


私達、青い森地域創造協議会は、「NPO は自身の活動情報を広く

開示し、情報を得た市民の方々が活動を理解することにより、そ

の NPO に賛同・信頼をよせて応援していただくことにある」と考

えています。しかし、残念なことに現時点での NPO の情報開示は

十分とは言えません。

このテキストは、NPO のみなさんがインターネットを活用し、効

率よく情報の発信を行うための、広報・コミュニケーション力アッ

プに役立つ方法や、業務をより快適に行うためのツールを知って

いただくことを目的に作成いたしました。

また、ソフトウェアの寄贈プログラムの申請手続きについても掲

載しています。

私達は、NPO のみなさんがこのテキストを活用することにより、

情報の発信や業務効率化のヒントを得て、地域課題の解決に向け、

より充実した活動をしていただけることを望んでいます。

青い森地域創造協議会一同

は じ め に
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この本について

端末ひとつで
どこでも使えるサービス

 この本でよく使う言葉
P C	 ……………	 パソコンのこと

デスクトップ	 …	 パソコンの画面のこと

端末	 …………	 	インターネットにつながったパソコンや携帯電話、スマートフォ
ンなどの機器のこと

ブラウザ	 ………	 	インターネットを使うためのソフトのこと（ウェブブラウザ）
Internet	Explorer、Safari、Firefox、Google	Chrome、Opera など

ユーザー	 ……	 利用者のこと

アカウント	 ……	 サービスを利用するための自分専用 IDのこと

同期	 …………	 	複数の端末に保存された設定やデータを自動的に統合して、どの
端末も同じ状態を保つこと

この本は、インターネットを活用するための「入り口」となるようにつく
られています。登場するさまざまなサービスは、誰でも利用でき、手軽に
始められるものばかりです。

以前インターネットのサービスを使ってみたけど難しかったという方も、
昔よりずいぶん簡単になっていますので、ぜひもう一度チャレンジしてく
ださい。

一字一句を理解する必要はありません。ざっと目を通したら実際に使って
みましょう。とにかくあちこちたくさん操作することで理解が深まります。

まずは、知ること。
その最初のステップとしてこの本がお役に立てますように。

最近ではインターネットがより身近なものになり、ネットワークの
向こう側をほとんど意識せずに利用できるようになりました。

こうしたネットワークは雲（Cloud）にたとえられ、そこから提供さ
れるサービスはクラウドサービスと呼ばれています。
クラウドサービスの大きな魅力は、PC やスマートフォンなど別々の
端末から同じデータを扱えること。
もう、1 台の PC にしばられる必要はないのです。

ここで紹介するクラウドサービスを活用して、より自由で快適なワー
クスタイルを手に入れてください。

Section1
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ケータイ・スマートフォンでも

自宅でも

外出先でも

Office

Net Cafe

送信先へ
ネット上の私書箱

インター
ネットに

つながる

端末があ
れば

どこから
でも使え

る

ウェブメールのイメージ

Hotmail 無制限

7.6GB

1GB

2GB

25MB

25MB

25MB

○

○

○

○

○

○

○20MB

名

称

保
存
容
量

1
通
あ
た
り
容
量

メ
ー
ル
ソ
フ
ト
で
の

受
信 携

帯
電
話
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

有
効
期
限

最終ログイン
から 120 日

最終ログイン
から 9ヶ月

最終ログイン
から 4ヶ月

最終ログイン
から 6ヶ月

Gmail

Yahoo!メール

gooメール
有料で
可

ほかに
もいろ

いろあ
るよ

ウェブメ―ル
Web Mail

 ウェブメールって？
メールの送受信は、通常自分の PCにインストールされているメールソフトに設
定して行いますが、ウェブメールの場合はブラウザからインターネット上のサー
ビスにアクセスするため、自分の PCがなくても、職場や外出先の PC、携帯電話
などの端末から利用できます。ネット上に私書箱を借りて、ブラウザを通じて届
いたメールを読んだり返信したりする、といったイメージです。
自分の PCにメールを保存するわけではないので、PCを初期化したり故障に見舞
われてもウェブメールのデータには影響がありません。

ブラウザからアクセスできるウェブメール。インターネットに接続
された PC があればどこでも利用できるサービスなので、外出先での
メールチェックなどに重宝します。

 代表的なウェブメールサービス
ウェブメールの代表的なものとしては、MSN が提供
している Hotmail や、Google が提供している Gmail、
Yahoo!	JAPAN が提供している Yahoo! メール、goo が提
供する goo メールなどがあります。いずれも無料で利
用を始められます。他にもさまざまな企業が提供してい
ますので、比較して自分の条件に適したサービスを見つ
けましょう。

 ウェブメールでできること
基本的に PC にインストールされているメールソフトと
同じような機能が使えます。メールの送受信、ファイル
の添付、フォルダ分類、転送、迷惑メールフィルタのほ
か、ウィルス検知を備えたものもあります。

メールアドレスが取得できる
アカウント作成時に自分専用のメールアドレスをつくる
ことができます。

複数アドレスの一元管理
すでにもっている複数のアドレスをまとめて受信でき
ます。

メールソフトでの送受信
PC のメールソフトで受信設定しておけば、普段は通常
のメールと同様に送受信でき、ネットにつながらなくて
も履歴を確認できます。

 利用の注意点
無料で提供しているものについては、各社それぞれ容
量◯◯ GB まで、長期間ログインがなければアカウン
トを削除、などの制限を設けている場合があります。
これらは一般に有料サービスへアップグレードするこ
とで制限を変更できますが、アカウントを削除されて
しまうとそれまでの受送信データも消えてしまうので
注意しましょう。
ほかの人の PC を借りたり、ネットカフェなどでログイ
ンするときは PC にアカウントを保存しない、利用後は
きちんとログアウトするように気をつけましょう。

Hotmail

Gmail

goo メール

※無料で利用した場合

Yahoo! メール

Web MailWeb Mail ウェブメ―ルウェブメ―ル
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ドメインのイメージ

◯○○◯@npo.net ◯◯@gmail.com

一戸建
てです

一部屋
借りて

ます

独自ドメイン

アドレス
フリーメール

アドレス

独自ド
メイン

でも

入れる
？

いいよ

独自ドメインで
も

同様のサービス
が利用できる

 使ってみよう
アカウントを作成してみましょう。サイトによって見え
方に違いはありますが入力する内容はだいたい同じで
す。ここではGmail を使っています。
必要事項を入力し、利用規約を確認してアカウント作成
ボタンをクリック。これだけで自分専用のメールアドレ
スとデータを保存するスペースができます。
メールの送信もブラウザに直接入力します。下書き保存
がされていない状態でブラウザを閉じると、書きかけの
メール文が消えてしまうので注意しましょう。

ウェブメールサービスでは、自分が使いやすいように細
かな設定変更も可能です。自分の PC のメールソフトで
受信したい場合は、このブラウザの設定変更と、メール
ソフトの設定両方の変更が必要です。

 フリーメールの側面
代表的なウェブメールで取得したアドレスは無料で簡単に
つくれることからフリーメールともよばれます。便利な反
面、その匿名性の高さからネットオークションやネット銀
行など一部のサービスではフリーメールアドレスでの登録
を受け付けないことがあります。セキュリティの厳しい企
業でもフリーメールのドメインが付いたメールを受信しな
い場合があります。

「設定」、「管理」などのボタンから詳細を変更できる

1.サービスを提供しているサイトへアクセスし新規作成画面へ

独自ドメインで利用できるものもある

2.必要事項を入力

3.登録完了！これでもうメールを送信できる

 ドメインについて
メールアドレスの「@」の後に続く文字列のことをドメ
インといいます。ネットの住所のようなものですが、フ
リーメールのドメインはあらかじめ決められており、た
とえば Hotmail では「@hotmail.co.jp」、Gmail なら「@
gmail.com」などとなります。企業や団体ではオリジナ
ルのドメイン（独自ドメイン）を使うことが多いので、
フリーメールのアドレスを利用するときはどんなシーン
で使うのかを考慮して活用しましょう。

  仕組みだけを利用して独自ドメイン 
 メールを便利に
かつては無料のアドレス取得とアクセスの良さで人気が
出たウェブメールですが、最近では独自ドメインのアド
レスを登録して、ウェブメールの自由なしくみを活用し
ている個人や企業が増えています。この場合、登録す
るサービス名が変わり、MSN は Windows	Live	Admin	
Center、Google は Google	Apps といったサービスを利
用します。独自ドメインでの登録は有料になる場合もあ
るので、利用するサービスの詳細を確認してみましょう。

 サービスの連携
ウェブメールの登録アカウントは、カレンダー（P10）
やオンラインストレージ（P14）など、同じ企業が提
供するほかのサービスと連携しているものもあります。
そのため、たとえばグループで登録して、メンバーに
一斉に書類を配信したり、全員のスケジュール管理を
するなどの作業が、離れた場所から一度にできるよう
になります。

