
3 ネットの利用
U S I N G T H E I N T E R N E T

ネット（インターネット）は私たちの生活に必須のものとなりました。ネットを使うた
めの端末も，パソコンよりスマートフォン（スマホ）のほうが多くなりましたが，まだま
だ大人の仕事の世界ではパソコンが中心です。ここではパソコンやスマホによるネットの
使い方について説明します。

3.1 Web

インターネットは，さまざまな用途に使われていますが，なかでも　
ウ ェ ブ
Web　はインターネッ

トで情報を発信するために最も広く使われています*1。発信された個々のページを Web

∗1 InternetやWebは固有
名詞なので大文字で始
めるのが習慣でしたが，
2016年にアメリカのAP
通信は，もはや internetや
webは固有名詞ではなく
なったとして，小文字で
書くことにしました。本
書ではまだ大文字を使っ
ています。

ページ，ひとまとまりのWebページをWebサイト（または単にサイト）といいます。
. Webの正式名は　

ワ ー ル ド ワ イ ド ウ ェ ブ
World Wide Web　（WWW）です。　

ティム
Tim　　

バ ー ナ ー ズ・リ ー
Berners-Lee　がWWWを提唱したのが 1989年，

最初の Webページができたのが 1991年です。インターネットの原型ができたのが 1969年ですから，
Webはインターネットの歴史で比較的新しいものですが，インターネットが今日のように広く使われる
きっかけとなりました。よくインターネットとWebを混同することがありますが，インターネットには
Web以外にメールや LINE，ファイル共有，ビデオ会議など，たくさんの使い方があります。

Web ページを見るためのソフトを Web ブラウザーといいます（略して単にブラウ
ザーと呼ぶこともあります）*2。

∗2英語の　
ブ ラ ウ ズ
browse　は「閲

覧する」という意味の動
詞です。図書館でブラウ
ジングルーム（browsing
room）といえば自由に本
などを閲覧できる部屋
のことです。ブラウザー
（browser）は「閲覧ソフ
ト」とも訳されます。

よく使われるWebブラウザーには，Windowsの 　
マイクロソフト
Microsoft　 　

エ ッ ジ
Edge　，Macや iPhoneなど

の　
サファリ
Safari　のほか，　

グ ー グ ル 　 ク ロ ー ム
Google Chrome　，　

モジラ　ファイアーフォックス
Mozilla Firefox　などがあります*3。ブラウザーによっ

∗3 Firefoxや，Chromeの
元となったChromiumは，
オープンソースのソフト
です。　

インターネット
Internet　 　

エクスプローラ
Explorer　

（　
アイイー
IE　）というブラウザー
がよく使われていた時
代がありましたが，現在
は開発が終了しており，
Edgeなどへの乗り換え
が勧められています。な
お，Edgeも 2019年以前
の「古いEdge」は開発が
終了し，2020年以後は
Chromiumをベースとし
た別物になっています。

ては正常に表示されないWebページもあるので，複数のブラウザーをインストールして
おくと便利です。

戻
る
進
む
更
新 アドレスバー
タ
ブ新しいタブ お気に入りなど

設定など

図 3.1 Windowsの Microsoft Edge。
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戻る タブ
新しいタブ

アドレスバー
再読み込み

ホーム ブックマーク

図 3.2 Windowsの Firefox。Edgeの「お気に入り」が Firefoxでは「ブックマーク」，Edgeの「更
新」が Firefoxでは「再読み込み」に相当する。

ブラウザーを起動すると，ブラウザー独自のスタートページ，またはブラウザーに設定
されたホームページ（起点となるページ）が現れます*4。これは設定で変更できます。∗4 サイトの起点となる

ページもホームページ
といいます。日本では
すべてのWebページを
ホームページまたはHP
と呼び，サイトの起点
となるページをトップ
ページと呼ぶことがあ
ります。IT関係者がHP
といえばHewlett-Packard
社（https://www.hp.com/）
を指すことが多く，ゲー
マーがHPといえばキャ
ラクターの体力を指す
ことが多いので，ホーム
ページをHPと略すと誤
解が生じるおそれがあり
ます。

