
移行のポイントと展開手法について

Internet Explorer 11 への移行



IEのサポートポリシーの変更

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/

動作するOSのライフサイクルに準拠 各OSの最新版のIEのみ

IE7 IE8 IE9 IE10 IE11
OSサポート
終了期間

Windows Vista 2017年4月

Windows 7 2020年1月

W

8.1
2023年1月

Windows Vista SP2 IE9

Windows 7 SP1 IE11

Windows 8.1 Update IE11

Windows Server 2008 SP2 IE9

Windows Server 2008 R2 SP1 IE11

Windows Server 2012 IE10

Windows Server 2012 R2 IE11



長期的には、Web アプリケーションを

モダンな標準にアップグレードすることを

お勧めします

短期的には、既存 Web アプリヘの

後方互換性はコスト効率に優れた手段に

なり得ます

Internet Explorer 移行のガイダンス
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本日セッションの内容

検証に入る前に
互換機能を知る

現状を知る

適切な設定を行う

方針検討のポイント

互換性問題と差異
互換性問題

IE8 と IE11 との差異

IE11 の展開手法について

展開ツールについて

GPO による管理
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検証に入る前に



IE の移行でご相談をいただく場合によくある会話

御社の PC の標準機の構成は
どうなっていますでしょうか？

会社の標準機は Win7 + IE8 が展開されています。

では、御社の Web アプリケーションですが、
どの IE 向けに開発されていますでしょうか？

IE8 ですね。
(さっき、標準機が Win7 + IE8 って言ってるのに…)



検証に入る前の準備

事前準備なしで OS や IE のデフォルト設定のままで検証を開始すると…

事前に準備をした上で検証を開始すると…
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動作検証の実施

多くの
レイアウト崩れ
スクリプト
エラー

改修対象として
そのまま登録

互換機能を知る 現在の状態を知る 適切な設定

互換機能で
エラーを回避

最小限の
システム改修

動作検証の実施

莫大なシステム
改修

レイアウト崩れ
スクリプト
エラー

IE の差異を理解
業務への影響を判断
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方針検討のポイント



互換機能を知る

従来の IE の動作とは異なる Internet Explorer 11 の挙動について
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• 特にドキュメントモードの指定が無かった場合、IE11標準モードになる

• IE5 Quirks と HTML5 Quirks

• 旧バージョンの IE とは異なるモードになり、レイアウト崩れや

スクリプトエラーが発生

ドキュメントモードの追加と判定ロジックの変更

• サーバーへ送信するブラウザーの種類、バージョンを表す文字列の変更

• サーバー側で「 IE かどうか」を判定している場合、「 IE では無い」と

判定されるため動作が変わる

User-Agent の変更

互換機能を知る



IE11のドキュメントモード判定の違い

原因：ドキュメントモードの判定
IEはバージョンを重ねるごとにそのバージョンに対応したドキュメントモードを搭載

特に指定の無い場合、新しいバージョンのドキュメントモードを使用

IE11 と IE8 とで使用するドキュメントモードが異なる

事象：ドキュメントモードが異なる際に発生する事象
レイアウト崩れ

ボタンが押せない、画面が進まない

対応策：ドキュメントモードの指定
HTML META タグ

HTTP Response ヘッダー

互換表示設定

エンタープライズモード
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IE8 標準モード

IE7 標準モード

IE5 Quirks
モード

IE7 標準モード

IE5 Quirks 
モード

IE8 標準モード

IE9 標準モード

IE10標準モード

HTML5
Quirks モード

IE11標準モード

IE8

IE11

DTD 判定のみの定義で
遷移するモード

DTD 判定のみの定義で
遷移するモード

互換機能を知る



現状を知る

現行のIE設定確認
インターネットオプション

セキュリティオプション

セキュリティゾーン設定

詳細設定

互換表示設定

移行対象のアプリケーション
規模

認識したセキュリティゾーン

ドキュメントモード

パッケージ（アドイン含む）の使用有無
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IE8 互換表示設定

