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ii 40240A : MTA Windows テクノロジの基礎 

このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を

含む) は、将来予告なしに変更されることがあります。別途記載されていない場合、このドキュ

メントで使用している会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場

所、出来事などの名称は架空のものです。実在する会社名、団体名、商品名、ドメイン名、電

子メール アドレス、ロゴ、個人名、場所、出来事などとは一切関係ありません。お客様ご自身

の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願います。このドキュ

メントのいかなる部分も、米国 Microsoft Corporation の書面による許諾を受けることなく、その

目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。こ

こでいう形態とは、複写や記録など、電子的な、または物理的なすべての手段を含みます。た

だしこれは、著作権法上のお客様の権利を制限するものではありません。 

マイクロソフトは、このドキュメントの主題を対象とする特許、特許出願、商標、著作権、ま

たはその他の知的所有権を有する場合があります。マイクロソフトからの書面による使用許諾

契約に明示的に記載されていない限り、このドキュメントの提供により、これらの特許、商標、

著作権、またはその他の知的所有権に対する使用許諾が付与されるものではありません。 

記載されている製造元、製品、または URL は情報提供のみを目的としており、明示、黙示また

は法律の規定にかかわらず、マイクロソフトはこれらの製造元や、これらの製品をマイクロソ

フト テクノロジと共に使用した場合の動作について保証を行うものではありません。製造元ま

たは製品に関する記載は、マイクロソフトがその製造元または製品を保証していることを意味

するものではありません。このドキュメントには、第三者のサイトへのリンクが含まれている

場合があります。リンク先のサイトはマイクロソフトが管理するものではなく、したがって、

リンク先のサイトの内容、含まれるリンク、およびそのサイトの変更や更新について、マイク

ロソフトは責任を負うものではありません。また、リンク先のサイトから受信する Web キャス

トまたはその他の伝送形式についても、責任を負うものではありません。これらのリンクは、

お客様の利便性を考慮して提供されているものであり、マイクロソフトがリンク先のサイトや

そのサイトに含まれている製品を保証していることを意味するものではありません。 

© 2015 Microsoft Corporation.All rights reserved. 

Microsoft および http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-
US.aspx に一覧する商標は、Microsoft 企業グループの商標です。その他の商標は各所有者の知

的財産です。 
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マイクロソフト ライセンス条項 

マイクロソフト インストラクター指導コースウェア 

               

 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と 
Microsoft Corporation (またはお客様の所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約

を構成します。以下のライセンス条項を注意してお読みください。本ライセンス条項は、本ライセンス条項に付

属しているコンテンツおよびコンテンツが記録されたメディアのお客様による使用に適用されます。トレーナー 
コンテンツ、ならびに本許諾コンテンツに関連する更新コンテンツおよび追加コンテンツに、別途固有のライセ

ンス条項が付属していない場合は、それらの製品にも本ライセンス条項が適用されるものとします。それらの製

品に固有のライセンス条項が付属している場合は、当該ライセンス条項が適用されるものとします。 
 

本許諾コンテンツにアクセスするか、または本許諾コンテンツをダウンロードもしくは使用することにより、お

客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合は、本許諾コンテン

ツにアクセスしたり、本許諾コンテンツをダウンロードまたは使用したりしないでください。 
               

お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には取得された各ライセンスについて以下が 
許諾されます。 

 

1. 定義。 
 

a. 「認定ラーニング センター」とは、マイクロソフト IT Academy プログラム メンバー、マイクロソフト 
ラーニング コンピテンシー メンバー、またはマイクロソフトが随時指定できるその他同様の法人を意味

します。 
 

b. 「認定トレーニング セッション」とは、認定ラーニング センターにおいて、または認定ラーニング セン

ターを通じて、トレーナーがマイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用して実施するイ

ンストラクター指導トレーニング クラスを意味します。 
 

c. 「クラスルーム デバイス」とは、認定ラーニング センターが所有または管理する、認定ラーニング セン

ターのトレーニング施設にある 1 台のセキュリティで保護された専用コンピューターで、特定のマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアに指定されているハードウェア レベルを満たすか、または

超えているものを意味します。 
 

d. 「エンド ユーザー」とは、(i) 認定トレーニング セッションもしくはプライベート トレーニング セッ

ションに正規に登録し出席している個人、(ii) MPN メンバーの従業員、または (iii) マイクロソフトの常

勤従業員を意味します。 
 

e. 「本許諾コンテンツ」とは、本ライセンス条項に付属しているコンテンツを意味し、マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアまたはトレーナー コンテンツが含まれる場合があります。 
 

f. 「マイクロソフト認定トレーナー」または「MCT」とは、(i) 認定ラーニング センターまたは MPN メン

バーに代わって、トレーニング セッションにおいてエンド ユーザーを指導するために雇用されており、

(ii) マイクロソフト認定資格プログラムに基づいてマイクロソフト認定トレーナーとして現在認定されて

いる、個人を意味します。 
 

g. 「マイクロソフト インストラクター指導コースウェア」とは、IT プロフェッショナルおよび開発者を対

象としてマイクロソフト テクノロジについて指導する、マイクロソフト ブランドのインストラクター指

導トレーニング コースを意味します。マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのタイトルは、
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MOC、Microsoft Dynamics、またはマイクロソフト ビジネス グループ コースウェアとしてブランド化さ

れている場合があります。 
 

h. 「マイクロソフト IT Academy プログラム メンバー」とは、マイクロソフト IT Academy プログラムのア

クティブ メンバーを意味します。 
 

i. 「マイクロソフト ラーニング コンピテンシー メンバー」とは、現在ラーニング コンピテンシー ステー

タスを保持している、Microsoft Partner Network プログラムの有効なアクティブ メンバーを意味します。 
 

j. 「MOC」とは、IT プロフェッショナルおよび開発者を対象としてマイクロソフト テクノロジについて指

導する、マイクロソフト オフィシャル コースと呼ばれる「Official Microsoft Learning Product」インスト

ラクター指導コースウェアを意味します。 
 

k. 「MPN メンバー」とは、Microsoft Partner Network プログラムにおけるシルバーまたはゴールド レベルの

有効なアクティブ メンバーを意味します。 
 

l. 「個人用デバイス」とは、お客様が個人的に所有または管理する、1 台のパーソナル コンピューター、

デバイス、ワークステーション、またはその他のデジタル電子デバイスで、特定のマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアに指定されているハードウェア レベルを満たすか、または超えているも

のを意味します。 
 

m. 「プライベート トレーニング セッション」とは、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを

使用して事前定義された学習目的に基づいて指導する、MPN メンバーが企業顧客に対して提供するイン

ストラクター指導トレーニング クラスを意味します。これらのクラスは不特定多数の人々に対して広告

または宣伝が行われず、クラスの出席者は企業顧客が雇用または契約している個人に限定されます。 
 

n. 「トレーナー」とは、(i) マイクロソフト IT Academy プログラム メンバーが雇用した、認定トレーニン

グ セッションを指導する学問上の認定を受けた教師、または (ii) MCT を意味します。 
 

o. 「トレーナー コンテンツ」とは、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用してトレー

ニング セッションを指導するためにトレーナーのみが使用するよう指定された、トレーナー版のマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアおよびその他の追加コンテンツを意味します。トレーナー 
コンテンツには、Microsoft PowerPoint プレゼンテーション、トレーナー準備ガイド、トレーナー育成用

資料、Microsoft One Note パック、クラスルーム セットアップ ガイド、およびプレリリース コース 
フィードバック フォームが含まれる場合があります。言い換えると、トレーナー コンテンツには、いか

なるソフトウェア、仮想ハード ディスク、または仮想マシンも含まれません。 
 

2. 使用権。本許諾コンテンツは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本許諾コンテ

ンツは、ユーザーごとに複製 1 部が使用許諾されます。そのため、お客様は、本許諾コンテンツにアクセ

スする、または本許諾コンテンツを使用する各個人に対して、ライセンスを取得しなければなりません。 
 

2.1 以下は、5 組の独立した使用権であり、お客様には 1 組のみが適用されます。 
 

a. お客様がマイクロソフト IT Academy プログラム メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
  

Sam
ple



ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供しているマ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である認定トレーニング セッションの

開始直前に限り、かかる認定トレーニング セッションに登録しているエンド ユーザー 1 名に頒

布すること。または 
2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、エンド ユーザー 1 名に提供する

こと。または 
3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、トレーナー 1 名に提供すること。 
ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 

iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
iv. お客様は、認定トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかる認定トレーニ

ング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェアの有効なライセン

ス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、認定トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかる認定トレーニング セッ

ションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を各自持っているこ

とを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様のすべての認定トレーニング セッションに関して、指導しているマイクロソフト 

インストラクター指導コースウェアの主題であるマイクロソフト テクノロジについて深い知識と経

験を有する有資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC タイトルを使用する各認定トレーニング セッションについて、1 週間に提供するト

レーニングは最大 15 時間とするものとします。 
ix. お客様は、MCT ではないトレーナーがマイクロソフト インストラクター指導コースウェアのすべて

のトレーナー リソースにアクセスできないようにすることに同意するものとします。 
 

b. お客様がマイクロソフト ラーニング コンピテンシー メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供するマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である認定トレーニング セッションの開始

直前に限り、かかる認定トレーニング セッションに出席しているエンド ユーザー 1 名に頒布す

ること。または 
2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、認定トレーニング セッションに

参加しているエンド ユーザー 1 名に提供すること。または 

Sam
ple



3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、トレーナー 1 名に提供すること。 
ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 

iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
iv. お客様は、認定トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかる認定トレーニ

ング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェアの有効なライセン

ス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、認定トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかる認定トレーニング セッ

ションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を各自持っているこ

とを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様の認定トレーニング セッションに関して、指導しているマイクロソフト インスト

ラクター指導コースウェアの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報を保持する有

資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC を使用するお客様のすべての認定トレーニング セッションに関して、指導している 

MOC タイトルの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報も保持する有資格の MCT 
のみを雇用するものとします。 

ix. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのみへのアクセス権を、エンド ユー

ザーに提供するものとします。 
x. お客様は、トレーナー コンテンツのみへのアクセス権を、トレーナーに提供するものとします。 
 

c. お客様が MPN メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供しているマ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの主題であるプライベート トレーニング セッ

ションの開始直前に限り、かかるプライベート トレーニング セッションに出席しているエンド 
ユーザー 1 名に頒布すること。または 

2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、プライベート トレーニング セッ

ションに参加しているエンド ユーザー 1 名に提供すること。または 
3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、プライベート トレーニング セッションで指導するトレーナー 1 
名に提供すること。 

ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 
iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
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iv. お客様は、プライベート トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかるプラ

イベート トレーニング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェア

の有効なライセンス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、プライベート トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかるプライベート 

トレーニング セッションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を

各自持っていることを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様のすべてのプライベート トレーニング セッションに関して、指導しているマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資

格情報を保持する有資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC を使用するお客様のすべてのプライベート トレーニング セッションに関して、指

導している MOC タイトルの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報を保持する有

資格の MCT のみを雇用するものとします。 
ix. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのみへのアクセス権を、エンド ユー

ザーに提供するものとします。 
x. お客様は、トレーナー コンテンツのみへのアクセス権を、トレーナーに提供するものとします。 
 

d. お客様がエンド ユーザーである場合。 
お客様が取得する各ライセンスについて、お客様は、お客様の個人トレーニングに使用する目的に限

り、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用することができます。マイクロソフト 
インストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は、トレーニング プロバイ

ダーからお客様に提供された一意の引き換えコードを使用してオンラインでマイクロソフト インスト

ラクター指導コースウェアにアクセスし、かかるマイクロソフト インストラクター指導コースウェア

の複製 1 部を最大 3 台の個人用デバイスにインストールして使用することができます。お客様は、マ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの複製 1 部を印刷することもできます。お客様が所

有または管理していないデバイスに、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアをインス

トールすることはできません。 
 

e. お客様がトレーナーである場合。 
i. お客様が取得する各ライセンスについて、お客様は、認定トレーニング セッションまたはプライ

ベート トレーニング セッションの準備または提供のみを目的として、お客様に提供された形式の

トレーナー コンテンツの複製 1 部を 1 台の個人用デバイスにインストールして使用することがで

きます。また、追加の複製 1 部をバックアップ用の複製として別の個人用デバイスにインストー

ルすることができます。かかるバックアップ用の複製は、トレーナー コンテンツの再インストー

ルにのみ使用できます。お客様が所有または管理していないデバイスで、トレーナー コンテンツ

の複製をインストールまたは使用することはできません。お客様は、認定トレーニング セッショ

ンまたはプライベート トレーニング セッションの準備または提供のみを目的として、トレーナー 
コンテンツの複製 1 部を印刷することもできます。 
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ii. お客様は、最新バージョンの MCT 契約書に従って、トレーニング セッションの手順に論理的に