図 3.3 Edgeの［設定など］→［設定］→［設定］→［起動時］→［特定のページを開く］でブラ
ウザーのホームページ（起動して最初に表示されるページ）を設定する。

見ようとするWebページを開く伝統的な方法は，信頼できる情報源でアドレスを調べ
て，それをブラウザーのアドレス欄に入力し Enter キーを押すことです。

Webページのアドレスのことを　
ユーアールエル

URL　*5といいます。一般的な URLは http://または∗5 URL は Uniform Re-
source Locatorの略です。
URI（Uniform Resource
Identifier）ともいいます。

https://で始まります。https://で始まるものは，ネットワークの途中経路が暗号化されて
おり，しかも URL*6が偽装されていないことが電子証明書により保証された URLです。

∗6 正確にはURLのドメ
イン名部分。

例えば百科事典 　
ウィキペディア
Wikipedia　 の日本語版のアドレスは https://ja.wikipedia.org/ で

す。アドレス欄に ja.wikipedia.org Enter と入力すると，最初は http:// が補わ
れて http://ja.wikipedia.org/ にアクセスしようとしますが，最終的には https://
ja.wikipedia.org/wiki/メインページに自動的に転送（リダイレクト）されます。
この URL入力による方法は一番確実ですが，よくあるスペルミスを狙って不正なサイ
トにアクセスさせるタイポスクワッティング（typosquatting）*7 という悪用手段がありま∗7「タイポ」はタイプミ

ス，「スクワッティング」
は不法占拠の意味。 す。よく見るページはブックマーク（お気に入り）に登録しておくと便利です。

もっと現代的な方法は，ブラウザーのアドレス欄や検索欄にサイト名や調べたい語を入
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3.1 Web

力して検索することです。
ブラウザーが使用する検索エンジンは変更ができます。または，気に入った検索サイト
をブラウザーのホームページに設定しておくのも便利です。検索サイトとしては次の三つ
が有名です。

• 　
グ ー グ ル
Google　（https://www.google.com/ または https://www.google.co.jp/）
世界で一番使われている検索サイト。シンプルだが的確な検索結果が得られること
が多い。

• 　
ヤ フ ー

Yahoo!　　
ジ ャ パ ン
JAPAN　（https://www.yahoo.co.jp/）

日本で広く使われているポータルサイト*8。検索だけでなく，たくさんの便利な機 ∗8 Web閲覧の出発点と
なるサイトをポータルサ
イトということがありま
す。ポータル（portal）は
「入り口」という意味の英
語です。

能がある。現在は Googleの検索エンジンを使っているので，検索結果はほぼ同じ。

• 　
マイクロソフト
Microsoft　　

ビ ン グ
Bing　（https://www.bing.com/）

Windowsのデフォルト検索エンジンとして指定されているMicrosoftの検索サイト。

これらの検索サイトで同じことばを入力して，結果を比較してみましょう。
アドレスを打ち込む代わりに検索するのが最近の風潮ですが，検索で最初に出てくるも
のが必ずしも目的のサイトとは限りません。最初のいくつかはおそらく広告ですし，偽サ
イトが表示されることもあります。URLを見れば，そのサイトの素性が，ある程度わか
ります*9。 ∗9例えば .ac.jpなら大学

など教育機関，.co.jpなら
会社，.go.jpなら国，.lg.jp
なら地方自治体。詳しく
は145ページ「DNS」参照。

他サイトからのリンクも必ずしも正確とは限りません。特にあぶないのが，偽メールな
どに書いてあるリンクをクリックする場合です。本物そっくりに作った詐欺サイトに行っ
てしまうことがよくあります（フィッシング*10詐欺）。よくできた詐欺サイトはちゃんと

