ウィンドウズＸＰ
オフィス２００３の
サポートが終了！
あなたの会社でも
コンピュータ ー環境の早急な見直し を！

まだまだ健在
「ウィンドウズＸＰ」
「オフィス２００３」
多くの企業が、業務でパソコンを使用し
ています。 そしてそのほとんどが、米マイ
クロソフト社の「ウインドウズ」 というＯＳ
（基本ソフト）を使っています。
「ウィンドウズ」 は現 在 までさまざまな
バージョンが発 売されてきました（ 表１）
。
年に発

その中で、もっとも長く使われているＯＳが
「ウィンドウズＸＰ」 です。 平 成
売され、すでに３世代も前のものであるに
も関わらず、現役で使われているＯＳです。
会員企業の皆さんの多くも、まだＸＰパソ
コンを使っているのではないでしょうか。

その人気の高さのためでしょう、開発し
たマイクロソフト社では、正 式サポート期
限を何度も延長し、ユーザーの便宜を図っ
てきました。 しかしついに、来年４月 日

も 知れません。 それなりの経 費が必 要で

ら、導 入 時には研 修などが必 要となるか

き ま すから、身 近に専 門 家や、頼れるソ

すし、低い性 能のハードでもスムーズに動

は対 応でき ないでしょう。 無 料、 安 価で

いでしょう。 ただ、トラブルがあった時に

価なもの（ 無 料のものも あり ます ）があ

「オフィス互 換ソフトは、性 能がよく 安

た互換ソフトでも間に合うのです」

ても、またＯＳ自体のトラブルも、どのよ
うな重 大な問 題が発 生してもサポートし
ます。

てもらえないことになり ま す 」 と警 告し
ソフトウェアのサポートの目的は、プログラ
ムの不具合の修正や、新たに出たコンピュー
ターウィルスへの対 応が主 な ものですので、

「 う ちはウィルス対 策ソフトを 導 入して

これが終了してしまうのは大問題です。

いるから」 という企業も安心できません。
通常、ＯＳのサポートが終了すると、ウィ
ルス対 策ソフト も そのＯＳ用のバージョン
日 以 降 もＸＰやオフィス

に対するサポートを終了してしまいます。
つま り、４ 月
２００３を使い続けると、ややオーバーな
言い方 を すれば、丸 裸で家から閉め出さ
れてしまうようなものなのです。

対策のメリット
デメリットを考える
ではどうすればいいのでしょうか？
「ひとつには、新しいウィンドウズパソコ
ン（ウィンドウズ７、ウィンドウズ８）を購
入 することでしょう。 ただし、ＸＰと７、
８は使い勝 手が大 き く 違いま す。 ですか

「つまり、ＯＳの入れ替えは、会社のコン
ピューターシステム全 体の見 直しが不 可 欠
逆に、それが業 務見 直しのチャンスでも

であるということですね。
あるのではないでしょうか？ オフィスソフ
トで言 えば、日 常 業 務で使 う 機 能は、全

の機 能や内 容などを、必 要 性 まで含めて

ただし 「 完 全な互 換ソフトはあり ませ

す。「いきなり すべてのパソコンを互換ソフ

再検討する良い機会になると思います」

機能の数％程度と言われています。であれ

トにしてしまうのではなく、まず１台で試

とはいえ、一般の企 業には専 門 知 識のあ

ん」 とのこと。ワードであればレイアウト

同様に、オフィス２００３を最新バージョ

してみて、自 社 業 務に大 きな影 響が出な

十分でしょう。 また自社開発ソフトも、そ

ンに入れ替えることについても、問題があ

降では、ソフトの見た目や使い勝手が全く

発したソフトも、ＸＰ以外のＯＳで正常に

在 庫 管 理システムなど、企 業 独 自に開

会社、それに私どもＩＴコーディネータに

「 信 頼できるソフトハウスやパソコン販 売

う考えればいいかが難しいかも知れません。

る人はほとんどいないでしょうから、何をど

違うのです。 新オフィスソフトを導入する

「 実は、オフィス２００３までとそれ以

るようです。

と比べてかなり 安いので、メリットはあ り

ただ、ＯＳのバージョンアップはウィンドウズ
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表1

ウィンドウズの主なバージョン

リーダーな ど ） も 使 用でき るかど う か、

のであれば、研 修 費 用 も 盛 り 込んでおく

しょう」

いようであれば導入を検討されるといいで

ば、能力は低くても、安価な互換ソフトで

フトハウスなどがあれば、導入してもいいの

福沢 繁 氏

がずれてしまったり、エクセルの場合はマク

古いパソコンをＯＳだけ新しくする方法

代表幹事
ＩＴ

ロが使えなかったりすることがあるそうで

ではないでしょうか」

お勧めできません」
パソコンＯＳはウィンドウズだけではあり
ません。アップル社のマックや、
リナックス
（汎
用機のＯＳであるＵＮＩＸをパソコンに移植
したもので、ほとんどが無料）など、他の
選択肢もあります。
「マックにする場合はハードとソフト一体

「オフィス」切り替えには
研修が不可欠

もありますが、パソコン本体の能力が低い

言います。

しょう。

ります。 日常業務のほとんどは、そういっ

染などのセキュリティ関 連の不 具合に関し

なくなり ま す。 これによって、ウィルス感

セキュリティ更新プログラムの提供が行われ

「サポートが終了すると、対象製品への

タとちぎ」 代表幹事である福沢繁さんは、

県内の同資格者の団体 「ＩＴコーディネー

資格「ＩＴコーディネータ」資格者であり、

企業のＩＴ化を助ける経済産業省推進

サポート終了により
何が変わるのか

了となります（表２）
。

に、オフィス２００３とともにサポート終
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とトラブルを多 発 する可 能 性があるので、
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「ウィンドウズＸＰ」と「オフィス２００３」が来年4月9日
にサポート終了となります。 現在も多くの企業で使用さ
れているため、 会社のパソコン環境を大きく変えること
になると思われます。 その影響と対策について、ＩＴコー
ディネータとちぎの福沢繁代表幹事に聞きました。
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