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1. はじめに 

「プロジェクトからプロセスへ」 

情報化社会と言われて久しい昨今、ハードウェア、ソフトウェアの進化は目覚ましく、それに

歩みを合わせるように、マルウェアやセキュリティ侵害の手法も著しい速さで進化しています。 

このように Windows を取り巻く環境は急速に変化しており、それに合わせて Windows 自身

も周囲の環境変化に対応するために進化してきました。 

従来の Windows は、2 - 3 年に一度大きなバージョンアップを行い、機能を追加・更新して

きました。しかしながら、数年間に一度のバージョンアップでは、Windows を取り巻く環境変

化への対応が困難になりました。そのため Windows 10 では小さなアップデートを継続的に繰

り返し行う Windows as a Service (WaaS) というコンセプトが導入され、Windows の更新サ

イクルが数年に一度から半年に一度に改められました。 

Windows の更新を行うにあたり、組織が使用しているアプリケーションの互換性を維持する

ことは重要です。従来、組織の IT 管理者は数年に一度の割合で、Windows の更新に伴うアプ

リケーションの互換性検証を《プロジェクト》として計画し、多大な人的リソースと時間を費や

して実施しておりました。《プロジェクト》では検証全体の網羅性を担保するために、組織内の

「すべてのアプリケーション」の「すべての機能」を動作させ、「すべての帳票」を印刷して検

証を行うことを計画して実施していました。 

Windows 10 では、継続的に半年に一度の機能の更新があります。しかしながら、これまでの

ような《プロジェクト》を半年毎に計画して実行するのは困難です。 

本書では、Windows 10 の更新に伴うアプリケーションの互換性検証を継続的に短期間で実行

できるよう、全体を網羅しつつも的を絞って検証する方法を紹介しています。IT 管理者が全て

の検証を完結させるのではなく、時系列に組織全体で段階的に検証することを提唱します。必要

最小限でありながら網羅性を担保して、リスクを最小限に抑えることを目指します。 

Windows が周囲の環境変化に対応するため、WaaS というコンセプトを取り入れたように、

組織もマインドチェンジを行い、IT 管理者が一時期にすべての検証を一括して行う方法から、

組織全体で部分的に段階を追って検証する方法へ思考を変換することが求められています。 

本書は、あなたの組織における Windows 10 の更新に伴うアプリケーションの互換性検証

を、従来の《プロジェクト》から、新規の更新が準備された際に実施する《プロセス》の一つと

する「変革」を成功裡に遂行することを念頭に作成されております。 

《プロジェクト》を《プロセス》にする変革は、Windows の更新時に発生していた多大なコ

ストを大幅に削減することに繋がることでしょう。本書が、組織の変革に微力ながらもお役に立

てれば幸甚です。 
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2. サービスとしての Windows 

従来の Windows では 2 - 3 年のサイクルで Windows XP から Windows Vista、Windows 

Vista から Windows 7、Windows 7 から Windows 8 というように大規模なバージョン アッ

プが行われてきました。バージョン アップにより、セキュリティ機能を含む新機能が提供され

てきました。近年では、ソフトウェアやハードウェアの進化が急速になり、マルウェアや新たな

攻撃手法が急速に増えているため、2 - 3 年のサイクル毎に機能を追加するのでは、これらの変

化に追いつくことが困難になりました。 

それに対し Windows 10 では、半年毎に小規模な機能更新を繰り返すことによって、セキュ

リティや機能を向上し、安全かつ快適に Windows を使うことができるよう Windows as a 

Service（WaaS）というコンセプトが導入されました。WaaS により Windows 10 では、機能

更新プログラム (FU : Feature Updates) と品質更新プログラム (QU : Quality Updates) の 2 

種類の更新プログラムが継続的に提供され、常に最新の Windows 10 環境が維持されます。 

 

表 2-1 Windows 10 で提供される更新プログラム 

 

FU は、Windows 10 の機能追加・更新を行う更新プログラムです。現在では、年 2 回のペ

ースで提供が予定されています。FU はセキュリティ以外に新機能も追加されるため、従来の

「サービス パック＋α」に相当します。 

QU は、機能修正・セキュリティ対応を行う更新プログラムです。主に月次で提供され、提供

毎に過去の更新プログラムをすべて含む累積更新プログラム形式で提供されています。QU は、

従来の「月例更新プログラム」に相当します。 

Windows 10 では、すべての組織のユーザーが利用できるサービスオプションとして、Semi-

Annual Channel があります。Semi-Annual Channel の Windows 10 は半年に 1 回 FU が提

供され、各 FU は提供開始から 18 か月間サポートされます。サポート期間中は毎月 QU が提

供されます。 

更新プログラムの種類 更新プログラムの内容 

機能更新プログラム 

(Feature Updates) 

年 2 回のペースで提供 

機能追加と更新 

従来のサービス パック + αに相当 

品質更新プログラム 

(Quality Updates) 

月次で提供 

機能修正とセキュリティ対策 

従来の月例更新プログラムに相当 
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Semi-Annual Channel は、従来 Current Branch (CB) 及び Current Branch for Business

（CBB）と呼ばれていました。その当時は、Windows 10 と Office 365 ProPlus を同時に展開

している組織では、機能更新のタイミングが一致しないために動作確認を別々に行う必要があり

ました。そこで Windows 10 と Office 365 ProPlus の更新時期を同一にし、動作確認を同時に

行えるように改められました。これに伴い名称を CB から Semi-Annual Channel (Targeted)  

(SAC-T) へ、CBB から Semi-Annual Channel (SAC) へと変更されました。 

しかしながら、「SAC-T と SAC が別々のリリースである」という誤った認識が広がり、結果

として「SAC が提供されないと、動作確認を開始できない」、「SAC が提供された後にサポート

を開始する」という事態が発生しました。このため、SACT と SAC が同一のリリースであるこ

とを明確にし、ユーザーの混乱をなくすために SAC に名称が統一される予定です。 

 

➔ Windows 10 and the “disappearing” SAC-T 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/Windows-10-and-

the-disappearing-SAC-T/ba-p/199747 

 

 

 

なお、本章に記載のあるサポート ポリシーは、Windows 10 Pro/Home エディションを使用

している場合に適用されます。Windows 10 Enterprise/Education エディションを使用してい

図 2-1 Windows 10 のサポート ライフサイクル 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/Windows-10-and-the-disappearing-SAC-T/ba-p/199747
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/Windows-10-and-the-disappearing-SAC-T/ba-p/199747
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る場合のサポートポリシーについては、本章の内容とは異なりますので「5.1 Windows 10 

Enterprise/Education エディションのサポート ポリシー」をご参照ください。 
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3. WaaS に対応するには何をするべきか 

従来の Windows のバージョン アップは、数年に一度大規模な機能更新が行われていたた

め、Windows の機能更新に伴いアプリケーションの動作に支障をきたすことが数多くありまし

た。そのため、IT 管理者は大規模な《プロジェクト》としてアプリケーションの非互換検証を

行っていました。 

これに対し、Windows 10 は半年毎に小規模な機能更新を繰り返し、それぞれの更新内容は 

Windows  としての使い勝手を良くするものが多くを占めます。このため、業務アプリケーシ

ョンの挙動に影響を与えるものは基本的に少なく、Windows の機能更新に伴いアプリケーショ

ンの動作に支障をきたすことはほとんどありません。 

 

 

 

前述の通り Windows 10 は小規模な機能更新が継続して行われます。そのため、組織は従来の 

Windows バージョンアップ時に行っていたような大規模な《プロジェクト》として長い時間と

労力をかけて行うのではなく、半年毎に定期的にリリースされる機能更新に備え、迅速に対応可

能な体制で臨みます。 

Windows 10 の機能更新時に実施する動作確認については、全体を網羅しつつも的を絞った確

認項目に限定することで、簡潔に短期間で行うことができます。これを実現するには、組織は動

作確認の対象となるアプリケーションを特定し、確認すべき項目を決定します。IT 部門による

図 3-1 Windows 10 における機能更新 
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動作の確認後は、少数の利用者に実際の業務の中で利用してもらうことで問題のないことを確認

し、逐次利用者の範囲を拡大しながら更新していきます。 

組織全体の機能更新が完了した後に、次回の動作確認に備え、どのような確認項目で問題が発

生したかなどの経験を踏まえた観点で確認項目、作業手順、展開対象を見直します。次回の動作

確認は見直した内容を考慮に入れて実施します。これを繰り返していくことで、組織はアプリケ

ーションの動作確認を効率化することができます。 

 

 

 

このように、新たに Windows が機能更新された際に「誰が」「どの時期に」「何を行うか」

を、一連の《プロセス》として組織全体で実行することで、アプリケーションの動作確認を短期

間に、しかもリスクを最小化して行えるようになり、組織は WaaS に対応することができま

す。 

図 3-2 アプリケーションの動作確認全体像 
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4. 機能更新の実施手順 