現状を知る



適切な設定

IE11 のインストール
インターネットオプションの一部は IE11 の既定値になるため、IE8 へ合わせる

グループポリシー

IEメンテナンスポリシーは、IE10 以降で廃止

別の方法を検討要

グループポリシー 管理用テンプレート

グループポリシー 基本設定

インターネット設定

ショートカット

レジストリ

ドキュメントモード
互換機能を利用し、ドキュメントモードを合わせる

12現状を知る



互換表示設定の利用

互換表示設定の利用
IE8で互換表示設定を利用している場合は、引き続きIE11でも互換表示設定を利用

エンタープライズモードとの併用も可能

IE8の互換表示設定と同等の動作

検討事項

既定ではプロキシを経由しない
サーバーは互換表示設定となるため、
意図せず利用しているケースがある

ドメイン指定は細かくできない

13適切な設定



その他の設定に関連する検討事項

ゾーンの検討
ローカルイントラネットの利用

ナチュラルメトリックが無効になる（IE8と同等）

既定で互換表示設定が有効になる

プロキシが設定されている環境でプロキシを経由しない場合ローカルイントラネットとなる

CSS Expression
信頼済みサイト、ローカルイントラネット ゾーンで有効

複数のゾーンに合致した場合
より具体的な条件に合致した方が優先

例1） 信頼済み= *.contoso.com / ローカル= www.contoso.com の場合、ローカル

例2） 信頼済み= *.contoso.com / プロキシを経由しない接続の場合、信頼済み

Windows 10 のIE (予定)
以下のいずれかのみでX-UA-Compatible が有効となる

ローカルイントラネット

互換表示設定

エンタープライズモード

パッケージ製品
パッケージ製品は開発元の意向に従う

14適切な設定



エンタープライズモードの利用

エンタープライズモードを利用すべきかどうか
エンタープライズモードの運用面の特徴を理解して判断

15

運
用
面
で
の
注
意
ポ
イ
ン
ト

社外などドメインの外のユーザーの利用が困難

エンタープライズモードの設定は、グループポリシーまたはレジス
トリ設定であるため、その管理外の利用者に使ってもらうのは困難

サイトリストは１つのみ

全社のWebアプリケーションを一つのサイトリストで管理できるかどうか

IE9以降のドキュメントモードを指定できない

METAタグ等で、IE9以降のドキュメントモードを指定しても、エン
タープライズモードがONでは無視されるため、
新しいWebアプリケーションで、IE11標準モード等を使用する場合
には、エンタープライズモードをOFFにする必要がある

適切な設定
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互換性問題



検証で発生した互換性問題と差異

互換性問題

• アドインが実行できない

• ナチュラルメトリックの仕様変更によるレイアウト崩れ

• フォントの種類の相違

• ハイパーリンクのリンク先URLのポップアップ

IE8とIE11との差異

• ユーザーインターフェースの相違

• コントロール部品のデザインの相違

• ファイルダウンロードの際のUIの相違
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アドインが実行できない

アドインの動作に関する問題
拡張保護モードにより、32-bit アドインが動作しない

IE11におけるメモリ保護関連のセキュリティ強化により、一部アドインが動作しない

対応方法
32-bit アドイン

エンタープライズモード

有効時に拡張保護モードがOFFになるため実行可能

セキュリティゾーン

ローカルイントラネット、信頼済みサイト いずれかに入っていれば実行可能

メモリ保護

互換機能では対応できない

アドインのバージョンアップが必要
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ナチュラルメトリックの仕様変更 １／２