新規はここから

ココがメールアドレス

になる

メールを作成するなら

ココをクリック

登録アドレスが

表示される

Web MailWeb Mail ウェブメ―ルウェブメ―ル
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ネット上のスケジュール帳

○月×日
会議

○月×日
会議

○月×日
会議 ○月×日

会議

ウェブカレンダーのイメージ

自宅のPCから書き込み

ケータイ・スマートフォン

からチェック

会議だ

会議よ

会議ね

何度でも書きかえOK

グループで共有

グループで登録

いっせいに確認できる

予定の10分前です

すぐ反映

ウェブメール
ア

カウントと同
じ

アカウントで
使

えるよ

ウェブカレンダー
Web Calendar

 ウェブカレンダーって？
ネット上でスケジュール管理ができるサービスです。ウェブメール同様、ブラウザ
からログインして編集できます。個人で利用するほかに、グループで同じカレンダー
を共有し、それぞれが予定を書き込んで互いのスケジュールを把握したり、イベン
トや会議の予定を共有している人全員に知らせることなどができます。ほかにも携
帯電話やスマートフォンで確認する、ウェブサイトに公開するなど、さまざまな使
い方ができます。何度でも書き直せるので、予定の変更で手帳が真っ黒、というこ
ともなくなります。

ウェブカレンダーでスケジュール管理をしてみましょう。PC から書き
込んだ予定を携帯電話やスマートフォンでチェックしたり、グループ
で予定をシェアしたりと、手帳いらずの便利なサービスです。

 代表的なウェブカレンダーサービス
ウェブカレンダーは、カレンダー単体で使えるサービ
スのほか、ウェブメールと連携して提供されているも
のがあります。代表的なサービスとしてはMSN が提供
している Hotmail カレンダーや、Google が提供してい
る Google カレンダー、Yahoo!	JAPAN が提供している
Yahoo! カレンダーなどが挙げられます。すでにウェブ
メールを利用していてアカウントを持っている場合は、
同じアカウントにログインしてカレンダー機能を追加す
るだけで利用を始められます。

 使ってみよう
すでに取得したアカウントで、カレンダー機能を「追加」
してみましょう。
ウェブメールサービスでつくったアカウントでログイン
し、ページ内にある「カレンダー」ボタンをクリック、
または管理ページからカレンダーを追加するだけです。
これで、ウェブメールと同じアカウントのカレンダーが
用意されます。
異なる企業のサービスを利用するにはアカウントを新規
に作成する必要があります。また、一部他社のカレンダー
を取り込んで利用できるサービスもあります。

予定を入力したい日付や時間帯をクリックし入力欄を表
示させて書き込みます。入力後もドラッグして日程を変
更したり、書きかえたりできます。週ごと、月ごとなど
の表示も切りかえられます。

既製のカレンダーを仕事用に使い、新しく作成したカ
レンダーにプライベートの予定を書き込むなど、カレ
ンダーを増やして使い分けることもできます。

Hotmail カレンダー

Yahoo! カレンダー

Google カレンダー

クリックまたはドラッグして予定を入力

設定画面から
新規カレンダーを作成

すぐに追加される

アカウントへログインして、「カレンダー」をクリック

表示の切りかえ

Web CalendarWeb Calendar ウェブカレンダーウェブカレンダー
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Windows Live Google

メール カレンダー
ブログ メール

カレンダー

ブログ

ストレージ・書類編集

ビジネス版は

Admin Center

ビジネス版は

Apps
ストレージ・書類編集メッセンジャー

動画（YouTube）

メッセンジャー
など

Yahoo! Japan

メール カレンダー

ブログ

ストレージ

メッセンジャー
ネットオークション など

iCloud

メール カレンダー
アプリ・音楽ダウンロード

写真
書類

電子書籍 など

など

 予定を通知
ウェブメールや Eメールはもちろん、携帯電話やスマー
トフォンにも予定を通知させることができます。この場
合は送信先のアドレスを登録しておく必要があります。
また、モバイル用サイトへアクセスしたり、アプリをイ
ンストールすれば携帯電話やスマートフォンからの編集
も可能です。

  ユーザーを招待してカレンダーを 
 共有
同じサービスを利用していれば、設定画面に相手のメー
ルアドレスを入力するだけで自動的に相手のカレンダー
に自分のカレンダーを表示できます。サービスを利用し
ていない相手には招待メールが送られ、相手が承認する
ことでサービスに登録、カレンダーに表示されます。反
対に、相手が使っているカレンダーを共有するために自
分から共有依頼メールを送ることもできます。

 ウェブサイトに表示
設定画面からソースコードをコピーして、自分のブログ
やウェブサイトに貼りつければ、ウェブカレンダーをそ
のまま表示できます。予定を書き込めば自動的に貼りつ
けたカレンダーにも反映されるので、予定を広く知らせ
るのに便利です。

 ビジネスでの利用について
ウェブメールやウェブカレンダーなど、一連のサービス
を組織や団体で包括的に利用するなら、独自ドメインで
Windows	Live	Admin	Center や Google	Apps にグループ
として登録するのがおすすめです。少人数なら無料で始
められますが、各社それぞれに制限があるので注意が必
要です。長期間安定した利用を望むのであれば、有料版
でより充実したサポートを受けられます。

設定画面で携帯電話へ通知するように設定

共有したいカレンダーの設定画面に相手のメールアドレスを入
力して保存、相手の利用権限も設定できる

表示されたコードをコピーしてブログ

などのソースコードに貼りつけ

インターネットで利用できるサービスには「アカウント」を作成して「ログイン」する
ものが数多くあります。新たなサービスを使うたびにアカウントは増えていく一方です。
そこで、各社が提供している、アカウント 1 つで利用できる代表的なサービスを並べて
みました。実際はここに挙げたほかにもたくさんあります。
同じアカウントなら連携もスムーズになり、インターネットをよりシンプルに活用でき
るのではないでしょうか。

また、Mac では iCloud というサービスが
あります。
こちらはブラウザ上で利用するものとは
ち ょ っ と 違 い ま す が、iPhone や iPad、
iMac（PC）の利用者が登録することで、
すべての端末のデータを同期して最新の
情報を取り出せるようにと設計されてい
ま す。Windows と 互 換 性 の あ る ア プ リ
ケーションもあります。

Column

ひとつのアカウントで使える
複合的サービス

Web Calendarウェブカレンダー
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スマートフォン

自宅のPC

職場のPC

他ユーザーのPC

（プロジェクトメンバーや友人など）

どこから
でも

インター
ネット上

の

「箱」に
アクセス

最新のデータを
取り出せる

オンラインストレージのイメージ

同じデータを共有

SkyDrive 25GB

1GB

2GB～

5GB～

50MB

250MB

ソフト利用時
無制限

ソフト利用時
無制限

○

○

○

○

名

称

保
存
容
量

1
回
あ
た
り
の

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
容
量

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

有
効
期
限

最終ログイン
から 30 日

最終ログイン
から 9ヶ月

最終ログイン
から 9ヶ月

-

Google
ドキュメント

Dropbox

SugarSync

特定のファイル
や

フォルダの共有

これは見ていいよ

オンラインストレージ
Online Storage

 オンラインストレージって？
オンラインストレージは、インターネット上にあるサーバにデータを保存できる
サービス。ネット上に自分専用の「箱」を用意して、そこにデータを入れたり取
り出したりするというイメージで、インターネットに繫がる環境があればどこか
らでもアクセスできるため、USB メモリにデータを移して持ち運ぶなどの手間が
不要になります。また、他のユーザーとファイルを共有することもできます。
ネット上にある保管庫のようなものなので、万が一自分の PC が壊れた場合も、
オンラインストレージに保存したデータは被害を受けず、バックアップとしての
役割を果たしてくれます。

オンラインストレージを活用して、データの共有をしてみましょう。
メールでのデータ送信や、USB メモリへのデータ移し替えなどの細かな
作業から開放され、より早く簡単に情報管理ができます。

  代表的なオンラインストレージ 
 サービス
国内外のさまざまな企業がサービスを提供していま
す。日本語で利用できるものとしてはMSN が提供す
る SkyDrive をはじめ、Googleドキュメント、Dropbox、
SugarSync など、ほかにも数えきれないほどあります。
比較して使いやすいものを選択しましょう。
いろいろなファイルを放り込める保管庫、というのがオ
ンラインストレージの特徴ですが、写真共有サイトとし
て知られる Flickr や Picasa なども写真専用のオンライン
ストレージと言えます。

 利用の注意点
無料で利用を始められるものが多いですが、借りられる
サーバ容量や一度にアップロードできるデータの容量が
異なるなどウェブメールサービス同様制限があります。
継続して利用したり、より大きな容量を使う場合は有料
利用にすると安心です。

