も、メールの整理で述べてきた一連の操作で行うことができます。 

 

９．９ メールの保存と使用状況の表示 

keyaki 内に保存できるファイル容量は、1人 20MB(メガバイト）ですので、大事なメールを保存しておき

たい場合やファイル容量が 20MB を超えそうなときには、フロッピーディスクかパーソナルコンピュータの

個人ごとのフォルダへ保存し、INBOX フォルダから削除する必要があります。サーバ上で現在使用して

いるファイル容量を調べることができます。ファイル容量が20MBを超えるとAIRMAILが開けなくなります。

このような時には、総合情報センターのホームページ（http://www.cc.u-tokai.ac.jp)→「設定方法・利用

方法・Q&A」→「電子メールについて」→「AirMail が起動できない、またはエラーメッセージが出た場合」

を参照してください。 

  
９．９．１ メールの保存 

メールをフロッピーディスクに保存するためには、まず「９．４ メールを読む」の画面にします。そして、

[ファイル(F)]->[メール保存(M)]を選択します。 
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メール保存の画面で、[ファイル(N)]に、保存するメールに付けるファイル名を入力し、[OK]をクリックしま

す。なお、フロッピーディスクのドライブ名はドライブ１に挿入した場合は、ａ：ドライブとなるので、[保存す

る場所(I)]は、[3.5 インチFD(A:)]を選択してください。個人ごとのフォルダに保存する場合Ｚ:ドライブにな

ります。 

 

９．９．２ ファイル容量の確認 

総合情報センターホームページ（http://www.cc.u-tokai.ac.jp）からファイル容量の確認を行います。 

総合情報センターホームページの［アカウント情報］をクリックし、［ディスク使用量の確認］

［メールサーバ（keyaki）］をクリックします。次に、keyakiのログイン名・パスワードを入力

し、実行 をクリックしてください。そこに、利用できる容量 20MB、現在の使用容量が表示さ

れます。 
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９．１０ シグネーチャの作成方法 

シグネーチャとは、メールを送る際に自分が誰なのかを記述し、簡単に自己紹介をするためのもので

す。メールを書くたびに自己紹介を書くのは大変ですから、シグネーチャを作成してファイルに保存し、

その都度引き出せば簡単に利用できます。ただし、ネットワーク、ディスク容量の効率的な使用、そして

受信者の読み易さなどを考えて、自己紹介は原則的に４行以内で記述して、テキスト形式で保存します。

また、半角のカタカナや特殊な文字入力（①、Ⅱ、㊧など）の使用は避けてください。 

東海大学 

総合情報センター 

東海  太郎  E-Mail:tokai@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp 

      シグネーチャの例 

 

 シグネーチャを作成したものをフロッピーディスクに保存することにより、AIRMAIL が起動するパーソナ

ルコンピュータであれば、どこからでも使用する事ができます。メモ帳などを用いテキスト形式でシグネー

チャを作成します。 

 

 
 作成したシグネーチャを「ファイル(F)」->「名前を付けて保存(A)」を選択して、テキスト形式としてフロッ

ピーディスクに保存します。個人ごとのフォルダでもできます。 

 AIRMAIL を起動し、「発信(C)」->「書く(W)」を選択して新規メール作成画面が表示されたら、ヘッダや

本文を書きます。 

 

 

 

作成したテキスト形式のシグネーチャを、「編集(E)」 → 「サイン挿入(S)」にて本文末尾に挿入します。 
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９．１１ 添付ファイル 

 画像データやワープロで作成した文書ファイルなどをメールで送るときには、添付したいファイルをテキ

スト形式に変換して（エンコードという）、受信した側がもう一度逆の変換をして元のファイルに戻す（デコ

ードという）という作業が必要になります。しかし、最近のメーラはファイル添付機能がついているために、

これらの作業を代わりに行います。また、メールを受けとった側でも何のデータかを識別し、外部表示プ

ログラムを呼び出して表示するなどの機能があります。添付ファイルを送信する場合、使い方によっては

相手先や相手先の利用者に迷惑をかけるだけになってしまうので注意してください。 

変換形式 意味 

uuencode形式 UNIXで古くから使われてきた形式です。 

Base64形式 文字列の羅列に変換して送信してあげる形式です。 

BinHex形式 
Macintoshユーザーにおなじみのメーラー、Eudoraはこの方

式を使います。 

 