非互換の概要
レイアウト崩れ

IE8 と IE11とで文字の大きさが異なり、文字の折り返し位置が変わったり、行数が増えたりする場合がある

テキストボックスの長さにも差異が発生する場合がある

原因
既定でナチュラルメトリック機能が有効になっていることによる

IE8にはナチュラルメトリック機能が無い

エンタープライズモードでは回避できない

対応方法

次スライドに記載
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IE11IE8



ナチュラルメトリックの仕様変更 ２／２

対応方法
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対応方法 設定箇所 設定内容

HTTPヘッダー
Web
サーバー

X-UA-TextLayoutMetrics: gdi

METAタグ HTML <meta http-equiv="X-UA-TextLayoutMetrics" content="gdi" />

セキュリティ
ゾーン

IE設定
ローカルイントラネット ゾーン
※信頼済みサイトに登録している場合は登録削除要



フォントの種類の相違

非互換の発生条件

互換性問題例

差異の例

対応方法
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IE11
IE8

IE11IE8

フォント指定なし
文字エンコードが

UTF

フォントを明示的に指定

＋ IE8とは異なる
フォントの選定→

UIフォント

英語フォント



リンク先URL のポップアップ

非互換の概要
ハイパーリンクのリンク先URLがブラウザーの左下にポップアップする

ステータスバーを表示している場合は、ステータスバーにリンク先URLが表示される

IE9からステータスバーを既定で非表示にした際に合わせて変更した動作

ポップアップの例

問題となる状況

リンク先URLを隠す目的でステータスバーを非表示にしていたWebアプリケーションで、URLが表示さ
れてしまう

対応方法

リンク先をJavaScriptに変更
22

ステータスバーが非表示の場
合にリンク先がポップアップ
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IE8 と IE11 との差異



ユーザーインターフェースの相違

タイトルバー、ステータスバーのデフォルト非表示化

タイトルバーの製品名からWindowsを削除
（クラッシックテーマ時のみ）
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IE8

IE11

メニューバーは
既定で非表示

ステータスバーは
既定で非表示

ステータスバーは
既定で表示

メニューバーは
既定で表示



コントロール部品のデザインの相違

非互換の概要
同じドキュメントモードでも、コントロール部品のデザインにIE8とIE11で差異がある

差異の例
コントロール部品のデザインが3Dからフラットに変更になったことによる

入力時に入力ボックスに“×”が表示される
（“×”は、入力した文字列を削除するためのボタン）

対応方法
この差異をIE8に戻す方法はありません
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IE8 IE11



コントロール部品のデザインの相違（続き）

差異の例（ドロップダウンリストボックス）

選択肢の表示方法

IE11では選択している項目の上のアイテムも表示

対応方法

この差異をIE8に戻す方法はありません
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IE11IE8



ファイルダウンロードの際のUIの相違

非互換の概要
IE9以降でダウンロード時に通知バーが表示されるようUIが変更された

ダウンロードUI

HTTPヘッダーによって、通知バーを表示するか、ダイヤログとなるかが決定される

ヘッダーに Content-Disposition: attachment が含まれる、または拡張子が登録されていない場合

通知バーが表示

ヘッダーが Content-Disposition: inline 、またはヘッダーなしの場合で拡張子が登録されている場合

ダイヤログが表示

対応方法

この差異をIE8に戻す方法はありません
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まとめ

互換機能を使用することでアプリケーションの改修規模を削減

検証時、業務に影響する問題なのか、無視できる差異なのかを意識し、
修正すべきかどうかを検討

28

互換機能を知る

現在の状態を知る

適切な設定

最小限の
システム改修

動作検証の実施

業務に影響する問題か
どうかを意識した検証

IEの後方互換機能
を最大限に活用

検証ツールの活用
により効率的な情報収集

互換機能で
エラーを回避

IE の差異を理解
業務への影響を判断
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Internet Explorer 11 の展開手法
について



IE11 の展開と管理手法の全体図

Windows 7 に IE11 を展開・管理する際の流れと関連項目

IE 11 のカスタム パッケージの作成 カスタム パッケージ展開 グループ ポリシーでの管理

IEAK の入手

カスタムパッケージの作成

ユーザーによる手動展開

ツールによる自動展開

Active Directory GPO

System Center

Configuration Manager

Windows Intune

3rd パーティ製 展開ソリューション

ファイルサーバーなど

初期設定
グループ ポリシー 基本設定

設定の強制
グループ ポリシー

互換表示設定

EMIE 設定

セキュリティ ゾーン 設定

Proxy 設定

ポリシー テンプレートの追加

Microsoft Update からの展開

Windows Update

WSUS

初期設定

従来のポリシーとの差異を検討

IE メンテナンスポリシー
の廃止と代替手段



Internet Explorer Administration Kit 11 (IEAK11)