本章では、Windows 10 の機能更新を円滑に行うために必要な体制づくりから組織全体への機

能更新プログラム展開までの手順について、アプリケーションの動作確認を中心に記述します。 

機能更新を実施するにあたり、あらかじめ実施内容の計画を行っておきます。これらの計画は

基本的に一度だけ実施すれば大丈夫ですが、可能な限り継続的に見直しを実施します。 

⚫ 機能更新における体制とスケジュール 

⚫ アプリケーション動作確認の戦略 

機能更新では、アプリケーションの動作確認が中心になります。機能更新が完了した際には、

次回の機能更新に備えて振り返りを実施し、手順の見直しを実施します。 

⚫ アプリケーションの動作確認と機能更新プログラムの展開 

⚫ 機能更新完了後の作業内容の振り返り 

 それぞれの実施手順について、以降で詳細を説明します。 

 

4.1. 機能更新における体制とスケジュール 

 Windows 10 の機能更新を実施するにあたり、実施内容の計画を行います。担当者と責任範囲

を明確にした体制を確立し、展開のためのスケジュールを作成します。 

 

4.1.1. 機能更新における体制の確立 

Windows 10 の機能更新を《プロジェクト》としてではなく、《プロセス》として行うために

は、組織において役割と担当を明確化しておく必要があります。それらを明確化することで、実

際の機能更新作業を円滑に行うことができます。役割の一例を以下に記載します。 

⚫ 動作確認や機能更新の取り纏め 

⚫ プライオリティの策定 

⚫ 問題が発生した場合の対策を実施 

⚫ リスク判断とプライオリティの決定 

⚫ アプリケーションの棚卸 

⚫ 問題発生時の改修 

⚫ アプリケーション動作確認の実施 

⚫ 機能更新プログラムの展開 
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⚫ 改修済アプリケーションの再配布 

 次に、これらの役割を各担当者に割り当てます。役割と担当者を明確に定義することにより、

組織全体で行う《プロセス》として機能更新を実施することができます。次の表は、組織におけ

る機能更新の役割と各担当者への割り当ての一例です。 

 

表 4.1.1-1 動作確認における役割と担当者の一例 

 

4.1.2. 機能更新の年間スケジュール 

Windows 10 の展開は、機能更新プログラムが提供されてからなるべく早く開始することが推

奨されます。IT 管理者によるアプリケーションの動作確認の開始から組織全体での確認完了、

及び実施した内容の振り返りまでを期間内に迅速に実施することで、次回の機能更新プログラム

の展開に速やかに着手することができます。 

機能更新プログラムの提供が開始されるまでに、IT 管理者は以下の手順を実施し、確認項目

を決定します。 

⚫ アプリケーションの棚卸 

⚫ プライオリティの決定 

No. 役割 担当者 説明 

1 全体取り纏め 

プライオリティ設定 

IT 部門責任者 

IT 管理者 

全アプリケーションのリストの作成を指示 

カテゴライズ 

プライオリティの策定 

展開手順の作成 

動作確認項目の決定 

2 リスク判断 

プライオリティ承認 

経営者 プライオリティの承認 

展開の開始・中止の判定 

3 アプリケーションの棚卸 アプリケーション担当

者 

(IT 部門、各部門) 

アプリケーション一覧の作成 

付帯情報の収集 

確認項目の策定 

4 アプリケーションの動作確

認 

アプリケーション担当

者 

先行ユーザー 

一般ユーザー 

動作の確認 

問題有無の報告 

5 アプリケーションの改修 システム開発者 

(IT 部門、ベンダー) 

アプリケーションの改修 

6 機能更新プログラムの展開 

アプリケーションの再配布 

インフラ担当者 機能更新プログラムの展開管理 

改修済アプリケーションの再配布 
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⚫ 確認項目の決定 

これらの確認項目は、Windows 7/8/8.1 から Windows 10 に移行する際に作成した確認項目

があれば、それをもとに作成することで手順を簡略化することができます。 

次に示すのは、Windows 10 機能更新のスケジュールの一例です。 

 

 

機能更新プログラムが提供されたタイミングで、あらかじめ決定しておいた確認項目をもとに

アプリケーションの動作確認を行います。今回のスケジュール例の場合、動作確認で問題が発生

した場合にかかるアプリケーションの改修期間も含め、アプリケーション担当者から先行ユーザ

ーによる業務利用における動作の確認までを 4 か月の間に行い、提供から 7 か月で組織全体に

機能更新プログラムを展開しています。何か問題が発生した場合でも、アプリケーションの改修

をピンポイントで随時行い、素早く再配布して動作確認を継続しています。 

組織全体での動作確認後、次回の機能更新プログラムの提供に備え、今回の経験を踏まえた上

で機構更新の作業全体をメンテナンスします。次回の機能更新プログラムが提供されたらメンテ

ナンスした項目をもとに、アプリケーションの動作確認を行います。 

 

図 4.1.2-1 機能更新の年間スケジュールの一例 
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4.2. アプリケーション動作確認の戦略 

 機能更新の際のアプリケーションの動作確認方法を策定します。組織が保有するアプリケーシ

ョンを棚卸し、個々のアプリケーションに対する動作確認の戦略を決定します。 

 

4.2.1. アプリケーションの棚卸 

動作確認が必要なアプリケーション、及び確認項目を決定するために棚卸を実施します。使用

部署、使用用途、及び利用者数などのビジネス影響度の判定材料、さらに技術的要素等を一覧に

したアプリケーション リストを作成します。尚、必要なビジネス影響度の判定材料は、組織毎

に異なります。 

 

 

IT 管理者は組織内で使用しているアプリケーションのリストの作成をアプリケーション担当

者に指示します。アプリケーション担当者は IT 部門が管理しているアプリケーション リスト

に付帯情報として、「利用者数」、「使用用途」や「技術的要素」などを記載します。各部門で管

理しているアプリケーションについては各部門でアプリケーションを管理する担当者を指定し、

各部門の担当者が、部門で管理しているアプリケーションのリストを作成します。 

アプリケーション リストの作成後、アプリケーション担当者が各部門で管理しているアプリ

ケーションのリストと IT 部門で管理しているアプリケーション リストをマージし、組織で利

用する全アプリケーションを網羅するアプリケーション リストを完成させます。 

 

図 4.2.1-1 アプリケーション リスト 
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Microsoft が提供する Upgrade Readiness を用いれば、アプリケーションのリストとそれに

付帯する情報を容易に収集することができます。Upgrade Readiness の使用方法については、

「5.3.2 Upgrade Readiness」をご参照ください。 

 

4.2.2. アプリケーションのプライオリティ決定 

アプリケーション リストの作成後、「使用範囲」「使用用途」「利用者数」などのビジネス影響

度をもとに、各アプリケーションのプライオリティを決定します。次の表は、プライオリティ毎

の動作確認の方法を示したものです。 

 

表 4.2.2-1 アプリケーションのプライオリティ 

プライオリティ 動作確認方法 

高 全項目の動作確認を実施する 

中 一部項目に限定して動作確認を実施する 

低 動作確認は実施しない 

廃止 アプリケーションを廃止し、管理対象から外す 

 

図 4.2.1-2 アプリケーション リストの作成フロー 
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プライオリティの判定には、基本的には業務停止によるビジネスへの影響度が大きく関係しま

す。ただし、動作確認にかかる費用も関係するため、IT 部門だけで判断せず、経営層を含めて

プライオリティを決定します。 

例えば、利用者は限定されているものの停止すると経営に支障をきたすほどビジネス影響度が

大きいアプリケーションはプライオリティを「高」に設定します。逆に、経費精算システムなど

のように利用者が多いものであっても、ある程度の期間は停止しても許容される場合には、プラ

イオリティを「中」や「低」に設定します。 

また、一旦プライオリティを「中」に設定したものであっても動作確認で問題が頻繁に発生す

る場合には「高」に変更する等、プライオリティの見直しを必要に応じて実施します。 
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4.3. 動作確認の項目絞り込みと実施 

Windows 10 の機能更新プログラム (FU) がリリースされたら、直ちにアプリケーションの

動作検証を開始します。アプリケーション動作確認に対する理想は、全アプリケーション全項目

の動作検証を実施することです。しかしながら、Windows as a Service (WaaS) に追随する上

では、時間的にもコスト的にも現実的ではありません。プライオリティを「高」としたアプリケ

ーションは全項目の動作検証を実施しますが、プライオリティを「中」としたアプリケーション

は必要十分な一部項目のみに絞り込みます。 

 動作確認項目の絞り込みは次の 2 段階で実施します。 

⚫ 業務の重要度とアーキテクチャによる絞り込み 

⚫ Windows の変更情報に基づく絞り込み 

 

 

仮に、本来は動作確認すべきである項目を対象から除外してしまった (絞り込みすぎた) 場合

であっても、「4.4 機能更新プログラムの展開」を実施することで検出し、見逃しを防止するこ

とができます。この場合、「4.5 機能更新の振り返り」の際に動作確認項目の見直しを行いま

す。 

 

