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　Windows 10とそれ以前のWindows 
OSで大きく変わったことの1つに、提
供形態の違いがある。
　サービスとして継続的に機能更新が
行われるWindows 10は、いわば“ク
ラウド的なOS”と言える。定期的なアッ
プデートによって、ユーザーは安定性
の向上やセキュリティの強化、機能の
改善、新機能の追加といった数々のメ
リットを“ずっと”享受できるのだ。
　ただし、その裏返しとして悩ましい
問題もある。更新プログラムの配信サ
イズが格段に増えたことだ。これをイン
ターネット経由でダウンロードする際に
発生する大量のトラフィックが、企業の
ネットワークを圧迫するのだ。

ファイルサイズは1台で数GBにも
自動更新にお任せは危険!
　Windows 10の更新プログラムは、
毎月配信される「品質更新プログラム

（QU）」と、「機能更新プログラム（FU）」
の2種類がある。FUはOSの新バージョ
ンであり、現在は半年に1回配信され
ている。
　そのサイズは、QUが約1GB、FU
は 3〜4GBにもなる。仮に1000 台の
PCがあれば、月例更新の際には合計
1TB、FU配信時には3TBを超えるト
ラフィックが発生するのだ。Windows 
7では月々の更新ファイルもそれほど大
きくなく、新機能を追加するサービス
パックも数百MBだったのに比べると、
まさに“洪水”のようなトラフィックが押

し寄せることになる。
　さらに、同様の問題はOff ice 365 
ProPlusにもある。
　Office 365 ProPlusはクラウドサー
ビスだが、クライアント内でもソフト
ウェアが動作しており、その更新が
Windows 10と同じように行われる。サ
イズは若干小さくなるが、これまで行
われた更新の実測値では、月々の更新
が 80〜400MB、FUも大きい時には
600MBに達している。企業ネットワー
クへの影響は無視できない量だ。
　Windows 10もOffifce 365 ProPlus
も自動更新機能があり、放っておけば、
各クライアントが一斉にインターネット
回線を使って更新プログラムをダウン
ロードする。「大規模導入されたお客
様は、回線の帯域がどれほど太くても
足りなくなる。この対処法についてのご
相談が増えている」と話すのは、日本マ
イクロソフトでシニアプレミアフィールド
エンジニアを務める大村隆浩氏だ。

企業内に“配信ポイント”設置で
インターネット回線の圧迫を防ぐ
　帯域の逼迫を避けるにはどうすれば
よいのか。実は、対策法は複数ある。

「アップデートはコントロールできる。そ
の方法を知り、適切に組みわせればパ
ンクさせずに済む」（大村氏）のだ。
　対策の基本はシンプルだ。なるべく

「インターネットから直接ダウンロードさ
せない」ようにクライアントを制御する
のである。

　そこで有効なのがキャッシュの仕組
みだ。企業内のデータセンターや拠点
に設置したキャッシュサーバーに更新
プログラムをダウンロードし、そこから
各クライアントに配るのである。
　組織ネットワーク内に“配信ポイント”
を置くことで、インターネット回線の圧
迫は避けられる。また、複数の拠点に
配信ポイントを設置すれば、WAN内の
トラフィックを分散させることも可能だ。
　このキャッシュサーバーの役割を果
たすものは複数ある。
　Windows 10とOffice 365 ProPlus
の両方で使えるのが「System Center 
Configuration Manager（CM）」だ。
CMはインベントリ情報の収集・管理や
アプリケーション配信等の機能を持つ
資産管理システムであり、後述するよう
に更新プログラムの配信を効率化する
様 な々機能も備えている。
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これだけ知っていればもう怖くない!
Windows10/Office 365更新への備え
Windows 10やOffice 365 ProPlusを導入した企業が陥る“困り事”がある。更新プログラムの配布だ。それ自体は新
機能の追加やセキュリティ強化といった恩恵をユーザーにもたらすが、ダウンロードサイズが大きいためにネットワーク帯
域を圧迫する。業務に支障をきたすことのないよう、アップデートをうまく乗り切るにはどのような対策を取るべきなのか。