∗10詐欺のフィッシング
は phishingと綴ります。
釣り（fishing）の綴りを変
えて作られた語です。

https://を使っており，URLも本物と似たものを使っています。ブラックリストに載って
いる詐欺サイトであればブラウザーが警告してくれますが，必ずしも万全ではありませ
ん。届いたメールなどに書かれているアドレスを信用せず，別の手段でサイトにアクセス
しましょう。
パスワードの入力が必要なサイトは，パスワードをパソコンに覚えさせることができ
ます。信頼できない共用パソコンでパスワードを覚えさせるのは危険ですが，盗難対策
がされている自分のパソコンなら，むしろパスワードを覚えさせておくほうが，正しい
URL*11のサイトでしかパスワードが自動入力されないので，かえって安全です。 ∗11正確にはURLのドメ

イン名部分だけのチェッ
クですが，完全に一致し
たときにしか自動入力さ
れないので，似たドメイ
ン名でだましてパスワー
ドを入力させる詐欺が防
げます。
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図 3.4 パスワードをパソコンに保存できる。上は Microsoft Edge，下は Firefox。ブラウザーに
よってはユーザー名・パスワードをほかのマシンと同期（sync）できる。

Web閲覧中にセキュリティ警告が現れることがありますが，機械的に無視せず，よく考
えて対処しましょう。

図 3.5 サイトの証明書に問題がある場合の警告。アドレスが https: で始まるサイトは SSL/TLS
（→ 146ページ）という仕組みでサイトの証明と通信の暗号化を行っているが，自家製の
証明書（自己署名証明書，「オレオレ証明書」）を使っているところがある。ブラウザーに
よっては，警告を無視するとアドレス欄が赤になる。

Web閲覧中に「ウイルスに感染しました！」のような画面が現れることがよくあります
が，たいていは，ウイルス対策ソフトを買わせるための偽広告です*12。

∗12閉じない偽広告が現
れたら， Ctrl + Shift +
Esc でタスクマネージ
ャーを出し，閉じたいブ
ラウザーを選んで，「タス
クの終了」をクリックし
ます。

▶文字化けしたら
詳しくは 141ページ以降で説明しますが，文字コードの間違いです。ブラウザーにより
ますが，Web画面を右クリックあるいはメニューで「エンコード」「文字エンコーディン
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グ」「テキストエンコーディング」といった名前の設定を変更します。日本語なら「ユニ
コード（UTF-8）」「シフト JIS」「日本語 EUC（EUC-JP）」「JIS（ISO-2022-JP）」のどれか
を選んでください。

3.2 メール
仲間どうしの連絡なら LINEで十分かもしれませんが，大人の仕事の道具としてはメー
ル（mail）が欠かせません。
メールはもともと手紙のことですが，現在では電子メール（　

イー
e　メール，e-mail，email）*13 ∗13 eはelectronic（電子）

の意味です。を指すことがほとんどです*14。
∗14 eメール以外に，SMS
（ショートメッセージ
サービス，ショートメー
ル，メッセージ）という
携帯電話番号を使った簡
易メールがあります。

e メールのアドレス（メールアドレス，メルアド，メアド）は hanako@example.ac.jp
のような形のものです。　

アット
@　は at を縮めて書いた文字です。hanakoの部分がユーザー名，

example.ac.jpの部分がドメイン名と呼ばれるものです。
. eメールの中でもドメイン名部分が docomo.ne.jp，ezweb.ne.jp（au.com），softbank.ne.jpなどのものは
「携帯メール」（キャリアメール）と呼ばれます。スマホが普及する前から，主に携帯電話同士のやり取
りに使われてきました。スマホでも使えますが，パソコンからのメール（正確にはキャリアメール以外）
を受け取らない設定になっていることが多いので，注意が必要です。例えばキャリアメールからキャリ
アメール以外のアドレス（Gmailなど）に送ると，相手が返信しても届かないことがあります。

メールを読み書きするためには，スマホではもともと入っているメールアプリを使う
ことが多いのですが，パソコンでは，　

ジーメール
Gmail　*15 などを Web ブラウザーで使うこともで ∗15 mail.google.com

きますし，標準のメールソフト（例えば Windows ストアアプリの「メール」や Mac 付
属の Mail.app）や，Microsoft Office 付属の 　