関連するトレーナー コンテンツの記述部分をカスタマイズすることができます。お客様は、上記

の権利を行使することを選択した場合、以下に従うことに同意するものとします。(i) カスタマイ

ズは、認定トレーニング セッションおよびプライベート トレーニング セッションを指導するた

めにのみ使用できる、および (ii) すべてのカスタマイズは本ライセンス条項に準拠している。言

い換えると、「カスタマイズ」の使用とは、スライドとコンテンツの順序の変更、および一部の

スライドまたはコンテンツの不使用のみを意味し、スライドまたはコンテンツの変更または改変

を意味しないものとします。 
 

2.2 構成部分の分離。本許諾コンテンツは 1 つの製品として許諾されており、お客様はそのコンポーネン

トを分離し、複数のデバイスにインストールすることはできません。 
 

2.3 本許諾コンテンツの再頒布。上記の使用権において明示的に規定されている場合を除き、マイクロソフ

トの書面による許可なく、お客様が第三者に対して、本許諾コンテンツ (および許可される改変) またはその

一部を頒布することはできません。 
 

2.4 第三者のプログラムおよびサービス。本許諾コンテンツには、第三者によるプログラムまたはサービス

が含まれることがあります。お客様によるこれらの第三者によるプログラムまたはサービスの使用には、当

該プログラムおよびサービスに別途固有のライセンス条項が付属している場合を除き、本ライセンス条項が

適用されます。 
 

2.5 追加条項。一部の本許諾コンテンツには、その使用に関して追加の条項、条件、およびライセンスが適

用されるコンポーネントが含まれる場合があります。かかる条件およびライセンスにおいて本ライセンス条

項と矛盾しない条項は、お客様による個々のコンポーネントの使用にも適用され、本ライセンス条項に規定

されている条項を補完するものとします。 
 

3. プレリリース テクノロジに基づく本許諾コンテンツ。本許諾コンテンツの主題がマイクロソフト テクノロ

ジのプレリリース版 (以下、「プレリリース版」といいます) に基づいている場合は、本ライセンス条項の

他の規定に加え、以下の条件も適用されます。 
 

a. プレリリース版の本許諾コンテンツ。本許諾コンテンツの主題は、マイクロソフト テクノロジのプレリ

リース版に関するものです。当該テクノロジは、当該テクノロジの最終版と異なる動作をする場合があ

り、マイクロソフトは最終版向けに当該テクノロジを変更することがあります。また、最終版がリリー

スされない場合もあります。当該テクノロジの最終版に基づく本許諾コンテンツには、プレリリース版

に基づく本許諾コンテンツと同じ情報が含まれていない場合もあります。マイクロソフトは、当該テク

ノロジの最終版に基づく本許諾コンテンツを含めて、追加のコンテンツをお客様に提供する義務を負わ

ないものとします。 
 

b. フィードバック。お客様は、マイクロソフトに対して本許諾コンテンツに関するフィードバックを提供

する場合、直接または第三者の被指名人を介して、その方法や目的を問わず、お客様のフィードバック

を使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡するものとします。また、お客様

は、該当するフィードバックの対象となるマイクロソフト ソフトウェア、マイクロソフト製品、または

サービスの特定部分を使用するためのすべての特許権、またはこの特定部分に関連する第三者の製品、

技術、およびサービスに必要とされるすべての特許権を無償で第三者に譲渡するものとします。お客様

は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェア、テクノロジ、または製品に取り込んだ

ために、マイクロソフトが第三者からソフトウェア、テクノロジ、または製品のライセンスを取得しな

ければならないようなフィードバックを提供しないものとします。これらの権利は本ライセンス条項の

終了後も効力を維持するものとします。 
 

c. プレリリース版の有効期間。お客様がマイクロソフト IT Academy プログラム メンバー、マイクロソフ
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ト ラーニング コンピテンシー メンバー、MPN メンバー、またはトレーナーである場合、プレリリース

版のテクノロジに関する本許諾コンテンツのすべての複製の使用を、(i) マイクロソフトがお客様に、プ

レリリース版のテクノロジに関する本許諾コンテンツの使用期限として通知した日付、または (ii) 本許諾

コンテンツの主題であるテクノロジの完成版の発売日から 60 日後のうちのいずれか早い方の時点 (以下、

「プレリリース版の有効期間」) で停止するものとします。お客様は、プレリリース版の有効期間の満了

時または終了時に、お客様が所有または管理している本許諾コンテンツのすべての複製を回復できない

ように削除して破棄するものとします。 
 

4. ライセンスの適用範囲。本許諾コンテンツは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

本ライセンス条項は、お客様に本許諾コンテンツを使用する限定的な権利を付与します。マイクロソフト

はその他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を

除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本許諾コンテンツを使用することがで

きます。お客様は、使用方法を制限するために本許諾コンテンツに組み込まれている技術的制限に従わな

ければなりません。本ライセンス条項において明示的に許可されている場合を除き、お客様は以下の行為

を行うことはできません。 
• 本許諾コンテンツにアクセスするか、または本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得していない

個人に本許諾コンテンツへのアクセスを許可すること。 
• 本許諾コンテンツに含まれている著作権もしくはその他の保護に関する表示 (透かしを含みます)、ブ

ランド、または識別情報を改変すること、取り除くこと、または不明瞭にすること。 
• 本許諾コンテンツを改変するか、または本許諾コンテンツの派生品を作成すること。 
• 第三者がアクセスまたは使用できるように本許諾コンテンツを公開または提供すること。 
• 本許諾コンテンツを複製、印刷、インストール、販売、公開、送信、貸与、改造、再利用、リンク設

定もしくは投稿、または第三者に提供もしくは頒布すること。 
• 本許諾コンテンツの技術的な制限を回避する方法で使用すること。 
• 本許諾コンテンツをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること、あ

るいは本許諾コンテンツに対する保護を削除またはその他の方法で妨げること。ただし、適用される

法令により明示的に認められている場合を除きます。 
 

5. 権利および所有権の留保。マイクロソフトは、本ライセンス条項においてお客様に明示的に許諾されてい

ない権利をすべて留保します。本許諾コンテンツは、著作権法およびその他の知的財産に関する法律およ

び条約によって保護されています。マイクロソフトまたはそのサプライヤーは、本許諾コンテンツに関す

る所有権、著作権、およびその他の知的財産権を所有しています。 
 

6. 輸出規制。本許諾コンテンツは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本許

諾コンテンツに適用される、すべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド

ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については

www.microsoft.com/exporting をご参照ください。 
  

7. サポート サービス。本許諾コンテンツは現状有姿で提供されます。そのため、マイクロソフトはサポート 
サービスを提供しない場合があります。 
 

8. 解除。マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権

利も制限することなく本ライセンス条項を解除することができます。お客様は、本ライセンス条項の解除

時に、お客様が所有または管理している本許諾コンテンツのすべての複製の使用を直ちに停止し、かかる

すべての複製を削除して破棄するものとします。 
 

9. 第三者のサイトへのリンク。お客様は、本許諾コンテンツの使用中に第三者のサイトにリンクすることが

あります。第三者のサイトはマイクロソフトの管理が及ばないものであり、第三者のサイトのコンテンツ、

第三者のサイトに含まれるリンク、第三者のサイトに対する変更または更新には、マイクロソフトは責任

を負いません。マイクロソフトは、いかなる第三者のサイトから受信されたウェブ キャスティングまたは
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その他のいかなる形式の送信についても責任を負いません。マイクロソフトは、お客様への便宜を図る目

的でのみ、第三者へのリンクを提供しています。リンクが含まれていても、マイクロソフトが第三者のサ

イトを推奨することを意味しません。 
 

10. 完全合意。本ライセンス条項、ならびにトレーナー コンテンツ、更新コンテンツ、および追加コンテンツ

に関する追加条項は、本許諾コンテンツ、更新コンテンツ、および追加コンテンツについてのお客様とマ

イクロソフトとの間の完全なる合意です。 
 

11. 準拠法。 
a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠するも 

のとします。 
b. 米国。お客様が本許諾コンテンツを米国内で入手された場合、抵触法にかかわらず、本ライセンス条項

の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、公正

取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客様が所在する地域

の法律に準拠します。 
c. 日本および米国以外。お客様が本許諾コンテンツを日本国および米国以外の国で入手された場合、本ラ

イセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。 
 

12. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ラ

イセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客

様が本許諾コンテンツを取得された第三者に関する権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項

は、お客様の地域または国の法律により権利の拡大が認められない限り、それらの権利を変更しないもの

とします。 
 

13. あらゆる保証の免責。本許諾コンテンツは、提供しうる形で現状有姿のまま提供されます。お客様は、そ

の使用に関するリスクを負うものとします。マイクロソフトおよびその各関連会社は、明示的な瑕疵担保

責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できないお客様の地域の法律による追

加の消費者の権利が存在する場合がありますマイクロソフトおよびその各関連会社は、法律上許容される

最大限において、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害性に関する黙示の保証について一切責任を負

いません。 
 

14. 救済手段および責任の制限および除外。マイクロソフト、各マイクロソフト関連会社、およびそのサプラ

イヤーの責任は、5.00 米ドルを上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利

益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責

任を負いません。 
 

この制限は、以下に適用されるものとします。 
o 本許諾コンテンツ、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) 

または第三者のプログラムに関連した事項 
o 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められて

いる範囲において) 
 

この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。

また、一部の国では付随的損害および派生的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の

制限事項が適用されない場合があります。 
 

2012 年 9 月改訂 
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目的 
この章では、Windows OS の概要と種類を紹介します。また、Windows OS のインストール後

によく利用する設定や構成を確認します。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 Windows OS の概要を理解し、説明できます。 

 Windows OS の種類を理解し、用途別にインストールする OS を選択することができます。 

 Windows OS の標準的なセットアップ方法を理解できます。 

 Windows OS のディスクとデバイスの構成を説明できます。 
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Windows OS とは 
Windows OS は、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェース) 持った OS です。視覚的に

操作をイメージできるため、コンピューターを初めて利用する方でも簡単に操作が可能であり、

手軽にコンピューターを利用できる操作性に優れたインターフェースを持ちます。また、CUI 

(キャラクター ユーザー インターフェース) も搭載されており、利用者の習熟度に合わせて

様々なレベルでコマンドによる操作が可能です。 

 

Windows OS はサーバー向けおよびクライアント向けの OS に大別することができ、それぞれ

に複数のバージョンが存在するため、企業によっては様々なバージョンの Windows OS が混在

する環境で利用しているところもあります。また、昨今のモバイル デバイスの台頭により 

Windows OS 以外の OS が動作するデバイスも非常に多く存在していますが、企業の IT 部門

はこれらの様々な OS やデバイスを管理する必要があります。Windows Server は Windows OS 

以外の OS やデバイスを包括的に管理できる機能が多く盛り込まれており、多くの企業で利用

されています。 
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Windows OS の種類 
Windows OS には、クライアント向けの OS とサーバー向けの OS の 2 種類の OS が販売さ

れています。 

 

クライアントは、サービスを要求しそのサービスを受けるコンピューターを指します。したがっ

て、フォアグラウンドのアプリケーションの動作に特化した作りになっています。 

 

サーバーは、クライアントに対してサービスを提供するために機能します。したがって、バッ

クグラウンドのアプリケーション (サービス) が機能的に動作するよう構成されています。 

クライアント OS 

 Windows 8.1 

デスクトップとスタート画面と呼ばれるインターフェースを持つ OS で、従来型のデ

スクトップ アプリケーションと、タブレット タイプのデバイス用に用意されたモダ

ン アプリケーションを利用できます。 

 Windows 7 

企業で多く利用されている Windows OS です。デスクトップ画面を中心としたスタイ

ルで業務アプリケーションを動作させるのに適した環境を持っています。 
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 Windows Phone 

スマートフォン向けに作られた OS です。日本では他社の OS が台頭しており販売

は限られていますが、Windows OS との親和性や同様の操作感で利用できる点が優れ

ています。 

サーバー OS 

 Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 以前のバージョンで提供される機能に加えて、プライベート ク

ラウドやストレージ、セキュリティ関連の機能が強化された OS で、オールインワン

で様々な用途に利用されています。 

 Windows Server 2008 

導入、利用実績の多いサーバー OS です。Windows Server 2003 からアップグレード

して利用している企業も多く、サーバー マネージャーと呼ばれる統合管理ツールが初

めて導入されたサーバー OS です。 
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OS の準備と管理 
Windows OS はコンピューターにインストール後、様々な構成をおこなうことが可能です。こ

こではコンピューターの構成やセキュリティ、ネットワークの構成などについて確認します。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 インストールとアップグレード 

 システムの構成 

 Windows Update の構成 

 ユーザーの構成 

 コントロール パネル 

 ネットワークの設定 
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インストールとアップグレード 

Windows OS のインストールには大きく分けて次の 2 つのパターンがあります。 

 インストール 

 アップグレード 

 

インストールは文字通りハードウェアに新しく Windows OS をインストールすることを指し

ます。アップグレードは、既に存在する Windows OS から必要な情報を引き継いだうえで新し

いバージョンに変更する作業を指します。 

 

インストールとアップグレードにはそれぞれ次のような方法があります。 

 インストール 

• クリーン インストール 

Windows OS をハードウェアにインストールする際に、対象のボリュームをすべ

てフォーマット (初期化) し、ボリューム上にデータがない状態でインストール

する方法です。少ない台数のコンピューターに、以前の環境を削除してクリーン

な状態でインストールする際に有効です。 

  

Sam
ple



第 1 章 Windows OS  9 

• イメージベース インストール (雛形) 

企業などで多くのコンピューターに同じ構成をおこなった OS をインストール

する際に利用される方法です。最初に 1 台のコンピューターに OS をクリーン 

インストールした後、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーションなどの設

定をおこない、これをディスクイメージ (雛形) として保存します。保存したイ

メージは、ネットワークなどを利用して大量のコンピューターに配布してインス

トールすることができます。 

 