　CM で は オ ーバ ースペックに な 
る場合は、Windows 10の更新では

「WSUS（Windows Server Update 
Services）」、Office 365 ProPlusの更
新についてはファイルサーバーやWeb
サーバーを配信ポイントに使うことも可
能だ。WSUSとは、更新プログラムの
配布に特化したWindows Sever OS
の機能である。

実はいろいろある対処法
上手な使い分けで洪水を避けよう
　ただし、キャッシュも万能ではない。
企業内に配信ポイントを設けても、社
内の端末が一斉に殺到すれば WAN/
LANはパンクする。配信ポイントから
各拠点のクライアントへ配る際の工夫
も合わせて考慮しなければ、結局、ネッ
トワークの帯域圧迫は避けられないの
だ。特にクライアント数の多い大企業
や、小規模拠点をたくさん抱えるケー
ス、WAN回線の帯域が不十分な場合
はこの対策がキーになる。
　あまり知られていないが、Windows 
OSには実は、アップデート時の使用帯
域を制御する機能がいくつも備わって
いる。「アップデートを賢く行う方法は
キャッシュ以外にも様々なものがある。
予算や規模、目的に応じて最もよい方
法を使い、組み合わせることが重要」
と話すのは、プレミアフィールドエンジ
ニアの藤川康宏氏だ。
　右上の図表にそって、対処方法を4
段階に分けて説明しよう。
　最初は、Windows OSの機能「BITS」
を用いる方法だ（図中の1）。BITSと
は、バックグラウンドインテリジェント転
送サービスの略で、ユーザーによるサー
バー参照などのトラフィックを邪魔しな
いように優先度を下げて更新ファイルの
ダウンロードをしたり、中断・再開を繰
り返したりする機能だ。
　さらにBITSでは、ダウンロードに使
う帯域を制限することもできる。クライ

アントごとに最大100kbpsなどと指定
すれば、帯域の圧迫を抑えられる。
　2は、クライアント間でキャッシング
を行う方法だ。すでに更新プログラム
を入手したクライアントがあれば、同じ
セグメント内の2台目はキャッシュサー
バーではなく、近隣で更新プログラム
を持つクライアントからもらう。この「ブ
ランチキャッシュ」もWindows OSの
機能であり、CMにも同様のピアキャッ
シュ機能がある。
　3は、ネットワークのQoS制御を行
う方法だ。前述のBITSはクライアント
ごとに帯域を制御するので、台数が多
いとどうしても広帯域な回線が必要に
なる。そこで、ネットワーク単位で帯域
を制御し、その範囲内で各クライアン
トに帯域を割り当てるのだ。

大規模導入ではCMが不可欠
Win10/Office 365とセットで
　4は、キャッシュの仕組みを軸にサー
バーの構成や運用の工夫によって配信
を効率化・最適化する方法だ。
　大規模な企業でよく使われるのが、
サーバーを階層的に構成する手法であ
る。データセンターに置いたキャッシュ
サーバーの「子」「孫」を拠点に設置して
分散させたり、小規模拠点や回線が細
い拠点はブランチキャッシュで済ませる

など、規模・環境によって使い分ける。
　Windows Updateには前回の更新
が済んでいるクライアントに対して “差
分”だけをダウンロードして適用する仕
組みがある。CMやWSUSには、この
仕組みを利用するためのスイッチがあ
り、これを設定することで通信量を減
らすことができる。
　さらにCMを使えば、クライアントご
とに更新のタイミングを制御して、段階
的に配布することも可能だ。インベント
リ情報を基に端末をグループ分けして、
例えば「月曜はAグループ、火曜はB」 

「Cグループは夜9 時から」のように更
新を分散し、“WAN/LANにも優しい”
仕組みが実現できるわけだ。
　このように更新の多重度を減らす機
能が充実していることから、特に大規
模な企業では運用上必須のツールとし
てCMの採用が広がっている。藤川
氏によれば、Windows 10/Office 365 
ProPlusを大規模に利用するユーザー
は「CMを加えた3点セットで導入され
るケースが増えてきている」という。な
お、CMもWindows 10/Office 365 
ProPlusの進化に合わせて機能を強
化している。これからWindows 10と
Office 365 ProPlusを導入する企業は、
ぜひ合わせて検討すべきツールと言え
るだろう。

図表　Windows 10 / Office 365 ProPlus アップデートを円滑化する仕組み
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