アウトルック
Outlook　，オープンソース（19 ページ）の

　
サ ン ダ ー バ ー ド
Thunderbird　や　

シ ル フ ィ ー ド
Sylpheed　など，いろいろな選択肢があります。

メールサーバーやメールソフトがプッシュ方式に対応している場合，LINEなどと同じ
ように，サーバーに届いたメールはすぐに着信します。プッシュ方式に対応していない場
合は，ソフトを開いたときや，その後は例えば 5分ごとに，メールソフトがサーバーに問
合せをして，メールが届いていれば取り寄せます（フェッチ方式）。
メールアドレスは，ステータス（身分）を証明するものでもあります。例えば 123456@

m.example.ac.jp であれば，　
example

例示　大学の学籍番号 123456 の学生だと推測できます*16。無

∗16 もっとも，メールの
差出人を　

さしょう
詐称　（偽装）する

ことは簡単にできますの
で，内容に疑問がある場
合は，返信して確認する
ことが大切です。差出人
を詐称したメールでも，
返信すれば本来のアドレ
スの持ち主に届くからで
す。

料メールサービスや携帯電話のメールアドレスで「学生の○○ですが成績を教えてくださ
い」と書いてきても，信じていいものかわかりません。逆に，　

とく
匿　　

めい
名　性を重んじるときは，

無料メールサービスを使って，都合が悪くなったらアカウントを消してしまうことも考え
られます。ただ，インターネットが匿名空間だというのは幻想で，よほど巧妙に足跡を消
さない限り，調べれば本人にたどり着きます。

▶To，Cc，Bcc
メールを新規作成すると，「To」（宛先）と「件名」を聞いてきます。「To」以外に「Cc」，

「Bcc」を入れることもできます*17。

∗17 これ以外に「Reply-
To」（返信アドレス）を
指定できることがありま
す。返信するとそのアド
レスに届きます。
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•「To」は宛先です。複数の宛先を並べて入れることもできます。

•「Cc」は carbon copy（カーボンコピー，写し）の略で，メールの写しを送りたい人
のアドレスを並べます。

•「Bcc」は blind carbon copy（匿名カーボンコピー）の略で，ここに書いたアドレス
はメールのヘッダーに現れません。受信者のアドレスを隠したい場合に使います。

「To」と「Cc」のアドレスは受信者全員に表示されます。受信者どうしが知り合いなら
これでいいのですが，そうでない場合は，受信者のメールアドレスを全員に知らせてしま
うことになり，メールアドレス漏洩事件になります。そういった場合には「To」と「Cc」
は空欄にして，全員のアドレスを「Bcc」に並べましょう。

3.3 メールの例

▶悪いメールの例
携帯などから出したものですが，いったいだれからのメールか，よくわかりません。

差出人: henoheno(ˆ_ˆ)moheji@dokoka.example.jp え，だれ？
件名: こんにちわ 「こんにちは」でしょ。それに，これでは内容がわからない。

先生，きのうの授業出席したけど欠席になってました。直してください。
単位ください。 やるもんか。

▶上のメールの改良例
大学の提供するメールアドレスを使って出したので，仮に名乗らなくても，だれのメー
ルかわかります。

差出人: 山田太郎 <654321@m.example.ac.jp>
件名: 出欠訂正のお願い

技評先生， 本来は不要だが，見落とされないように

学籍番号 654321の山田太郎です。

4月 14日の情報科学概論に出席しましたが，出席確認メールを
間違ったアドレスに送ってしまい，欠席になってしまいました。
エラーで戻ってきたメールを添付しておきます。
ご考慮いただければ幸いです。

--
山田太郎 <654321@m.example.ac.jp>

}
自動で署名が付く設定にしておく

例示大学例示学部例示学科 1年
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▶忙しい人のメールの例
件名: Re: ご予定を教えてください*18 ∗18 返信すると件名に

