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第１章 大型 WindowsUpdate について 
 

Chapter1 「適用の是非・その他」を聞かれた時の回答の一例 

 

§1 パソコンをお仕事では使わない人向け（家庭利用の場合） 

 

今の時点でのマイクロソフト社のサポート方針・体制からすると、『大型アッ

プデートし続けないと Windows7 や 8.1 よりも先にセキュリティ更新プロ

グラムを配信されなくなってしまう・・・』ので、基本的には「是非」は抜

きにして「必須」です。ただ、大型アップデートを適用した時に、動かなく

なってしまうソフトが出るケースもあるので、アップデート完了後は、必ず

自分が良く使うもの・停止するとまずいもの（ソフト、プリンタ、FAX、外

付機器、内蔵増設機器、TV 機能、SNS、銀行サイト、株サイト、等々）を、

大事をとって「9 日以内」にチェックしてください。 

 

「10 日以内」なら不具合が出ても元に戻せる確率が高いですので。 

（失敗もありえますし、色々な理由から 100%カンペキに戻るとは断言でき

ませんが、ちゃんとモトに戻ることのほうが圧倒的に多いです。またいまま

でのケースだと古いパソコンでも 20～30 分くらいで戻りました。） 

 

メリットとしては、Windows10 の大型アップデートに関する「いわゆるま

とめサイト（後述）」に、ご自分が使いたい機能があれば、メリットがあると

判断できます。逆に何もなければ、「セキュリティ更新プログラムがもらい続

けられるというメリット」しかありません。 

 

今後、マイクロソフト社のサポート方針・体制が変わるかどうか？について

は、何とも言えませんが、良い方向にも悪い方向にも変わる可能性はあると

思いますので、注視が必要かもしれません。 

 

※一部のインテル CPU（旧型 Atom）のパソコンが大型アップデートで動か

くなくなりサポートもされないので買い替えを促されるようなことも出てい

るには出ています。インテル CPU でも Core i シリーズやセレロンの CPU

は恐らく今後も問題ないと思われます。想像でしかありませんが・・・ 

 

・「旧型 Atom は Windows 10 Creators Update の対象外」 

https://hardware.srad.jp/story/17/07/21/0628214/ 

 

§2 パソコンをお仕事で使う人向け（企業・店・個人事業等々の場合） 

（特に複数台数・複数人員で使っていたり LAN を組んでいる場合など） 

 

基本的には、前項と同じです。（あるいは安易に答えることはやめます。） 

ただ、もし「“古め”のソフトや増設機器があるのだけど、大型アップデートで

万が一動かなくなるとかなり困る」ということでしたら、必ず数千円の安い中

古マシン本体でもいいので「大型アップデート・事前チェック用」のマシンを

用意して（後述）ください。大型アップデートの度に、毎回、事前に「動かな

くなるソフトやハードが出るか出ないかのチェック」が必要です。 

そして現状、7 や 8.1 で特に問題が無いなら、絶対に安易に Windows10 に

してはいけません。十分にテストして「動かなくなるソフトやネットワーク関

前回はブラウザの 
「Edge」で、一部の特

定の銀行関連のサイト
が動かくなくなる（？だ
ったかな？電話サポー

ト談）というトラブルが
続いたそうです。 

でもそれって「メリット
と呼んでいいものかど
うか・・・ 

その場合、Core2Duo
という CPU の 
2.93GHz 以上なら問

題ないと思います。
32bit 版も 64bit 版も
どちらもインストール

できます。（詳細は後述） 

https://hardware.srad.jp/story/17/07/21/0628214/
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連の機能が何か？」をきちんと見極めてから、そして、必要に応じて代替ソ

フトを探すか作るかしてから、Windows10 にしてください。 

 

§3 テスト用マシンの 32bit と 64bit の切り替えについて 

Home から Pro への切り替えはできませんが、32bit から 64bit の切り替え

は Windows10 の 32bit や 64bit の DVD をダウンロードして再インスト

ールすれば切り替えできます。 

いったん、32bit で認証されていれば、64bit の DVD で入れなおせます。 

 

32bit 版、64bit 版、両方の DVD をダウンロードすれば、1 台のテストマ

シンに両方の Win10 を同時に入れることも可能かもしれません。 

 

・DVD ダウンロード（ISO ファイル：3GB ほど）のツールの入手 

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 

の、したのほう、「ツールを今すぐダウンロード」を押します。 

 

Chapter2 Windows10 のサポート期間について 

「2025 年までサポート」されるとよく言われていますが、永久サポートとい

う話もあります。 

 

どちらかは明確にはわからないのですが、今現在確実なのは、大型アップデー

トごとにサポート期間が決まっていて、アップデートし続けなければ、Win7

や 8.1 よりも早く「セキュリティ更新プログラムの配信が停止される」という

ことです。（7 は 2020 年、8.1 は 2023 年。） 

 

・Windows 10、「サポート終了がない」は本当か？ 

http://earlybird2480.net/hp_open/pc_soft_intro/windows10/win10_

renewal/index.html 

 