図 4.3-1 動作確認項目の絞り込み 
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4.3.1. 業務の重要度とアーキテクチャによる動作確認項目の絞り込み 

 はじめに、アプリケーションの業務重要度とアーキテクチャによる動作確認項目の絞り込みを

実施します。この作業は、基本的には一度だけ実施しますが、必要に応じて見直して修正しま

す。 

 業務の重要度による絞り込みでは、次に示すような、主に業務への影響が少ない項目を動作確

認の対象から除外します。この絞り込みにより、業務を執行する上で絶対必要となる動作確認項

目が抽出されます。 

⚫ 利用頻度が低い機能や利用者が少ない機能 

⚫ 問題発生時に他の回避策がある機能 

 

 アーキテクチャによる絞り込みでは、それぞれのアプリケーションのアーキテクチャに基づ

き、Windows システムに依存しない項目や外部システムと連携しない項目を動作確認の対象か

ら除外します。一般的に、業務ロジックの実装に関しては機能更新による影響を受けにくいた

め、動作確認の対象から除外することが可能です。 

 

 

図 4.3.1-1 アーキテクチャによる絞り込み 
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 また、複数のアプリケーションが共通ライブラリや共通フレームワーク等を利用している場

合、一つのアプリケーションで共通部分の動作確認を実施し、他のアプリケーションでは動作確

認を省略することもできます。 

 

 

一般的に、アーキテクチャの接点（インターフェイス部分）では互換性問題が発生しやすいと

考えられているため、それらの機能に関連する確認項目は除外せず、動作確認を実施します。プ

リンター ドライバーを使用する印刷機能、USB ドライバーを使用して外部機器に接続する機

能、Windows コンポーネントを使用する画面表示機能など、アプリケーション外部に依存する

項目は動作確認を実施します。 

以降では、機能更新時に発生した問題の例を記載します。このような場合でも、関連する機能

の動作確認を実施する (確認項目を除外しない) ことにより、問題の発見と対処が可能です。 

ドライバー 

ドライバーはシステム レイヤーに近いため、一般的なアプリケーションと比べて、Windows 

の機能更新による影響を直接的に受けやすい部分です。ハードウェアやチップセットなどのメー

カー固有のドライバーを使用しているアプリケーションの場合は、特に注意が必要となります。 

過去事例では、メーカー固有のドライバーを使用しているアプリケーションが、アップデート

直後に正常に動作しないことがありました。メーカーが個別に提供しているドライバーが、機能

更新時に Windows 標準のドライバーに置き換わったことが原因でした。このケースの場合は

図 4.3.1-2 共通部分の動作確認 
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機能更新で置き換わった Windows 標準のドライバーを削除し、メーカーが提供しているドラ

イバーを再度インストールすることで正常に動作するようになりました。 

画面表示関連 

画面表示は Windows コンポーネントの動作に依存することが多く、機能更新により動作が

変更される可能性があります。新しいデバイスへの対応やレンダリング方法の修正により、画面

レイアウト等が変更されることがあります。 

過去事例では、高解像度のディスプレイでアプリケーションを動作させた場合にのみ画面表示

の揺らぎや、ボタンの表示位置が変わるようなことがありました。低解像度ディスプレイだけで

動作確認を行っていた際には気づかなかった不具合が、高解像度ディスプレイで実行した際に顕

在化したものです。このような場合でも、アプリケーションの実行環境が低解像度ディスプレイ

に限定されるのであれば、業務への影響はないため、不具合を修正する必要はありません。 

他には、フォントの変更により画面表示に影響を受けることもありました。過去事例では、機

能更新時に一部のフォントが変更されたため、アプリケーションで文字化けが発生したり画面表

示が崩れたりすることがありました。変更になるフォントを利用しているアプリケーションがあ

れば、画面表示に問題が発生する可能性があります。但し、画面表示が変わったとしても業務に

支障がないとユーザーが判断した場合は、アプリケーションを修正する必要はありません。 

画面上のボタンが表示されない等、業務に支障があるとユーザーが判断した場合のみ修正を行

います。 

セキュリティ 

機能更新で Windows のセキュリティが強化されることにより、アプリケーションが正常に

動作しなくなることがあります。セキュリティ上の理由により廃止される機能を利用する場合

や、セキュリティ設定の強化により、アプリケーションの動作に影響があることがあります。 

過去事例では、Microsoft Edge 及び Internet Explorer 11 が SHA-1 証明書で保護されてい

るサイトの読み込みをブロックし警告を表示するよう変更されたため、更新前には表示されなか

った警告画面が表示されることがありました。この場合、警告画面が表示されることによる業務

影響度を考慮し、セキュリティ設定の変更を検討する必要がありました。 

別の事例では、SMBv1 プロトコルの脆弱性に対処するよう修正されたことにより、社内共有 

NAS にアクセスできなくなるといったことがありました。その際、ユーザーが業務に必要なフ

ァイルにアクセスできず業務に支障をきたすと判断されたため、セキュリティ レベルは下がる

ものの、「Windows の機能の有効化または無効化」から SMBv1 プロトコルの機能を有効化す

ることで暫定対応しました。 
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Windows のセキュリティ強化により脆弱性のあるプロトコルや証明書などが無効化されるこ

とがあるため、アプリケーションが外部デバイスや外部システムと通信する機能については動作

確認を実施します。また、機能更新で削除や非推奨となる機能 (「4.3.2 Windows の変更情報に

基づく確認項目の絞り込み」参照) をあらかじめ把握しておき、脆弱性のあるプロトコルに依存

するアプリケーションの改修を検討しておきます。 

Windows の設定 

機能更新により、Windows の設定が変更され、アプリケーションの動作に影響が出る可能性

があります。 

過去事例では、機能更新により「既定のアプリ」の設定が変更され、サード パーティ製の 

PDF リーダーから Microsoft Edge に置き換えられたことがありました。そのため、アプリケ

ーションが PDF リーダーを呼び出す際に、想定とは別のアプリケーションが起動してしまう問

題がありました。 

業務に支障があると判断された場合のみ Windows の設定を変更し、特に支障がなければ可

能な限り Windows 既定の設定を受け入れることをお勧めします。Windows 既定の設定をでき

るだけ取り入れることにより、機能更新による問題の発生を抑えることができます。 

「既定のアプリ」の設定等、Windows の設定を変更する必要がある場合は、グループ ポリ

シー等により設定を上書きすることを検討します。 

 

4.3.2. Windows の変更情報に基づく確認項目の絞り込み 

機能更新によるアプリケーションの動作確認に先立ち、Windows の変更情報に基づいて確認

項目を絞り込みます。機能更新プログラムの変更によって影響を受ける項目のみを動作確認する

ことにより、アプリケーション動作確認に要するコストを大幅に圧縮させることが可能です。

Windows の変更情報に基づく絞り込みは、毎回の機能更新の際に実施するのが効果的です。 

Windows の変更情報に基づく確認項目の絞り込みを実施するには、機能更新プログラムにお

いて追加や変更が行われる機能を把握しておく必要があります。Microsoft から提供される情報

により、機能更新プログラムの新機能や変更または削除される機能を確認できます。 

 

「Windows 10 の新機能」では、機能更新における新機能が公開されています。 

➔ Windows 10 の新機能 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/whats-new/ 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/whats-new/
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「Windows 10 の展開計画」では、機能更新プログラムにおいて削除または置き換え計画のあ

る機能が公開されています。 

➔ Windows 10 の展開計画 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/planning/ 

 

 

図 4.3.2-1 Windows 10 の新機能 

図 4.3.2-2 Windows 10 の展開計画 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/whats-new/
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 「Windows 10 の更新履歴」では、Windows コンポーネントの変更点が公開されています。 

➔ Windows 10 の更新履歴 

https://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/update-history-windows-10 

 

 

Microsoft より公開される情報以外にも、Windows 10 変更情報がまとめられているサイトが

あります。ここでは、そのようなサイトの一例を示します。 

➔ ChangeWindows 

https://changewindows.org/ 

➔ AskVG.com 

https://www.askvg.com/category/windows-10/ 

これらの外部サイトの情報を合わせて活用することにより、機能更新プログラムによる新機能

や変更点を網羅的に把握することが可能です。 

 

 上記 Web サイト等より Windows 10 のバージョン間の変更情報を収集し、影響を受けると

想定されるアプリケーションや機能を抽出します。これらに関連する動作確認項目のみに絞り込

む (関連しない動作確認項目を除外する) ことにより、動作確認の労力を効果的に削減できま

す。 

  

図 4.3.2-3 Windows 10 の更新履歴 

https://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/update-history-windows-10
https://changewindows.org/
https://www.askvg.com/category/windows-10/
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4.3.3. アプリケーション テスト自動化ツールの活用 