　
レ

Re:　 が付きます。これは
何かの略語ではなく，ラ
テン語起源の英語で「～
（の件）に関して」という
意味で，昔から文書の件
名によく用いられる語で
す。日本では返信の意味
の　

レ ス ポ ン ス
response　を略して「レ

ス」ということがあり，し
ばしば Re:と混同されま
す。Re: 以外に，転送し
たメールに付く Fw:（ま
たは Fwd:）も覚えておき
ましょう。

技評＠例示大です。 これは自動で付くように設定してある

予定表 https://www.example.ac.jp/~gihyo/planを見てください。

>お世話になっております，○○です。
>……

}
頭に >が付いた部分は引用

>……

--
技評一郎 https://www.example.ac.jp/~gihyo/

}
自動で付く署名

例示大学例示学部教授

3.4 メールのマナー

メールのマナーはどんどん変化しています。また，状況に応じても変わります。習った
ことを鵜呑みにせず，ケースバイケースで考えましょう。

▶夜中にメールしていい？
パソコンのメールは，溜めておいて仕事時間に読めばいいので，いつメールしてもかま
いません。スマホでメールを読む場合も，夜中は「おやすみモード」などで着信・通知を
切ることができます。

▶まずは返事しよう
迷惑メールフィルターのおかげで，メールが届かない事故が増えています。メールが届
かない場合は別の手段で連絡が必要になるので，1日 1回はメールをチェックし，返事が
必要なものはすぐに返信しましょう。「了解しました」「承知しました」「関係者と相談の
上，今週中に回答いたします」だけでもいいので，とにかく届いたことを相手に伝えれば，
安心してもらえます。

▶メールは簡潔に
メールに時節の挨拶は不要です*19。本文の最初の 1画面で重要な点が伝えられるよう ∗19 とはいうものの，年

長の人へのメールには
「お世話になっておりま
す」程度のことは書いた
ほうがいいこともあり
ます。

に工夫しましょう。

▶約束はメールで確認
忙しい人の多くはメールを仕事の管理に使っています。電話や立ち話で伝えた内容で
も，メールで伝え直しましょう。
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▶件名だけで内容がわかるように
必ず件名（Subject）を付けましょう。「こんにちは」や「山田です」のような情報量の
ない件名ではなく，内容を表す件名にしましょう。人によっては毎日何百通もメールを受
け取るので，件名なしのメールは探しにくいだけでなく，迷惑メールと間違われることも
あります。的確な件名が付いていれば，検索にも便利です。なお，関連していない複数の
内容を伝えたい場合は，内容ごとにメールを分けましょう。件名と無関係な内容を「つい
でに」書いた場合，忙しい人はたいてい読み飛ばしてしまいます。
たとえ件名がおかしくても，返信時に件名を変えると，メールのスレッド（つながり）
が切れてしまうことがあるので，そのままにしておきましょう。

▶添付ファイルはなるべく避ける
件名と本文（しかもできるだけ冒頭）だけ読めば言いたいことがわかるメールにして，
添付ファイルは必要なものだけに限りましょう。大きいファイル*20 は，Google ドライ

∗20メールで通常送れる
のはテキストに換算して
10 Mバイト（添付ファイ
ルにして7 Mバイト強）が
限界です。 ブ・Dropbox・組織の提供する ownCloud・グループウェアの類にアップロードして，URL

だけを伝えましょう。
添付ファイルを圧縮する必要はありません*21。

∗21 Word，Excel，Power-
Pointのファイル（docx，
xlsx，pptx）は，すでにZIP
圧縮されています。再
圧縮する意味はありま
せん。

ファイルを暗号化して，次のメールでパスワードを送るのは，セキュリティ的に無意味
です。詳しくは第 11章をご覧ください。

▶機種依存文字は避けよう，半角カナは避けよう（？）
Windowsで①②③④⑤⑥⑦のつもりで書いた文字がMacで㈰㈪㈫㈬㈭㈮㈯に化けると
いったことがよく起きます。これらの文字は機種依存文字と呼ばれ，パソコンの「機種」
（厳密には OS）が違うと文字化けします。この種のトラブルを避けるには，①は (1)など
で代用しましょう。ローマ数字は半角アルファベット Iや Vを並べて I II III IVなどと表
しましょう。㈱は 3文字に分けて（株）と書きましょう。半角ｶﾅも，文字化けの原因とな
ります。全角カナを使いましょう。
―――このマナーは過去のものになりつつあります。これらの文字化けは，文字コードを

