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表１ 今回提供されたサポート終了 OS 向け更新プログラム（抜粋） 

 2019 年 6 月号 

株式会社ピーシー・ブレイン  お問い合せ電話番号：047-311-6677 

☆今月のメニュー 

 

■まだまだ狙われるサ

ポート切れの OS 

 XP, Vista 向け緊急パッチ 

■求人サイト・ページ制

作のメリットと利用上

の注意点 

 求職者の行動 

 求人検索エンジンとの連携 

 検索エンジン利用上の注意 

 

■サポートトピック 

 メールが送れない 

 いまどきの迷惑メール 

■スタッフのツイート 

こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

平成から令和に変わりました。大型連休を利用して休日を堪能された方、いつもと

それほど変わらない時間を過ごされた方、いかがだったでしょうか。 

さて、そんな元号の変化とともに、いろいろ変わってきているネットでの求人事情

などを含めてお届けします。 

まだまだ狙われるサポート切れの OS 

令和になって最初の 5 月提供マイクロソフト更新プログラムは、新元号の対応とは

別に重大なセキュリティ対応が含まれています。 

通常は現在サポートされている OS のみを対象とした

更新プログラムが提供されるのですが、2019 年 5 月に

は既にサポートの終了した OS 向けにも例外的に緊急

パッチが提供されました。 

これは、とても深刻な問題が見つかったためです。具体的には PC をネットに接続

するだけで何もしなくても感染する脆弱性が発見され、感染した PC 上ではリモー

トから送り込まれたプログラムが実行されてしまうという問題です。メールをク

リックする、サイトへアクセスすることもなく感染するというとても危険性の高い

脆弱性なのです。このため既にサポートが切れて時間が経過しているにもかかわら

ず稼働を続けている端末の数・影響が無視できないため、提供されるに至ったよう

です。 

対象となっているの

は、 Windows XP 、

Windows2003 Server

に加えて Windows 

Vista です。 

まだまだ古い OS の

PC・サーバーを使っている方は、今回のような情報は漏らさずキャッチアップし

て、リスクを抑えるようにしてください。 

なお、上記の古い OS 用の今回の緊急更新プログラムは Windows Update では適

用できません。「Microsoft Update カタログ」というサービスを利用してダウン

ロード、手動で実行（インストール）する必要があります。 

詳しくは下記のページで確認して、ダウンロードしてください。 

リモート デスクトップ サービスのリモートでコードが実行される脆弱性 

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708 

    

ヤフー広告（YDN）がア

フィリエイトサイトの広

告掲載を制限 

アフィリエイターの一部に

は大きな衝撃を与えたヤ

フー広告のアナウンスをご

存じでしょうか？ 

アフィリエイトサイトなど

成果報酬型のサイトへの誘

導を目的とした広告が禁止

になります。 

商材によっては、アフィリ

エイトは効率的な集客チャ

ネルです。これまで集客に

アフィリエイトを利用して

いる場合は、そのアフィリ

エイトサイト側が影響を受

けて送客が減少するなどの

可能性がありますので、心

当たりがある場合は確認し

ておくことをお勧めしま

す。 

https://bit.ly/2vNRY3y 
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ピーシー・ブレイン・ニュースレター 