アプリケーション動作確認の項目が大量である場合、テストの自動化による効率化も検討しま

す。テストを自動化しておくことで、将来的には機能更新のサイクルを大幅に短縮することも可

能です。 

一般的にテストの自動化は、頻繁な回帰テストや膨大な反復実行等に向いています。反対に、

UI の見た目や帳票のレイアウト等には不向きです。このため、場合によって自動テストと手動

テストを使い分けます。近年では、UI レイアウトを対象にしたテスト自動化ツールも存在しま

す。 

 

表 4.3.3-1 テスト自動化の向き不向き 

自動テストに向いている 自動テストに向いていない 

・頻繁な回帰テスト 

・テストケースの無限の反復実行 

・人の手で見過ごしがちな不具合の発見 

・変更が少ないテスト 

・実施回数が少ないテスト 

・手順が決まっていないテスト 

・UI や帳票のレイアウト 

・頻繁に変更されるテスト 

 

新規にアプリケーションを開発する際には、最初からテスト自動化を考慮して設計をします。

これにより、動作確認の効率化を図ることができ、結果的にアーキテクチャの見通しも良くなり

ます。 

テストを自動化するためのツールとして、Microsoft より「Windows Application Driver」や

「Test Manager」等のツールが提供されています。テスト自動化ツールの使用方法について

は、「5.5 アプリケーション テスト自動化ツールの利用方法」をご参照ください。 

 

4.3.4. アプリケーション動作確認の実施 

 機能更新プログラム (FU) リリース後、IT 管理者やアプリケーション担当者による動作確認

を実施します。プライオリティ「高」のアプリケーションは全項目の確認を、プライオリティ

「中」のアプリケーションは絞り込みされた一部の項目の確認を実施します。 

 動作確認の実施者を「先行ユーザー」として選定しておき、FU リリース直後に更新プログラ

ムを展開します。先行ユーザーは動作確認項目に則って動作確認を実施します。更新プログラム

の展開方法については、「4.4.1 展開リング」をご参照ください。 
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 プライオリティ「中」の残りの項目やプライオリティ「低」のアプリケーションについては、

確認項目に則った動作確認は行わず、ユーザーが通常の業務で利用する中で動作確認をします。 

 また、SaaS やパッケージ ソフトウェアなどの市販アプリケーションについては、各メーカ

ーに対応を問い合わせることにより、動作確認を省略することも考えられます。Microsoft が公

開している情報により、機能更新プログラムへの対応状況や導入実績を確認することも可能で

す。詳しくは、「5.3 市販アプリケーションの動作検証」をご参照ください。 
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4.4. 機能更新プログラムの展開 

アプリケーションの動作確認完了後、機能更新プログラムを組織に展開します。展開は段階的

に実施し、問題発生時には展開を一時停止します。 

 

4.4.1. 展開リング 

機能更新プログラムは、一度に組織全体に展開するのではなく、対象を徐々に拡大しながら段

階的に組織に展開します。これが「展開リング」です。展開リングにより、機能更新で問題が発

生した場合のリスク、あるいはアプリケーションの動作確認項目を絞り込みすぎたことによる見

逃しのリスクに備えます。また、ネットワーク帯域への対応も考慮します。 

展開リングは、更新プログラムを展開するデバイスのグループにより構成され、各ユーザーが

所有するデバイスを割り当てます。展開リングは一度だけ作成するものではなく、作成後でも展

開の対象と時期が適切になるように、IT 管理者が見直しを実施します。 

 

 

展開リングを作成する際、はじめに更新プログラムを「いつ」展開するのか、複数のグループ

を作成します。次にそれぞれのグループに対して「どのデバイス」かを割り当てます。展開リン

グは、更新プログラムの提供開始直後は少数のデバイスを対象にし、時間が経過するにつれて

徐々に対象デバイスが増加していくように定義します。 

IT 管理者は、次の検討項目に基づき展開リングを作成します。 

⚫ 展開スケジュール 

⚫ 使用するアプリケーションと機能の網羅性 

図 4.4.1-1 展開リングのイメージ 
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⚫ ユーザー属性 (技術スキル、役職) 

⚫ ネットワーク帯域 

例として、展開リングを 5 つに分ける場合には、検討結果をもとにして、それぞれの展開リ

ングにユーザーを割り当てます。 

 

表 4.4.1-1 展開リングとユーザーへの割り当て 

名称 展開リングの定義 ユーザーへの割り当て 

Ring 1 IT 部門による動作確認 IT 部門のメンバー全員 

アプリケーション担当者 

Ring 2 先行ユーザーによる動作確認 各アプリケーションの先行ユーザー 

技術スキルの高いユーザー 

アプリケーションの動作確認に協力的なユーザー 

Ring 3 一般ユーザーへの展開① ヘルプデスク担当者 

間接部門の一般利用者 

Ring 4 一般ユーザーへの展開② 直接部門の一般利用者 

Ring 5 一般ユーザーへの展開③ 直接部門の一般利用者 

遠隔拠点の一般利用者 

高役職者 

 上記の例で、Ring 2 の先行ユーザーには、なるべく一通りのビジネス シナリオをカバーでき

るように留意します。展開リングのできるだけ早期 (対象のデバイスが少数) のうちに問題を検

知して対処できるためです。 

 次に、IT 管理者はそれぞれの展開リングに対し、更新プログラムの展開時期を定義します。

Ring 1 は更新プログラムのリリース直後に、それに続く Ring 2 はアプリケーションの動作確

認の完了後というように、展開を開始する時期を割り当てます。展開リングと対象ユーザー、展

開時期が決定したら、インフラ担当者にリングの設定を依頼します。 

 インフラ担当者は、IT 管理者が決定した展開リングに基づき、展開ソリューションに展開リ

ングの設定をします。それぞれの展開リングには、対象ユーザーが所有するデバイスを割り当て

ます。その際、ネットワークの構成や帯域を考慮に入れ、最適な展開リングとなるよう IT 管理

者と調整します。 

Windows Update for Business (WUfB) や Windows Server Update Services (WSUS)、

System Center Configuration Manager (SCCM) を用いて展開リングを作成できます。具体的な

展開リングの設定手順については、「5.2 展開リングの設定」をご参照ください。 
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機構更新の際に、アプリケーション動作確認などの問題の報告がなければ、展開リングによる

更新プログラムの展開を継続します。問題が発生した場合には、展開を一時停止するなどの措置

を実施します。(「4.4.2 問題発生時の対応」) 

 

  

図 4.4.1-2 展開リングとデバイスへの割り当て 
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4.4.2. 問題発生時の対応 

機能更新で問題が発生した場合の対応ついて、あらかじめ定義しておくことが重要です。場合

によっては、問題発生を想定した訓練を定期的に実施するとよいでしょう。 

一例として、次のような問題が発生した場合には、IT 管理者に展開の停止を依頼します。 

⚫ アプリケーションの修正に時間を要する場合に、アプリケーション担当者が依頼 

⚫ リングによる展開に遅延が発生した場合に、インフラ担当者が依頼 

 IT 管理者はインフラ担当者に対し、機能更新の展開の一時停止を指示します。次に各依頼元

に対して、問題への対策実施を依頼します。 

 たとえばアプリケーション改修のための展開停止の場合、IT 管理者はアプリケーションの改

修を開発者に依頼します。開発者は問題発生個所のみを迅速に修正し、修正済みのアプリケーシ

ョンを IT 管理者に引き渡します。IT 管理者はインフラ担当者に対し、修正されたアプリケー

ションの再配布を依頼します。アプリケーションの動作に問題がないことが確認されたら、機能

更新の展開再開を依頼します。 

 

 

 Windows 10 の標準機能により以前のバージョンに戻すことも可能ですが、これには多大な労

力が必要であるため、アプリケーションの改修と再配布による対応を推奨します。問題を早期に

図 4.4.2-1 アプリケーション改修後の動作確認 
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発見するためにも、一通りのビジネス シナリオをカバーできるように適切な先行ユーザーを選

定しておくことが重要です。 

IT 管理者は、当該アプリケーションの動作確認を再開し、問題が発生しなければ機能更新の

展開範囲を順次拡大します。 

 

4.4.3. 改修済みアプリケーションの再配布 

インフラ担当者は、改修されたアプリケーションを素早く再配布します。アプリケーションを

各ユーザーに配布する際に、Microsoft Intune や System Center Configuration Manager 

(SCCM) などのソリューションを用いると、作業を定型化し簡略化することが可能です。 

 

 

図 4.4.3-1 改修済みアプリケーションの再配布 
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Note: フィードバック Hub と診断データ 