ファイルを添付する場合は、拡張子を付けるのを忘れないでください。 

拡張子 ファイルの種類 

txtまたは.text テキストファイル 

jpgまたは.jpeg JPEG形式の画像ファイル 

gif GIF形式の画像ファイル 

bmp BMP形式の画像ファイル（Windows標準） 

pict PICT形式の画像ファイル（Macintosh標準） 

wav 音声ファイル            

 

９．１１．１ 添付ファイルの送信 

 Microsoft wordで作成した文書を添付して相手先に送信する場合について説明します。 

「スタート」->「プログラム(P)」->「アプリケーション」

→「word」を選択します。文書を作成してフロッピーディ

スクにファイル名を reportとして保存します。 

 

  
 

AIRMAIL の初期画面で「発

信」→「書く」を選択し、（受信

したメールに返事を書いてフ

ァイルを添付することもできま

す）宛先、表題、本文を書き

ます。次に、「編集(E)」→「添

付(A)」→「アプリケーション
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(P)」→「バイナリ(S)」を選択します。 

添付するファイルを選択して、「開く(O)」をクリックします。 

ファイルが添付されると、添付データが追加できたことを示すメッセージが表示されるので、宛

先、表題、本文を書いて送信します。また、添付したファイルの名前などは必ず確認します。 

 

９．１１．２ 添付ファイルを読む 

「５．４ メールを読む」の画面で受信したメールをダブルクリックすると、添付ファイルがあることを示す画

面になります。この画面で添付ファイルの表示や保存ができます。 

 

①添付ファイルの表示 

 添付ファイルをダブルクリックし、「外部表示」をクリック

することにより添付ファイルを表示することができます。

ただし、予め添付されたデータが表示できるアプリケー

ションがインストールされていることが必要です。 
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② 添付ファイルの保存 

 添付ファイルを保存する場合には、添付ファイルをダ

ブルクリックし、「添付保存」をクリックして保存先を指定

します。保存したファイルをダブルクリックすると表示しま
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す。 

 
 

１０． メーリングリストとは 

メーリングリストとはメールを利用してメーリングリストに登録されているメンバー全員に一括して電子メ

ールを送るシステムのことです。複数のメンバーへの連絡や議論したりするのに利用されます。このメーリ

ングリストのサービスはメーリングリストサーバの設定によって異なります。 

 
１０．１ メーリングリストへの参加資格とマナー 
入会する前に会の主旨を理解し、投稿に関するマナーを予め理解する必要があります。 

  投稿に関しての禁止事項 

（１）公序良俗、法令違反行為を目的とした利用 

（２）犯罪的行為にむすびつく利用 

（３）他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと 

（４）他のメンバーへの誹謗中傷を浴びせる投稿  

（５）明らかに営業行為と思われる投稿     など 

１０．２ メーリングリストへの入会・脱会方法 
参加するメーリングリストシステムにより異なりますが、参加申請（subscribe）、脱退申請（unsubscribe）

の旨を示した内容のメッセージを適切なアドレスに送信することにより入会・脱会できる方法を取っている

メーリングリストが非常に多く見られます。しかし、いくつかのメーリングリストシステムには対応できないも

のもあります。そのため、入会しようとしているメーリングリストがどのように機能しているかを学び、入会・

脱会方法を予め必ず確認しておく必要があります。 

 
１０．３ メーリングリストストへの投稿に関する注意 
１） メーリングリストへ投稿する場合は、登録したメーリングリストの投稿に関するマ 

ナーを守り投稿します。特にメーリングリストは見ず知らずの人と不特定多数の人数でやっていますの

で、普通に会話をするときの気配りが必要です。 

２）メーリングリストによっては、多いときに一日数百通おくられて来る場合があります。そのような時は、メー

ルの整理や保存を行うようにして下さい。また、長期メールを読まない場合は、メールが溜りサーバー

の資源を消費したり、メールが読めなくなったりします。そのため一時的にメーリングリストを脱会してく

ださい。keyaki 上でメールを保存する容量は、一人 10MB までです。詳細は、「付録．ネチケットガイド

ライン メーリングリスト・ネットニュースの利用マナーについて」を参照して下さい。 

 

 
１１．電子メールを送信する場合のマナー 

１）質問をする時には、「できません」「わかりません」というだけではなく、自分が何をしたいのか、何を試

したのか、どういう環境かを明確にすることが必要です。まずわからなければ自分で調べて、その状況

を詳しく説明してください。 

２）普通の会話でなぜかメールになると他人に対する思いやりがかけてしまうことがあります。 
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３）内容の無いメールは投げない 