※ Windows OS は、現在すべてのインストール方法にこのイメージベース インス

トールが採用されています。クリーン インストールをおこなう場合も Microsoft 

が出荷時にイメージを作り、それを DVD や ISO イメージとして配布しています。

しかし、この教材では企業でよく利用される雛形を利用したインストールを便宜

的にイメージベース インストールと呼んでいます。 

 アップグレード 

• インプレース アップグレード 

既に OS がインストールされているハードウェアに対して、異なるバージョンも

しくはエディションの OS をインストールする手法です。インプレース アップ

グレードをおこなうと基本的には前の OS の情報が引き継がれるため、アップグ

レード後の設定作業を大幅に簡略化できます。 

ただし、必ずすべての設定が引き継がれるとは限らないため、事前のテストや引

き継ぎができない機能やアプリケーションについての対処が必要です。通常の設

定でインストール時のディスク容量が許せば「Windows.old」と呼ばれる名前の

フォルダーが作成され、古い OS の情報も保存されます。そのため、インストー

ル後にトラブルが発生した場合に、元のバージョンの OS に戻すことができるよ

うになっています。 

また、x86 (32bit 版の OS) の環境から x64 (64bit 版の OS) の環境へはインプ

レース アップグレードができないため、このような場合は、新しい OS を別の

コンピューターにクリーン インストールした後にマイグレーションをおこなう

必要があります。 

• マイグレーション (移行) 

既存の OS がインストールされたコンピューターとは別のコンピューターに新

しい OS をクリーン インストールし、既存の OS 上のデータを外付けのディス

クやネットワークを経由して新しい OS に復元する方法をマイグレーションと

呼びます。 

インプレース アップグレードと異なり移行する情報を自分で選択できるため、必

要な情報のみを移行できるメリットがあります。  
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システムの構成 

Windows OS をインストールした後、最初にシステムの構成をおこないます。コンピューター

名の設定などはインストール後のウィザードで構成可能ですが、インストール方法によっては

個別に設定する必要があります。 

 コンピューター名の変更 

コンピューターの識別情報です。コンピューター名はネットワーク上のコンピュー

ターをアプリケーションやサービスが識別するために使用されます。コンピューター

名は次のツールで変更できます。 
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• システム 

[システム]－[設定の変更] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PC 設定の変更 

[チャームの設定]－[PC 設定の変更]－[PC とデバイス]－[PC 情報] 

 ドメインまたはワークグループの変更 

ドメインとワークグループは Windows OS を管理する手法です。どちらの管理手法も

利用できますが、一般的にコンピューターを一元管理する企業ではドメインが利用さ

れます。 

設定は、コンピューター名の変更と同様の手順で変更可能です。 

 リモートの設定 

リモート デスクトップの構成です。リモート デスクトップとは、離れたコンピュー

ターのデスクトップ画面をクライアント上に表示させる機能です。企業ではサーバー 

OS の管理の際によく利用されます。 

 プロダクト キーの変更 

Windows OS のアクティベーションに利用されます。プロダクト キーは、Windows OS 

を利用する際に正規の手順で購入されたものかを確認するためのコードです。OS 購

入時にコードが発行されるため、指定されたコードをインストール時もしくはインス

トール後に設定することができます。 
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Windows Update の構成 

 Windows Update 

Windows Update は、Windows OS に対して次のような更新を提供します。 

• 重要な更新と Service Pack 

セキュリティ更新プログラムや、その他の重要であると Microsoft が判断した更

新プログラムと Service Pack 

• 推奨される更新プログラム 

セキュリティやパフォーマンスに大きく影響するものではないが、一部の機能や

プログラムの動作を向上できるものなど 

• Internet Explorer の最新のリリースや Windows Media Player の更新 

• デバイス ドライバーの更新 

 Windows Update の問題点 

Windows Update を企業や組織で使用する場合、次のような問題点があります。 

• Windows Update を使用するユーザーにローカル コンピューターの管理者権限

が必要になる。 

• 企業内の全 PC がそれぞれ Windows Update サイトに接続してプログラムの

ダウンロードをおこなうため、多くのネットワーク トラフィックが発生する。 

• 更新プログラムや Service Pack の動作検証後にインストールを許可すると

いった、企業の IT 管理者による制御ができない。 
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これらの問題点を解消し、企業環境においても Windows Update を使用できるように Microsoft 

から提供されたサービスが、Windows Server Update Services (WSUS) です。Windows Server 2012 

R2 は WSUS の機能を標準で備えています。 
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ユーザーの構成 

Windows OS のコンピューターを利用するには、ユーザー アカウントが必要です。Windows 8 

以降のクライアント向け Windows OS では、次の 2 つのアカウントを利用可能です。 

 Microsoft アカウント 

Microsoft のクラウド サービスを利用するために使用するアカウントです。このアカ

ウントを利用して Windows にサインインすることができます。また、様々なサービ

スと連携することができるため、クラウド サービスとのシングル サインオンの環境

を実現できます。 

 ローカル アカウント 

従来の Windows OS で利用されているワークグループ環境のユーザー アカウントで

す。ローカル アカウントを Microsoft アカウントと関連付けて、Microsoft のクラウ

ド サービスの利用にも使用することができます。 

 

現在のクライアント OS では上記のどちらも選択可能ですが、企業ではクラウド サービスと

の連携をセキュリティの観点から制限する場合も多く、ローカル アカウントや、アカウントの

一元管理が可能なドメイン環境を構成して使用することが一般的です。ホーム ユーザーは利便

性の面から Microsoft アカウントを利用することが推奨されています。 
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コントロール パネル 

Windows OS の様々な設定を構成するためのツールを一元的に表示するツールです。Windows 

OS では構成変更時にコントロール パネルから変更することが一般的です。コントロール パ

ネル内のツールを表示する方法には、「カテゴリ表示」と「アイコン表示」の 2 種類がありま

す。 

 カテゴリ表示 

各ツールを利用項目ごとにまとめた表示方式です。設定内容に応じてカテゴリ別に

ツールが表示されるため、設定したい項目をすばやく見つけることができます。 

 アイコン表示 

各ツールがアイコンで一つの階層にすべて表示されます。以前の Windows OS はこの

形式で表示されていたため、Windows OS の利用に慣れた方にとってはこの表示方式

が利用しやすい場合があります。 

 

どちらの表示形式でも利用できる設定ツールは変わらないので、使いやすい方を利用するとよ

いでしょう。Windows 8.1 では、「カテゴリ表示」をデフォルトの表示方法となります。 
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ネットワークの構成 

Windows OS でネットワークを利用する際は、ネットワークの構成をおこなう必要があります。 

一般的にネットワークでは TCP/IP と呼ばれるネットワーク アーキテクチャを利用するため 

IP アドレスを構成します。IP アドレスは次の 2 つの方法で構成可能です。 

 動的構成 

DHCP サーバーと呼ばれるサーバーが必要になります。DHCP サーバーは TCP/IP 構

成情報をネットワーク上で貸し出すサービスを提供します。 

動的構成を利用すると、クライアントで TCP/IP 構成を設定する手間が省けるととも

にユーザーによるネットワーク構成ミスをなくすことができます。 

 静的構成 

手動で TCP/IP の構成をおこないます。主に、サーバーで利用される構成方法です。

また、小規模な環境などで IP アドレスの割り当てを静的に管理する場合などにも利

用されます。 
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 TCP/IP の構成 

TCP/IP 構成情報には次のものがあります。 

• IP アドレス 

 IP アドレスは、0 ～ 255 までの 4 つの 10 進数をピリオド (ドット) で

区切ったものです。 

 IP アドレスは、コンピューター (TCP/IP のホスト)、IP ルーター、IP ネッ

トワーク プリンターなどの機器のインターフェースに割り当てられます。 

 IP アドレスは、ネットワーク自身を区別する番地 (通りの番地) を示す

ネットワーク ID 部とホストを区別する番地 (家の番地) を示すホスト 

ID 部で構成されています。 

 別々のネットワークでネットワーク ID 部が重複すると、他のネットワー

クは、それらのネットワークを区別できません。同じネットワーク アド

レスを持つネットワークどうしも通信できません。 

 ホスト ID 部は、同じネットワーク内で重複して割り当てることはできま

せん。またホスト ID 部には、2 進数でオール 0 とオール 1 のアドレス

を使用できません。オール 0 はネットワーク自身を示し、オール 1 はす

べてのホストを示します。 

• サブネット マスク 

 ネットワーク ID 部とホスト ID 部の境を決めているのは、IP アドレス

のクラスという概念とサブネット マスクです。 

 サブネット マスクは、サブネット マスクのビットが 1 になっている数

をスラッシュ (/) に続けて表記する場合があります。たとえば IP アドレ

スが 192.168.1.10 でサブネット マスクは、255.255.255.0 の場合、

192.168.1.10/24 と表記します。この表記をネットワーク プレフィックス

表記と呼びます。 

• デフォルト ゲートウェイ 

 デフォルト ゲートウェイは、その他の IP ネットワークへの接続点となる

ルーターの IP アドレスです。 

 ネットワークが複数のネットワークと接続されている場合、他のネット

ワークへの経路は、それぞれのホストのルーティング テーブルに記述で

きます。デフォルト ゲートウェイは、その他の経路すべてを指すことに

なるため、万能の経路指定になります。 

• DNS サーバー 

 IP アドレスとホスト名の名前解決をおこなうサーバーを指定します。 
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 優先と代替の 2 つのアドレスを設定できるため、障害対応のために 2 つ

以上のアドレスを設定することが推奨されます。 
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デバイスの準備 
Windows OS を構成後に、新しいハードウェアを追加して管理する方法について紹介します。

ここでは、次の項目を確認します。 

 デバイス 

 デバイス ドライバー 

 デバイス マネージャー 

 デバイスとプリンター 
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デバイス 

デバイスとは、コンピューターに接続され、コンピューターのプロセッサにより制御される装

置です。これには、コンピューターの製造時に搭載された装置や、後で追加した周辺機器が含

まれます。デバイスの例としては、USB メモリ、ハード ディスク、DVD-ROM ドライブ、印

刷装置、ネットワーク アダプター、キーボード、ディスプレイ アダプター カードなどがあり

ます。 

 

新しいデバイスのインストールは、一般的に次のようにおこないます。 

1. コンピューターにデバイスを接続 

2. デバイス用の適切なデバイス ドライバーをロード 

3. 必要に応じて、デバイスのプロパティを構成および設定 
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デバイス ドライバー 

デバイス ドライバーは、デバイス (周辺装置) を利用するために OS に組み込む制御用プログ

ラムです。ユーザー モードで動作するプログラムは、ハードウェアに対して直接命令を送るこ

とができません。そのため、アプリケーションはデバイス ドライバーを介してハードウェアを

利用します。 

 

従来の OS では、カーネル モード ドライバーが主流で、ほとんどのドライバーはカーネル 

モード ドライバーとして動作していました。 

カーネル モードでドライバーが動作するメリットとして、パフォーマンスの向上が挙げられま

すが、逆に、ドライバーの不具合によりシステムが停止してしまうといった安定性の低下とい

うデメリットもありました。Windows Server 2012 R2 や Windows 8.1 では、Windows Server 2008 

から導入された WDF (Windows Driver Foundation) という仕様の元にドライバーが開発される

ことになりました。その結果、多くのドライバーがユーザー モードで動作し、ハードウェアを

制御する必要最小限のドライバーがカーネル モードで動作する形式になりました。ユーザー 

モードで動作するドライバーをユーザー モード ドライバー、カーネル モードで動作するドラ

イバーをカーネル モード ドライバーといいます。ドライバーをユーザー モードで動作させる

ことにより安定性が向上し、さらに、ハードウェアを直接操作する不正なプログラムを排除す

ることができ、セキュリティ面も向上しました。 
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デバイス マネージャー 

デバイス マネージャーを使用してインストールしたドライバーの更新、ロールバック (更新し

たドライバーを元のバージョンに戻す)、無効、削除をおこなうことができます。これらの操作

は、デバイス マネージャーでデバイスをダブルクリックして、[ドライバー] タブでおこない

ます。 

 ドライバーの更新 

新しいバージョンのドライバーで既存のドライバーを更新します。 

 ドライバーを元に戻す 

更新したドライバーを元のバージョンに戻します。 

 無効 

ドライバーを無効にし、一時的にデバイスを使用不可にします。 

 削除 

ドライバーをアンインストールします。ただし、プラグ アンド プレイ対応のデバイ

スの場合、Windows を再起動すると自動的に再度ドライバーがインストールされるの

で、ドライバーを削除した後は、デバイスそのものをコンピューターから取り外す必

要があります。デバイスを取り外すことができない場合で、そのデバイスを使用でき

ないようにするには、削除ではなく無効にします。 
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また、Windows Server 2008 R2 以降の OS ではドライバーの署名が必須になりました。実際に

は Windows OS の 64 bit 版は署名が必要になります。 

 

次のツールを使って署名情報を確認できます。 

 Sigverif 

GUI のツールです。署名の確認と確認結果をテキスト ファイルに保存できます。 

 Driverquery 

CUI のツールです。コマンド プロンプトを利用して一覧表示が可能です。 
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デバイスとプリンター 

コンピューターにプリンターをインストールして利用する際は、デバイスとプリンターツール

を利用します。また、周辺機器を利用する際にはデバイスの追加を利用することで新しいデバ

イスを追加できます。 

Windows 8.1 では PC とデバイスから「Bluetooth」を選ぶことで Bluetooth デバイスをペアリ

ングすることもできます。 
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ディスクの準備 
コンピューターのディスクの容量を増やすために、新しいディスクを追加する場合があります。

Windows OS には追加したディスクを効率的に扱うための設定や、障害発生時に対応するため

の仕組みが用意されています。ここでは、Windows OS によるディスクの管理方法と、ディス

クの管理機能について学習します。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 ディスク管理ツール 

 パーティションの管理 

 ファイル システム 

 記憶域管理 

 記憶域スペース 

 仮想ディスク 
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ディスク管理ツール 

Windows のディスクの管理は GUI と CUI の両方でおこなうことができます。GUI を使用し

て管理する場合は、コンピューターの管理やサーバー マネージャーなどのツールを使用します。

コマンドで管理する場合は Diskpart や PowerShell を使用します。 

 パーティションの作成方法 

Windows Server でディスクに新しいパーティションを作成するには、次の操作をおこ

ないます。 

1. サーバー マネージャーの [ツール] メニューの [コンピューターの管理] をク

リックします。 

2. コンソール ツリーで [記憶域] を展開し、[ディスクの管理] をクリックします。 

3. パーティションを作成したいハード ディスクの未割り当て領域を右クリックし、

[新しいシンプル ボリューム] をクリックします。 

4. パーティションの作成ウィザードの指示に従ってパーティションを作成します。 
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パーティションの管理 