組織はアプリケーションの改修はできますが、Microsoft が開発している Windows を改

修することはできません。しかしながら、組織も Microsoft へフィードバックを送ること

で、Windows をより使い易くするための改修に貢献できます。 

これには Windows 10 にプリインストールされている「フィードバック Hub」を使用

し、IT 管理者や組織のユーザーが Windows 10 を使用して、気づいた点や問題が発生した

際の情報を送信します。 

Microsoft はフィードバックの内容を積極的に取り入れています。将来リリースされる 

Windows で反映される可能性があります。また、Microsoft では、Windows の診断データ

を収集しています。診断データをもとに Windows 10 の問題発見と修正を行い、製品とサー

ビスの向上に役立てているため、診断データを Microsoft へ送信する設定を維持してくださ

い。 
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Note: 継続的デリバリーと DevOps 

新規にアプリケーションを開発する際は、問題が発生しにくいような設計をする事はもち

ろん、問題が発生したとしても迅速に改修ができ、さらに改修後に素早く配布できることを

考慮する必要があります。 

このためには、配布が容易な Web アプリケーション化や ユニバーサル Windows プラッ

トフォーム (UWP) アプリ化することを検討します。そして、問題が発生しにくいよう Web 

標準に準拠し、レスポンシブな UI 設計をします。 

ビジネス影響度が大きいアプリケーションは、テストの自動化を視野に入れて開発しま

す。 

DevOps の実現には、従来のアプリケーション開発、インフラストラクチャ設計と分離す

るのでは無く、一貫した開発プロセスを実現し、ビルド システムやリリース システムを自

動化する Continuous Integration (CI) / Continuous Deployment (CD)  / Continuous 

Monitoring (CM)の環境が必要になります。 

このような環境は、Microsoft が提供している Microsoft Azure (Azure) や Azure 

DevOps  などのクラウド サービスを活用することで、個々の環境準備をする事なく手軽に

実現できます。 

最終的には、開発と運用の壁を取り払った DevOps の仕組みを取り入れ、アプリケーショ

ン監視から、問題発生の迅速な確認、開発へのフィードバック、改修・テスト・配布までを

迅速に行えるようにします。 

➔ DevOps テクノロジの概要 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/overview/devops/ 

 

 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/overview/devops/
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4.5. 機能更新の振り返り 

機能更新プログラムの展開完了後、次回の機能更新に備えて、振り返りを実施します。アプリ

ケーションのプライオリティ、作業の体制、動作確認の項目、展開リング等、それぞれの実施項

目についてのレビューを実施し、必要であれば修正をします。 

 

4.5.1. 機能更新の実施結果レビューと改善 

今回実施した機能更新の経験を踏まえて、機能更新の作業全般についてのレビューを実施しま

す。必要であれば修正を行い、さらなる効率化と適正化を図ります。 

⚫ 機能更新の体制やスケジュール 

⚫ アプリケーションのプライオリティ 

⚫ アプリケーション動作確認の項目 

⚫ 展開リングと問題発生時の対応 

例えば、アプリケーション動作確認の項目であれば、問題の発生しなかった項目を次回以降の

確認項目から省略することで、動作検証を効率化することができます。 

展開リングについても、問題の発生状況やネットワーク帯域の状況を検証して、より適正な設

定に調整し直します。 

 

表 4.5.1-1 機能更新プログラムの展開における問題と対応策の例 

問題 対応策 

アプリケーションの動作確認に

時間を要したため、想定した期

間以上掛かる 

・展開リング毎に更新プログラムを展開する期間を長く設定す

る 

展開リングに割り当てるデバイ

スが多すぎるため、ネットワー

ク遅延が発生 

・展開リングを増やして 1 つのリングに割り当てるデバイス数

を減らす 

・Windows の設定を用いてネットワーク帯域に考慮した設定を

行う 

アプリケーションの動作確認を

実施すべきデバイスに対し、動

作確認のタイミングで更新プロ

グラムが展開されなかった 

・展開リングの設定を見直し、デバイスへの配信タイミングを

適正なものに修正する 
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このように、今回の機能更新で想定通りに実施できた部分は踏襲し、想定通りに実施できなか

った部分は改善して、次回の機能更新全体の運用方法を見直します。これを繰り返すことによ

り、組織におけるシステム運用の効率化や強靭化を図ることができます。 
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5. WaaS 対応の検討事項 

本章では、組織が Windows as a Service (WaaS) に対応したアプリケーションの運用をする

際に、検討すべきことやツールの利用方法について説明します。 

5.1. Windows 10 Enterprise/Education エディションのサポート ポリシー 

Windows 10 Enterprise/Education エディションのサポート ポリシーは、Pro 等の他のエデ

ィションとは異なります。具体的に以下の点が異なりますのでご注意ください。(2018 年 9 月 

6 日現在) 

⚫ Windows 10 Enterprise/Education のサポート期間中の機能更新プログラム (バージョ

ン 1607、1703、1709、1803) は、サポート期間がそれぞれのリリース日から 30 か

月となります。 

⚫ Windows 10 Enterprise/Education の 9 月をリリース月とする今後の機能更新プログ

ラム (バージョン 1809 以降) については、サポート期間がそれぞれのリリース日から 

30 か月となります。 

⚫ Windows 10 Enterprise/Education の 3 月をリリース月とする今後の機能更新プログ

ラム (バージョン 1903 以降) については、引き続きサポート期間をそれぞれのリリー

ス日から 18 か月とします。 

 

表 5.1-1 Windows 10 のサポート ポリシー (2018 年 9 月適用) 

 

➔ モダンデスクトップへの移行を支援

https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-

modern-desktop/ 

 

サポート期間を 30 か月ととらえた場合、更新期間を要件によって変化させることも可能で

す。ただし、例えば更新サイクルを 2 年 (24 か月) とした場合は 6 か月で展開を完了させな

エディション 3 月リリース 
9 月リリース、 

1607、1703、1709、1803 

Enterprise 

18 か月サポート 

30 か月サポート 
Education 

Pro 
18 か月サポート 

Home 

https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-modern-desktop/
https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-modern-desktop/
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ければならず、従来型プロセスのように全件テストを行うと更新が間に合わなくなる可能性があ

ります。また、移行先となるバージョンがリリース直後であるため、市販アプリケーションの対

応が完了していない等、準備が十分に整っていないことも考えられます。 

 

 

これに対し、更新サイクルを 1 年 (12 か月) とした場合は、移行期間を 18 か月確保するこ

とができます。Windows 10 Enterprise/Education エディションを選択する場合であっても、

更新サイクルは最長でも 1 年とすることが現実的です。 

図 5.1-1 更新サイクルが 2 年の場合の移行猶予期間 
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 なお、Semi-Annual Channel (SAC) の更新サイクルの推奨期間は、サポート期間を問わず最

新バージョンに更新し続けるタイミングとなり、現在は半年毎となります。 

 

5.2. 展開リングの設定 

ここでは、Windows Update for Business より更新プログラムを展開する場合の展開リング

の設定方法を説明します。[contoso.com] ドメインを持つ組織で 4 つの展開リングを設定する

ために、4 つのセキュリティ グループを作成し、それぞれに対してグループ ポリシーを適用す

る手順です。 

尚、WSUS および SCCM クライアントに対して以降の手順を実施すると、デュアル スキャ

ン機能 (更新プログラムを Windows Update と WSUS/SCCM の両方から取得) が有効にな

り、インターネット上の Windows Update から更新プログラムをダウンロードするようになり

ます。WSUS/SCCM のみから更新プログラムをダウンロードしたい場合には、以降の設定は行

わないようにします。 

 

  

図 5.1-2 更新サイクルが 1 年の場合の移行猶予期間 
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画面イメージ 操作手順 

 

1. [サーバー マネージャー] を起動します。 

 

2. [ツール] > [Active Directory ユーザーとコンピュ

ーター] をクリックします。 

 

3. [contoso.com] を右クリックし、[新規作成] > [グ

ループ] の順にクリックします。 

 

4. グループ名に任意の名前を入力し、[OK] をクリッ

クします。ここでは、例として 

[Ring1_SecurityGroup] と入力します。 
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5. 「手順 3」から「手順 4」をリング 4 まで繰り返

します。繰り返し後、左図の画面でセキュリティ 

グループが作成されていることを確認します。 

 

6. [Computers] から任意のコンピューター名を右ク

リックし、[グループに追加] をクリックします。

ここでは、例として [IT-Computer01] を右クリッ

クします。 

 

7. [選択するオブジェクト名を入力してください] 

に、「手順 4」で作成したセキュリティ グループ名

を入力し、[名前の確認] をクリックします。 

8. セキュリティ グループ名に、下線が表示されるの

で、[OK] をクリックします。 

 

9. [OK] をクリックします。 

10. 「手順 7」から「手順 9」を設定したリングにコン

ピューターをすべて割り当てるまで繰り返します。 

11. [Active Directory ユーザーとコンピューター] を閉

じます。 

 

12. [サーバー マネージャー] から [ツール] > [グルー

プポリシーの管理] をクリックします。 
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13. [contoso.com] を右クリックし、[このドメインに 

GPO を作成し、このコンテナにリンクする] をク

リックします。 

 

14. [名前] に任意の名前を入力し、[OK] をクリックし

ます。ここでは、例として「Ring1_GPO」と入力し

ます。 

 