UTF-8に設定すれば解決するからです。すでに多くのメールソフトで UTF-8がデフォル
トになりました*22。文字コードについては 141ページをご覧ください。

∗22文字コード設定がで
きないメールソフトで強
制的にUTF-8にするため
に，わざと ⌘（「コマン
ド」で変換）のようなUTF-
8でないと表せない文字
をメールの署名に含ま
せるという裏技がありま
した。今はデフォルトで
UTF-8になるはずです。

▶行は短めに（？）
パソコンの画面に合わせて 1行を半角 70文字（全角 35文字）程度にとどめるのが昔か
らのルールでした*23。しかし，最近はスマホで読まれることも増えたため，余分な改行を

∗23 1行の長さが1000バ
イト程度（全角500文字程
度）を超えると，超えた
部分が激しく文字化けす
ることがあります（メー
ルの規格SMTPを定めた
RFC 2821という文書に
“The maximum total length
of a text line including the
⟨CRLF⟩ is 1000 charac-
ters” とあります）。しか
し，近年は，Bエンコード
やQエンコードという方
式が普及したため，画面
上の行の長さの制限がな
くなってきています。

しないことが増えました。

▶段落の区切りは 1行余分に空ける
通常の文章と違って，メールでは，段落の頭を字下げする必要はありません。その代わ
り，段落と段落の間は 1行余分に空けるという流儀が広く行われています。
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3.4 メールのマナー

▶署名を付けよう
メールの本文の最後に自動的に付く　

しょめい
署名　（　

シ グ ネ チ ャ ー
signature　）を登録しておくと便利です。署名

は自分のアイデンティティを表す名刺のようなものです。伝統的には，署名は “-- ”（半
角のマイナス・マイナス・スペース）の行で始まり，3行程度にとどめることになってい
ます。例えば

--
山田 花子 <654321@example.ac.jp>
例示大学例示学部例示学科
電話: 123-456-7890 携帯: 909-8765-4321

のようなものですが，今はもっと趣向をこらしたものが増えています。署名は相手によっ
て使い分けましょう。見知らぬ人に電話番号などを教える必要はありません。

▶メーリングリストのマナー
メーリングリスト（メーリス）とは，あるアドレスに送ったメールが参加者全員に届く
仕組みです。件名には [メーリングリスト名] または [メーリングリスト名:番号] が自動で
付くのが一般的です。メーリングリストのメールに返信すると，宛先がメーリングリスト
になり，全員に届くことがあります*24。 ∗24このようなメーリン

グリストは，届いたメー
ルのヘッダに Reply-To:
を補ってから全員に送
ります。このおかげで返
信するとメーリングリス
ト宛になります。なお，
メールソフトの設定で
「返信アドレス」を付ける
と，メーリングリストの
付ける Reply-To: と競合
し，返信すると本人だけ
に届くことがあります。
最近は Reply-To: を付け
ないメーリングリストが
増えました。

特定の人にメールを送ろうとして，その人からのメールに返信したところ，メーリング
リストの全員に届いてしまったという事故がよくあります。返信するときは宛先欄を再確
認するべきですし，そもそも新しいメールは返信ではなく新規作成で作り，宛先はアドレ
ス帳から選びましょう。

▶サーバーからメールを消そう（？）
Gmailのような何ギガバイトもの容量を持つメールサービスが一般的になり，サーバー
からメールを消す必要はほとんどなくなりました。
一方，セキュリティの懸念から，小規模なメールサーバーを自前で運用している組織も
あります。そのようなサーバーに大量のメールを溜め込むと，そのうち容量の限界を超
え，メールが受け取れなくなります。容量が 50 Mバイト*25なら，10 Mバイトのメール