４）「ありがとうございました」だけのメールには何も内容はありません。要点をまとめて実際に動いたなど

の情報とすれば、他の人も必要な情報になるかもしれませんのでまとめるといいでしょう。 
１２．コンピュータウィルスについて 

最近、メールに添付されたファイルの中にコンピュータウイルスが混入しているケースが増えてきていま

す。これらの添付ファイルなどを開いたり、実行したりすると、使用しているコンピュータがウイルスに感染

してしまい、システムやデータを破壊したり、自動的にコンピュータウイルスを含んだメールを送信する場

合もあります。コンピュータウイルスを未然に防ぐための注意事項は以下のとおりです。 

１）コンピュータウイルスを未然に防ぐには、利用者自身が注意することが必要です。 

２）受信したメールに添付されたファイルのうち、内容が不明なものや送り主の分からないものなどについ

ては、 開いたり、実行したりしないよう注意してください。 

３）メールの受信の際に、送信元がalias@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp となっている場合には、速やかにメール

を削除してください。これは、コンピュータウイルスに感染されたコンピュータから送信元を隠してメー

ルが送信されているからです。 

４）ウイルス除去ソフトなどを導入をお勧めします。 

新種ウイルス情報については、JCSA（日本コンピュータセキュリティ協会http://www.jcsa.or.jp/）を参照 し

てください。 
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ネチケットガイドライン（抜粋版） 
 
ネットワーク・ワーキング・グループ  
RFC(Request For Comments)文書番号：1855 
FYI(For Your Information)文書番号：28 
分類：Informational 
サリー・ハンブリッジ著（インテル社）   1995年 10月 
     高橋 邦夫訳（東金女子高等学校）1996年 2月 2日 
 
1.0 はじめに 
かつて、インターネット社会の住民は、インターネットで「育ち」、技術的に注意されて、その情報転送やプロト

コルの性質を理解しました。今日、インターネット利用者の共同社会には初めてその環境を体験する人々が含まれて
います。これらの「新参者（Newbies）」は、その文化に慣れておらず、情報転送やプロトコルについて知る必要を感
じていません。これらの新しいユーザを早くインターネット文化に導き入れるために、このガイドは、各組織と個人
が自分自身の使用のために採用し、適合化できる最小限の組み合わせを提示します。インターネット・アクセスを提
供しているのが誰か（インターネット・サービス・プロバイダの個人アカウントなのか、大学の学生用アカウントな
のか、勤務先の発行したアカウントなのか）に関わらず、各個人は、その組織の持つ、メールとファイルの所有権お
よび適切な投稿・送信のしかた、自分自身を表現するためのやり方についての規則を知っていなければなりません。
各組織固有のガイドラインについては、それぞれの管理者に必ず確認してください。 

 
2.0 １対１の通信（電子メール、トーク） 
私たちは、ある個人が別の個人に面と向かって会話するように通信すること、つまり対話のことを１対１の通信

と定義します。人々と付き合うための常識的な礼儀作法は、一般にどんな場合でも尊重するべきですが、インターネ
ットの場合には、身振りや声の調子を推測させることしかできないなどの理由から、その重要性が倍増します。 

 
2.1 利用者のガイドライン 
2.1.1 電子メールのガイドライン 
◇あなたがインターネットプロバイダーを通じた個人のインターネットアクセスを持っている場合を除き、電子メー
ルの所有権についてはあなたの雇い主に必ず確認しておきましょう。電子メールの所有権についての法律は、場
所によって変わります。 

◇あなたが暗号化装置（ハードウェアかソフトウェア）を使っている場合を除き、インターネット上のメールは安全
ではないものと考えておかなければなりません。あなたが葉書に書かないようなメッセージ〔クレジットカード
番号やパスワードなど他人に知られたくない個人情報や非公開情報など〕は決してメールに含めてはいけません。 

◇あなたが複製する文書については、その著作権を考慮に入れましょう。ほとんどすべての国では著作権法が制定さ
れています。 

◇あなたが受け取ったメッセージを他人に転送したり、再投稿する場合には、元の言葉遣いを変えてはいけません。
あなた宛の個人的なメッセージを、あるグループに再投稿する場合には、あらかじめ発信者に再投稿の許可を求
めておかなければなりません。メッセージを短縮したり、関連する部分だけ引用しても構いませんが、適切な出
典〔もとのメッセージや発言者が特定できるような情報〕を必ず示しましょう。 