Windows OS は、ディスクのパーティションを管理する方法として MBR と GPT の 2 種類を

使用することができます。一般的に、大容量のディスクの場合は GPT ディスクを利用します。

OS を起動するディスクのパーティションを GPT で管理する場合、BIOS が UEFI に対応し

ている必要があります。MBR と GPT の特徴は次の通りです。 

 MBR 

マスター ブート レコードと呼ばれ、本来は OS を起動するためのブートストラップ 

コードのことを指しますが、ここではそれと合わせてパーティション テーブルを含んだも

のを MBR と呼んでいます。MBR 形式のディスクは 2 TB までサポートし、それ以上の

ディスクを利用する場合は GPT 形式に変換する必要があります。 

 GPT 

GUID パーティション テーブルと呼ばれており、その名の通りパーティション テーブル

の保存方式のことを指します。大容量のディスクを利用する場合にこの方式を利用します。

また、起動ディスクとして使用する場合は、マザーボードで UEFI、EFI のサポートが必

須です。 
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コンピューターに新規に接続したハード ディスクを利用するには、最初に領域を作成する必要

があります。作成した領域の情報を管理する方式として、「ベーシック ディスク」と「ダイナ

ミック ディスク」があります。Windows をインストールした直後はベーシック ディスクとし

て構成されますが、必要に応じてダイナミック ディスクに変更することができます。ベーシッ

ク ディスクとダイナミック ディスクの特徴は次の通りです。 

 ベーシック ディスクの特徴 

• MS-DOS の時代から用いられてきたディスクの管理方式で、1 つのベーシック 

ディスクに最大 4 つの領域を作成することができます。 

• すべての Windows OS で取り扱うことができます。 

• 作成した領域をパーティションと呼びます。 

• パーティションにはプライマリ パーティションと拡張パーティションがあり

ます。 

• プライマリ パーティションは OS の起動領域として使用することができます。 

• 拡張パーティションはディスク内に 1 つしか作成することができませんが、拡

張パーティション内を複数の領域に論理的に分割することができ、この領域を

論理ドライブと呼びます。 

 ダイナミック ディスクの特徴 

• 1 つのダイナミック ディスクに作成できる領域の数に制限はありません。 

• Windows Server 2003 以降の Windows OS で取り扱うことができます。 

• 作成した領域をボリュームと呼びます。 

• 複数のダイナミック ディスクにまたがってボリュームを作成することができ

ます。ディスクの障害対策機能 (ミラー ボリューム、RAID-5 ボリューム) を

利用することができます。 
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ファイル システム 

プライマリ パーティションや論理ドライブなどによって論理的な区画に分割しただけでは、

ファイルを保管することができません。ファイルはファイル システムによってドライブごとに

管理されます。ファイル システムの設定をおこない、ディスクにファイルを格納することがで

きるようにするには、フォーマットをおこないます。 

Windows OS で取り扱うことができるファイル システムには FAT、FAT32、NTFS、ReFS があ

ります。それぞれのファイル システムの特徴について次に紹介します。 

 FAT (FAT16) 

MS-DOS の時代から使用されているファイル システムで、すべての Windows OS で

取り扱うことができます。 

• FAT16 は 2 GB (理論上) までの領域を管理することができ、Windows OS では 

FAT の仕様を拡張して、最大 4 GB までフォーマットすることができます。 

• ユーザーやグループに対してアクセス許可を設定するセキュリティ機能はあり

ません。 

 FAT32 

Windows 95 OSR2 以降の Windows OS でサポートするファイル システムで、FAT16 

の仕様を拡張したものです。 

• FAT32 は 2 TB (理論上) までの領域を管理することができ、Windows OS は 

32 GB の領域をフォーマットできます。 
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• FAT16 と同様に、ユーザーやグループに対してアクセス許可を設定するセキュ

リティ機能はありません。 

 NTFS 

Windows NT 以降および Windows XP 以降の Windows OS でサポートするファイル 

システムで、ファイルやフォルダーに対するアクセス制御を始め、圧縮、暗号化、利

用容量の制限など、さまざまな機能を利用することができます。 

• NTFS は 16 EB (理論上) までの領域を管理することができます。 

• ディスク、フォルダー、ファイル レベルでユーザーやグループに対してアクセ

ス許可を設定できます。 

• ファイルを圧縮できます。 

• 監査機能により、ファイルへのアクセスを記録することができます。 

• ディスク クォータの機能により、ユーザーごとにディスク容量の使用を制限で

きます。 

• ファイルの暗号化機能により、透過的にファイル データを暗号化できます。 

 ReFS 

Windows Server 2012 から新しくサポートされたファイル システムで NTFS の持っ

ている信頼性をより高めたファイル システムです。しかし、NTFS で実装されている

一部の機能 (圧縮や暗号化など) が利用できなくなっているため、利用シナリオが限

定されます。 

• 最大ボリューム サイズは、256 ZB (理論上) までの領域を管理することができ

ます。 

• 整合性ストリームにより、データの書き込みを別領域におこないデータの書き

込み後に元データを削除するため信頼性が向上しています。 

• ミラー ボリュームを利用している場合は、データのエラーを修復するためにも

う一方のボリュームから正しいデータを復元することが可能です。 

• データが破損した場合に、その領域のみをアクセス不可とすることで同一ボ

リュームの可用性を向上します。 

 ファイル システムの変換 (FAT、FAT32→NTFS) 

Convert コマンドを使用すると、FAT や FAT32 でフォーマットされた領域を、ディ

スク内のファイル データを壊さずに NTFS に変換することができます。 

 

Convert コマンドの書式 

Convert 変換するドライブ /FS:NTFS  
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記憶域管理 

Windows Server 2012 と Windows 8 では、記憶域管理と呼ばれる新しいディスクの管理手法が

追加されました。この機能により従来の管理ツールとは異なるレイヤでディスクが管理できる

ようになりました。 

 

記憶域管理で構成する項目には次のものがあります。 

 記憶域プール 

• シンプル 

• 双方向ミラー 

• 3 方向ミラー 

• パリティ 

 仮想ディスク 
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記憶域スペース 

記憶域スペースは、ローカル ディスクを直接利用するのではなく、プールと呼ばれる論理的な

単位にまとめて利用する技術です。ディスクをプールという単位でまとめることでディスクの

交換や追加を容易にします。OS が実際に利用するディスクはプールから切り出された仮想

ディスクという単位で取り扱われるため、データ配置が物理的なディスクに依存しない管理が

可能になります。たとえば、ディスク容量が足りなくなったボリュームが存在しても、プール

に新しいディスクを追加することで容量を増やすことができます。 
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 記憶域プールの作成 

1. コントロール パネルから [記憶域] を実行します。記憶域で [新しいプールと記

憶域の作成] をクリックします。 

 
2. [記憶域] から利用するローカル ディスクを選択します。この時、未使用のロー

カル ディスクを利用します。 
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3. プールの作成と同時に仮想ディスクを作成可能です。ドライブ文字、ファイル シ

ステムと合わせて回復性 (冗長構成) を選択します。 

 
4. 記憶域プールと仮想ディスクが作成されます。 

手順 3 で選択した通り、仮想ディスクには冗長性の構成が可能です。[回復性の種類] では次

の 4 項目を選択できます。 

※仮想ディスクは便宜上の言葉であり、ツール上では「記憶域」と呼ばれます。 

 シンプル 

名前の通り、1 本のディスクに情報を保存する形態です。冗長構成がされないため、

プール上の対象ディスクが破損した場合はデータがなくなります。 

 双方向ミラー 

プール上の 2 本のディスクにデータを保存します。RAID1 と同等の機能となり、ディ

スク障害が発生した場合でもデータを利用できます。1 本のディスク障害に対応でき

ます。 

 3 方向ミラー 

プール上の 3 か所のディスクにデータを保存します。同時に 2 本のディスク障害が

起きてもデータを利用できます。ただし、プール上のディスク管理の仕様上、5 本以

上のディスクが構成されていないと選択することができません。 

 パリティ 

RAID5 と同様の動作をします。3 本のディスクにストライプしたデータと、パリティ

を保存します。耐障害性とディスクのアクセス性能を向上します。双方向ミラーと同

様に 1 本のディスク障害に対応できます。 
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まとめ 
本章では、次の 5 項目を学習しました。 

 Windows OS とは 

 Windows OS の種類 

 OS の準備と管理 

 デバイスの準備 

 ディスクの準備 
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復習 

問題 1  Windows 8.1 の特徴に関する正しい記述を 2 つ選択してください。 

A デスクトップとスタート画面と呼ばれる新しいインターフェースを持つ 

B デスクトップ アプリケーションとタブレット タイプのデバイス用に用意された

モダン アプリケーションを利用できる 

C サーバー マネージャーと呼ばれる統合管理ツールが初めて導入された OS 

D スマートフォン向けに作られた OS 

 

問題 2  Windows OS のシステムのプロパティ画面で設定できる項目を 2 つ選択してくださ

い。 

A コンピューター名 

B ユーザー アカウント 

C 所属するグループ (ワークグループ/ドメイン) 

D ネットワーク 
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問題 3  Windows の更新プログラムや Service Pack を配信するサーバーを社内ネットワー

クに構築するには、Windows Server にどの役割を実装すればよいですか。正しいもの

を選択してください。 

A WSUS (Windows Server Update Services) 

B IIS (Internet Information Services) 

C Microsoft Update 

D Windows ファイアウォール 

 

問題 4  Windows 8.1 で設定できるアカウントの種類として正しいものを 2 つ選択してくだ

さい。 

A ローカル アカウント 

B リモート アカウント 

C Microsoft アカウント 

D Windows アカウント 

 

問題 5  Windows 8.1 のコントロール パネルで各ツールのアイコンを 1 つの階層ですべて

表示するには、どの表示形式を選択すればよいですか。正しいものを選択してください。 

A 一覧表示 

B シングル表示 

C アイコン表示 

D カテゴリ表示 
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問題 6  Windows 8.1 の TCP/IP の設定で「自動構成」を選択しました。このコンピューター

に適切な IP アドレスを設定するには、ネットワーク上にどのような役割のサーバーを

構築すればよいですか。正しいものを選択してください。 

A IIS 

B WSUS 

C DHCP サーバー 

D DNS サーバー 

 

問題 7  デバイス ドライバーについての説明で正しいものを選択してください。 

A すべてのデバイス ドライバーは Microsoft が提供する 

B デバイス ドライバーの設定はサービスの管理ツールを使用しておこなう 

C インストールしたデバイス ドライバーはアンインストールできない 

D デバイス (周辺装置) を利用するために OS に組み込む制御用プログラム 

 

問題 8  Windows Server 2012 R2 がインストールされているコンピューターで記憶域プール

を構成し、3 方向ミラーの記憶域を作成したいと考えています。このとき、記憶域プー

ルを構成する物理ハード ディスクは最低何台必要ですか。正しいものを選択してくだ

さい。 

A 3 台 

B 4 台 

C 5 台 

D 6 台 
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問題 9  Windows Server 2008 がインストールされたコンピューターのハード ディスクに 6 

GB のファイルを保存するには、どのファイル システムを構成する必要がありますか。

正しいものを選択してください。 

A FAT 

B FAT32 

C NTFS 

D ReFS 

 

問題 10  ファイル システムの種類の 1 つである「ReFS」の特徴についての記述で正しいも

のを選択してください。 

A Convert コマンドを使用して FAT や FAT32 から ReFS に変換できる 

B 整合性ストリームによりデータの書き込みを別領域に行い、データの書き込み後に

元データを削除するため、信頼性が高い 

C アクセス許可を設定するセキュリティ機能は利用できない 

D USB メモリなどのリムーバブル メディアに対してのみ設定できる 
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目的 
この章では、Windows OS の基礎的なセキュリティ設定と暗号化について学びます。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 Windows のファイルとフォルダーにセキュリティを実装し、アクセス許可を設定できます。 

 ディスクにあるデータを暗号化し、データを保護できます。 

 ネットワーク上のデータ保護方法を説明できます。 

 ウィルス対策ソフトの必要性と重要性を説明できます。 
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ファイルとフォルダーのセキュリティ 
Windows OS には標準で様々なセキュリティ機能が実装されています。代表的な機能として

ファイルとフォルダーのセキュリティがあります。特にディスクのファイル システムに NTFS 

を利用する場合は、詳細なセキュリティ制御が可能です。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 NTFS のアクセス制御 