15. 「手順 14」から「手順 15」をリング 4 まで繰り

返します。 

16. 繰り返し後は、左図のような画面になります。 

 

17. [Ring1_GPO] > [Authenticated User] を選択し、

[削除] をクリックします。 

 

18. [OK] をクリックします。 

 

19. [OK] をクリックします。 
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20. [Ring1_GPO] > [追加] をクリックします。 

 

21. [選択するオブジェクト名を入力してください] 

に、[Ring1_SecurityGroup] と入力し、[名前の確

認] をクリックします。 

22. [Ring1_SecurityGroup] に下線が引かれた状態で 

[OK] をクリックします。 

 

23. 「手順 18」から「手順 23」をリング 4 まで繰り

返します。繰り返し後は、左図の画面になります。 

 

24. [Ring1_GPO] を右クリックし、[編集] をクリック

します。 

 

25. [コンピューターの構成] > [ポリシー] > [管理用テ

ンプレート] > [Windows コンポーネント] > 

[Windows Update] > [Windows Update for 

Business] をクリックします。 

26. [プレビュー ビルドや機能更新プログラムをいつ受

信するかを選択してください] 
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27. [有効] をクリックし、各設定項目に対して任意の

値を設定し、[OK] をクリックします。ここでは、

例として機能更新プログラムの提供直後に展開され

るよう以下の設定を行います。 

 

[受信する更新プログラムの Windows 準備レベル

を選択してください]：半期チャネル (対象指定) 

プレビュー ビルドまたは機能更新プログラムがリ

リースされた後、受信を延期する日数：0 

プレビュー ビルドまたは機能更新プログラム一時

停止の開始日：(空値) 

 

28. [品質更新プログラムをいつ受信するかを選択して

ください] をクリックします。 

 

29. [有効] をクリックし、各設定項目に対して任意の

値を設定し、[OK] をクリックします。ここでは、

例として品質更新プログラムの提供直後に展開され

るよう以下の設定を行います。 

 

[品質更新プログラムがリリースされた後、受信を

延期する日数]：0 

品質更新プログラムの一時停止を開始しています：

(空値) 

 

30. 「手順 24」から「手順 29」をリング 4 まで繰り

返します。 
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ここまでの手順を実施することで、グループ ポリシーによる Windows Update for Business 

の展開リングの設定を行うことができます。グループ ポリシー以外による展開リングの設定方

法については、次の Microsoft の公開情報をご確認ください。 

 

➔ Microsoft Intune を用いたリングの設定方法 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-wufb-intune 

➔ WSUS を用いたリングの設定方法 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-

updates-wsus 

➔ SCCM を用いたリングの設定方法 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-

updates-configuration-manager 

 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-wufb-intune
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wsus
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wsus
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-updates-configuration-manager
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/update/waas-manage-updates-configuration-manager
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5.3. 市販アプリケーションの動作検証 

市販アプリケーションや市販コンポーネント (ライブラリやドライバー) については、動作確

認で問題が発生した場合でも、組織内での対応が困難であることが一般的です。基本的には、製

造元や販売元に Windows 10 の機能更新への対応状況を確認する必要があります。 

製造元や販売元に直接確認する以外にも、市販のアプリケーションやドライバーの対応状況を

確認可能なクラウド サービスが Microsoft から提供されています。 

これらの情報から、IT 部門は Windows や Office クライアントをアップデートする準備が

整っているかどうかを、適切な情報に基づいて判断できます。 

 

5.3.1. Ready for Windows 

「Ready for Windows」は特定バージョンの Windows 10 でサポートされている、または実

際に使用されているアプリケーションが確認できるサービスです。 

➔ Ready for Windows 

https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/ready-for-windows 

 

Ready for Windows で市販アプリケーションの対応状況を確認するには、サイトにアクセス

して対象アプリケーションの名称を検索ボックスに入力し、検索を実行します。検索結果とし

て、特定バージョンの Windows 10 におけるアプリケーションの対応状況が表示されます。 

file:///C:/Users/stakash/Desktop/%09https:/developer.microsoft.com/ja-jp/windows/ready-for-windows
file:///C:/Users/stakash/Desktop/%09https:/developer.microsoft.com/ja-jp/windows/ready-for-windows


Windows 10 Semi-Annual Channel アプリケーション運用ガイド 

45 

 

 

ここで「Windows 10 でサポートされています。」と表示されるアプリケーションは、ソフト

ウェア ベンダーにより対応が確認されたものです。 

 対応が確認されていない場合でも、アプリケーションの導入状況が表示されます。導入状況

は、マイクロソフトとデータを共有する業務用デバイスからの情報に基づいています。導入状況

は次のカテゴリに分類されています。 

 

表 5.3.1-1 導入状況のカテゴリ 

カテゴリ 導入状況 

データ不足 対象のアプリケーションの情報を共有する業務用 Windows 10 デ

バイスの数が少ないために、マイクロソフトがその普及状況を判

断できない 

普及 対象のアプリケーションが 10,000 台以上の業務用 Windows 10 

デバイスにインストールされている 

広く普及 対象のアプリケーションが 100,000 台以上の業務用 Windows 

10 デバイスにインストールされている 

ソフトウェア プロバイダーに 

問い合わせ 

完全に互換でない可能性があるため、ソフトウェア プロバイダー

への問い合わせを推奨 

 

図 5.3.1-1 Ready for Windows 
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例えば、カテゴリが「普及」「広く普及」であれば十分に利用実績があり、アプリケーション

は対応済みであるとみなすことができます。 

 

5.3.2. Upgrade Readiness 

「Upgrade Readiness」は Windows Analytics サービスの一つであり、組織が保有するアプ

リケーションをリスト化し、対応状況を確認することができます。 

 

 

 Upgrade Readiness の設定方法や使用方法の詳細については、次の URL をご参照くださ

い。また、後日ホワイトペーパーが公開される予定です。 

➔ Windows Analytics in the Azure portal 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/update/windows-

analytics-azure-portal 

➔ Get started with Upgrade Readiness 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/upgrade-

readiness-get-started 

図 5.3.2-1 Upgrade Readiness による利用アプリケーションのリスト 
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➔ Upgrade Readiness deployment script 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/upgrade-

readiness-deployment-script 

➔ Use Upgrade Readiness to manage Windows upgrades 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/use-upgrade-

readiness-to-manage-windows-upgrades 

 なお、Windows Analytics は機能が拡張され、新たに Desktop Analytics として提供される

見込みです。 

➔ モダンデスクトップへの移行を支援 

https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-

modern-desktop 

 

Desktop Analytics には以下の機能が含まれる予定です。 

⚫ 組織内で実行されているアプリの一覧表を作成すること 

⚫ Windows 10 と Office 365 ProPlus の最新の機能更新プログラムと既存アプリケーシ

ョンの互換性を評価すること 

⚫ 最小限のデバイスですべてのアプリケーションとドライバーをカバーするパイロット 

グループを構成すること 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/use-upgrade-readiness-to-manage-windows-upgrades
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/use-upgrade-readiness-to-manage-windows-upgrades
https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-modern-desktop
https://blogs.windows.com/japan/2018/09/07/helping-customers-shift-to-a-modern-desktop
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5.4. フィードバック Hub 

「フィードバック Hub」は、Windows 10 にプリインストールされ、Windows 10 ユーザー

であれば誰でも使えるアプリケーションです。 

Windows 10 を使用している際に発生した問題の報告や、Windows 10 にあると便利だと感じ

る機能の提案を、Microsoft に対して直接フィードバックできます。あるいは、他のユーザーか

らの問題の報告や機能の提案に対して賛成票を投じることにより、複数ユーザーからのフィード

バックを一つに集約することが可能です。 

Windows 開発チームは、フィードバック Hub からの投稿を参考に、新機能の実装や不具合

対応を実施しています。 

 

 

Windows 10 の [スタート] から [フィードバック Hub] アプリを起動し、初めに Microsoft 

アカウントまたは Azure AD アカウントでサインインします。次に、[問題の報告]、[機能の提

案]、[翻訳の修正] から選択し、フィードバック内容を入力して [送信] します。送信時に入力

できる情報は文章だけでなく、必要に応じて問題発生時の画面ショットを含めることも可能で

す。 

フィードバック Hub の具体的な使用方法については、次の URL をご確認ください。 

➔ フィードバック Hub アプリを使って Microsoft にフィードバックを送信する 

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4021566/windows-10-send-feedback-to-

microsoft-with-feedback-hub-app 

  

図 5.4-1 フィードバック Hub 

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4021566/windows-10-send-feedback-to-microsoft-with-feedback-hub-app
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4021566/windows-10-send-feedback-to-microsoft-with-feedback-hub-app
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5.5. アプリケーション テスト自動化ツールの利用方法 