◇電子メールでは、絶対にチェーン・レターを送ってはいけません。チェーン・レターはインターネットで禁止され
ています。あなたのネットワーク利用権は無効にされるでしょう。もしあなたがチェーン・レターを受け取った
ならば、所属組織のシステム管理者に連絡してください。〔チェーン・レター（チェーン・メール）とは、幸福
の手紙（不幸の手紙）のように別の人に同じ内容を転送することを要請する内容の手紙です。理由の如何を問わ
ず禁止されています。〕 

◇よい経験則：送信する内容には慎重さを、受信する内容には寛大さを心がけましょう。たとえ挑発されても、激情
的なメッセージ（これを「フレーム（flames；炎）」と呼びます）を送ってはいけません。一方、もしあなたが火
あぶりにあって〔非難されて〕も、驚いてはいけませんし、フレーム・メッセージに対しては応答しないのが賢
明なやり方です。 

◇一般に、メッセージに応答する前に、あなた宛に届いた全部のメールについて、最低限サブジェクト（題名）だけ
でも点検しておくことは賢明です。時々、助け（または確認）を求めて質問した人が、「気にしないでください」
という内容の別のメールを送ってくることがあります。また、あなたが応答しようとするメッセージが確実にあ
なたに向けられたものであることを確かめましょう。あなたが、主要な受け取り人ではなく、cc:されただけであ
る場合もあります。〔cc:は、同じ内容のメールを（参考のために）別の人に転送することを指定するための電子
メールのヘッダ〕 

◇受け取る相手に対する気配りを心がけましょう。多くのメーラ（電子メールプログラム）は、あなたの差出人アド
レスを含むヘッダ情報をはぎ取ってしまいます。あなたが誰であるか他人に確実にわかるようにするために、あ
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なたのメッセージの終わりに１行か２行の連絡先情報を必ず入れましょう。事前にそのファイルを作っておいて
メッセージの最後に付け加えることもできます（いくつかのメーラは、自動的にやってくれます）。インターネ
ット用語では、これは「.sig」とか「署名（シグネチャ）」ファイルとして知られています。あなたの署名ファイ
ルは、名刺の代わりになります。（また、状況によって複数の署名を使い分けることもできます。） 

◇メールのアドレスを書く時には慎重にしましょう。個人のアドレスのように見えても、実はあるグループに送られ
るというアドレスもあります。誰に送ろうとしているのかを知っておきましょう。 

◇返事をするときには、cc:の宛先に気をつけましょう。メッセージが１対１のやりとりになるときには、他人を巻き
込み続けてはいけません。 

◇一般に、インターネットを使うほとんどの人々には、インターネットやその働きについての一般的な質問に答えて
いる暇がありません。RFC やメーリングリストで名前を見かけた人に、頼まれてもいないメールを送って情報を
求めるようなことをしてはいけません。 

◇あなたが交信する相手が住んでいる地域は、世界中に広がっていることを覚えておきましょう。至急返事が欲しい
メッセージを送る場合、それが相手に届く時には、相手は家で寝ているかもしれません。メールが届いていない、
とか、相手が無視した、と思う前に、相手の人が目を覚まして会社に行ってコンピュータにログインするために
必要な時間的余裕を与えてあげましょう。 

◇長い論説や個人的な論述を出す前には、全文章〔と宛先〕を点検しましょう。また、サブジェクト・ヘッダに「Long
（長文）」という言葉を含めておくと良いでしょう。受け取り人は、メッセージを読むのに時間がかかることが
わかり、対応することができます。１００行を超えるメッセージは「長文」と考えられます。 

◇困ったとき誰に助けを求めれば良いのかを調べておきましょう。通常、あなたの手の届く近さに情報資源があるも
のです。自分の近くにいるソフトウェアやシステムの問題について手助けできる人に聞きましょう。また、あな
たが何か疑わしいもの、不法なものを受け取った場合に誰に連絡すれば良いのかを調べておきましょう。多くの
サイトでは「Postmaster」という名前で知識のあるユーザにメールが届くように設定されていますから、このアド
レスにメールを出して助けを求めることができます。 