 共有フォルダー 

 共有フォルダーのアクセス制御 

 ホームグループ 

 パブリック フォルダー 

 ワーク フォルダー 
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NTFS アクセス制御 

NTFS アクセス許可は、NTFS でフォーマットされているボリュームで使用することができる 

NTFS の機能で、ローカル サインインしたユーザーに対しても、ネットワークを介してアクセ

スしてくるユーザーに対してもアクセス制御をすることができます。データは NTFS アクセス

許可で適切に保護する必要があります。NTFS アクセス許可では、ファイルやフォルダーに対

して様々なアクセス許可を設定することができます。 

NTFS アクセス許可で設定するアクセス許可の種類には、ファイルに対して設定できるアクセ

ス許可が 13 種類、フォルダーに対して設定できるアクセス許可が 14 種類あります。これら

のアクセス許可を個別に選択して設定する方法を「高度なアクセス許可」の設定とよびます。

また、アクセス許可の種類をいくつか組み合わせて、よく利用するアクセス許可のセットを定

義したものを「基本のアクセス許可」と呼びます。一般的には基本のアクセス許可を用いて設

定をおこない、基本のアクセス許可で設定できないような細かな権限の制御が必要な場合に高

度なアクセス許可を設定します。NTFS アクセス許可の基本のアクセス許可と高度なアクセス

許可は次のとおりです。 
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基本のアクセス許可 

ファイル フォルダー 

 読み取り 

 読み取りと実行 

 書き込み 

 変更 

 フル コントロール 

 読み取り 

 読み取りと実行 

 書き込み 

 変更 

 フル コントロール 

 フォルダーの内容の一覧表示 

高度なアクセス許可 

ファイル フォルダー 

 フル コントロール 

 ファイルの実行 

 データの読み取り 

 属性の読み取り 

 拡張属性の読み取り 

 データの書き込み 

 データの追加 

 属性の書き込み 

 拡張属性の書き込み 

 削除 

 アクセス許可の読み取り 

 アクセス許可の変更 

 所有権の取得 

 フル コントロール 

 フォルダーのスキャン 

 フォルダーの一覧 

 属性の読み取り 

 拡張属性の読み取り 

 ファイルの作成 

 フォルダーの作成 

 属性の書き込み 

 拡張属性の書き込み 

 サブフォルダーの削除 

 削除 

 アクセス許可の読み取り 

 アクセス許可の変更 

 所有権の取得 

高度なアクセス許可を組み合わせることで基本のアクセス許可が構成されます。また、アクセ

ス許可の設定を変更するには次の権利のいずれかが必要です。 

 アクセス許可の変更 

 ファイルやフォルダーの所有者 (所有権) 

 

※ Administrator は所有権を持たないファイルやフォルダーに対しても所有権の取

得ができます。その結果、Administrator はすべてのファイルやフォルダーにアク

セスすることが可能となります。 
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Windows 8.1 や Windows Server 2012 R2 では、ファイルやフォルダーに対するユーザーおよび

グループの現在有効になっているアクセス許可のすべてを表示し、確認することができます。 

 

 監査 

NTFS アクセス許可を構成し、ファイルやフォルダーをセキュリティで保護するとと

もに、監査を構成することも重要です。ファイルやフォルダーの監査は、不正なデー

タ操作がおこなわれていないかどうかをセキュリティ イベント ログで確認できる

ようにします。適切に構成された監査によって、問題が発生した場合の状況の把握を

おこなうことができ、誰が、いつ、どのデータに対して、どのような操作を試行した

のかをすべて確認することができます。 

監査をおこなうには「監査ポリシー」で [オブジェクト アクセスの監査] を構成し、

監査するファイルやフォルダー オブジェクトのプロパティで、[成功の監査] および 

[失敗の監査] を有効にする必要があります。 

 ファイルやフォルダーの監査設定 

ファイルやフォルダーのプロパティ画面で監査を構成するには、次の手順で操作をお

こないます。 

1. ファイルまたはフォルダー プロパティ画面で [セキュリティ] タブをクリック

し、[詳細設定] をクリックします。 

2. 詳細設定の画面で [監査] タブを選択して、[追加] をクリックします。 
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3. [プリンシパルの選択] をクリックし、監査対象のユーザーまたはグループを入力

します。 

4. [基本のアクセス許可] で監査したい内容のチェック ボックスをオンにします。 
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共有フォルダー 

共有フォルダーは、ネットワークを利用してファイルを共有する仕組みです。コンピューター

上のフォルダーを共有設定することでネットワーク上に公開できます。公開されたフォルダー

は UNC パスと呼ばれるアクセスパスを利用して、他のコンピューターからアクセスすること

ができます。 

 UNC パス 

¥¥サーバー名¥共有フォルダー名 

¥¥IP アドレス¥共有フォルダー名 

 

また、共有フォルダーを作成する際に共有フォルダー名の最後に「$」を入力することで隠し共

有フォルダーを作成することができます。UNC パスをサーバー名だけ入力して共有フォル

ダーの一覧表示をした際、隠しフォルダーはその一覧に表示されません。 

 

ファイル サーバーを構成すると、クライアントに対して多数の共有フォルダーを提供できます。

また、共有フォルダーはネットワークを利用できない場合は使用できませんが、クライアント

でオフライン ファイルを構成するとネットワークを利用できない場合でも共有フォルダーに

アクセスが可能になります。Windows 8.1 では、同期センターでオフライン ファイルを構成で

きます。 
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共有フォルダーのアクセス制御 

共有フォルダーのアクセス許可は古くから存在するアクセス制御です。以前はファイルやフォ

ルダーに直接設定する NTFS のようなアクセス制御がなく、ネットワークからのアクセスに対

してサーバー サービスがアクセス制限をおこなっていました。この機能が共有フォルダーのア

クセス制御です。従って、共有フォルダーのアクセス許可はネットワークからのアクセスにの

み適用され、ローカルからのアクセスは制御しません。ローカルからのアクセスを制御するに

は、すでに紹介済みの NTFS のアクセス制御を使う必要があります。 

ネットワークからのアクセスに対しては、共有フォルダーのアクセス許可と NTFS アクセス許

可の両方を利用してアクセス制御がおこなわれるため注意が必要です。 
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 共有フォルダーのアクセス許可 

共有フォルダーのアクセス許可は次の画面で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTFS アクセス許可との関係 

ネットワークから共有フォルダーにアクセスした場合は、共有フォルダー アクセス

制御と NTFS アクセス制御の両方の制御を受けます。従って、共有フォルダーにアク

セスをしたユーザーにどのような権限が与えられるかはその組み合わせによって決

まります。アクセス制御の考え方としては、各アクセス制御でそれぞれ該当ユーザー

の権利が重複している権利のみがユーザーに許可されます。正確な動きとしては、ま

ず共有のアクセス許可がチェックされ、そこで許可されたアクセスが再度 NTFS のア

クセス許可でチェックされます。最終的に両方のチェックをパスしたアクセスが成功

します。 
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ホームグループ 

ホームグループを構成すると、家庭環境や小規模環境で手軽にデータを共有することができま

す。この機能は手軽にデータを共有するためのもので、細かなアクセス制御をおこなうことが

できないため、一般的には企業内では利用されません。 

 

ホームグループの構成はコントロール パネルのホームグループでおこないます。 

 ホームグループの構成 

1. コントロール パネルからホームグループを選択します。 

2. [ホームグループの作成] をクリックします。 
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3. ホームグループの作成で、[次へ] をクリックします。 

 

4. 共有するライブラリを選択し、アクセス許可を編集後、[次へ] をクリックします。 

5. 表示されたパスワードを保存し他のコンピューター上で利用します。 

 
6. [完了] をクリックすると、ホームグループが作成されます。 
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パブリック フォルダー 

コンピューターを複数のユーザーで利用する際にデータの共有が必要になる場合があります。

パブリック フォルダーを利用すると同一コンピューターの異なるユーザー間でデータのやり

取りが可能になります。 

通常、ユーザーのマイドキュメントなどはユーザーごとに管理されているため他のユーザーか

らアクセスすることはできません。これらのデータはユーザー プロファイルに保存されている

ためです。しかし、パブリック フォルダーはコンピューター上のすべてのユーザーからアクセ

スが可能であるため、同一コンピューターであれば手軽にデータを交換できるようになります。 

 

また、このフォルダー自体を共有して家庭内などで他のコンピューターとデータを交換するこ

とも可能です。パブリック フォルダーの共有はコントロール パネルからおこないます。 
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 パブリック フォルダーの共有 

1. コントロール パネルで [ネットワークと共有センター] を選択します。 

2. 左側のメニューで [共有の詳細設定の変更] をクリックします。 

 

3. [すべてのネットワーク] の [パブリック フォルダーの共有] を選択します。 
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4. [共有を有効にして、ネットワーク アクセスがある場合はパブリック フォルダー

内のファイルを読み書きできるようにする] をオンにします。 
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ワーク フォルダー 

ワーク フォルダーは社内のデータを社外でも利用できるようにする機能です。社外から社内に

接続してデータを利用する方法には様々なものがありますが、ワーク フォルダーは標準的な技

術を組み合わせたもので、クライアントがワークグループまたはドメインにかかわらず手軽に

利用できるソリューションです。 

ただし、サーバー側の構成はドメイン構成が必要であるため企業向けの機能となります。 

 

昨今のモバイル デバイスの普及に伴い、BYOD を想定した企業をサポートする機能の一つと

言えます。 

 

ワーク フォルダーの仕組みはオフライン ファイルと似ており、ローカルにデータを保存して

ファイル サーバー上のファイルと同期をとるシステムです。オフライン ファイルとの相違点

は、BYOD を想定しているため、フォルダーの暗号化や認証、データの自動削除などの機能に

対応しており、クライアント側の操作が初期の設定のみで済む点が大きく異なります。 
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ディスク データのセキュリティ 
Windows OS の暗号化に関連するデータ保護機能として EFS と BitLocker を紹介します。 

EFS はファイル レベルの暗号化をサポートする機能で、古くから利用されている Windows 

OS の暗号化ソリューションです。BitLocker は Windows Vista より採用されたボリュームの暗

号化技術です。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 EFS 

 BitLocker 
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EFS 
ハード ディスクに保存されたデータは、暗号化ファイル システム (EFS : Encrypting File 

System) を使用して、保護することができます。暗号化ファイル システムはファイル システ

ムの機能で、NTFS ファイル システムで提供されます。NTFS ファイル システムでフォーマッ

トされたディスクであれば、あらゆるデータを暗号化することができます。 

 透過的な暗号化と復号 

暗号化は、他のユーザーが開いて読むことができないようにデータを変換するプロセ

スです。EFS を利用して暗号化をおこなうと、暗号化されたファイルをディスクに格

納する際に自動的に暗号化されます。また、フォルダーを暗号化すると、そのフォル

ダーに格納されたファイルも自動的に暗号化されます。 

復号は、暗号化されたファイルを解読し、ファイルの内容にアクセスできるように元

のデータに変換するプロセスです。暗号化されたファイルであっても、許可された

ユーザーが開いた場合は、ファイル システムが自動的に復号するため、利用者は 

Windows エクスプローラから通常のファイルへのアクセスと同様の操作で、暗号化を

意識することなくファイルを使用することができます。 
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 暗号化データの操作 

データの暗号化は、ファイルやフォルダーのプロパティで設定します。手順は次のと

おりです。 

1. 暗号化するファイルまたはフォルダーのプロパティで、[全般] タブの [詳細設定] 

をクリックします。 

2. [属性の詳細] ダイアログ ボックスで [内容を暗号化してデータをセキュリティで

保護する] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。 

 
暗号化されたファイルは、NTFS ファイル システムでフォーマットされたディスクで

あれば、暗号化したままの状態で移動やコピーをおこなうことができますが、USB メ

モリなどの FAT でフォーマットされたメディアに移動やコピーをおこなうと暗号化

は解除されます。ただし、暗号化されたデータの移動やコピーは、そのデータにアク

セス権を持つユーザーであっても、暗号化した本人にしか許可されないので、暗号化

した本人以外がメディアにコピーして持ち出すことはできません。暗号化は、モバイ

ル コンピューターやリムーバブル メディアなどで外部に持ち出す重要なデータの

盗難対策として、非常に有効なセキュリティ対策となります。 
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 回復エージェント 

暗号化したデータへのアクセスは暗号化した本人しかおこなえません。管理者であっ

てもデータを復号することはできません。そのため、次のような場合、誰もデータを

使用することができなくなってしまいます。 

• ユーザーの暗号化に使用する秘密キーが失われた場合 

• ユーザー本人が会社を辞めていなくなってしまった場合 

• ワークグループ環境でパスワードリセットをした場合 

このようなことが起こらないように、回復エージェントを指定します。回復エージェ

ントは、どのユーザーが暗号化したファイルでも復号できます。Active Directory 環境

では、回復エージェントには既定で Administrator アカウントが割り当てられていま

す。そのため Administrator であればどのユーザーが暗号化したファイルでも復号し、

回復することができます。 
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BitLocker 
Windows BitLocker ドライブ暗号化 (以下 BitLocker) は、Windows OS がインストールされて

いるボリュームやその他のデータが保存されているボリュームを暗号化する機能です。ボ

リュームを暗号化することにより、不正なユーザーによる Windows の起動やデータへのアク

セスを防止することができます。 

データを復号するための情報は、コンピューターに内蔵された TPM (Trusted Platform Module) 

1.2 チップや USB メモリなどの USB デバイスに保存することができます。 

TPM チップに復号するための情報を保存した場合、ハード ディスクだけ抜き取って他のコン

ピューターに接続しても復号ができません。また、TPM に暗証番号 (PIN) を設定すると、起

動時に TPM に保存した鍵を取り出すために PIN の入力が必要になります。 

 

コンピューターに TPM チップが搭載されていない場合は、USB メモリなどの USB デバイス

に鍵を保存します。この場合、コンピューターを起動するには鍵を保存した USB メモリを挿

入する必要があります。 
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BitLocker の利用は TPM を利用するパターンと利用しないパターがあります。 

 TPM あり 

1. TPM のみ 

2. TPM + PIN 

3. TPM + USB 

4. TPM + PIN + USB 

 TPM なし 

1. USB 

2. パスワード 

 

BitLocker はハード ディスクの物理的な盗難に対応する優れたソリューションですが、ユー

ザー自身が USB の管理や PIN の管理をおこなう必要があり、運用面でのサポートが重要に

なります。特に USB メモリは PC と同じケースに入れて持ち歩くと BitLocker の効果が半減

します。PC デバイスを紛失するときにケースごと紛失したり、盗まれてしまったりすると、

暗号化の意味がなくなってしまいます。 

 BitLocker To Go 

リムーバブル メディアを暗号化する機能です。コンピューターに内蔵されている

ディスクだけではなく、外付けのディスクに対して BitLocker を利用することができ

ます。また、暗号化された後のリムーバブル メディアは、従来の OS でもパスワー

ドを入力することで暗号化したデータを読み出すことができます。 

 