 保管庫以外の使い方
多くのサービスでは、アップロードしたデータを第三者
と共有できるしくみを備えているので、たとえばプロ
ジェクト専用フォルダをつくり関係者で書類を共有す
る、といったことができます。

さらに最近では、ドキュメントをブラウザ上で編集でき
るものも登場しました。SkyDrive はブラウザ上でWord
や Excel、PowerPoint といった MicrosoftOffice のファ
イルを作成・編集できます。また、Google ドキュメン
トでもMicrosoftOffice や OpenOffice のファイルなどを
扱えます。つまり、ソフトがインストールされていない
PCでも書類をつくれるサービスです。

SkyDrive

Dropbox

SugarSync

Google
ドキュメント

※無料で利用した場合

SkyDrive のドキュメント編集画面

Online StorageOnline Storage オンラインストレージオンラインストレージ
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  ブラウザからアップロードする 
 タイプ
一般的なオンラインストレージサービスは、ウェブメー
ルと同じようにブラウザからログインし、ファイルを
アップロードする、といった手順でデータを保存します。
サービスによって、まとめてアップロードできるものと、
ファイル 1つずつでなければアップロードできないもの
があります。

 フォルダを設置できるタイプ
前のページで紹介した代表的なサービスのなかでは、
Dropbox、SugarSync がこれにあたります。デスクトッ
プに専用フォルダを設置することで、普段のフォルダ管
理と同じ感覚で使えます。
PC にインストールするため、アカウントを 1つしかも
てないサービスもありますが、同じアカウントで複数の
PCにインストールしておけば、常に同期して最新のデー
タを取り出すことができ、ネットにつないでいなくても
データを開くことができます。

 使ってみよう
Dropbox を使って、フォルダを設置するタイプのオンラ
インストレージを試してみましょう。

まずはサイトへアクセスしソフトをダウンロードし
ます。アカウントを登録しダウンロードが終われば、
自分の PC に専用フォルダが設置されセッティングは
完了です。
あとは、普段と同じようにファイルやフォルダをここへ
ドラッグ &ドロップするだけで、自動的にネット上にも
保存されます。

 他のユーザーと共有する
他のユーザーとフォルダを共有してみましょう。
共有環境のセッティングをするため、ブラウザからサイ
トへログインします。

メニューバーの中から「共有」ページを開き、「フォル
ダの共有」から共有フォルダを作成します。共有するフォ
ルダを決定したら、そのフォルダを共有するユーザーの
アドレスを入力し、通知メールを送ります。

設定を終えたら「共有」ページを確認。作成したフォル
ダが「現在共有されているフォルダ」として表示されま
す。同時にデスクトップ上の専用フォルダにも、自動的
に同じフォルダが作成されています。

共有しているユーザーがファイルを上書きすると、自分
のデスクトップ上の共有フォルダも自動的に更新されま
す。同じように自分が上書きをしたときも、共有ユーザー
のフォルダが更新されます。

 気をつけること
専用フォルダにデータを入れると、自動的にアップロー
ド作業が始まります。データが更新中の場合は更新完了
の前に操作するとファイルが壊れる可能性があるので注
意しましょう。
また、無料利用では長期間アクセスしないとアカウント
が削除されてしまいます。PC がいつもネットに接続し
ていれば自動的にアクセスしていることになりますが、
長期間ネットに接続しない場合は注意が必要です。

共有ページに作成したフォルダが表示される

共有ページの「フォルダの共有」ボタンをクリック

ブラウザで Dropbox のサイトへアクセスし、自分のアカウン
トへログイン

ブラウザからアップロードするサービス

ソフトをインストールする
タイプは、最初にサイトか
らダウンロード

更新中

通常

アカウント作成画面

設置された専用フォルダにドラッグ &ドロップするだけで自動
的にアップロード

Windows

Macintosh

ここをクリック

Online StorageOnline Storage オンラインストレージオンラインストレージ

16 17



送信者

アップロード

アクセス

お知らせメール

受信者

一時あずかり所

なんでもスクラップ

カシャッ

ColumnColumn

メモした紙をなくして、詳細を思い出せず困ったという経験はありませんか？
Evernote は、なんでもメモして貼っておくスクラップブックのようなサービスで、
文字テキストのほかに音声、写真、動画を保存できます。
スマートフォンなどのいつも手元にある端末にインストールしておけば、その場で
気になったことをすぐに記録できます。たとえば、浮かんだアイデアをメモしたり、
会議を音声で記録したり、興味のあるものを撮影しておけば、自動的に PC とも同
期するので、後から PC で閲覧・編集が簡単にできます。

なんでも記録するというと雑多な印象ですが、どこにいても確認できるうえ、テキ
ストも音声も写真も最初からすべて Evernote に揃っているので、議事録や企画書
の作成、ブログなどの編集作業がよりスピーディーに行えます。

膨大なデータはネット上に保存されるため PC の容量を気にする必要はありません。
まさにクラウドをいかしたサービスと言えます。

ファイル転送サービスは、メールで送りたいけれどちょっとサイズが大きい
ファイルなどを、オンラインストレージのしくみを利用して相手に届ける
サービスです。
こちらは長期間保管庫を借りるのではなく、数日間、一時的にネット上に預
け、その間に受信者が受け取りにいくというものです。保管期限が過ぎると
預けたデータは自動的に消去されます。

サイトからファイルをアップロードし、受信者のアドレスを入力すると、受
信者にお知らせメールが届きます。受信者がそのメールに記された URL にア
クセスすれば、預けられたデータをダウンロードできるというものです。

代表的なものとしては宅ふぁいる便、データ便などがあります。各社違いは
ありますが、無料利用でも 100MB またはそれ以上のデータを一度に扱えます。
相手が同じサービスを利用していなくても送信できます。

記憶をもち歩く
Evernote

大きなデータを送れる
ファイル転送サービス

スマートフォン

PC
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ネットで

テレビ電
話ができ

る

ビデオチャットのイメージ

PC

スマートフォン

ファイルも送れる Hello!

こういうのも

あります

この人

パソコンに

話しかけてる…

その件に

ついては…

会議中

ビデオチャット
Video Chat

 ビデオチャットって？
ビデオチャットは、インターネットを利用してテレビ電話ができるサービスです。
音声だけの通話をボイスチャット、映像と音声の通話をビデオチャットなどと呼
びます。インターネットを使うだけなので基本的に通話は無料です。
ビデオチャット、ビデオ通話、インターネット電話など、提供されるサービスの
形態により呼び方がいろいろありますが、ここでは映像付きで会話ができるもの
としてまとめて紹介します。

ビデオ通話のできるチャットを利用して、離れた場所にいる人と会話
してみましょう。会話をしながらファイルの受け渡しもできるので、
同じ場所に集まらなくても会議ができます。

  ビデオチャットができる代表的な 
 サービス
ビデオチャットができるサービスとして Yahoo! メッ
センジャー、Windows	Live メッセンジャー、Google
チャットなどがあります。これらはインスタントメッセ
ンジャーと呼ばれ、短いテキストメッセージをリアルタ
イムでやりとりするチャットサービスとして普及し、現
在では音声や映像でのチャットも可能です。Mac でのみ
利用できるものとしては iChat などがあります。
また、インターネット電話の草分けとして知られる
Skype は、メッセンジャーとほぼ同じ機能が使え、有料
で一般の固定電話へも通話できます。

 できること
インスタントメッセンジャーや Skype などでできること
として、文字でのチャット、ファイルの送信、音声での
会話、映像付きの会話などがあります。サービスによっ
ては複数の人と一度に話せるほか、自分の PC のデスク
トップ画面を表示できるものもあり、資料を見ながらの
打ち合わせなどに役立ちます。

 気をつけること
いずれのサービスも、チャットをするには、話したい相
手が同じサービスを利用していること、そしてそのサー
ビスにログインした状態でなければなりません。

また、ビデオチャットにはマイクやウェブカメラ、スピー
カーが必要です。内蔵された PC ならそのままで利用を
始められますが、古いタイプの PC などは、事前に確認
しておきましょう。これらの周辺機器は、数千円で購入
できるものがいくつも販売されています。自分の PC に
対応しているか確認したうえで購入しましょう。

Google チャット Windows	Live メッセンジャー

Skype

Yahoo! メッセンジャー

イヤホンとマイクが一体型のヘッドセット

Video ChatVideo Chat ビデオチャットビデオチャット
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 ビデオ・音声で通話
ビデオのアイコンをクリックすると呼び出し中になり、
相手が応答するとビデオ画面に相手の映像が表示されま
す。音声のみ利用するには、受話器のアイコンをクリッ
クします。

 画面共有
サービスによって異なりますが、ビデオや音声での通話
を利用中に画面共有のアイコンをクリックすれば、自分
の PC のデスクトップ画面が表示されます。いくつもの
資料を表示したり、動きのあるウェブサイトを表示する
際などに役立ちます。