◇受け取り人は、文化、言語、ユーモアの基準があなた自身とは異なっている人間であることを忘れないでください。
日付の書式や、計測単位、慣用語は地域によって異なるものだということを忘れないでください。特に、皮肉〔い
やみやあてこすり〕には注意してください。 

◇〔英語の場合〕大文字小文字を混ぜて使いましょう。 
UPPER CASE LOOKS AS IF YOU'RE SHOUTING.のように大文字だけで書くと、あなたがシャウト（大声で叫ぶ）
しているように見えます。〔本当に必要な時以外にシャウトを使うことは、読み手にとってとても迷惑なことと
されています〕 

◇強調のためにはシンボル記号を使いましょう。That *is* what I meant.の*is*のようなもののことです。下線（アンダ
ーライン）には、アンダースコア記号「＿」を使いましょう。_War and Peace_ is my favorite book.のように書きま
す。 

◇声の調子を表わすためにはスマイリー（顔マーク）を使いましょう。ただし、控え目に。「:-)」は、スマイリーの
例です（横に見てください）。ただし、スマイリーをつけておくことで、受け取り人があなたの言うことに満足
するとか、ほかの侮辱的な言葉を拭い去る効果があるなどと仮定してはいけません。 

◇メッセージに対して感情的な応答をする時、送信する前に一晩待ってみましょう。あなたがその問題について本当
に強い思いを持つならば、FLAME ON/OFFで囲ってから、それを表現しましょう。次はその例です： 

FLAME ON: 
This type of argument is not worth the bandwidth it takes to send it.  It's illogical and poorly reasoned.  The rest of the 
world agrees with me. 

FLAME OFF 
（和訳） 
フレーム始め： 
この種の抗議を送るのは、バンド幅の無駄遣いだ。非論理的で合理性に乏しい。ほかの人は世界中みんな私の
味方だ。 
フレーム終わり： 

◇MIME形式のものか、メーラがエンコード〔文字コード変換〕するものでない限り、メッセージの中でコントロー
ル文字や非 ASCII 形式データを含めてはいけません。エンコードしたメッセージを送る場合は、受け取り人がデ
コード〔解読〕できることを確認しておきましょう。 
〔日本語の場合、半角カナやシフトＪＩＳコードの文字がこれに該当します。このほか、ＪＩＳ未定義領域文字
は機種に依存しますので相手の機種（環境）に配慮する必要があります。〕 

◇そっけなさすぎることがない程度に簡潔な表現を心がけましょう。メッセージに応答する時には、理解するために
十分なだけのオリジナルの文書を含めておき、それ以上の部分は省略しましょう。ある１つのメッセージに返答
するだけのために、前のメッセージの全文を引用して含めるのは、非常に悪いやり方です：無関係な部分はすべ
て削除しましょう。 

◇１行の長さは、半角 65 文字未満に制限し、１行の終わりには１つの復帰改行（キャリッジ・リターン）を入れま
しょう。 

◇メールには、メッセージの内容を反映するサブジェクト（題名）ヘッダをつけなければいけません。 
◇署名をつける場合、署名は短くしておきましょう。経験則では４行以下です。多くの人が、１分毎に接続料金を支
払っていることを忘れてはいけません。あなたのメッセージが長ければ長いほど、彼らはたくさん支払いをしな
ければならないのです。 

◇（今日の）メールが私的なものではないかもしれないのと同様、（今日の）メール（とニュース）は偽造をされた
り、さまざまな程度の異常探知をごまかす操作を受けるかもしれません。あるメッセージが本物だと思い込む前
に、常識の「現実性チェック」を適用しましょう。 
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◇電子メールメッセージを受け取ったとき、メッセージの重要性から判断してそうするのが妥当だと思った場合には、
直ちに短い返事を送り、送信者にあなたが受け取ったことを伝えましょう。たとえ後でもっと長い返事を書くつ
もりでいたとしてもです。 

◇電子メールを経由した何かの行為において「合理的に」期待できるものは、相手とあなたとの間の関係やその通信
の状況に依存します。特別な電子メール環境で身につけた標準は、インターネットを経由した一般的な電子メー
ル通信には適用できないかもしれません。俗語的表現や内輪の省略語に注意しましょう。 