アプリケーション テストを自動化するツールとして、「Windows Application Driver」、

「WinAppDriver UI Recorder Tool」、「Microsoft Test Manager」について説明します。 

5.5.1. Windows Application Driver 

 「Windows Application Driver」は、Windows アプリケーションの UI テストを自動化する

サービスです。ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) や Win32 等、Windows デ

スクトップ アプリケーションの UI テストを自動化することができます。 

 

システム要件 

 Windows Application Driver によるテストを実施するには、次のものが必要になります。 

⚫ Windows 10 がインストールされた PC 

⚫ テスト プログラムの実行環境 (Visual Studio を利用可能) 

インストールとサービスの実行 

 Windows Application Driver のインストーラーを GitHub よりダウンロードし、テストを実

施する PC 上で実行します。 

➔ Windows Application Driver のダウンロード リンク (GitHub) 

https://github.com/Microsoft/WinAppDriver/releases 

 インストール フォルダー (例えば、C:\Program Files (x86)\Windows Application Driver) に

ある「WinAppDriver.exe」を実行します。 

図 5.5.1-1 Windows Application Driver の動作イメージ 
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テスト プログラム作成 

 ここでは、Visual Studio 2017 を用いて電卓アプリのテストをする例を説明します。 

 Visual Studio 2017 を起動し、単体テスト プロジェクトを作成します。 

 

 

メニューより [プロジェクト] > [NuGet パッケージの管理...] を選択し、NuGet パッケージ 

マネージャーを開きます。NuGet パッケージ マネージャーの [参照] タブを選択し、検索ボッ

クスに「Appum.WebDriver」と入力し検索を実行します。 

 

図 5.5.1-2 テスト プロジェクト作成 

図 5.5.1-3 NuGet パッケージ マネージャー 
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テストの実装と実行 

 テスト プロジェクトの UnitTest1 クラスに、次の変数定義を記述します。 

private const string WindowsApplicationDriverUrl = "http://127.0.0.1:4723"; 

private const string CalculatorAppId = "Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App"; 
 

protected static WindowsDriver<WindowsElement> session; 

  

同じく UnitTest1 クラスに、次のメソッドを記述します。電卓アプリを起動する処理です。 

[ClassInitialize] 

public static void Initialize(TestContext context) 

{ 

    if (session == null) 
    { 
        DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities(); 
        capabilities.SetCapability("app", CalculatorAppId); 
        capabilities.SetCapability("deviceName", "WindowsPC"); 
        session = new WindowsDriver<WindowsElement>(new Uri(WindowsApplicationDriverUrl), 

capabilities); 
        Assert.IsNotNull(session); 
 

        session.Manage().Timeouts().ImplicitlyWait(TimeSpan.FromSeconds(1.5)); 

    } 

} 

  

同じく UnitTest1 クラスに、次のメソッドを記述します。電卓アプリを終了する処理です。 

[ClassCleanup] 

public static void Cleanup() 

{ 

    if (session != null) 

    { 

        session.Quit(); 

        session = null; 

    } 

} 
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同じく UnitTest1 クラスに、次のメソッドを記述します。電卓アプリの計算結果を取得する

処理です。計算結果は「表示は num です」という形式で保持されているため、文字列置換をし

て計算結果を取り出します。 

private string GetCalculatorResultText() 

{ 

    // "表示は num です" 

    var result = session.FindElementByAccessibilityId("CalculatorResults").Text; 

    return result.Replace("表示は ", string.Empty).Replace(" です", string.Empty); 

} 
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最後に実施したテストを作成します。電卓アプリのテストの場合、入力された計算式に対し、

期待される計算結果が生成されることを確認します。例えば、[1]、[+]、[7]、[=] と順にボタン

をクリックされた場合、計算結果が [8] であれば正しく動作したと判断できます。 

 UnitTest1 クラスに、次のメソッドを記述します。ボタンを順にクリックし、結果を確認する

テストの実装です。 

[TestMethod] 

public void TestMethod1() 

{ 

    session.FindElementByAccessibilityId("num1Button").Click(); 
    session.FindElementByAccessibilityId("plusButton").Click(); 
    session.FindElementByAccessibilityId("num7Button").Click(); 
    session.FindElementByAccessibilityId("equalButton").Click(); 

    Assert.AreEqual("8", GetCalculatorResultText()); 

} 

 

 テスト エクスプローラーよりテストを実行します。電卓アプリが起動し、自動的にボタンが

クリックされ、計算結果が期待値と照合されます。 

 

 

 このように、Windows Application Driver を利用すると、UI を伴うテストを自動化すること

ができます。UI 要素を、座標ではなくコントロールの識別子等により指定するため、UI のレイ

アウトが変更された場合でも、テストの再作成を避けることができます。 

図 5.5.1-4 テストの実行 



Windows 10 Semi-Annual Channel アプリケーション運用ガイド 

54 

 

 

 

5.5.2. WinAppDriver UI Recorder Tool 

「WinAppDriver UI Recorder Tool」は、Windows Application Driver の一部として 

Microsoft がオープン ソースで提供するツールです。Windows Application Driver による UI 

テストの作成を支援します。 

Windows Application Driver による UI テストでは、操作する対象の UI 要素をコード上で

指定する必要があります。UI 要素を調査するツールとしては「Inspect.exe」がありますが、

WinAppDriver UI Recorder Tool はより簡単に利用でき、Windows Application Driver によるテ

スト作成を簡略化することができます。 

WinAppDriver UI Recorder Tool を使用するには、GitHub よりバイナリ イメージをダウンロ

ードするか、ソース コードをダウンロードしてビルドします。 

➔ UI Recorder のダウンロード リンク (GitHub) 

https://github.com/Microsoft/WinAppDriver/tree/master/Tools/UIRecorder 

WinAppDriver UI Recorder Tool を起動し、[Record] ボタンをクリックします。対象アプリ

ケーションの UI 操作を実施すると、ユーザーの操作を記録し、Windows Application Driver 

のテストに利用できる XML コードと C# コードを生成します。生成したコードをクリップ ボ

ードにコピーする機能もあるため、簡単にテスト プロジェクトに活用できます。 
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図 5.5.2-1 WinAppDriver UI Recorder Tool 
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5.5.3. Microsoft Test Manager 

「Microsoft Test Manager」は Microsoft から提供されているテストを効率化するためのツ

ールです。Microsoft Test Manager は、テスト ケースやテスト結果データを保存するためのサ

ーバーと、テストのデータを収集するための各クライアントから構成されます。Microsoft Test 

Manager ではテストを効率化するための以下のことが行えます。 

⚫ テスト ケース一覧の管理 

⚫ 構成パターンの管理 

⚫ テスト中のログ保存 

⚫ バグ報告との連動 

⚫ テスト結果やバグの集計 

Microsoft Test Manager の使用するための判断基準や使用方法については、次の情報をご確

認ください 

➔ VSTS/TFS Test Manager による手動テスト（打鍵テスト）の効率化 

https://blogs.msdn.microsoft.com/nakama/2018/06/20/testmanager/ 
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5.6. よく寄せられる質問 (FAQ) 

Q. Semi-Annual Channel (SAC) のメリットは何ですか？ 

A. SAC は Windows 10 の新機能を利用することができます。特にセキュリティ関連の新機能は

新たな攻撃に対する防御策として有効です。短期でのバージョンアップが繰り返されることによ

り、目に見えて機能が改善されていきます。また、最新のハードウェアにもいち早く対応しま

す。 

重ねて、短期的にバージョンアップを行うことで徐々に変化していくモデルであるため、適切

な更新プロセスが適用できればバージョンアップの費用と工数を劇的に下げることが可能です。

これは、Windows 10 より前はプロジェクトによるバージョンアップ工数とテスト費用が膨大に

掛かったアップグレードの負担を、Windows 10 間のバージョンアップは通常の業務の一環とす

るプロセスへと変化させることができるためです。 

 

Q. Long Term Servicing Channel (LTSC) の位置づけについて教えてください。 

A. LTSC は、組織内のほとんどまたはすべての PC への展開は想定されていません。特定用途

のデバイスに対してのみ使用してください。  

一般的なガイドラインとして、Microsoft Office がインストールされている PC は汎用デバ

イスであり、通常はインフォメーション ワーカーが使用します。このため、一般の PC には

SAC の方が適しています。  

 

Q. VDI（Virtual Desktop Infrastructure）での SAC はどのように考えれば良いですか？ 

A. 仮想デスクトップ環境においても SAC の考え方は変わりません。接続元となるシンクライア

ント端末では組込型専用端末の OS に LTSC が使用されるケースがありますが、仮想 OS 側の

Windows 10 は SAC をご利用いただくのが推奨となります。 

 

Q. 1 年に 1 回のアップデートは可能でしょうか？ 

A. 可能ですがおすすめしません。マイクロソフトは年 2 回のアップデートを推奨しています。

これは、年 2 回のアップデートにより、継続的なセキュリティ向上と継続的なイノベーション

が約束されるためです。 
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6. WaaS 運用事例集 

本章では、各組織がどのように Windows 10 を運用しているかについてご紹介します。 

6.1. 結果に基づく確認項目の段階的な絞り込み 

事例のポイント: 