Internet Explorer 11 カスタムパッケージ作成ツール
IE の構成情報をパッケージ化

企業内での設定配布

ISP によるカスタマイズ パッケージの提供

展開後の IE 設定変更

IE11 の初期設定

標準のインストーラー、Microsoft Update による展開

IEAK 11 のカスタム インストーラーによる展開

IE11 のダウンロード

カスタムパッケージの作成

IE11 の設定

IE11のダウンロード

あらかじめ初期設定込みのカスタムパッケージを作成することで、
各端末で必要となる初期設定作業を省くことが可能となり、展開工数の削減が可能に

また、展開後の IE 設定の再展開にも対応するため、環境の復旧も迅速に行える

手動 or 展開ツール GPO

参考 : Windows 8.1 への展開
IE11 は標準で

インストール済み
IE11 の初期設定

カスタムパッケージ

IE11 の設定

IE11 のインストール

IE11 の管理

GPO

GPOで対応できない設定は
IEAKのパッケージで適用

※ GPO で未対応の設定は後述



Internet Explorer カスタマイズ ウィザードの設定項目

カスタマイズ ウィザードで設定可能な項目
セットアップのカスタマイズ

内部インストール
接続マネージャー

ブラウザのユーザー インターフェイス

検索プロバイダー
重要な URL – ホームページとサポート

アクセラレータ

お気に入り、お気に入りバー、およびフィード
ブラウズのオプション

互換表示

接続のカスタマイズ
セキュリティ ゾーンおよびコンテンツの規則

プログラム

追加設定

自動バージョン同期
パッケージ化する IE11 のモジュールを常に最新の状態に保つ同期機能

Microsoft 
Webサイト 最新の IE11 をダウンロード

設定のカスタマイズ
カスタマイズされた
パッケージが作成



IE11 用グループ ポリシーテンプレートの追加

EMIE など IE11 で新規に追加されたグループポリシーの設定項目を Active Directory に追加
ドメイン コントローラーがWindows Server 2012 R2 (Update 適用済) や IE11 がインストール済みの
Windows Server 2008 R2 など IE11 が利用可能な環境あれば標準で利用可能

展開の手順
ポリシーテンプレートをダウンロードして、
ドメインコントローラーのグループポリシー セントラルストアにコピー

DC のバージョン 必要な作業

Windows Server 2012 R2 すでに IE11 の GPO が展開済み

Windows Server 2012 IE11 のグループポリシー テンプレート (ADMX / ADML) の導入が必要

Windows Server 2008 R2 IE11 のグループポリシー テンプレート (ADMX / ADML) の導入が必要

Windows Server 2008 IE11 のグループポリシー テンプレート (ADMX / ADML) の導入が必要

Windows Server 2003 (R2) IE11 のグループポリシー テンプレート (ADM) の導入が必要 ※ まもなくEOS のため非推奨



グループ ポリシーとグループ ポリシーの基本設定

IE11 のグループ ポリシーの設定には2つの項目が存在
グループ ポリシー

グループ ポリシー 基本設定

グループ ポリシーの設定 グループ ポリシーの基本設定

基本設定のテンプレートは IE10 / IE11 で
共通となるため、IE10 を指定する

参照 http://support.microsoft.com/kb/2898604



IE メンテナンスポリシーの廃止と対処方法

IE メンテナンスポリシーとは
IE9 まで提供されていたグループポリシーの設定項目

GPO : [ユーザーの構成] – [Windows の設定] – [Internet Explorer のメンテナンス] 