◇電子メールメッセージを配達するのにかかるコストは、平均すると、その送り主とその受け取り人（あるいは、彼
らの組織）がだいたい等しく負担します。これは、通常郵便や電話、テレビ、ラジオのような他の媒体とは異な
っています。また、誰かにメールを送ることで、ネットワークバンド幅やディスク容量、CPU 処理量のようなそ
の他のコストを相手に負担させているかもしれません。これは、頼んでもいない広告電子メールが歓迎されない
（そして、多くの状況において禁じられている）ことの基本的経済的な理由です。 

◇あなたが送ろうとするメッセージがどれだけ大きいのかを知っておきましょう。ポストスクリプトファイルやプロ
グラムなどは、あなたのメッセージを非常に大きくし、大きすぎて配達できなくなったり、あるいは少なくとも
過大な資源を消費してしまうことになります。良い経験則は、50 キロバイトよりも大きいファイルを送らないこ
とです。ほかの方法でファイルを転送するとか、より小さい部分に分割して別のメールとして送ることを考えま
しょう。 

◇頼まれてもいない大量の情報を他人に送ってはいけません。 
◇あなたが利用しているメールシステムでフォワード（別のアドレスへの転送）が使えるときには、恐ろしいフォワ
ード・ループ（連環）に注意してください。あなた宛のメッセージが１台のコンピュータから他のコンピュータ
へ次々と転送されて、無限ループに陥ってしまうことがないように、数ヵ所のホストにフォワードを設定するこ
とは決してしてはいけません。 

 
3.0 １対多の通信（メーリングリスト、ネットニュース） 
あなたが１対多の通信をする時には、メールに関するすべてのルールも常に適用しなくてはなりません。１対１

の通信の場合よりもはるかに多くの人を傷つける可能性があることを考慮に入れておけば、結局、一つのメール・メ
ッセージや投稿で多くの人と通信することと、１人の相手と通信することとはとてもよく似ています。したがって、
あなたのメッセージの読者についてできるだけ多くのことを知っておくのは、とても重要なことです。 
 
3.1 利用者のガイドライン 
3.1.1 メーリングリストとネットニュースの一般的なガイドライン 
◇あなたが何かを投稿する前に、１～２か月の間メーリングリストとニュースグループの両方を読みましょう。これ
は、あなたがそのグループの文化を理解するのに役立ちます。 

◇システム利用者の行為に関して、そのシステム管理者を非難してはいけません。 
◇多くの読者があなたの投稿を読むということを考えましょう。その中には、あなたの現在の、あるいは将来の上司
がいるかもしれません。あなたが書く内容に注意しましょう。また、メーリングリストもニュースグループもし
ばしばアーカイブになり、あなたの言葉が非常に長い間多くの人々がアクセスできる場所に保管されるかもしれ
ないということを覚えておきましょう。 

◇ある人の発言は、その人の個人的な意見であり、（特に明示していない限り）その所属組織の見解ではないものと
考えましょう。 

◇メールもニュースもシステム資源を消費するものであることを覚えておきましょう。その利用について、あなたの
組織が定めているかもしれない特別な規則について注意を払いましょう。 

◇メッセージや記事は、簡単で要領を得たものでなければなりません。的外れの話題をさまようことなく、脱線する
ことのないようにし、単に他人の誤字脱字を指摘するためだけのメールや記事を送ったりしてはいけません。こ
れらの行為は、他のどんな行為よりも明白にあなたが未熟な初心者であることを示してしまいます。 

◇サブジェクト（題名）の行は、そのグループの規則に従って書かなければなりません。 
◇偽造やごまかしは、承認された行為ではありません。 
◇広告は、ある種のメーリングリストやニュースグループでは歓迎されますが、その他のメーリングリストやニュー
スグループでは嫌悪されます！これは、投稿する前に読者が誰かを知っておく、ということのもう１つの例です。
完全に話題から外れた頼まれてもいない広告を出せば、確実に多数のいやがらせのメールがあなた宛に届くこと
になります。 

◇あるメッセージについて返事を送ったり投稿する時には、必ず先頭にオリジナルの要約を書くか、状況を伝えるの
にちょうど十分な量のオリジナルの文を引用として含めましょう。これで、あなたの返事がどこから始まるのか
を確実に読者に理解させられます。特にネットニュースでは、記事があるホストから他のホストに次々と配送さ
れるため、オリジナルが届く前に返事が先に届いてしまうこともあります。状況説明を与えることは、全員に役
立ちます。ただし、オリジナルの全文を含めることはしてはいけません！ 