✓ 初回の機能更新では、全画面・全打鍵での動作検証を実施 

✓ 2 回目の機能更新では、初回に問題が出たところを中心に動作検証を実施 

✓ 3 回目の機能更新以降も同じことを継続 

 Windows 10 間の初回機能更新では、従来同様に一度は全画面・全打鍵での事前の動作検証を

実施します。2 回目以降の機能更新では、前回までの機能更新で問題が発生したところを中心に

動作検証を実施するものとし、事前検証を実施します。前回までに問題が発生しなかったところ

は、パイロット展開で動作検証を実施します。継続して回数を重ねることにより、工数が下がる

見込みです。 

 

 

  

図 6.1-1 検証結果に基づく確認項目の絞り込み 
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6.2. 標準機能へ移行し、動作確認の開始時期を早める 

事例のポイント: 

✓ 暗号化ソフトやセキュリティ ソフトを Windows 10 の標準機能に置き換え 

✓ アプリケーション互換性のトラブルが抑えられる 

✓ Windows 10 機能更新の検証の開始時期を早めることができる 

 暗号化ソフトやセキュリティ ソフトは OS 内部の深いところに依存するため、アプリケーシ

ョン互換性のトラブルが発生しやすくなります。このため、ウィルス対策とディスク暗号化につ

いては Windows Defender ウィルス対策と BitLocker に置き換えました。Windows 10 の標

準機能に置き換えることでトラブルの発生を抑えることができます。 

 

 

セキュリティ ソフトのサポート状況によっては、機能更新プログラム (FU) が提供されてか

らしばらくの後に対応するケースがあり、結果として FU の利用期間が短くなるケースもあり

ます。Windows 10 の標準機能に置き換えることで動作検証の開始時期を早めることができま

す。 

 

 

図 6.2-1 サードパーティ製のセキュリティソフトによる影響 
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今後も可能な限り Windows 10 の標準機能に置き換えていく方針です。 

 

  

図 6.2-2 Windows 標準機能構成によるメリット 
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6.3. 動作確認 / 改修の期間を最大化するために継続的な FU 適用を選択 

事例のポイント: 

✓ 当初は、検証回数を減らすため、FU の適用を 1 世代スキップすることを検討 

✓ 不具合への対処の時間を考慮し、順次適用する方針に変更 

FU の適用を 1 世代スキップするよう検討しましたが、不具合の発生時に改修に使える時間

が短くなってしまうため、全ての FU を提供される度に適用する方針に決定しました。トラフ

ィックの分散と、いざとなったら展開を止められるよう、FU の配信制御を目的に SCCM によ

るリング配信を活用します。 

今後は社外ユーザー向けにインターネット ベースの配布ポイントの導入に取り組みます。ま

た、毎回の検証実施により不具合が発生した場合に、展開をスキップする選択も可能となりまし

た。 

 

 
  

図 6.3-1 1 世代スキップ or 提供される度に適用 
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6.4. 動作確認の責任範囲を分散 

事例のポイント: 

✓ IT 管理者とアプリケーションの主幹の責任を分離した運用を実施 

✓ IT 管理者は FU の展開スケジュールと回線等インフラ面の整備が責任範囲 

✓ アプリケーション主幹は独自の判断で事前検証と改修を実施 

 IT 管理者 (IT 部門) がすべての作業に責任を持って実施するのではなく、IT 管理者とアプリ

ケーション主幹部門とで責任と作業を分担し、FU 展開の効率化を図ります。IT 管理者は展開

スケジュールとインフラ整備に責任を持ち、アプリケーション主幹部門はアプリケーションの互

換性に責任を持ちます。 

 IT 管理者とアプリケーション主幹はそれぞれの作業に責任を持って独自の判断で作業をしま

すが、お互いに連携もします。例えば、アプリケーション主幹部門は展開スケジュールに合わせ

て独自の判断で事前検証と改修を実施しますが、仮に改修が間に合わないと判断した場合には、

IT 管理者に FU 展開の延期を依頼します。 

 

表 6.4-1 IT 管理者と業務アプリケーション主幹の責任範囲 

担当者 責任範囲 

IT 管理者 更新プログラムの配信 

・FU の展開スケジュールとインフラ整備 

・展開スケジュールは SCCM でリング制御 

業務アプリケーション主幹 アプリケーションの検証 

・主幹部門ごとの独自判断で事前検証及び改修を実施 

・サービスパック適用を想定したテスト粒度 

・改修が間に合わない場合には、 IT 部門に適用延期を依頼 
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6.5. 各 FU に対して動作確認は基本実施しない 

事例のポイント: 

✓ 各 FU に対してシステム テストは基本的に実施しない (動作確認のみ) 

 それぞれのアプリケーション要素に対して、FU への対応方法を個別に判断し、システム テ

ストは必要ないという結論に達しました。基本的な動作確認のみを実施します。 

 HTML5 への対応や Windows Defender ウィルス対策の導入等は、別途検討をします。 

 

表 6.5-1 各アプリケーション要素に対する判断 

要素 判断と対応 備考 

基幹システム ・基幹系の業務システムはほぼほぼ Web 系なので FU での

影響は受けないはず。 

・何かあってもドキュメント モードもあるし大丈夫だろう。 

HTML5 対応は別途考え

る（Edge 対応） 

OA 系 ・Office を使った一般業務システムは Access が絡むものが

あるがこれも FU では影響を受けないだろう。 

・Office 自身の EOS はもちろん別口で考えるが WaaS 運用

とは分ける。 

 

ベンダー製品 ・競合の起き易いセキュリティ ソフトはそのうちベンダーで

対応されるから静観 

  

Intune 環境が整い次第 

Windows Defender  

ウィルス対策に統合する 

（現状は他社アンチ ウィ

ルス） 

開発環境 ・Visual Studio など開発環境の互換問題に関しては各部門で

対応する 

・FU で .NET Framework が変わる様な変更は無いため影響

無いだろう 

UWP のアプリケーショ

ンは別（影響があると考

えた上で動作確認が必要

だろう） 
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6.6. 動作確認の効率化 

事例のポイント: 

✓ テスト ケースの絞り込み 

✓ アップデートのリング配信 

✓ テストの更なる実施効率化 

 Microsoft 社の運用事例です。テスト対象アプリケーションとテスト ケースの絞り込み、リ

ング配信による段階的な OS 配布、集約テスト チームの運営やテストの自動化によるテストの

実施効率化を行うことにより、互換性維持の費用を年間約 7,000 万円程度にキープし続けてい

ます。 

 

表 6.6-1 テストの効率化 

効率化のポイント 効率化の内容 

テスト ケースの絞り込み テスト対象アプリの絞り込み 

・約 2,100 個の中から、約 300 個を Key Test Group として選出 

・選出の観点は次の 2 つ 

 業務の重要度: 約 150 個 

 技術的類似性や過去の互換性問題に基づく選出: 約 150 個 

見逃しリスクへの対応 段階的な OS 配布 

・社内ボランティア ユーザーが Insider Program に参加して業務で利用 

・見つかった障害に対しては R&D と連携し、必要に応じて OS 側を修正し

て互換性を向上させる 

テストの更なる効率化 集約テスト チームの運営 

・Key Test Group はグローバルで集約テスト チームが積極的にテストを実施 

テストの自動化 

・5 日間でテスト可能な状態をキープし続けている 

・自動化率は 50 ~ 80 % 程度 

 

➔ Part 5-d. Windows 10 導入時に考え方・やり方を変えるべきポイント – アプリ編④ 

https://blogs.msdn.microsoft.com/nakama/2016/08/18/win10waas-part5d/ 
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7. おわりに 

よりセキュアに、より便利に、継続的に機能を更新して進化し続ける Windows 10。 

WaaS に対応するために組織は「どうすべきか」。本書ではアプリケーションの動作確認を中

心に、Windows の機能更新のサイクルに合わせて「誰が」「いつ」「何をすべきか」を《プロセ

ス》として示し、具体的方法を説明してまいりました。 

従来の Windows のバージョン アップ時のアプリケーションの動作確認は、一過性でありな

がら長期に渡る、多大なコストをかけた《プロジェクト》でした。これに対し Windows 10 で

は、機能更新のサイクルに合わせて継続的に行う、一連の《プロセス》として対応するできるこ

とをご理解いただけたことでしょうか。 

組織は、この継続的な一連の《プロセス》のサイクルを重ねるたびに、より簡素にセキュリテ

ィと最新機能に追随できることを、その経験から知ることになるでしょう。結果として、数年毎

に散発的に発生していた《プロジェクト》の多大なコストを、継続的な一連の《プロセス》とし

て平準化できるだけでなく、将来的には大きく削減することが期待できます。 

本書が、Windows 10 を導入する組織の皆様の一助になりましたら幸甚です。 
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