IE メンテナンスポリシーの廃止
Internet Explorer のメンテナンス (IEM) 設定は IE10 以降で無効化
以下の設定手法での展開を推奨

グループ ポリシーの基本設定

管理用テンプレート (.admx)

Internet Explorer 管理者キット 11 (IEAK 11)

既存の GPO 設定で IE メンテナンスポリシーを用いて定義されていた場合には、
上記設定手法への代替手段への切り替えを検討する必要がある

詳細方法
Internet Explorer 11 の Internet Explorer のメンテナンス設定が見当たらない

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338129.aspx

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338129.aspx
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IE メンテナンスポリシーの移行手段

カテゴリ IEM設定項目 代替ツールと手法

ブラウザーの
ユーザー インターフェイス

ブラウザー名 IEAK: [ブラウザーのユーザー インターフェイス] ページ →[タイトル バーをカスタマイズする] →[タイトル バーの文字列]

ブラウザーのツール バーの
カスタマイズ (背景およびボタン)

IEAK: [ブラウザーのユーザー インターフェイス] ページ → [追加]→ ” ツール バーの新しいタイトル、処理、
およびアイコンを入力し、ボタンを既定で表示するかどうかを指定

カスタム ロゴと
動画ビットマップ

廃止

接続

接続の設定
グループポリシーの基本設定: [接続] タブ
IEAK: [接続の設定]ページ → 現在の接続設定のインポート、接続の設定を変更

自動ブラウザー構成
グループポリシーの基本設定: [自動構成] タブ→URL を追加
IEAK: [自動構成] ページ → .ins ファイルの URL や自動プロキシ サイトの URL の指定

プロキシの設定
グループポリシーの基本設定: [接続] タブ → [LAN の設定] → 構成設定の自動検出を有効/無効、プロキシ サーバーを使用するかどうかを選択
IEAK: [プロキシの設定]ページ →  プロキシ サーバー 有効/無効、アドレスや例外の追加などを設定

ユーザー エージェント文字列 廃止

URL

お気に入りとリンク
IEAK: [お気に入り、お気に入りバー、およびフィード] → [お気に入り]/[お気に入りバー]/[RSS フィード] の各フォルダーへのカスタム URL 、新し
いフォルダーを作成・追加

重要な URL
グループポリシーの基本設定: [全般] タブ → カスタム [ホーム] ページを追加
IEAK: [重要な URL - ホーム ページとサポート] ページ → [ホーム] ページのカスタム URL と [サポート] ページのカスタム URL を追加

セキュリティ ゾーンおよび
コンテンツの規則

セキュリティ ゾーン
グループポリシーの基本設定: [セキュリティ] タブ → ゾーンに基づいてセキュリティ設定を更新
IEAK: [セキュリティとプライバシーの設定] ページ → [セキュリティ ゾーンとプライバシー] の設定を変更

コンテンツの規制 IEAK: [セキュリティとプライバシーの設定] ページ → [コンテンツの規制] の設定を変更

Authenticode の設定 廃止

プログラム プログラム
グループポリシーの基本設定: [プログラム] タブ → Internet Explorer 11 でのリンクを開く方法を選択
IEAK: [プログラム] ページ → プログラム設定をカスタマイズ/インポートを選択

その他

企業用の設定
IEAK: [追加の設定] ページ → [企業用の設定] →  組織でのインターネット一時ファイル、コード ダウンロード、メニュー項目、ツール バー ボタン
の処理方法をカスタマイズ

インターネットの設定
グループポリシーの基本設定: [詳細設定] タブ → インターネットに関連する設定を必要に応じて更新
IEAK: [追加の設定] ページ → [インターネットの設定] → [インターネット オプション] → 既定値をカスタマイズ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338129.aspx



Proxy サーバーの設定手法

IE メンテナンスポリシーの廃止により、IEAKなどでの設定を考慮する必要がある
グループ ポリシーの基本設定

Internet Explorer 管理者キット 11 (IEAK 11)

Proxy の自動設定

グループ ポリシーの基本設定からの設定

[ユーザーの構成] → [基本設定] → [インターネット設定] 