∗25 よく使われている
メールサーバーソフト
Postfix の mailbox_size_
limit のデフォルト値は
51200000バイトです。

が 5通しか受け取れません。メールボックスの容量を確認し，大きなメールは早めにサー
バーから削除しましょう。

▶メールのリンクをクリックしない
メールを見たら　

さ
詐　　

ぎ
欺　だと疑って，安易にリンクをクリックしないようにしましょう。特

に，29ページでも説明したフィッシングと呼ばれる詐欺は，本物そっくりのサイトに誘導
してパスワードを打ち込ませ，パスワードや個人情報を盗もうとします。架空請求サイト
や，誤操作を狙ってマルウェア（いわゆるウイルス）に感染させようとするサイトもあり
ます。

35



第 3章 ネットの利用

▶ウイルスに注意！
メールはコンピューターウイルスの温床です。メールに付いている添付ファイルを開く
ときは，十分注意しましょう。見知らぬ人からのメールに添付されているものだけではな
く，差出人があなたの友人になっているメールも要注意です。多くのウイルスメールは差
出人欄を偽装するからです。ウイルス対策ソフトも新種のウイルスには役に立ちません。
詳しくは第 11章をご覧ください。

▶遅延・不着に注意
システム障害や，大量の迷惑メールのため，メールの遅延が起こることがあります。さ
らに最近では迷惑メールに誤分類されて失われてしまうことが頻繁にあります。それに
加えて，忙しい人は毎日数百通のメールを受け取るので，見落とされることもあります。
メールの返事がなければ，再度メールするか，メール以外の方法で連絡してみましょう。

▶デマメールを拡散しない
「○○からの情報です」で始まって「できるだけ多くの人に拡散してください」で終わる
デマメールは，今やツイッターや LINEなどの SNSに場を移して拡散されています。拡
散にかかわらないようにしましょう。

▶HTMLメールって？
メールは通常はただのテキストですが，フォントを指定したり，文字に色をつけたりす
ると，HTMLメールというものになります。
派手な HTMLメールは，広告か迷惑メールのような印象を与えます。また，過去にお
いて，メールソフトのバグのために，HTMLメールをプレビューしただけでウイルスに感
染した時代がありました。そういったことからか，HTML メールは嫌われることがあり
ます（今は HTMLメールでウイルスに感染することはありません）*26。

∗26 ただし，画像などの
リモートコンテンツを表
示することで，メールを
開いたことを相手に知ら
れる可能性はあります。
リモートコンテンツはデ
フォルトで表示しないよ
うに設定しましょう。

▶メールはハガキ（？）
通常のメールは暗号化されずにネットを流れるので，盗聴される可能性があります。企
業などでは，情報漏洩を防ぐために，メールの監視がよく行われています。大学で監視が
行われている事例は聞きませんが，宛先不明メールや迷惑メールと判断されたものが管理
者の目に触れてしまうことはありえます。メールはハガキと同じだと考え，見られて困る
ことは書かないほうがいいでしょう。暗号メールを使えば安心ですが，残念ながらあまり
普及していません。
以上のことは現在でも真実ですが，双方が同じメールサービス（例えば Gmail）を使い，
メールサーバーまでの経路を暗号化（現在では暗号化がデフォルトで行われるはずです）
すれば，昔のように通信経路で情報漏洩することはあまり考えられません*27。

∗27 ただし，そのメール
サービスの中の人は，読
もうと思えば読めてし
まいます。もちろん人間
が読んだりしないでしょ
うけれども，コンピュー
ターで読んで個人の好み
を調べて広告表示に使う
ことは，かつてGmailの無
料版で実際に行われてい
ました。このほか，サー
バーの置かれた国の法律
に基づく捜査対象にな
りえます。それ以外に，
Google Workspace（旧G
Suite）やMicrosoft 365の
パスワードを組織で管理
している場合，組織の管
理者なら原理的には何で
もできてしまいます。
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