また、テキストチャット中や音声・ビデオ通話中にメン
バーを追加して複数の人と同時に会話することもできま
す。ただし、ビデオ・音声通話では、まれに聞き取りづ
らくなったり、画質や音質が低下する場合があります。

 使ってみよう
ソフトをインストールして、ビデオチャットを試してみ
ましょう。ここでは Skype を使用しています。
まずはサイトへアクセスしアカウントを作成、ソフトを
ダウンロードします。

ソフトを立ち上げログインしたら、連絡先を追加します。
チャットをしたい相手が同じサービスに登録していれ
ば、ユーザー名やメールアドレスを入力して検索できま
す。見つけたら招待通知を送ります。相手のユーザー名
やメールアドレスは事前に確認しておきましょう。
反対に招待通知が届いた場合は、許可をクリックするだ
けで相手の連絡先が登録されます。

相手のログイン状態を確認しオンラインであればチャッ
トが可能です。あわせて自分のログイン状態も確認して
おきましょう。

 テキストチャット
テキストでメッセージを送ってみましょう。入力欄に文
字を打ち込み Enter キーを押すだけで、相手にも表示さ
れます。相手が何か打ち込んでいるときは入力中の表示
が出るので、同時に入力してしまうことを避けられます。

 ファイル送信
デスクトップからテキスト入力欄に直接ドラッグ &ド
ロップするだけで送信できます。メールソフトを立ち上
げる必要がないので便利です。

サイトへアクセスしてソフトを PCにインストール

ユーザー名やメールアドレスで検索

相手がオンラインならチャット可能

共有

相手の

ログイン状態

自分の

ログイン状態

メンバーを追加

通話ボタンを押して
相手を呼び出す

テキスト入力欄

通話終了ボタン

ここにファイルを

ドラッグ＆ドロップ

で送信 デスクトップ画面の共有

Video ChatVideo Chat ビデオチャットビデオチャット
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ややこ
し～

見た目では分からない？

IPフォン

スマートフォン

PC

見かけは
フツーの

電話機で
すが、

実はIP
電話です

PCですが、

いま一般回線
の

電話と話してま
す

なんか

すみません

見た目はモバイ
ル

フォンですが、

ただいまインタ
ー

ネットで通話中

通話中

Hello

Hello

Hello

 インターネット電話とは
インスタントメッセンジャーとインターネット電話サー
ビスは、どちらもビデオチャットができますが、本来そ
の成り立ちや目的が異なります。ここではインターネッ
ト回線を利用したインターネット電話と、IP 電話と呼ば
れるサービスを解説します。

IP 電話は、通話にインターネットのパケット通信のし
くみ（IP）を利用しながら、一般の固定電話や携帯電
話への通話ができるサービスで電話番号をもつことが
できます。
ネットワークのどこかで IP を利用していれば IP 電話と
呼べますが、Skype のビデオチャットのような、PC か
ら PC へ通話するものは、一般にインターネット電話と
呼ばれています。
反対に単に IP 電話と言う場合は、PC からインターネッ
トを利用せず、固定電話のように一般回線への通話がで
きるものを指すことが多いようです。「050」で始まる IP
専用の電話番号のほか、一般回線と同じ市外局番も取得
できるようになってきました。

Skype の場合は PCと PC（無料）、PCと一般電話（有料）
いずれも利用でき、電話番号を取得すればまさに IP 電
話です。

 スマートフォンでも
スマートフォンでもアプリケーションなどでビデオ通話
できるものがあります。こちらも無線 LAN などからイ
ンターネットを使って無料で通話ができます。

広報に役立つ
コミュニケーションツール

みなさんの活動をインターネットで PR してみましょう。

インターネットのサービスには
自由に情報発信できるコミュニケーションツールが数多くあります。

自分で管理すればいつでも書きかえたり、最新の情報を掲載できます。
訪問者と気軽にコミュニケーションをはかり、つながりを広めることも
容易です。

電子画面の向こうにはたくさんのユーザーがいます。
親しい仲間ときずなを深め、さらに新しい仲間と出会ってください。
インターネットで広報の可能性はぐんと広がるはずです。

Section2

Video Chatビデオチャット

24 25



NPO情報局サイト

24時間
営業の

広報ツー
ル

ウェブサイトのイメージ

Hell
o！

コミ
ュニ
ケー
ショ
ンも
とれ
る

What's
new

イベント

コメント
Welcome

いつでも更
新可能

アクセスすれば情報を得られる

あのサイトに行ったら

だいたい分かるよ

.com

.net

.org

.biz

.info

.jp

主に企業向け

主にネット関連企業向け

主に非営利組織向け

主にビジネス向け

制限なし

日本の法人・個人

ウェブサイト
Website

 ウェブサイトのメリット
ウェブサイトは誰でも利用でき、簡単に情報発信ができます。広告費や印刷費に
比べかなり少ない費用で長期間利用でき、ユーザーとコミュニケーションをはか
れることがウェブサイトの大きな特徴と言えます。また、ブログの登場で専門知
識がない人でも簡単に更新できるようになりました。
ここでは、前半で従来のホームページを、後半でブログについて紹介します。

ウェブサイトを活用して、情報発信をしてみましょう。インターネッ
ト上で情報を公開すれば、訪れたユーザーにみなさんの団体を知って
もらう機会を増やすことができます。

 ホームページの基礎知識
ホームページをインターネット上で公開するには、いく
つかの準備が必要です。方法はさまざまありますが、こ
こでは一般的な例を紹介します。

1. ドメインを取得する
ウェブメールのページ（P9）でも紹介した、オリジナル
ドメインを取得します。ドメインは住所や車のナンバー
と同様、世界に 1つずつしか存在しません。そのため、
希望するドメインがすでに使われていないかどうか確認
する必要があります。
また、ドメインを取得するという言い方をしますが、お
金を払っても自分のものにできるわけではなく、利用料
を払って一定期間借りている状態です。

2. レンタルサーバを借りる
ホームページを設置・公開するためのスペースとして
サーバを利用します。無料で借りられるサーバもありま
すが、オリジナルドメインが使えない、ページに広告が
表示されるなど制約があるので、パブリックなサイトを
つくる場合は有料レンタルをおすすめします。グレード
は各種ありますが、月あたり数百円ほどで借りられます。

オリジナルドメインは不要という場合は、サーバレンタ
ルの際にサービス提供企業が指定したドメインを利用す
ることもできます。また、これらの企業の中にはドメイ
ン取得サービスを併設しているところもあります。ドメ
イン取得とサーバレンタルを同じ企業で行うと、ドメイ
ンとサーバを結びつける設定が簡単になり、割引などの
メリットがある場合もあります。

おおよそ上記のような意味があるものの、
誰でも自由に利用できる

ロリポップ！レンタルサーバー（ムームードメイン）

さくらインターネット

コアサーバー（バリュードメイン）

※（　）内はドメインサービス名

よく使われるドメイン名の意味

サーバレンタルとドメイン取得
両方を行っているサイトの例

ココについてnpoaomori.com

WebsiteWebsite ウェブサイトウェブサイト
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表示したい
写真や画像

pic.jpg
img.png
など

index.html

style.css

読みこむ
読みこむ

デザインの
設定が書かれた
ファイル

HTMLが
書かれた
ファイル

このようなファ
イルが

つながって

ひとつのページ
を

つくっています

<body>

</body>

<h1>

<h2>

<p>

タグは

ブラウザが読む
ためのもの

<p>こんにちは</p>

人間用はタグとタグの間にある

html

/html

NPO

NPO

キーワードヲハッケンシマシタ

検索ロボットが
読みにくるよ

 試してみよう
ブラウザに文字を表示させる程度であれば、特別なソフ
トは必要ありません。PC に入っているテキストエディ
タがあればつくれますので、試してみましょう。

Windows ではメモ帳、Mac ではテキストエディットを
起動し、右記のHTML を半角英数で入力します。
最後にファイル名を「新規作成 .txt」から「index.html」
に変更し、文字コードは sift-JIS を選択して保存します。
かなり簡易的ではありますが、HTML で書いているので
ブラウザで表示されます。ファイルをブラウザで開いて
確認してみましょう。
実際にはもっと複雑になりますが、基本的にホームペー
ジはこのしくみのもとにつくられています。このように
してつくったデータをサーバにアップロードすれば、誰
でもホームページを見られるようになります。

 ウェブサイトの SEO
SEO（Search	Engine	Optimization）とは、Yahoo! や
Google などのいわゆる検索エンジンで検索されたとき
に、自分のサイトを見つけてもらいやすいようにウェブ
サイトをつくることをいいます。
ウェブ上ではクロールと呼ばれるプログラム（いわゆる
検索ロボット）が常に情報を集めており、ウェブサイト
のタイトルや大見出し、本文、ブログの記事なども検索
対象です。検索したキーワードが含まれているか、アク
セス数がどのくらいあるか、などのさまざまな基準を検
索ロボットが判断し順番に表示しています。
ただし、検索されたいがためにサイトの内容と無関係な
キーワードばかり詰め込んでも、検索結果の上位にくる
とは限りません。サイトを見る人、検索する人のために、
分かりやすいタイトルや見出しをつけるよう心がけま
しょう。