求人サイト・ページ制作のメリットと利用上の注意点 

求人目的のための専用サイト、求人用ページの制作を依頼される方も増えてきています。今回は、このような

求人サイト・ページの制作にピーシー・ブレインではどのようなメリットを感じているのかをお伝えします。 

▼求職者の行動 

求人誌やチラシなどの媒体を利用して調べたとしても、最終的にはネット検索して詳細な求人情報を調べると

いう行動を取ります。そのため、コーポーレートサイトに加えて独自の採用サイトを持っている方が求職者に

強くアピールすることができるため、単一ページよりも成果が出やすくなっています。 

▼求人検索エンジンとの連携 

Indeed や今年から始まった Google の求人検索サービス「Google しご

と検索」は、求人情報・求人用サイトの情報に特化した検索エンジンで

す。特に「Google しごと検索」は検索結果の一部として求人情報枠

自体が上位表示されるので、うまく掲載することができれば効率よく

求人媒体としての効果をあげることができます。 

このようなネット求人情報掲載の主流である Indeed や「Google し

ごと検索」に掲載するには、それらのサービスにあった情報提供をす

る必要があります。「構造化データ」と言うデータが必要で、正しい

知識を持ったスタッフや制作会社への依頼が不可欠です。 

▼「しごと検索」利用上の注意点 

検索結果に表示されるということで、求人情報を上位表示したいという要望が出てくるのはある意味自然で

す。これは、SEO対策のような一面も持っています。そのため「Google しごと検索」では SEO 対策と同じ

ようにルールが定められています。その情報は「求人情報ガイドライン」という形で提供されており、不適切

なケースについては「ペナルティ（手動による対

策）」が適用されてしまうので、知らなかったと後悔

するのではなくあらかじめ知るようにしておきましょ

う。※ペナルティ適用されると当然表示されません。 

例えば、「期限切れの求人情報を削除する」というこ

と。求人が終わった時点で情報掲載を削除することは

ついつい忘れしまいがちですが、検索利用者に対して

好ましくない体験を提供していることになります。 

ほかにも、検索エンジンに伝えるべき情報（構造化データ）に関することや、その情報項目の内容については

ルールに則って掲載する（本来含めてはいけない内容を記載することは NG）ことも要求されています。 

求人情報ガイドラインを守って、より多くのトラフィックを集めましょう 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2019/05/we-updated-our-job-posting-guidelines.html 

求人情報ガイドライン 

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#guidelines 

   

図１ Google しごと検索 

図 2 Google 求人情報掲載ガイドライン（抜粋） 
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サポート便り  

今回は、メールにまつわる相談や悩みを送る側と受ける側の立場からそれぞれ紹介したいと思います。 

▼メールが送れない（届かない）・・・ 

送信したはずのメールがなぜか届かない・・・そんな相談を受けることが時折あります。 

取引先、顧客とのメール連絡ができないというのは、信用問題にも発展しかねないリスクもあ

り、思っている以上に深刻な場合もあります。 

このメールが届かない原因としては、比較的多いのは次のようなものです。 

① 受信側のメールボックスが（容量）一杯で受け付けられない 

② 受信側のフィルタで受信が制限されてしまっている 

③ 受信側のサーバーで迷惑メール扱いされている 

対応としては、まず上記のいずれかであることを切り分ける必要があり、その上で次

のように対応することが一般的です。 

①のケースでは送信者にエラーメールが通知されることがほとんどなので、メール以外の方法で先方に連絡

して問題を解消してもらいます。 

②のケースは、相手先が携帯キャリアのメールのケースでよく発生します。送信者側にはエラーが戻らない

ので気づかないことも多く、受信者側からの連絡で初めて気づくようなこともよくあります。このケースで

は、受信者にフィルタ解除の設定を行ってもらう必要があります。その方法については、携帯各社のホーム

ページ等で案内されていますので、あらかじめフィルタリングについて説明しておく方が良いでしょう。 

③のケースはなかなか厄介なことが多いです。 

まず、迷惑メールフォルダに仕分けられていないかどうかを確認してもらい、可能であれば迷惑メールから

除外してもらう設定をお願いすることになります。 

さらに、迷惑メールにすら仕分けられない門前払いされるケースもあります。これは、受信側のサーバー

ルールで、迷惑メールと判定されてしまっている状態で、その状態を解除してもらう必要があります。 

この解除は自動ではなく、受信者側の管理者やプロバイダー相手に問合せや解除申請の手続きが必要で、相

応の知識と手間を要します。（弊社でも何度かそのような手続きを行ったことがあります） 

▼受信者の悩み・・・いまどきの迷惑メール 

・SMS(ショートメール)を利用したフィッシングメール 

平成から令和に元号が変わるタイミングで、様々な便乗詐欺や迷惑メールが確認

されています。最近は少し落ち着いたようですが、携帯料金の新プラン案内や、宅

配便の不在通知など日常でよく見かけるタイプのものを装ったものが多く、不審ア

プリのインストールやキャリア決済情報の抜き取りなどがあり注意が必要です。 

【参考】宅配便業者をかたる偽ショートメッセージ 

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20190320.html 

・クラウドサービスからの偽装通知 

また、最近ではクラウドサービスなどのアカウント情報に問題

があったかのようなメールを偽装して、アカウント情報を盗み

出そうとするメールがかなり多くなっています。特に利用者の

多い Apple や Amazon を偽装するものが相当数見受けられま

すので、実際に使用している方は特にご注意ください。 

【参考】不正送金等の犯罪被害につながるメールに注意 

https://www.jc3.or.jp/topics/virusmail.html 
  

図 3 Amazon を偽装するメール 

（引用元：日本サイバー犯罪対策センター） 
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 ピーシー・ブレイン・ニュースレター 