  

Sam
ple



64  第 2 章 Windows のセキュリティ 
 

 

ネットワークのセキュリティ 
Windows OS のネットワークに関連するセキュリティを紹介します。Windows OS には標準で

ネットワークからコンピューターを保護するファイアウォールや、ウィルス対策の機能が盛り

込まれています。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 ファイアウォール 

 暗号化技術 

 SSL 

 認証 

 多要素認証 
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ファイアウォール 

ファイアウォールは信頼度の異なるネットワークを接続する際の接続点に、アクセスを制御す

るために設置するハードウェアおよびソフトウェアの総称です。 

 ファイアウォールとは 

内部ネットワークとは企業内や組織内のネットワークのことを指します。外部ネット

ワークとは、インターネットや別の企業または組織のネットワークです。これらの複

数のネットワークを相互に接続した場合、内部ネットワークの利用者は主に社内の人

なので信頼度は高いと言えます。しかし、外部のネットワークにはどのような人がい

るのかは定かではありません。特にインターネットのような利用者が限定されないパ

ブリック ネットワークにはハッカー、テロリスト、産業スパイなどが存在します。 

企業の保護すべき情報資産を含んだ内部ネットワークとインターネットのような利

用者が限定されない信頼度の低いネットワークを接続する場合、セキュリティ対策を

おこなわずに直接つなげることは避けるべきです。このような場合に、ファイア

ウォールを導入し、適切な通信だけが内部ネットワークと外部ネットワークの間を通

過できるようにし、不適切な通信はブロックするようにアクセス制御をします。ファ

イアウォールのアクセス制御は、条件ごとにその条件に一致した場合に通過を許可あ

るいは拒否するルールを管理者が定義して設定します。 
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ファイアウォールは用途によってさらに 2 つの種類があります。 

• エンタープライズ ファイアウォール 

企業で導入される、パケット フィルタ、サーキット レベル ゲートウェイ、ア

プリケーション ゲートウェイ、プロキシの機能をすべて持っている比較的高価

なファイアウォールです。 

• パーソナル ファイアウォール (プライベート ファイアウォール) 

主に個人の利用者向けに、利用者が使用しているコンピューターに直接インス

トールしてそのコンピューターを保護するのに使用できるファイアウォールで

す。Windows ファイアウォールは、Windows OS が標準で実装するパーソナル 

ファイアウォールです。 

 

パーソナル ファイアウォールは企業向けのエンタープライズ ファイアウォールと比較すると、

アプリケーション ゲートウェイの機能やプロキシの機能が備わっていないか、あっても機能が

限定されるため、設定が容易で安価であるという特徴があります。このパーソナル ファイア

ウォールは、個人ユーザーが自宅のコンピューターに導入するケースが多いのですが、企業内

においても有用です。企業でエンタープライズ ファイアウォールを導入してアクセス制御をお

こなっていても、ノート PC などを自宅で使用している場合は無力です。そのため、自宅のイ

ンターネット接続からワームの侵入を受けたノート PC を企業内に持ち込むと、企業内ネット

ワークにもワームが侵入することがあります。また、自宅で会社のデータが入ったノート PC 

をインターネットに接続している間に不正侵入されてしまった場合、企業のデータが漏洩した

りや改ざんされる恐れがあります。 

こうした問題の対策として、パーソナル ファイアウォールの導入があげられます。企業内に持

ち込むコンピューターや、外部からアクセスをおこなう個々のコンピューターにパーソナル 

ファイアウォールを構成することで、不要なポートへのアクセスを禁じ、不正侵入の防止や検

出、ポートを利用した情報調査を防止することができます。ウィルス対策ソフトウェアが導入

されていれば、ウィルスの侵入を防ぐことや駆除はおこなえますが、特定のポートを狙った不

正侵入を防ぐことはできません。 

Windows OS には、パーソナル ファイアウォールとして Windows ファイアウォールが付属し

ています。Windows ファイアウォールを有効にすることで、ポートへのアクセスやアプリケー

ションへのアクセスをブロックすることができます。また、市販されているパーソナル ファイ

アウォールの中には、パケット フィルタリング、アプリケーション単位でのアクセス制御、ポー

トへの不正アクセス検知、防御などの多彩な機能を持つものもあります。これらのパーソナル 

ファイアウォールとウィルス対策ソフトウェアの導入を併用することで、企業内のネットワー

クを保護し、セキュリティを高めることが可能になります。 
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暗号化技術 

セキュリティを確保する際の基礎技術として暗号化があります。ここでは、セキュリティを学

習する上での基礎知識となる、共通鍵暗号化方式と公開鍵暗号化方式について紹介します。 

 共通鍵暗号化方式の特徴 

共通鍵暗号化方式は、暗号化と復号に使用する鍵が同一であるという特徴があります。

共通鍵暗号化方式のメカニズムは、暗号化したいデータを「共通鍵」を使って暗号化

し、復号する際には暗号化に使用したのと同じ「共通鍵」で暗号化されたデータを復

号します。つまり、暗号化と復号に同じ鍵を使用するので、通信する相手と事前に鍵

を共有しておく必要があります。 

共通鍵暗号化方式の特徴は次の通りです。 

• 暗号化と復号処理が高速である。 

同一強度の暗号化をおこなう際、非対称キー暗号化の 100 ～ 1000 倍高速であ

る。 

• 必要となる鍵の数が多い。 

暗号化データをやりとりする相手の数だけの鍵を持つ必要がある。 
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 公開鍵暗号化方式の特徴 

公開鍵暗号化方式は、最初に「鍵 ペア」と呼ばれる数学的に関連性のある 2 つの鍵

を用意します。公開鍵暗号化方式のポイントは、ペアである鍵の一方で暗号化した

データはもう一方の鍵でしか復号できないという点です。従って、共通鍵暗号化方式

のように、事前に鍵を共有しておく必要はありません。 

たとえば、暗号化したデータを A から B へ送信する場合、まず受け手の B 側で「鍵 

ペア」を作成し、片方の鍵を「公開鍵」として公開します。もう一方の鍵は、「個人

鍵」として、B 側で安全に保管します。 

A は B に暗号化したデータを送信する際、公開されている B の「公開鍵」を入手

し、このキーでデータを暗号化します。暗号化されたデータは B の「個人鍵」でし

か復号できません。つまり B の公開鍵で暗号化されたデータは、「個人鍵」を保管し

ている B しか復号することができません。これで、ネットワーク上に流れる暗号化

されたデータは、途中で傍受されたとしても B の「個人鍵」がなければ復号するこ

とができないため、内容を読んだり、改ざんしたりすることができなくなります。 

公開鍵暗号化方式の特徴は次の通りです。 

• 必要となる鍵の数が少なく、管理と配布が容易である。 

ユーザーは一組の「鍵 ペア」を所有するだけでよい。 

• 暗号化と復号の処理が低速である。 

 

共通鍵暗号化方式と公開鍵暗号化方式は、このように片方の短所がもう一方の長所となってい

ます。つまり、この 2 つの暗号化アルゴリズムはどちらが優れているというわけではなく、組

み合わせて使用することで、片方の短所を補うことができます。 

たとえば、一般的に暗号化プロトコルなどでは、セッション キーと呼ばれる共通鍵暗号化方式

の共通鍵をその都度生成します。この共通鍵を安全に相手に受け渡すために、相手の公開鍵で

暗号化して渡します。 
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SSL 
SSL (Secure Socket Layer) は、レイヤ 4 レベルで動作する暗号化のプロトコルです。インター

ネットの通信の暗号化に用いられ、HTTP プロトコルを組み合わせて使うことが可能です。

HTTP と組合せる場合には HTTPS と表記されます。 

 

公開鍵暗号化方式と共通鍵暗号化方式の長所を組み合わせた仕様になっており、サーバーとク

ライアントの間で暗号化通信とサーバー認証が可能です。さらに、オプションでクライアント

の認証もおこなうことができるため、相互認証も可能です。 

 

SSL には、証明書と呼ばれる公開鍵と個人鍵を管理する電子データが必要であり、サーバー側

で暗号化に利用する証明書を設定します。また、クライアントではその証明書を確認するため

の CA (認証局) の証明書が必要になります。一般的には商用の証明書をサーバーで利用するこ

とが多く、商用の CA の証明書はクライアント コンピューターに事前準備されていることが

ほとんどです。Windows OS では、Windows Update などを利用して商用の CA の証明書が配

布されます。 
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認証 

 認証 (Authentication) 

認証とは、コンピューターやシステムを利用するユーザーを確認する作業のことを指

します。具体的には、システムを利用する際にユーザー (人間) はシステムに対して

自分に利用許可が与えられているユーザー アカウントのアカウント名と、ユーザー

の本人性を確認する秘密情報 (パスワード) を入力します。対象のシステムはユー

ザー ストア (ユーザー情報を登録するデータベース) に登録されている情報と、入力

された情報を比較し一致したものがあればユーザーを認証します。 

 承認 (Authorization) 

承認とは、認証されたユーザーが何らかのリソースにアクセスする際にチェックされ

ることもしくはその仕組みのことを指します。具体例としてファイル システムへの

アクセスをチェックする ACL (Access Control List) があります。ユーザーがリソース

にアクセスするには、最初に対象のシステムにサインインする必要があります。サイ

ンイン時に認証が実行され、ユーザーの本人性が確認されます。次に、目的のリソー

スにアクセスする際に認証時に使用したユーザー情報が ACL の情報と比較され、

ACL にユーザーの権限の登録があれば、リソースへのアクセスが成功します。ACL に

登録されていないか、拒否のアクセス権が登録されている場合はリソースへアクセス

は失敗します。 
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多要素認証 

多要素認証とは、認証時に 2 つ以上の要素を用いて本人を確認する認証方式です。ユーザー 

ID とパスワードの組み合わせの他に、別の要素を用いることでなりすましなどのリスクを低

減することができます。ここでは、多要素認証に用いられる認証方法としてスマートカード認

証とバイオメトリクス認証について紹介します。 

 スマートカード 

スマートカードは、公開キー基盤 (PKI) の 1 つで、ユーザーの証明書が保存された

カードを認証に使用します。スマートカードを使ったサインイン プロセスでは、ク

レジット カード状の物理デバイスをスマートカード リーダーに挿入し、個人識別番

号「PIN」を入力します。正しい PIN を入力すると、カード内に格納されているユー

ザーの証明書がサーバーに送られ、証明書ベースの認証がおこなわれます。スマート

カード認証の特徴は、次のとおりです。 

• 認証には、証明書を使用するため偽造が困難である。 

• スマートカードを入手しない限り、攻撃者は認証を試行できない。 

• スマートカードが盗難または紛失した場合でも、そのカードを使用するために

は、コンピューターにスマートカード リーダーのデバイスが必要で、さらに正

しい PIN を入力する必要がある。スマートカードは、PIN の総当り攻撃を防

ぐために、何回か PIN の入力を間違えるとそのスマートカード自体をハード

ウェア的に無効にするよう設定できる。 
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スマートカードは、サインイン認証だけではなく、電子メールの暗号化や、デジタル署名

にも利用することができます。 

 バイオメトリクス認証 

利用者の身体的特徴で認証をおこないます。主に指紋、虹彩、筆跡が利用されている

例がありますが、最近では、網膜や声紋などを使ったものもあります。バイオメトリ

クス認証の利点は、盗難やコピーされる心配がほぼないという点です。ただし、身体

的特徴の登録や認証をおこなうための装置は高額であったため、コンピューターの認

証ではあまり導入されず、特殊な用途にしか利用されていませんでした。しかし、最

近では指紋認証用の装置などは、小型化、低価格化が進み、コンピューターの認証用

に使用されるケースも増えています。代表的なバイオメトリクス認証の特徴を表にま

とめます。 

 認証に使用する 

パラメータ 
長所 短所 適合分野 

指紋 指紋模様の特徴  認証精度が高い 

 操作性がよい 

 装置が小型で安価 

 利用者の抵抗感が

やや高い 

 指を怪我したな

ど、状態が悪いと

認証できない 

 一般業務入退室管

理 

 PC セキュリティ

全般 

 住宅 

顔 輪郭や色、目、鼻の 

位置 

 非接触型で衛生的 

 利用者の抵抗感が

低い 

 歩行しながらの認

証可 

 表情変化、化粧、

体調などの影響が

高く、本人の拒否

率が高い 

 双子など厳密な識

別が困難 

 空港入出国管理 

虹彩 黒目の中の放射線状

の文様 

 非接触型で衛生的 

 認証精度が高い 

 経年変化しない 

 目に光があてられ

るなど、利用者の

抵抗感が高い 

 虹彩から病歴が分

かるなどプライバ

シーの問題がある 

 装置が高価または

大型 

 ハイセキュリティ

業務入退室管理 

 金融取引 
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 認証に使用する 

パラメータ 
長所 短所 適合分野 

筆跡 筆記連動、筆圧、 

スピード 

 利用者の抵抗感が

低い 

 本人拒否率が高い 

 変動の幅に対応し

た判断ロジックが

必要 

 利き腕を怪我した

場合など認証でき

ない 

 PC 認証 
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ウィルス対策 
Windows OS を悪意のあるプログラムから守るためには、ウィルス対策が必要です。現在イン

ターネットなどで情報を検索する場合や、プログラムをダウンロードする際にはこの対策は必

須で、被害にあわないためには合わせて管理をしていく必要があります。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 ウィルスとマルウェア 