3. ホームページを制作する
ドメインとサーバが用意できれば、あとは中身をつくる
だけですが、ホームページを制作するにはある程度の知
識が必要です。
ホームページは、ブラウザに読ませたり文章を書いたり
するHTML ファイル、デザインを設定するためのスタイ
ルシート（CSS）、掲載する画像ファイルなどが連結して
表示されていて、多少なりともHTML について知ってい
た方がつくりやすいです。

市販されているホームページ作成用のソフトとして
は、HTML の知識がなくてもつくれるホームページビル
ダー、そしてある程度の知識が必要ですが、プロのデザ
イナーも使う Dreamweaver といった製品があります。
そのほか、デザインのために画像編集ソフトなども必要
です。
ここでは、HTML の知識がなくてもウェブサイトをつく
れるように、後半でブログシステムを利用したウェブサ
イト作成を紹介します（P32）。

 HTML とは
ホームページは、HTML という言語でつくられています。
文書の一部を “ ＜ ” と “ ＞ ” で挟まれた「タグ」と呼ば
れる文字列で囲んで、文字や画像を表示させたり、リン
クページをつないだりしています。タグで書かれた部分
は、ブラウザが読むためのもので、人間が見るための文
章や画像はタグとタグの間に挟んで記述されます。

HTML を入力

半角英数でファイル名を index.html にして保存

＜tittle＞＜/tittle＞はココに

＜h1＞＜/h1＞は大見出し

＜p＞＜/p＞は文章を段落としてまとめる
＜br＞は改行

ページを構成するファイル

WebsiteWebsite ウェブサイトウェブサイト

28 29



ジャ
ーン

デザイン変更が簡単文章など内容はそのままで…

NPOブログ

Hello Hello

NPOブログ

 ブログ
ブログは、HTML でつくるホームページに比べ更新が簡
単でインターネット初心者でも利用しやすいサービスで
す。文章とデザインを分けて管理する仕組みのため、あ
らかじめ用意されたデザインテンプレートを入れかえる
ことで見た目を変更できます。

レンタルブログ
FC2 ブログ、アメーバブログ、Yahoo! ブログ、Livedoor
ブログなどさまざま企業が提供しています。これらはレ
ンタルブログと呼ばれ、サービス提供サイトが用意した
管理ページにアクセスして記事を書き込みます。
公開する場所とブログのシステムを両方借りている、と
いうイメージです。一部有料でアドレスをオリジナルド
メインにできるものもありますが、無料で利用する場合
は、オリジナルドメインが使えない、また広告の表示が
あるのが一般的です。

CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）
ブログと言うとレンタルブログを指すことが多いです
が、システム一式を自分で用意したサーバにアップロー
ドして使う方法もあります。無料で使えるものとしては
WordPress が有名です。このシステムを、有料で借りた
サーバにインストールすれば、広告が一切表示されない
ウェブサイトをつくることができます。また、レンタル
ブログに比べ自由にカスタマイズでき、データを取り出
して別なサーバへ移したりすることもできます。

 見たまま操作のホームページ
HTML を知らなくても、より視覚的にホームページをつ
くれるサービスが登場しています。書きかえたい場所を
クリックしてブラウザに直接入力し、そのまま保存・公
開できるというものです。

Jimdo というサービスで、無料で利用できます。また有
料でオリジナルドメインを取得することも可能です。サ
イトにアクセスし、手順に従ってアカウントを作成すれ
ばホームページがすぐに開設されます。

変更したい箇所をクリックすれば、編集ツールが表示さ
れます。例えば本文をクリックすると、テキスト入力ボッ
クスが表示されるので、直接書き込んで保存するだけで
更新できます。メニューやレイアウトも、クリックして
選択するだけで視覚的に変更できます。

現在 Jimdo では、入力したデータのバックアップやダウ
ンロードサービスはないようなので、データとして手元
に保持したい方は、テキストファイルなどに別途保存し
ておく必要があります。

また、Mac でも iLife という複合ソフトウェアの中に、
ドラッグやクリックで編集できるホームページ制作ソフ
トが含まれています。

各種設定変更も同じページでできる

変更したい部分を直接クリックして編集できる

作成したアカウントでログイン

サイトから新規アカウントを作成

HTML を使わなくても入力できる

FC2 ブログ

アメーバブログ

Yahoo! ブログ

WordPress

Livedoor ブログ
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トップページを確認
ダッシュボードの上部にあるブログのタイトルをクリッ
クしてみましょう。ウェブサイトのトップページが表示
されます。
管理者としてログインしている間は、サイトの上部に管
理メニューが表示されます。この部分は、ほかのユーザー
からは見えません。

記事を書く
ダッシュボードの左に並んだメニューから、投稿＞新規
追加をクリック。表示された入力欄に、タイトルや本文
を入力します。本文入力欄の上部に並んだボタンでワー
プロソフトのように文字を装飾できます。入力後、公開
ボタンを押すと保存と同時にサイトに表示されます。

写真をアップロード
記事に写真を掲載するには、本文入力欄の上にある四角
い写真のアイコンをクリックして、PC からアップロー
ドします。この際、表示サイズも指定できますが、掲載
枚数が多かったり、あまりにもサイズが大きいとサイト
の表示速度が遅くなるので、写真はあらかじめ必要な大
きさに変更しておくことをおすすめします。

 ウェブサイトをつくってみよう
WordPress に対応したレンタルサーバを使って、ウェブ
サイトをつくってみましょう。

サーバに登録
ここではロリポップ！レンタルサーバーを利用していま
す。サイトにアクセスして、登録手続きをします。入力
したメールアドレスにアカウント ID が記載された確認
メールが届くので、そこからさらに利用プランの選択や
連絡先の入力などを進めます。
同時に支払い方法の選択をしますが、ロリポップ！では
10 日間無料でお試し利用ができ、10 日後に支払いがな
ければ自動的にアカウントが消滅します。

WordPress をインストール
登録後、ユーザー専用ページのメニューから「簡単イン
ストール」のページを開き、WordPress を選択してイ
ンストールします。インストール後に表示される管理者
ページ URL をクリックして、WordPress の必要情報を
登録します。
登録したユーザー名とパスワードでWordPress にログ
インすれば、管理者だけが見られるダッシュボードペー
ジが開きます。このダッシュボードは、ブログの記事
を書いたり、設定を変更したりする場所なので、URL
をブックマーク登録しておくと次にアクセスするとき
に便利です。

レンタルサーバサイトから新
規申込み、ドメインを選択

WordPress が利用できるロリポプランを選択

トップページ画面

記事を入力

入力した記事が表示される

自分の PC から写真を
アップロードして保存

ユーザー専用ページから、レンタルしたサーバにWordPress を
インストール

必要情報を入力しログイン

更新などを行うダッシュボードページ

タイトル入力

ココをクリック

クリックして公開本文入力

管理メニュー

クリック
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トップページを固定ページにする
サイトのトップページを、ブログ形式の表示から固定
ページに変更します。ダッシュボードの設定＞表示設定
で「フロントページの表示」を「固定ページ」に変更し
ます。
「フロントページ」はトップページにしたい固定ページ
を、「投稿ページ」はブログ記事を表示するために使い
ます。ブログ記事用のページはあらかじめタイトルを入
力した固定ページを 1つ追加しておけば選択できます。

メニューを変更
サイトに表示されているメニューを並べかえてみましょ
う。ダッシュボードの外観＞メニューのページを開きま
す。任意のメニュー名を入力し、作成ボタンをクリック。
左に表示された固定ページやカテゴリーから、項目を選
択しメニューに追加します。選択されたメニューはド
ラッグして並びを変更できます。最後に「テーマの場所」
から使いたいメニュー名を選択し保存します。

デザインを変更
ダッシュボードの外観＞テーマから、デザインを変更で
きます。上部のタブ「テーマのインストール」からデザ
インを検索してインストールすると、「利用可能なテー
マ」に追加保存されるので、いつでも好きなときに変更
できます。

カテゴリーを追加
記事の内容をカテゴリーごとに分類します。メニューの
投稿＞カテゴリーから新規カテゴリー名を入力し、「新
規カテゴリーを追加」ボタンをクリックし保存。

投稿＞投稿一覧から先ほど作成した記事を開き、右側の
「カテゴリー一覧」から記事を振り分けたいカテゴリー
を選択し更新します。WordPress では、設定を変更すれ
ば、カテゴリー名もサイトのメニューのように表示でき
ます（P35）。