株式会社ピーシー・ブレイン 

 

〒270-2253 

千葉県松戸市日暮 1-2-6 

勝どきビル 

 

電話番号 

047-311-6677 

Fax 

047-311-6678 

E-mail 

info@pcbrain.co.jp 

 

受付時間 

9:00 ～ 17:45 

 

地域で一番ネットを使った

商売に詳しいコンサルティ

ング企業 

 

- ネット集客支援 

- ホームページ制作サービス 

- ホームページ運用管理 

- SEO施策サービス 

- 問合せが増える動画制作 

- WEBシステム開発 

 

 

当社 Web サイト: 

https://www.pcbrain.co.jp 

 

 

 

スタッフのツイート  

【藤井】 

牛角に行きました、実に 15 年ぶりくらいに。そこで出会った「カルビ専用ご

飯」あれはすごいですね。 

ご飯に焼肉のたれが掛かっており、上にきざみ韓国のりと青ネギ・ゴマが

少々。カルビ専用ご飯なのに最早カルビ不要。ご飯のみで完結。美味しい。 

２杯目のおかわりを頼んだところで飲み放題食べ放題コースだったことに気付

き、支出に見合った胃袋の中身を確保すべく肉とビールに戻りました。 

令和になりましたが特に何かが変わるでもなく相変わらず食べ物の話に終始す

る藤井でした。 

【瀬川】 

最近、家の近くにオープンした温泉には炭酸泉があります。 

36℃程のぬる～いお湯なのに、10 分ほどはいってると体が熱くなってきて、な

んとも言えない、クセになるほどの気持ちよさです。 

炭酸泉について調べてみると、凄く体にも良いそうで、しばらく温泉通いは続

きそうです。 

【田島】 

GWに田舎に帰れば、真夜中はマイナス 1℃、月末は 5 月だというのに真夏日が

あり季節がソワソワして落ち着かないなぁと思っている田島です。 

ソワソワといえば、令和２年度の新一年生のランドセル選びが平成 31 年 3 月か

ら始まっているそうです。 

入学より 1 年も前なんて…そして人気のランドセルは夏を待たずに完売してし

まうそうです。 

赤がイイ、ピンクがイイ、水色がイイ…選ぶのも選ばせるのも一昔前より大変

な気がします。我が家も例にもれず、早くもランドセルを決めました。 

【青木】 

潮干狩りに行ってきました。今回のねらいはマテ貝です。 

マテ貝は、巣穴に塩を入れて飛び出してきたところをつかまえるという独特の

方法で捕るのですが、あまりの楽しさに数年前からわが家の恒例行事です。 

味もとても美味しいので夕食を楽しみにしていたのですが、捕れたのはたった 2

個。その他小さなバカ貝、カニ、小魚…すべて海に返して帰ってきました。 

【高田】 

我が家の猫けんちゃんは、とても食いしん坊です。 

夢中で乾燥フード(通称カリカリ)を食べて、後で戻してしまいます。 

落ち着いて食べればいいのに・・・お掃除も結構大変なのです。 

先日、ペットショップで大発見をしました。 

「吐き戻し軽減フード」と書かれたカリカリ。早速買ってきてあげてみまし

た。いつものように、ものすごい勢いで食べましたが戻しません。 

最近のペットフードってすごいです。 

ニュースレターの感想、取り上げて欲しいテーマ、相談など、ぜひご意見をお聞かせ下さい！ 

→ FAX:047-311-6678 / 電子メール：info@pcbrain.co.jp 

株式会社ピーシー・ブレイン 
発行責任者：高山卓巳 

〒270-2253 

千葉県松戸市日暮１－２－６ 勝どきビル 
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