 ウィルス対策ソフト 
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ウィルスとマルウェア 

マルウェア (malware) は、Malicious Software (悪意のあるソフトウェア) が短縮された言葉です。

コンピューターに悪影響を与えるウィルスやワーム、スパイウェアをいいます。マルウェアか

らコンピューターを保護するにはウィルス対策ソフトウェアやスパイウェア対策ソフトウェア

を使用します。 

 

ウィルスは、コンピューターに悪影響を及ぼすデータ破壊やプログラムの改ざん、情報をデー

タの抜き取りなど様々な被害を及ぼします。ただし、ファイルに感染する形をとるため単体で

は動作しないものがほとんどです。単体で動作するプログラムはワームに分類されます。 

 

スパイウェアは、ウィルスのように破壊活動をおこなったりせず、情報収集をおこなうソフト

ウェアです。 

ユーザーが気づかないうちにインストールされ、キーボードから入力したデータや、画面イメー

ジ、個人情報、コンピューターの用状況などの情報の収集をおこないます。また、収集した情

報を外部へ自動的に送信したりする機能があるものが増えてきています。 

 

 スパイウェアの影響 

スパイウェアは、次のようにコンピューターのパフォーマンスやプライバシーに影響

をあたえる場合もあります。 
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• Web ブラウザーの設定が変更される。 

たとえば、ブラウザーのホームページが変更されたり、検索エンジンが変更され

たりします。 

• Web ブラウザーに不要なツールバー追加される 

• コンピューターの動作が遅くなる。 

• キー操作を記録し、パスワードやサインイン情報が取得されてしまう。 

• 個人情報を収集し、第三者に送信されてしまう。 
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ウィルス対策ソフト 

ウィルスやワーム、スパイウェアなどからコンピューターを保護するために、ウィルス対策ソ

フトウェアを導入します。ウィルス対策ソフトウェアには、ウィルスの侵入を検知し、感染を

事前に防ぐ効果と、侵入後あるいは感染後のウィルスを検知する効果があります。検知した時

点で駆除できるウィルスであれば駆除を同時におこないます。 

ウィルス対策ソフトウェアは、シマンテック社、トレンドマイクロ社、日本ネットワークアソ

シエイツ社を始め、さまざまなベンダから発売されています。また、無料で公開されているウィ

ルス対策ソフトウェアもあります。 

 ウィルス対策ソフトウェアの仕組み 

通常、ウィルス対策ソフトウェアは、ウィルスを検出するための検索エンジンとウィ

ルス定義ファイルで構成されています。検索エンジンが提供する主な機能には次のよ

うなものがあります。 

• ウィルスが潜んでいる可能性のあるファイルを拡張子から検索し、展開する。 

• 展開したファイルに、ウィルスのコードが存在するかどうかをウィルス定義

ファイルと照合してチェックする。 

• プログラムの動作を監視して、事前に登録してあるプログラム動作のルールと

照合してチェックする。 
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このようなウィルス検知には、ウィルス対策ソフトウェアを常駐させてファイルを実

行したり、コピーしたりするタイミングで検知をおこなう「リアルタイム スキャン」

と、ファイルやドライブを明示的に指定してそれらにウィルスが含まれていないかを

検知する「手動スキャン」の 2 つの種類があります。手動スキャンには、利用者が

実行して直ちに検知する方法と、曜日や時刻を指定してスケジュール実行する方法が

あります。 

 ウィルス対策ソフトウェアのインストール対象 

企業や組織でウィルス対策ソフトウェアを導入するべき対象には次のものがありま

す。 

• クライアント コンピューター 

各クライアント コンピューター内のファイルや、送受信されるメールなどの通

信データをチェックします。また、USB メモリなどの、ネットワーク以外の経

路から持ち込まれたファイルやプログラムに対してもチェックがおこなえます。

しかし、クライアント コンピューターのメモリや CPU での処理などに負荷が

かかるという短所もあります。 

• サーバー 

サーバー用のウィルス対策ソフトウェアは、クライアント用と比較すると高機能

であるという特徴があります。メール サーバー用のウィルス対策ソフトウェア

の場合は、そのサーバーを通して送受信されるすべてのメールに対してウィルス 

チェックをおこなえます。ファイアウォールで多数のサービスに対してウィルス 

チェックをおこなう場合と比較すると、各サーバーで負荷を分散することが可能

です。 

• ファイアウォール 

ファイアウォールは、企業や組織の内部とインターネットの境界に設置されるた

め、FTP、WWW、POP、SMTP などの非常に多くの通信に対して、まとめてウィ

ルス チェックをおこなえますが、それだけマシンにかかる負荷が高くなります。 

 

企業や組織のネットワーク環境では、クライアント コンピューターだけでなく、複

数のレイヤでウィルス対策ソフトウェアを導入し、あらゆるレイヤでウィルスの侵入

を未然に防ぐことが重要です。 

ウィルス対策ソフトウェアを導入するには、予算面、管理面、運用面でのコストがか

かります。しかし、未然に防ぐほうが、事後の対策をおこなうより少ないコストで済

む場合が多いので、複数のレイヤでのウィルス対策ソフトウェアの実装を十分に検討

する必要があります。 

 ウィルス対策ソフトウェア固有の用語 

ウィルス対策ソフトウェアでよく使用される固有の用語には次のようなものがあり

ます。ウィルス対策ソフトウェア ベンダによって、呼び方が異なるものもあります。 
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ウィルス対策 

ソフトウェア 
ワクチン ソフト、アンチウィルス ソフトなどとも呼ばれます。 

ウィルス定義ファイル ウィルスを発見するために、既知のウィルスの特徴が記述されたファイ

ル。DAT、ウィルス検知用データ、シグネチャなどと呼ばれる場合もあり

ます。動作パターンでウィルスを検出する場合もあります。 

ヒューリスティック ウィルスの動作パターンと完全に合致していない場合でも、ウィルスとし

ての動作をおこなう可能性が極めて高い場合はウィルスとして検出する

スキャン方式。 

駆除 ウィルスを削除すること。 

検疫 ウィルスが発見されると、ベンダに送信して検査がおこなえる機能。 
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まとめ 
本章では、次の 4 項目を学習しました。 

 ファイルとフォルダーのセキュリティ 

 ディスク データのセキュリティ 

 ネットワークのセキュリティ 

 ウィルス対策 

 

  

Sam
ple



第 2 章 Windows のセキュリティ  81 
 

 

復習 

問題 1  NTFS でフォーマットされたパーティションで、フォルダーへのアクセスを監査する

ように設定しました。監査の結果はどこに記録されますか。正しいものを選択してく

ださい。 

A システム ログ 

B アプリケーション ログ 

C セキュリティ ログ 

D NTFS ログ 
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問題 2  Windows Server で共有フォルダーを作成する際、共有フォルダー名の最後に $ を設

定すると、どのような共有フォルダーを構成できますか。正しいものを選択してくだ

さい。 

A 管理者しかアクセスできない共有フォルダーを構成できる 

B ユーザー名やパスワードを入力しなくてもだれでもアクセスできる共有フォル

ダーを構成できる 

C Windows OS 以外の OS からもアクセスできる共有フォルダーを構成できる 

D 共有フォルダーの一覧に表示されない隠し共有フォルダーを構成できる 

 

問題 3  Windows 8.1 で構成できるホームグループについての記述で正しいものを選択して

ください。 

A ホームグループにコンピューターを追加するにはパスワードの入力が必要 

B ホームグループにコンピューターを追加するにはユーザー名とパスワードの入力

が必要 

C 共有できるものはドキュメント、ピクチャ、ミュージックのみ 

D ホームグループの設定はディスクの管理ツールを使用しておこなう 

 

問題 4  Windows 8.1 で構成できるパブリック フォルダーについての記述で正しいものを選

択してください。 

A パブリック フォルダーはそのコンピューター内でのみ使用するため、共有フォル

ダーとして設定することはできない 

B パブリック フォルダーの設定はディスクの管理ツールを使用しておこなう 

C パブリック フォルダー内に保存されたファイルは管理者権限を持つユーザーしか

アクセスできない 

D 同一コンピューターの異なるユーザー間でデータのやり取りができる 
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問題 5  EFS （Encrypting File System） についての記述で正しいものを選択してください。 

A ユーザーが暗号化されたファイルを開くには、暗号解除の操作が必要になる 

B 暗号化したファイルはローカル コンピューターからのみ開くことができる 

C ファイルやフォルダーの単位で暗号化を設定できる 

D FAT、FAT32、NTFS で利用できる 

 

問題 6  リムーバブル メディアの中身を暗号化する機能として正しいものを選択してくださ

い。 

A BitLocker To GO 

B PIN 

C TPM 

D EFS 

 

問題 7  共通鍵暗号化方式の特徴に関する記述で正しいものを選択してください。 

A 同一強度の暗号化をおこなう際、非対称キーによる暗号化に比べると処理が低速で

ある 

B 他の暗号化方式と組み合わせて利用することはない 

C 暗号化データをやりとりする相手の数だけの鍵を持つ必要がある 

D Web サーバーと Web ブラウザーの通信を暗号化するために利用される 

 

問題 8  スマートカード認証の特徴についての記述で正しいものを選択してください。 

A スマートカードを紛失した場合でも、PIN を入力することで認証ができる 

B 認証には証明書を使用するため偽造するのが困難である 

C 利用者の身体的特徴で認証をおこなう 

D Windows OS のサインイン認証にのみ利用される 
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問題 9  スパイウェアについての記述で正しいものを選択してください。 

A ファイルに感染して動作する 

B データ破壊やプログラムの改ざんをおこなう 

C 対策ソフトウェアでは検知できない 

D ユーザーが気づかないうちにインストールされ、キーボードから入力したデータや、

画面イメージ、個人情報、コンピューターの用状況などの情報の収集をおこなう 

 Sam
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目的 
この章では、Microsoft のクラウド サービスである Microsoft Azure について学習します。

Microsoft Azure は検証用などに使用する小規模な環境から、企業全体で利用する非常に大規模

な環境まで幅広い環境をサポートするクラウド サービスです。SLA (Service Level Agreement) 

も 99.95％ をベースとして、サービスごとに異なる可用性や様々な環境に対応できる拡張性を

備えています。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 クラウド サービスの分類について理解し、分類ごとの特徴について説明できます。 

 Microsoft Azure の概要について理解し、説明できます。 

 Azure が提供するサービスの種類と特徴について理解し、説明できます。 
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クラウド サービスとは 
クラウドにはパブリック クラウドと呼ばれるサービス事業者が提供するものと、企業が独自に

構築して自社に対してクラウド サービスを提供するプライベート クラウドが存在します。ほ

かにもいくつかの分類パターンが存在しますが、Microsoft Azure はパブリック クラウドである

ためその分類についてここでは学習します。 

 

ここではパブリック クラウドで提供される次のサービスを確認します。 

 Software as a Service (SaaS) 

 Platform as a Service (PaaS) 

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

 その他のクラウド サービス 
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SaaS 
Software as a Service (SaaS) は、クラウド事業者がユーザー向けにアプリケーション機能を提供

します。利用者はネットワークを通してその機能を利用します。 

アプリケーションを実行するための環境として、ハードウェア、ソフトウェア、実行基盤など

は事業者が提供します。利用者は Web ブラウザーを準備するだけで利用することができ、誰

でも契約すれば利用したい分だけその機能を利用できるため、コスト パフォーマンスに優れた

サービスです。 

単純なアプリケーションの価格ではなくそのアプリケーションを実行する環境も含めた費用に

なるため、従来の IT 投資に発生する初期投資を抑制することが可能です。 

 SaaS のメリット 

• 導入コストの抑制 

• 各種障害時のリスク転嫁もしくは回避 

• 同等の SLA を自社構築する場合に比べて安価 

• 導入、拡張もしくは利用中止が容易 

• 多種多様な機能を柔軟に利用可能 

ただし、ユーザー数が多く長期間利用する形態では、本当にコストが削減されるのか

検討が必要です。一般的には導入、運用、保守のすべてのコストを考慮すると、SaaS を

導入する方がコスト メリットを得やすいと考えられます。 
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 SaaS のデメリット 

• ユーザー数に比例してランニング コストが上昇 

• セキュリティ ポリシーへの対応が困難、もしくはサービス事業者に依存 

• パッケージ ソフトを利用するためカスタマイズが難しい、もしくはできない 

SaaS は、アプリケーションの機能のみを利用するサービスであるため、その実行環境

やパフォーマンス面はすべてサービス事業者に依存します。性能面や動作面でカスタ

マイズをおこないたいと思っても、実際には変更できないこともあるため注意が必要

です。 

 

Microsoft が提供する SaaS のサービスには次のものがあります。 

 Office 365 

 Microsoft OneDrive 

 Dynamics CRM Online 

 Microsoft Intune 
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PaaS 
Platform as a Service (PaaS) は、クラウド事業者が OS 基盤やミドルウェアと呼ばれるアプリ

ケーションの実行環境を提供するサービスです。利用者は実行基盤を選択し、自社で必要なア

プリケーションや機能をインストールすることでそれを利用します。SaaS に比べると自社独自

のアプリケーションをインストールすることができるため利用の自由度が向上します。また、

ミドルウェアを利用すればシステム基盤の一部をクラウド上に用意して、企業内の拠点間での

情報を一か所で集中管理することも可能です。このようにクラウドとオンプレミスの環境を結

合するような利用も可能です。 

 PaaS のメリット 

• SaaS よりも拡張性が高い 

• アプリケーションのカスタマイズが可能 

• オンプレミス環境とのコラボレーションが可能 

 PaaS のデメリット 

• ユーザー数に比例してランニング コストが上昇 

• セキュリティ ポリシーへの対応が困難もしくはサービス事業者に依存 

• SaaS に比べると拡張性はあるが、一部機能制限などがあり完全に基盤を操作で

きるわけではない 
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IaaS 
Infrastructure as a Service (IaaS) は、様々なシステム基盤をサービス事業者から借りてシステム