固定ページを作成
WordPress では、ブログのように時系列で記事が繰り下
がって表示されるページのほかに、常に決まった場所に
表示される固定ページをもつことができます。メニュー
の固定ページ＞新規追加から、投稿記事と同様に内容を
入力して公開します。
固定ページを追加すると、自動的にサイトのメニューに
表示されます。固定ページを利用することで、ブログシ
ステムを利用しながらホームページのような表示が可能
になります。
WordPress では記事ごとにユーザーからのコメントの可
否を設定できるので、固定ページだけコメントを受け付
けないようにすることもできます。
投稿や固定ページの編集画面右上の「表示オプション」
を開き、編集画面にディスカッションの項目を表示させ
るようにすることでコメントの投稿を設定できるように
なります。

任意のカテゴリー名を入力

保存

並べかえ

メニューが変更されている

ココからデザインを
検索できる

選択

記事ごとにチェック
を入れて保存

カテゴリー属性が変更される

レイアウトを選べる

チェックを入れる

チェックをはずす

メニューに追加される

記事と同様に入力

コメントを受けない設定

固定ページを表示

フロント表示を固定ページに変更

メニューに入れたいものにチェックを入れ追加

トップページ表示画面

利用可能なテーマから
いつでも変更可能

1

2

3

4
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遠くにい
る知人と

も

リアルタ
イムでや

りとりが
できる、

情報交換
ができる

SNSのイメージ

タロウくんが新し

い写真をアップし

ました

ハナコちゃん

はいま美術館

にいます

タカシくんがあな

たの動画にコメン

トしました

SNSの写
真と

違うよう
な…

本人じゃ…若い頃の

友人・知人とつながっていくため、
名前や写真で見つけてもらえるようにする

おもしろそうほかの人にも知らせてあげよう

イベント
やるよ

知人同士の情報交換を活発にできる

S N S
Social Network Service

 SNS って？
ソーシャルネットワーク（社会的ネットワーク）をインターネット上でつくるた
めのサービスで、利用者同士がつながり、コミュニケーションできるサービスの
ことです。広い意味では、ブログや掲示板なども含まれますが、単に SNS と言っ
た場合は、ソーシャルネットワーク専用のサービスを指します。つながりをつくっ
ておけば、遠く離れた友人とも手軽に近況を知り合えることなどから、世界中で
利用されています。
ここでは代表的な SNS と合わせて Twitter のサービスも紹介します。

コミュニケーションツールとして人気の高い SNS で情報発信を加速
させましょう。人と人とのつながりを強めたり、知人を介した新し
いつながりも構築できます。

 代表的な SNS
世界規模で利用されている Facebook や Myspace、また
国内ではmixi などが有名です。いずれも人と人とのつ
ながりをつくるためのツールが充実していて、知り合い
を捜したり、自己紹介や写真の公開、コメントを送り合
うなどしてコミュニケーションをはかれます。

 SNS の性質
現在では、誰でも利用できるサービスに変化しつつあり
ますが、元々 SNS は、知人から招待されなければ入れ
ない、限られた人だけが利用できるサービスとして広ま
りました。現実社会で言えば、会員制の社交場といった
ところでしょうか。そのため、Facebook では実名 +顔
写真を公開、mixi では本名またはニックネームを公開し、
現実社会の交友関係をもとにつながりをつくることを目
的としています。
公開したプロフィールは、同じサービスを利用している
人が知り合いを検索する際のキーワードとして利用され
ます。自分のプロフィールや書き込んだコメントは、友
人だけに公開したり、友人の友人まで見せるなど細かく
設定することが可能です。

 ビジネスや広報に
つながりを人脈ととらえ、ビジネスに活用している人も
います。SNS では自分のページで新しい情報を公開する
と、つながった相手のページにも表示されるため、広く
告知したい情報を一斉に知らせたり、相手の発信した情
報をシェアしてほかの友人に知らせることが簡単にでき
ます。プロフィールに職場などを明記しておけば、検索
の際に見つけてもらいやすくなります。

Facebook

mixi

Myspace

Social Network ServiceSocial Network Service S N SS N S
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ウォール
Facebook では、主に「ウォール」と呼ばれるページを
軸にしてコミュニケーションをとります。掲示板のよう
に、自分の投稿や友達とのやりとりなどが表示されます。
ニュースフィードから書き込むことができます。

ニュースフィード
メニューの「ニュースフィード」を表示すると、つなが
りのある友達と自分の最新情報を見ることができます。
上部の入力欄にテキストを入力するとすぐに反映され、
友達のニュースフィードにも表示されます。またウォー
ルにも表示され、友達以外の人も見ることができます。
友達以外の人に見せたくない場合は、公開範囲を「友達」
に変更します。
「写真・動画を追加」から画像や動画もアップロードで
きます。

コメント
投稿したテキストや写真などの下には、「コメントする」
や「いいね！」「シェア」が表示されます。投稿を見た
友達がコメントをつけたり、友達が別な友達と投稿の
内容を共有するためのものです。自分で利用すること
もできます。

メッセージ
メニューの「メッセージ」から、特定の友達にメール
のようにメッセージを送ることができます。ニュース
フィードと違い、送信したことはほかの友達には分かり
ません。ファイルの添付もでき、メールアドレスを知ら
ない友達にも送れるので便利です。

 使ってみよう
Facebook を例に、SNS を体験してみましょう。
まずはサイトへアクセスしてアカウントを取得します。
手順に従いプロフィールと顔写真を登録します。後から
変更することも可能です。
ログインした状態で Facebook にアクセスすると、自分
専用のページがトップページとして表示されます。

知り合いを検索
つながりを広げるために、友人や知人を検索します。画
面左のメニュー「ようこそ」から名前などのキーワード
を入力すると、一致した人物が表示されます。「友達に
なる」ボタンをクリックすると、相手に友達申請の通知
が送られ、相手が承認すれば、「友達」としてつながり
ます。
同様にメニューの「友達を招待」から既存のメールサー
ビスのアドレス帳を読み込んで登録している知人を
Facebook に招待することもできます。

プロフィール
つながりをつくることを目的とした SNS では、自分の
ことを詳しく紹介するプロフィールページがあります。
自分の出身地や出身校、仕事や趣味について入力してお
けば、自分のことを知ってもらうきっかけとなり、検索
のキーワードにもなるので、同級生や同郷の友人などを
探すときにも便利です。

知り合いを検索して、友達になる

相手が承認すると、自分のページに友達の投稿が表示される

アカウントを作成

公開範囲を指定できる

写真や動画も投稿できる

投稿した内容に友達からコメントが付いたり、自分でもコメン
トできる

メッセージは送った相手だけが読めるメールのようなものプロフィールを充実させると、友達から見つけてもらいやすくなる

ページを訪れた友達やほかのユーザーは、基本的にプロフィー
ルとウォールを見て相手の近況を知る

Social Network ServiceSocial Network Service S N SS N S
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団体の公式

Facebookページ

ユーザーが特定のFacebookページに「いいね！」や
コメントをすると、ユーザーの友達にもその動きが通知される

いいね！

ユーザー

ユーザー

ユーザー

ユーザー
いいね！

いいね！

いいね！

今週末はイベントがあります、

みなさんきてください

明日は映画を観に行く予定で…

うちのわんちゃんかわいいでしょ…

かっこいい車をみつけました

情報の流れが速い

きょうのランチは新しいカフェで…

ああ、もう埋れてしまう…

140文字ツイート
は1回に

1回分の投稿のこと

 Twitter
実際の知り合いだけに限らず、気軽につながって情報
発信できるツールとして、Twitter のサービスを紹介し
ます。

 短い言葉で発信 & コミュニケー 
 ション
Twitter は、140 文字以内でコメントを投稿したり、ほ
かの人のコメントを読んだり、引用してコメントしたり
できる機能をもっています。リアルタイムで今何をして
いるかとか、誰かに話したくなる話題などを共有するた
めに使われ、ブログほど長文を書かない手軽さなどから
ユーザーが増えています。

 特徴
他人のコメントでも興味のある内容なら、多くの人に引
用され、口コミのように情報が広がっていくという性質
があります。リンクや画像も投稿できるので、イベント
のお知らせやチラシ画像を投稿して、詳細はリンクした
ブログに書いておくなど、広報ツールとして使うことが
できます。
情報の流れが速く、すぐに新しい情報に埋れてしまうの
で、広く知らせたい情報は投稿回数を増やすなどして、
ユーザーの目に留まるための工夫が必要です。

 Twitter 用語
Twitter でよく使われる言葉を紹介します。

ツイート（Tweet）
Twitter に投稿されたコメントのことを指します。
Twitter の投稿は 1回 140 文字以内と短く、それを好き
なときに何度も投稿するような使い方をするため、小鳥
のさえずりやおしゃべりを意味する「ツイート」と呼ん
でいます。日本ではツイートを「つぶやき」と表現した
りします。