◇繰り返しますが、あなたのメッセージに付ける署名を必ず持ちましょう。これにより、ヘッダ情報をはぎとってし
まうメーラやニュースリーダでも、あなたの連絡先の情報は消されないで確実に残るようになります。 

◇あなたがメッセージや記事に返事をする時には慎重に行いましょう。しばしば、返事のメールや記事は元の記事の
あったアドレスに返送されますが、多くの場合それはメーリングリストかニュースグループのアドレスです！個
人的な返事をとてつもなく多くの人に送りつけ、みんなを当惑させてしまうかもしれません。最も良い方法は〔個
人的な返事を書くときには〕「返事を書く（reply)」機能に頼らずに、宛先アドレスを自分でタイプすることです。 

◇配達証明、不着時の情報、休暇中自動応答プログラムは、完全に標準化しているものではなく、インターネットメ
ールに接続されたシステム間を経由する上で完全に信頼できるものでもありません。これらはメーリングリスト
に送信する時には侵略的ですし、配達証明はプライバシーの侵害であると考えている人もいます。要するに、こ
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れらを使ってはいけないということです。 
◇個人宛のメッセージをメーリングリストやニュースグループに流してしまったことに気付いたら、相手とそのグル
ープにおわびのメールを送りましょう。 

◇自分がある１人の人と意見が一致しないことに気付いた時には、メーリングリストやニュースグループにメッセー
ジを送り続けるのではなく、個別に電子メールで返答しましょう。そのグループが何がしかの関心を持つかもし
れない点を討論しているならば、あなたは彼らのためにあとで要約をしてあげても良いでしょう。 

◇フレーム戦争（感情的論争）に巻き込まれてはいけません。火のつきやすい記事は、投稿してもいけませんし、返
答してもいけません。 

◇返答に対して、もはや必要のない返答でしかないメッセージや記事を送ることは避けましょう。 
◇等幅フォントや図は慎重に使いましょう。これらは他のシステムでは異なって表示されるでしょうし、同じシステ
ムでもメーラによって表示が異なります。 

◇さまざまなニュースグループやメーリングリストが、さまざまな趣味や話題を議論するために用意されています。
これらは、生活様式、宗教、文化の多様性を表わしています。あなたが反対意見を持つグループに対し「あなた
方の考えには反対だ」という攻撃的なメッセージや記事を投稿することは受け入れられません。性的、人種的い
やがらせのメッセージは法的な問題になるかもしれません。攻撃的な項目があるかどうかフィルタして探しだせ
るソフトウェアも利用できます。 

◇〔日本では、一般にサブジェクトに日本語文字を用いることは歓迎されていないことを覚えておきましょう。シス
テム環境によっては、サブジェクトの日本語文字が正常に表示できない場合があります。初めての相手にメール
を送る時や、グループに送る場合には注意しましょう。英語かローマ字を使いましょう。〕 

 
3.1.2 メーリングリストのガイドライン 
インターネット上にどんなメーリングリストが存在していて、どう参加したら良いかを知る方法はいくつかあり

ます。あなたの組織が、メーリングリストへの加入と投稿について、どんな方針を定めているかを確実に理解してお
きましょう。一般に言えることですが、インターネットで情報を探し始めるよりも先に、まず自分の組織内の情報を
調べてみることは常に良いことです。インターネット・メーリングリストと参加方法を一覧にしたファイル群が
news.answers に定期的に投稿されています。これは、各種の話題に関するメーリングリストを探すための貴重な情
報源です。推奨文献一覧の[9,13,15]も参照してください。 
◇参加申請（subscribe）、脱退申請（unsubscribe）のメッセージは適切なアドレスに送りましょう。いくつかのメー
リングリストソフトウェアにはこれらをキャッチできるほど賢いものもありますが、すべてが探し出せるわけで
はありません。メーリングリストがどのように機能しているかを学び、正しいメールを正しい場所に送るのはあ
なたの責任です。非常に多くのメーリングリストが -request をつけたアドレスで参加脱退申請を受け付けるよう
に設定してはいるものの、全部がそうしているわけではありません。参加しようとするメーリングリストで使わ
れている方式を必ず調べておきましょう。 