を構築するサービスです。たとえば、コンピューターに必要な CPU、メモリ、ディスク、ネッ

トワークの容量や個数などを指定し、利用したい構成を選択したうえで OS をインストールし

て利用します。基本的には OS のインストールから利用者がおこなうため、ハードウェアをレ

ンタルしているようなイメージです。 

 

他のクラウド サービスと比較すると最も自由度が高く様々な用途で利用できますが、利用開始

までには通常のシステム導入と同様に十分な検証が必要であるため、他のクラウド サービスと

比較すると導入の手間がかかります。 

しかし、ハードウェアの調達コストを大きく下げることができ、社内にサーバー ルームなどを

持つ必要がないので導入コストを大きく下げる効果は他のクラウド サービスと同様です。 

 IaaS のメリット 

• 最も自由度が高い 

• ハードウェアを会社の資産として維持、管理する必要がない 

• コンピューターの運用コストはサービス事業者へのサービス料に含まれる 

 ハードウェアのメンテナスや交換など 
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 IaaS のデメリット 

• すべての設定をユーザーがおこなう必要がある 

• セキュリティ ポリシーへの対応が困難もしくはサービス事業者に依存 

• アプリケーションなどの実装は十分なテストが必要 
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その他のクラウド サービス 

現在、クラウド サービス自体が大きく発展をしており様々なサービスが乱立しています。特に 

SaaS をベースとして名前だけが異なるものが多数あり、目的や機能を表した BaaS や DaaS、

SaaS (Storage as a Service) といった多種多様なものが存在します。大きな分類はここまで紹介を

した「SaaS、PaaS、IaaS」と呼ばれるものが一般的な分類です。 

 

 様々なクラウド サービス 

• BaaS (Backup as a Service) 
バックアップの機能を提供する SaaS です。クラウド上にバックアップ データを

配置することでデータの保全性を高め、災害対策などにも利用できるサービスで

す。 

• DaaS 
 Desktop as a Service 

シンクライアントによる運用を実現するサービスです。自社内に大きなサー

バー ルームやデータ センターを持たずに、社内クライアントをシンクライ

アント化して運用することができます。様々なサービスの提供形態がありま

すが、基本的にはプレゼンテーションの仮想化 (画面転送) を利用します。 
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• Database as a Service 
PaaS のデータベースを利用するものです。PaaS の一機能を切り出してデータ

ベースに特化させたものです。 

• SaaS (Storage as a Service) 
• オンラインストレージサービスの呼称です。一般的なクラウドの SaaS と同じ

省略の読みになりますが、基本は SaaS のサービスのうちディスク領域のみを

提供するサービスです。 

• XaaS (Everything as a Service) 
すべてのものをサービスで提供しようと考える概念です。すべての「*aaS」を含

むものとして利用されることもあります。あまり一般的な呼び名ではありません。 

様々なクラウド サービス名が存在しますが、基本的な考え方は「SaaS、PaaS、IaaS」をベース

として考えることが可能です。したがって、このようなワード (BaaS、DaaS など) をバズワー

ドと呼ぶこともあります。企業が製品を売る際のセールストークとして利用される側面が強い

言葉です。 
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Microsoft Azure 
Microsoft が提供するクラウド サービスに Microsoft Azure があります。Microsoft Azure は、

PaaS 型と IaaS 型のクラウド サービスを提供しており、小規模から大規模まで、あらゆる規

模の環境で利用可能です。 

Microsoft Azure は様々な OS やサービスが利用可能であり、今まで社内で利用していた資源を

再利用することも可能です。さらに、すでにある資源と連携をおこない機能拡張することも可

能です。 

 

ここでは次の項目を確認します。 

 Azure のメリット 
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Azure のメリット 

Azure のメリットを次に紹介します。 

 幅広い選択肢を提供 

Windows のほかに Linux などのオープン系を含めた多様な OS を選択可能です。ミ

ドルウェアも SQL Server をはじめとする Microsoft 系の様々な機能を利用可能です。 

 既存構成との共存 

既存環境との共存にもいくつかのオプションが用意されており、コストや速度に合わ

せた構成が可能です。 

 全世界にデータ センターを保持 

19 のデータ センターと日本には東西にそれぞれデータ センターを持ちます。企業の

現場に近いデータ センターを利用することで利便性を向上し、バックアップサイトと

して遠隔地のデータ センターを利用すれば容易に BCP の要件を満たせます。 

 SLA 99.95 

SLA 99.95％ が保障されており、年間のダウンタイムを最小限にすることが可能です。

ただし、サービスごとに SLA が設定されているため詳細は Web ページを確認して

ください。(仮想マシン : 99.95％、Azure Active Directory : 99.9％ など) 
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 従量課金 

利用して分だけ料金を支払うシステムです。仮想マシンは使用した時間が課金されス

トレージは利用した容量に応じた課金となります。 

 様々な分析ツール、パフォーマンス監視ツール 

Scheduler、Automation を利用することで、様々なスケジュール動作、自動化が可能で

す。また、Operational Insights を利用することで詳細な状況の確認が可能です。 
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Azure の機能 
Microsoft Azure で利用できる代表的なサービスを紹介します。実際にはここで紹介する以外に

も非常に多くのサービスが存在します。 

 

ここでは、次の項目を確認します。 

 Web アプリ 

 SQL データベース 

 仮想マシン 

 Azure Active Directory 

 ストレージ 
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Web アプリ 

Web アプリを利用すると Azure 上に専用仮想マシンと、可用性維持のためのクラウド サービ

スが提供されます。ユーザーは利用したい Web アプリケーションを環境に展開できます。展

開された環境は即インターネットに公開することも可能です。さらに、運用環境とテスト環境

を展開することが可能であるため、本番と同じ環境でテストが可能です。この環境も簡単な操

作で切り替えが可能であるため、テスト環境で問題がなければワンクリックで運用環境との切

り替えが可能です。 

 Web アプリの種類 

• Web アプリ 

通常のビジネスに合わせてアプリを展開可能 

• モバイル アプリ 

iOS、Android、Windows のネイティブ アプリと手軽に連携 

• API アプリ 

クラウド上で API を提供可能 

• ロジック アプリ 

ワークフローの構成など、手軽にロジックを導入可能です。コネクタを組み合わ

せることで様々なアプリを連携可能 

 Web アプリの追加 

1. ポータル サイトで Web アプリを選択します。左下の [新規] をクリックします。 
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2. 利用したいシーンに合わせた項目を選択し、公開 する URL、プラン、設置リージョ

ン (データ センターの場所) を指定します。 

3. [WEB アプリの作成] をクリックします。 

 

4. Web アプリの項目に新しいアプリが追加されます。作成までに時間がかかる場合

はステータス バーで確認可能です。 
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SQL データベース 

SQL データベースは、PaaS 版と IaaS 版の 2 パターンの展開が可能です。ここでは PaaS 版

を紹介します。 

SQL データベースの機能のみを利用可能で、利用する OS などは考慮する必要はありません。

Web 上に SQL Server が展開され、指定した DB 機能のみを利用可能です。ただし、一般的な 

SQL Server と全く同じではないため、利用できない機能もあります。詳しくは、Microsoft の 

Web サイトを確認してください。 

 SQL データベースの利用パターン 

通常の SQL Server と同様に RDB として利用可能です。また、簡単にスケール アッ

プ、スケール アウトが可能であり、SLA は 99.99％ です。 
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仮想マシン 

仮想マシンを提供する IaaS 型のサービスです。1 台～数千台の仮想マシンをインスタンスと

して構成可能です。OS も Windows Server だけでなく Linux を採用することも可能で、幅広

い用途で活用することができます。さらに、あらかじめ VM (Virtual Machine) 用のイメージが

用意されており、標準的な OS や OS + アプリケーションの環境を即時展開することも可能で

す。 

 

次に、VM の動作環境に関連する価格体系を紹介します。従量課金制であるため、利用するマ

シンのパフォーマンスによって様々なプランが用意されています。 

 Basic プラン 

開発、テスト サーバー向けプランです。負荷分散や、メモリ消費が抑えられています。 

 Standard プラン 

汎用性の高いプランです。ほぼすべての機能を利用可能です。 

 D プラン 

Standard プランよりも高速な CPU と SSD を利用したプランです。 

 G プラン 

Intel Xeon プロセッサ E5 v3 ファミリーを利用しており、D プランより多くのリソー

スを使用可能です。 
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 ネットワーク強化プラン 

Standard プランの強化版です。インテル® Xeon® E5 プロセッサを利用しており 

RDMA を利用したネットワーク通信の高速化が図られています。 

 コンピューティング強化プラン 

Standard プランの強化版です。インテル® Xeon® E5 プロセッサを利用しており高パ

フォーマンスなコンピューティングが可能です。 

 

  Sam
ple



第 3 章 Microsoft Azure  105 
 

 

Azure Active Directory 
オンプレミス環境とクラウド環境のシングル サインオンの提供や、他の SaaS ソリューション

とのシングル サインオン環境など、ID 環境を統合可能なサービスです。ID の利用者に対し

てもパスワードの変更やグループ管理などをセルフタスクとして構成可能です。 

 

オンプレミス環境で利用される Active Directory と同様の機能を提供可能ですが、現状ではグ

ループ ポリシーの構成はできません。Azure Active Directory は、クラウド サービスのディレ

クトリとして利用される ID 管理ソリューションです。 

 Azure Active Directory の SLA 

Basic と Premium には 99.9% の可用性が保障されます。Free レベルは SLA の提供

はありません。 

 Azure Active Directory のエディション 

• Free 
ユーザー アカウント管理とオンプレミス同期が可能です。また、Office 365、

Salesforce などの SaaS アプリケーションとのシングル サインオンを実現可能

です。 

Free はすべての Azure サブスクリプションに含まれる構成です。 
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• Basic 
Free の機能に加えて会社のロゴの追加や配色の変更などが可能です。機能面では、

グループベースのアクセス制御やセルフサービス パスワード リセットなどが可

能で、99.9％ の SLA が保障されます。 

グループベースのアクセス制御は SaaS アプリケーションなどに対するアクセス

制御が可能になります。 

• Premium 
すべての Azure Active Directory の機能が利用可能です。 

詳細なセキュリティ レポートや多要素認証の導入が可能です。また、グループ管

理に関しても日常的な作業を簡素化可能です。 
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ストレージ 

ストレージは Azure のサービスでは少し位置づけが異なり、他のサービスのデータ保存領域と

して利用することも可能なクラウド サービスです。特に仮想マシンとの結びつきが強く、仮想

マシンを利用する際にはストレージの構成が重要になります。 

 

Azure ストレージは、ストレージ アカウントをベースとして構成をおこないます。ストレージ 

アカウントごとに実際のデータ保存領域を持ち、他のサービスからはストレージ アカウントを

通してデータ保存領域を利用します。 
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 ストレージの種類 

• BLOB ストレージ 

ファイル データの保存領域です。 

• テーブル ストレージ 

構造型データを保存可能です。NoSQL キー属性データ ストアを採用しているた

め大量データへのアクセスを高速におこなうことができます。 

• キュー ストレージ 

ワークフローなどのメッセージジング利用されるストレージです。 

• ファイル ストレージ 

共有ストレージとして利用可能です。SMB2.1 プロトコル利用した共有ファイル 

データとして利用できます。 

 ストレージの可用性 

• ローカル冗長ストレージ (LRS) 

データのコピーが 1 つのリージョンの 1 つの施設内で 3 か所に作成されます。

通常のハードウェア障害からは保護されますが、データ センター自体に障害が

あった場合には保護されません。 

• ゾーン冗長ストレージ (ZRS) 

データのコピーが 1 つまたは 2 つのリージョン内の 2 ～ 3 の施設で 3 か所

に作成されます。LRS よりも高い可用性を提供します。 

• ジオ冗長ストレージ (GRS) 

既定のストレージ構成です。データのコピーがリージョン内で 3 か所に作成され、

さらにセカンダリ リージョンにも 3 か所に作成されます。プライマリのリー

ジョンで障害がおこると自動でセカンダリのリージョンにフェールオーバーされ

ます。最も高い可用性を提供します。 

• 読み取りアクセス ジオ冗長ストレージ (RA GRS) 

GRS に加え、障害発生時にすぐにセカンダリ リージョンの読み取りアクセスが

提供されます。 
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まとめ 
本章では、次の 3 項目を学習しました。 

 クラウド サービスとは 

 Microsoft Azure 

 Azure の機能 
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復習 

問題 1  クラウド事業者がユーザー向けにアプリケーション機能を提供するサービスとして

適切なものを選択してください。 

A SaaS 

B PaaS 

C IaaS 

D DaaS 

 

問題 2  クラウド事業者が OS 基盤やミドルウェアと呼ばれるアプリケーションの実行環境

を提供するサービスとして適切なものを選択してください。 

A SaaS 

B PaaS 

C IaaS 

D DaaS 
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問題 3  Microsoft Azure が提供するサービスに含まれないものを選択してください。 

A Web アプリ 

B Windows Update 

C SQL データベース 

D ストレージ 

 

問題 4  Microsoft Azure が提供するサービスで、オンプレミス環境とクラウド環境のシング

ル サインオンの提供や、他の SaaS ソリューションとのシングル サインオン環境な

ど、ID 環境を統合するものを何といいますか。正しいものを選択してください。 

A Azure Active Directory 

B Azure ID Manager 

C Azure User Manager 

D Azure Directory 

 

問題 5  Microsoft Azure の IaaS サービスで提供できる OS の種類として正しいものを 2 

つ選択してください。 

A Windows 

B Linux 

C Android 

D iOS 
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