 Facebook ページ
Facebook は基本的に個人名で登録しますが、企業
や団体などの公式ページをつくることが可能です。
「Facebook ページ」と呼ばれ、ファンや顧客、つながり
のある人と交流をはかるコミュニティページのようなも
のです。たとえば、自分の所属する団体のページをつくっ
て、興味をもつ人たちと交流をはかったり、情報発信に
利用することができます。

 Facebook ページをつくる
自分のアカウントにログインした状態で以下の URL に
アクセス。

▶ http：//www.facebook.com/pages/create.php

表示されたジャンルの中から、自分がつくりたい
Facebook ページのテーマに近いものを選択し、ページ
名を入力します。Facebookページの名称は、登録者（ファ
ン）が 100 人を超えると変更できなくなるので注意しま
しょう。

Facebook ページの利用方法は、個人のページとほとん
ど同じです。メニューの「基本データ」から、団体の概
要などを入力し、情報を充実させておきましょう。
ページができたら、個人ページと同様に知人や組織の関
係者などにお知らせして、登録者を増やしコミュニケー
ションを活発にしましょう。

つくりたいページに該
当するジャンルを選択

Twitter

入力した名称がページのタイトルに
なる

Facebook ページ画面

ユーザーに知ってもらうために組織情報をきちんと入力

Social Network ServiceSocial Network Service S N SS N S
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みんなのツイートを

フォロー

おまつり
あるよ

○月○日

まかせて、

ツイートするよ

ボクはフォロワー

いっぱいいるから

これみんなに知らせたいんだ

あしたおま
つり

あるんだ
ー

あしたおまつりあるよ

@タロウあした
おまつりあるよ

タロウくん

タカシくん

タロウくんがツイート

タロウくんのフォロワー

タカシくんのフォロワー

タカシくんがリツイート

フォロー（Follow）
コメントを投稿するだけでは独り言のようになってしま
いますが、SNS と同じように Twitter のユーザー同士で
つながり、相手のツイートを自分のページで見られるよ
うにすることで、コミュニケーションの輪を広げていき
ます。
相手のツイートを自分のページで見られるようにするこ
とを「フォローする」と言い、フォローされた側には、
誰がフォローしているか通知されます。

フォロワー（Follower）
フォローしている人のことを「フォロワー」といいま
す。自分のTwitterを誰かがフォローすれば、自分のフォ
ロワーが増えたことになります。フォロワーを増やせ
ば、自分の発信したツイートをより多くの人に見ても
らえることになり、フォロワーがさらにツイートすれ
ば、フォロワーのフォロワーまで情報を広められます。
広報として活用するためには、フォロワーを増やすこ
とが重要です。

リツイート（RT）
フォローしている人のツイートを、自分のフォロワー
にも読んでもらいたいときなどに使う機能で、自分以
外の人のツイートを引用してツイートすることを言い
ます。転載するようなイメージです。リツイートした
場合は、投稿された文章の中に、自分のユーザー名と
引用元のユーザー名の両方が記載され、引用元のユー
ザーにも通知されます。

 使ってみよう
まずは Twitter のサイトへアクセスし、アカウントを作
成してログインします。

入力欄からテキストを入力してツイートします。自分の
サイトなどへのリンクを付けたい場合、URL をコピーし
てそのままペーストすると、長い URL でも自動的に 20
文字ほどに短縮されます。
また、入力欄左下のカメラのアイコンから画像をアップ
ロードすることができます。

知り合いや著名人を検索してフォローしてみましょう。
検索欄にユーザー名を入力すると、該当するユーザーの
一覧が表示されます。「フォローする」をクリックする
だけで、相手のツイートが自動的に自分のページに表示
されるようになります。

誰かのツイートを自分のフォロワーにも広めたいときに
は、「リツイート」をクリックします。

 モバイル端末が便利
インターネット上では、古くから掲示板などでユーザー
同士のコミュニケーションが行われてきましたが、通信
のインフラが充実してきた近年の SNS では、発信した
直後から、まるで会話するようなスピードでやりとりが
行われます。
このような SNS の特性をいかすには、いつでも状況を
確認できる携帯端末を利用すると便利です。
また、スマートフォンや一部の携帯電話などでは、SNS
や Twitter などを閲覧できるアプリ（ソフト）が数多く
開発されています。無料のものも多いので、いくつか試
して使いやすいものをインストールしておくのも良いで
しょう。

Twitter トップページからアカウント作成

ツイートしてみよう

フォローした人のツイート
が表示されるようになる

スマートフォン用 Facebook
アプリ画面

Twitter モバイルサイト画面

Social Network ServiceSocial Network Service S N SS N S
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ブログ SN S

ウェブサイト Twitter

どこか1カ所に投稿しただけで利用しているサービス全てに自動で通知

Column

ブログや SNS など、ユーザー同士が互いにコミュニケーションをとったり、
情報を共有できるコミュニケーションサービスはさまざまありますが、それ
らを連携させると、より効率よく情報発信を行えるようになります。特に
SNS や Twitter などでは、連携しやすいしくみになっていて簡単に設定でき
ます。

双方の情報をつなぐようにしておけば、どこか 1 カ所に投稿しただけで利用
しているサービス全てに通知されるようになり、閲覧者の目に留まる機会も
増やせます。たとえば、ブログの更新情報を SNS や Twitter に自動で表示さ
せたり、ウェブサイトに Twitter を表示させたりできます。いくつかの方法
を紹介します。

コミュニケーション
サービスの連携

 Twitter を Facebook に表示
Twitter にログインした状態で	管理＞プロフィール	
のページにある「Facebook」の項目をクリックして、
使用を認証するだけです。

 ブログ記事を Facebook に通知
ここでは Facebook のアプリを利用します。
Facebook の検索欄に「my	blog	posts」と入力して、
該当するアプリをインストールします。手順に従っ
てブログの URL を入力するだけで設定完了です。反
映されるまで多少時間がかかることがあります。こ
のほかにも同様のことができるアプリがいくつもあ
ります。

 Twitter をウェブサイトに表示
▶ http：//twitter.com/goodies/widgets
から、自分のサイト＞プロフィールウィジェットを
選択。デザインやサイズを設定したら、「完了 &コー
ド取得」を押して表示されたコードをコピー。あと
はウェブサイトのHTML にはりつけるだけです。

クリック

検索

コピーしてHTMLに

貼り付け
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動画共有
サイトを

利用すれ
ば、

無料で動
画を公開

でき、

たくさん
の人に観

てもらえ
る

動画共有サービスのイメージ

自分で撮影 動画共有サイトにアップロード&公開

ブログ

サイト

SN S

自分のもっているサイトやSNSで共有

プロジェクトN

…つづく 気になる
ー

はやくつ
づきが観

たい

動画共有サービス
Video Sharing

 動画共有サービスって？
インターネットで動画を視聴できるサービスはいろいろありますが、大きく分け
ると映画などを視聴できる動画配信サービスと、ユーザー自身が動画をアップ
ロードして不特定多数の人に公開できる動画共有サービスがあります。動画共有
サービスでは、アップロードされた動画を自分のホームページやブログ、SNS な
どに簡単に埋め込むことができます。また、アカウントを作成することでサービ
ス提供サイト内に自分のページをつくって、SNS のようにユーザーとコミュニ
ケーションをとることができます。

映像のもつ訴求力を広報に役立てましょう。動画を視聴・投稿できる動画
共有サービスを利用すれば、撮影した映像を多くの人に観てもらうことが
できます。

 代表的な動画共有サービス
代表的な動画共有サービスとしては世界的に有名な
YouTube があります。Google アカウントでログインで
き、動画をアップロードした後にブラウザ上で映像を加
工したり、BGMを追加したりと、専用ソフトがなくて
も映像を編集することが可能です。
また、生中継ができることで知られる Ustream も動画
共有サービスです。
いずれも無料で利用を始められます。

 共有できる
動画共有サービスは、動画をアップロードするだけでな
く、自由にシェアできることも大きな特徴です。サービ
スを提供しているサイトから、ソースコードをコピーし
て自分の団体のウェブサイトに貼り付けたり、SNS で
シェアすることで、複数のサイトでより多くの人に観て
もらえるようになります。

 どんなものを撮影する？
例えば、自分たちの団体を PR したいときや仲間を募り
たいときには、普段の活動の様子を映像で観てもらうこ
とで、よく分からないという不安感が薄れ、スタッフの
人柄や、活動内容を理解してもらいやすくなります。
また、イベントなどを開催するときには、準備風景など
を公開して楽しげな雰囲気を感じさせたり、イベント開
催中に生中継をするなど、期待感、臨場感をもたせた広
報ができます。
そのほか、取り組んでいるプロジェクトの過程をウェブ
サイトのコンテンツとして定期的に公開し、閲覧者がま
た訪れたくなるようなサイトづくりをするなど、アイデ
ア次第でさまざまな可能性を生み出すことができます。