◇自分が参加するすべてのメーリングリストの参加申請メッセージを保存しておきましょう。通常、その中には脱退
方法〔と連絡先アドレス〕も書いてあります。 

◇一般に、一度あなたが送ったメッセージを回収することは不可能です。あなたのシステム管理者でも、あなたが送
ってしまったメッセージを取り戻すことはできません。これは、自分の書いたメッセージが本当に送信したいも
のなのかどうか、あなた自身で確認しておかなければならないことを意味します。 

◇多くのメールプログラムが持つ自動返信機能は内輪の通信には役立ちますが、メーリングリスト全体に送られた時
には悩みの種になります。メーリングリストから届いたメッセージに返答する時には、「Reply-To」アドレスを調
べましょう。ほとんどの自動返信機能ではメーリングリストの全参加者に送信します。 

◇URL (Uniform Resource Locator) や FTP可能なバージョンの入手先を示せば済む場合には、メーリングリストに大き
いファイルを送ってはいけません。ファイルを複合ファイル〔分割ファイル〕として送りたい時には、そのグル
ープの慣習に必ず従わなければいけません。どんな慣習になっているのか知らない時には、尋ねましょう。 

◇長期間にわたってメールをチェックできない時には、脱退するか、「nomail」オプションの設定をする（それが利
用できるとき）ことを考慮しましょう。 

◇１つのメッセージを複数のメーリングリストに投稿する時、特にそのリストが互いに密接な関係のあるときには、
クロスポストすることについて謝罪しておきましょう。 

◇質問をしたときには、必ずサマリ（summary; 概要）を投稿しましょう。その時は、受け取ったメッセージの束を
送るのではなく、正しく要約して送りましょう。 

◇メーリングリストの中には私的なものもあります。これらの招かれていないメーリングリストにメールを送っては
いけません。私的なメーリングリストから届いたメールを、対象外の人々に広報してはいけません。 

◇あなたが論争につかまった場合は、書き手の人格ではなく、書いてある内容に議論を集中するように保ちましょう。 
 
4.0 著者のアドレス 
   Sally Hambridge （サリー・ハンブリッジ） 
   Intel Corporation（インテル社） 
   2880 Northwestern Parkway SC3-15 Santa Clara, CA   95052（カリフォルニア州サンタクララ） 
   Phone: 408-765-2931 
   Fax:   408-765-3679 
   EMail: sallyh@ludwig.sc.intel.com 
 



5.0 日本語版について 
5.1 注意事項 
※この RFC1855の日本語訳は訳者が個人の責任で翻訳したものです。文中〔〕【】の部分は訳者が補った注記です。 
※翻訳にあたってはできるだけ原文に忠実に翻訳しました。そのままでは日本の状況に対応できない部分があるかもしれませんの

でご注意ください。 
※このバージョンは中学生以上の読者が読みやすいように「ですます調」の表記にしたものです。文中で、「～しましょう」とい

う表現を使っている部分は、原文ではもっと強い意味の命令形で表記されていますのでご注意ください。 
※この日本語版の配布は無制限です。日本語原版について修正などのご要望がある場合は、訳者までご連絡ください。 
※各組織または個人が独自のガイドラインを定めるためにこの文書の全部または一部を使用することを歓迎します。もちろんその

場合は適宜改変を加えても結構です。 
 
5.2 日本語版の原本 
日本語版原本の所在は下記の URLです。 
※日本語版（ですます調） ＷＷＷ： http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.txt 

 ＦＴＰ： ftp://ftp.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.txt 
※日本語版（である調） ＷＷＷ： http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855ja.txt 

 ＦＴＰ： ftp://ftp.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855ja.txt 
※ＨＴＭＬ版 ＷＷＷ： http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.html 

 ＦＴＰ： ftp://ftp.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.html 
ネチケット・ホームページ[http://www.cgh.ed.jp/netiquette/]もご参照ください。 
 
5.3 日本語訳者 
 高橋邦夫              Kunio Takahashi 
 東金女子高等学校          Togane Girls' High School 
 〒２８３ 千葉県東金市田間１９９９ 1999 Tama, Togane, Chiba 283, Japan. 
 電話 ０４７５－５２－１１６１   Phone: +81-475-52-1161 
  EMail:  ktaka@togane-ghs.togane.chiba.jp 
 
5.4 更新履歴 
1996. 2. 2 Ver.1.0  日本語版初版発行(fj.archives.documents etc.) 
1996. 3. 1 Ver.1.01 バグ改良、邦訳書誌情報追加 
1996. 3.22 Ver.1.02 書誌情報訂正 
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