IE のバージョンごとの設定を追加することが可能

IE11 は IE10 のテンプレートを利用

Proxy 機能の強制
グループポリシーの利用：

[管理用テンプレート] → 
[プロキシの設定の変更を許可しない] を選択



IEAK からの Proxy 設定手法

「インターネットのプロパティ」の情報を定義
カスタマイズ ウィザードを実行中の PC の設定情報をインポート可能
グループポリシーで制御できない Proxy の設定はこの項目から設定する

参考情報 : Internet Explorer 11 におけるメンテナンス設定の削除について
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338129.aspx

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338129.aspx


Proxy の自動設定利用時の注意点

IE11 では File:// ベースのスクリプト指定が標準では利用不可
LANの設定で自動構成スクリプトを使用する際、fileプロトコルでローカルのpacファイルを指定した場
合に影響あり
EMIE 有効時でも動作に変更はない

レジストリ変更により File:// ベース指定に対応することが可能
以下のレガシースタイルを ON にするためのレジストリ設定を適用

Key: HKLM¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Internet Settings¥

Value: EnableLegacyAutoProxyFeatures

Type: REG_DWORD

Data: 1

参考 URL http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2013/10/11/10456140.aspx

現行の IE の設定で file:// ～ で自動構成スクリプトの
指定をしている場合には注意が必要



GPO からの互換表示設定

グループポリシーを使った IE11 の互換機能の設定と管理

作業内容 グループポリシー設定項目 ポリシー オブジェクトの設定

すべてのイントラネット ゾーンで
互換表示を有効にする

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
互換表示

[ローカル イントラネットで Internet Explorer 標準モードを有効にする] →[無効]

グループ ポリシーを使用して、
選んだ Web サイトで
互換表示を有効にする

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
互換表示

[Internet Explorer 7 サイトのポリシー一覧を使用] → [有効]
ユーザーは、GPOから明示的に追加したサイトは削除不可

グループ ポリシーを使用して、
選んだ Web サイトで
Quirks モードを有効にする

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
互換表示

[Quirks モード サイトのポリシー一覧を使用] →[有効]

Microsoft の互換性一覧の最新版が
ユーザーによって使用されるようにする

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
互換表示

[マイクロソフトからの更新された Web サイト一覧を含める]→[有効]

ユーザーがセキュリティ ゾーンの構成を
変更できないようにする

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
インターネット コントロール パネル

[[セキュリティ] ページの使用を許可しない] →[有効]

特定の Web サイトに適用される
セキュリティ ゾーン設定を制御する

管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
インターネット コントロール パネル¥[セキュリティ] ページ

[サイトとゾーンの割り当て一覧] →[有効]
Web サイトと適用できるセキュリティ ゾーンの一覧を入力

データ実行防止 (DEP) を無効にする
管理用テンプレート¥Windows コンポーネント¥Internet Explorer¥
セキュリティの機能

[データ実行防止を無効にする] → [有効]



エンタープライズ モード サイト リスト

Web サイトアクセス時に使用するドキュメントモードおよびエンタープライズモードの有効・
無効を
明示的に指定

ドメインおよび URL (フォルダ) 単位に、アクセス時に利用する以下のモードを指定することが可能

デフォルト モード

エンタープライズ モード

ドキュメント モード

リストは XML 形式でファイルに保存され、GPO でファイルのパスを指定することでクライアント側で
有効化

機能要件
以下のセキュリティ更新プログラムの適用で利用可能に

Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム (3003057)

https://technet.microsoft.com/library/security/ms14-065

http://support.microsoft.com/kb/3003057/

<rules version= "5" >

<emie>

<domain exclude= "false" >contoso.local

<path exclude= "true" >/pub/</path>

<path exclude= "false" >/new/</path>
</domain>

<domain exclude= "true" >10.1.1.1</domain>

<domain exclude= "false" >test.local</domain>

</emie>

<docMode>

<domain docMode= "9" >contoso.com</domain>

<domain docMode= "10" >www.microsoft.com

<path docMode= "8" >/bar/foo</path>
</domain>

</docMode>

</rules>

サイト リストの例

https://technet.microsoft.com/library/security/ms14-065
http://support.microsoft.com/kb/3003057/