YouTube

ウェブサイトや SNS で共有

Ustream

Video SharingVideo Sharing 動画共有サービス動画共有サービス
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いろいろあるけど、きれいに撮れるものを使おう

ビデオカメラ デジカメ

スマートフォン
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顔がよく見えない

新幹線

かっこいいですね
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 動画を公開してみよう
まずはサイトへアクセスしてアカウントを作成します。
ここでは YouTube を使用しています。
公開するユーザー名を入力すれば設定完了です。

自分の PC から動画をアップロードします。このとき動
画のタイトルや説明、表示設定などを入力しておきます。
また、アップロード完了後に「動画ツール」から、アッ
プロードした動画を編集することができます。

 動画ファイルの形式
YouTube では、以下のファイルのアップロードが可能
です。

•	 Windows	Media	Video（.WMV）
•	 .3GP（携帯電話）
•	 .WMV（Windows）
•	 .MOV（Mac）
•	 .MP4（iPod/PSP）
•	 .MPEG
•	 .FLV（Adobe	Flash）
•	 .MKV（h.264）

 チャンネルで確認
チャンネルを表示させると自分が公開している動画を一
覧で見ることができます。また、チャンネルでは、プロ
フィールなどの各種設定変更ができたり、ユーザーが寄
せたコメントなどが表示されるなど、SNS のようにコ
ミュニケーションをはかることができます。

 撮影しよう
撮影機材を用意しましょう。
動画撮影にはビデオカメラが望ましいですが、デジタル
カメラに動画撮影機能が付いた製品も普及していますの
で、もっているカメラの機能を確認してみましょう。
携帯電話のカメラでも動画撮影はできますが、ユーザー
が PC で視聴することを考えると、ある程度の画質や画
像サイズが足りているかなどを考慮した上で使用するこ
とをおすすめします。

 撮影時の注意点
三脚などを使わずに撮影すると手ブレしやすくなりま
す。ビデオカメラの手ブレ補正機能をオンにして、移
動するときはゆっくり動くなど、できるだけ揺れを少
なくすると見やすい映像に仕上がります。
また、明るさはある程度ビデオカメラが自動で補正し
てくれますが、ノイズが出やすくなるので、なるべく
逆光をさけて被写体の顔が暗くならないように注意し
ましょう。

風の強い日や交通量の多い場所では、マイクに雑音が
入りやすくなります。インタビューなどの音声も重要
となる撮影では、静かな場所をさがしたり、外付けの
マイクを使うなどしてクリアな音になるように工夫し
ましょう。

ログイン後、公開されるユーザー名を決める

動画ファイルをアップロード

アカウント名をクリックするとメニューが表示される

動画の編集・加工ができる

Video SharingVideo Sharing 動画共有サービス動画共有サービス
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個人情報を守っています

 動画を共有してみよう
公開した動画を自分のウェブサイトや SNS で共有して
みましょう。
まず、動画の下にある「共有」をクリックして共有のた
めのツールを表示します。

 Facebook や Twitter で共有
Facebook や Twitter に ロ グ インしている状態で、
YouTubeの共有ツールに表示されている各アイコンをク
リックするだけで、自動的に投稿されます。Facebook
や Twitter を別なアカウントでログインしている場合は、
そのままだと意図しないアカウントに自動で投稿されて
しまうので注意が必要です。

 ウェブサイトやブログに埋め込み
共有ツールの中の「埋め込みコード」をクリックし、
HTML コードを表示させます。表示したいサイズを選ん
で、コードをコピーします。
あとは自分のウェブサイトのソースコード（HTML）の、
埋め込みたい場所に貼り付けるだけです。ブログの場合
も、HTML の記述ができる部分から貼り付けして更新し
ます。

共有をクリックしてツールを表示

サイズを選択してから埋め込みコードをコピー

ウェブサイトのHTML の任意の場所にコピーした埋め込みコー
ドを貼り付けるだけ

Facebook

Twitter

インターネットには初心者でも利用しやすいサービスが増え、情報発信の敷
居は低くなりました。そこで発信する側として心得ておきたいのが、情報の
扱い方です。
ウェブ上で公開することを前提として写真や動画を撮影する際、個人が特定
できるくらい大写しになる場合などは、被写体にひとこと断って撮影するよ
うにしましょう。写真や動画に写っている人には肖像権があります。また、
ブログや Twitter は気軽に書けるのが魅力ですが、友人や知人のことについ
て、相手がウェブ上で公表していない個人情報をうっかり書いてしまわない
ように、情報を公開する前に読み直す習慣をつけましょう。

メールやウェブサイトからの問い合わせなどで得た個人情報は、漏洩しない
ようしっかりと管理しましょう。これは、団体の信用に関わることととらえ、
関係者全員に個人情報保護の意識をもってもらうよう努めましょう。

Column

個人情報の取り扱い

Video Sharing動画共有サービス
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機能的な
ソフトウ

ェアなど

IT技術
を業務に

いかすこ
とで、

社会問題
の解決へ

もっと力
を注げる

ようにな
る

ソフトウェア寄贈プログラムのイメージ

これを贈るよ

社会のために

活動がんばって

がんばります

パワーアーップ！

事務処理

OS

グラフィック

ウェブ制作

セキュリティ

ソフトがあったら
助かるんだけどなー

ソフトウェア寄贈プログラム
Product Donation

 ソフトウェア寄贈プログラムって？
社会問題の解決に取り組む、NPOなどの非営利団体の活動を IT サポートやソフ
トウェアの寄贈で支援するプロジェクトで、アメリカに拠点を置く TechSoup	
Global という団体が行っています。社会貢献として協力している企業がソフト
ウェアを提供しています。
日本では特定非営利活動法人日本 NPOセンターが TechSoup	Japan としてこの
プログラムを提供しています。

非営利団体を対象としたソフトウェア寄贈プログラムの力を借りて、
IT 環境の基盤を整え、団体の活動をよりスムーズで効果的なものへと
進化させましょう。

 寄贈されるソフトウェア
日本では、アドビシステムズ、シマンテックエンタープ
ライズ、マイクロソフト、レッドアースの各社がソフト
ウェアの提供を行っています。OS（Windows）をはじ
め、ウィルス対策ソフト、事務処理系ソフト、印刷物の
編集ソフト、ウェブサイト制作ソフトなど寄贈を受けら
れるソフトウェアの種類は多岐に渡ります。TechSoup	
Japan のサイトに製品の一覧が掲載されています。

 寄贈申請しよう
まずは TechSoup	 Japan のサイトでアカウントを作
成。ユーザー名、パスワード、団体情報などを入力し、
登録したメールアドレスに通知メールが届いたら作成
完了です。

書類を用意して手続き
NPO 法人は、団体登録確認書と最新情報が記載された
登記簿謄本を TechSoup	Japan に送付、さらに NPO 法
人データベース「NPO ヒロバ」に最新の情報を入力し
て更新します。
公益法人は、団体登録確認書、当年度の予算書を含む事
業報告書を送付します。
社会福祉法人は、団体登録確認書、最新情報が記載され
た登記簿謄本、当年度の予算書を含む事業報告書を送付
します。
※団体登録確認書は、TechSoup	Japan のメールに記載されたURL から
　ダウンロードできます。

ソフトウェア寄贈の資格確認が行われ、1週間ほどで団
体登録完了の通知メールが届きます。これで寄贈対象と
なるソフトウェアが確認できるようになります。

ソフトウェア寄贈の申請
TechSoup	Japan のサイトへログインし、寄贈申請ルー
ルを確認。必要なソフトを選んでチェックアウトすると
登録したメールアドレスに請求書が届くので、手数料を
所定の銀行口座に振り込みます。
入金確認後、2週間ほどで寄贈申請受け付け通知とダウ
ンロード方法が記載されたメールが届きます。

TechSoup	Japan

NPO 団体は、NPO 法人データベース	NPO ヒロバに
団体情報を入力して更新

まずはアカウントを作成して条件を確認しよう

Product DonationProduct Donation ソフトウェア寄贈プログラムソフトウェア寄贈プログラム
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MEMO

できるポケット + クラウドコンピューティング
小林佑一郎 &できるシリーズ編集部　インプレスジャパン　2010

今すぐ使える！クラウド・コンピューティング知的生産活用術
洋泉社MOOK　洋泉社　2009

できるネット +
▶ http://dekiru.impress.co.jp/

1 時間で作るホームページ WEB デザインの素
▶ http://www.shoshinsha.com/hp/

WordPress フォーラム
▶ http://ja.forums.wordpress.org/

Facebook の使い方 Facebook Guide
▶ http://www.facebook-japan.com/use/

Twitter 公式ナビゲーター　ツイナビ
▶ http://twinavi.jp/

2011 年 12 月現在

インターネットの技術やサービスは日々変化しています。本やウェブサイトを参考に
するときは、なるべく新しい情報を探すように心がけましょう。

参考図書 &ウェブサイト

図書

ウェブサイト
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