GPO からの エンタープライズ サイト リストの展開

エンタープライズ モードは既定で無効となっているため、グループポリシーから設定の有効化
が必要

エンタープライズ モードの対象となるサイトの一覧を定義したサイトリストを指定することで有効化

サイトリストは Web サーバー (URL)もしくはローカル ディスク上に置くことが可能

コンピュータ―の構成
- 管理用テンプレート

- Windows コンポーネント
- Internet Explorer

- エンタープライズ モード IE の Web サイト 一覧を使用する

または以下のレジストリ値の編集による機能有効化も可能 (記載箇所は上から優先でチェックされる)

HKLM¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Internet Explorer¥Main¥EnterpriseMode (最優先)

HKCU¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Internet Explorer¥Main¥EnterpriseMode

HKCU¥Software¥Microsoft¥Internet Explorer¥Main¥EnterpriseMode

HKLM¥Software¥Microsoft¥Internet Explorer¥Main¥EnterpriseMode

XML サイト リストを有効化:  “SiteList” = “{ファイル パスまたは URL}”

・Policies 以下のレジストリ変更には管理者権限が必要
・標準ユーザー権限でレジストリを配布したい場合は、

HKCU¥Software¥Microsoft¥Internet Explorer¥Main¥EnterpriseMode を使用する

ユーザーの構成
- 管理用テンプレート

- Windows コンポーネント
- Internet Explorer

- エンタープライズ モード IE の Web サイト 一覧を使用する



サイトリストの作成と管理

Enterprise Mode Site List Manager

エンタープライズ モードの対象となるサイトリストを作成するための
支援ツール

Microsoft ダウンロードサイトから無償で入手可能

リスト作成時の留意ポイント
ドメインでした場合には、すべてのサブドメインが対象となる

microsoft.com を指定した場合、www.microsoft.com や
support.microsoft.com などがすべて対象に

*.microsoft.com , microsoft.com/*/ などのワイルドカード表記には
未対応

[注意事項] 作成したサイトリストの取扱い
IE はサイト一覧を最新の状態に保つため、自身の起動から
65 秒後にローカルのバージョン番号とサーバー上の XML リストの
バージョン番号を比較し、更新されていればリロードする

設定が即時適用されない点に注意が必要
リストは XML 形式で保存・共有し、パスを GPO で展開

テキストファイルの例
microsoft.com, bing.com, bing.com/images の
ようにカンマ区切りもしくは以下のようにリターン区切りで表記
microsoft.com
bing.com
bing.com/images

XML ファイルの例
<rules version="3">

<emie>
<domain>msdn.microsoft.com</domain>
<domain exclude="false">bing.com

<path exclude="true">images</path>
</domain>
<domain exclude="true">news.msn.com

<path exclude="false">pop-culture</path>
</domain>
<domain>timecard</domain>
<domain>tar</domain>

</emie>
</rules>

エンタープライズ モードの
対象にする

エンタープライズ モードの
対象外とする

http://www.microsoft.com/


GPO からのセキュリティ ゾーン設定

グループポリシーから設定を実施
[コンピューターの構成] → [管理用テンプレート] → [Windows コンポーネント]
→ [Internet Explorer] → [インターネット コントロール パネル] 
→ [セキュリティページ] → [サイトとゾーンの割り当て一覧]

割り当てたサイトの設定は強制されユーザー操作によるリストからの削除は不可

割り当て一覧の値の情報

1: ローカル イントラネット ゾーン
2: 信頼済みサイト ゾーン
3: インターネット ゾーン
4: 制限付きサイト

値の名前

設定を行うURLのドメインを指定
サブドメインを含む場合には *.domain名 のように
ワイルドカードでの指定が可能