これのモト記事は、「Nikkei IT PRO（日経新聞系のサイト）」の会員制ページ

です。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/072600315/080900008/?P=4 

これをコピペしたものがこの Web ページです。 

 

下図がわかりやすいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
http://earlybird2480.net/hp_open/pc_soft_intro/windows10/win10_renewal/index.html
http://earlybird2480.net/hp_open/pc_soft_intro/windows10/win10_renewal/index.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/072600315/080900008/?P=4
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基本的に、大型アップデートごとに、おおむね 18 か月ずつのサポート期間が

あり、それが半年ずつにズレこんでいきます。そして、サポート期間が終わる

と、その大型アップデートとしてはセキュリティ更新プログラムが配信停止と

なります。 

 

すでに 1511 は配信停止となり、1607（アニバーサリーアップデート）も来

年の 3 月ごろにセキュリティ更新プログラムが配信停止予定です。 

・「Windows 10 Version 1511 に対するセキュリティ更新プログラムの提

供終了 」 

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4035050/windows-10-ve

rsion-1511-will-no-longer-receive-security-updates 

 

モト記事の中では、「Windows 営業部の太田卓也テクノロジースペシャリスト、

Windows コマーシャルグループの石田圭志エグゼクティブプロダクトマネー

ジャーと藤原正三エグゼクティブプロダクトマネージャーの 3人が取材に応じ

た。」とありますので、そういうレベルでのお話です。 

 

ただ、マイクロソフトの電話サポートのお兄さんに聞いてみましたら、「こんな

話は知らない。現場まで伝わってきていない。」ということでした。 

現場まで伝わってきていないだけなら良いと思うのですが、ただ、これまでも

サポート方針は変えられてきたので、今後も変わる可能性はあると思います。

良いほうに変わるといいですね。でもそれは分かりませんので、常に意識はし

ておくほうが良いと思います。 

 

もし日経の記事が本当なら、2025 年でサポートが完全に停止するのは、企業

専用の OS の「Win10 EP LTSB 版」という大型 Update されないバージョ

ンだけのようです。それ以外は、大型アップデートさえし続ければ永久サポー

トされるとのことです。 

 

なお、（大型アップデートとは無関係ですが）2015 年の夏ごろに「Windows

７や 8.1 などから勝手に 10 にされてしまったパソコン」に関しては、多くの

メーカーサポートは基本的にどこのメーカーさんも、「サポートしない」という

方針のようです。 

「私たち自身は 10 への勝手な更新はまったく推奨しておらず、マイクロソフ

トさんが勝手にやってしまったことなので、保証しようがないし、明確な回答

もしできません。なので、勝手に 10 になってしまったパソコンは７か 8.1 に

戻してからならサポートできます。」という傾向のようです。 

 

 

Chapter3 メリット 

セキュリティ更新プログラムが得られるほかには、いわゆる「まとめサイト」

に自分が使いたい機能があれば、メリットがある、ということになります。 

 

例えば 1709（Fall Creators Update）なら、ランサムウェア対策が付くよう

です。そのほかの機能については以下のサイトを参考にしてください。 

「Windows10 1703新機能 まとめ」などでGoogle検索してみてください。 

 

・1703 用の新機能のまとめサイト 

https://matome.naver.jp/odai/2148976997113081501?&page=1 

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4035050/windows-10-version-1511-will-no-longer-receive-security-updates
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4035050/windows-10-version-1511-will-no-longer-receive-security-updates
https://matome.naver.jp/odai/2148976997113081501?&page=1
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・1709 用の新機能のまとめサイト 

https://matome.naver.jp/odai/2150410240918573101 

 

・Windows 10 の Windows Update はメジャーアップデートごとに進化し

ている 

http://ascii.jp/elem/000/001/526/1526842/ 

 

・フォルダを指定して、そのフォルダへのアクセスを制限する機能 ▼「コント

ロールされたフォルダーアクセス」機能が追加される 

https://matome.naver.jp/odai/2150410240918573101?&page=5 

 

・ランサムウェア対策が「Windows 10 Fall Creators Update」に追加！ さ

っそくトライ 

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1068908.html 

 

・「Windows 10 Enterprise と Windows 10 Education のみ六か月延長」 

https://security.srad.jp/story/17/11/17/1950254/ 

 

Chapter4 デメリット（特に企業利用＝お仕事利用として） 

家庭利用の場合は、さほどデメリットは無いのではないかと思います。（強いて

言うと 7 や 8.1 から勝手に Win10 なってしまったパソコンで、もしかして何

かあるかもしれませんが・・・） 

 

企業利用でのパソコンでは経費の関係で「新しいソフトが買えない」「古いソフ

トを使わざるをえず、動かくなる心配が多い」などのこともあるので、デメリ

ットがちょっと増えてくると思います。 

（現状の一番のデメリットは、最低 18 か月後ごとのソフトとハードの事前検

証作業です。検証作業にかかる時間と金額のコストが、これまででも 7 や 8.1

のころのすでに２倍はかかっていると思いますし、今後も 18 か月ごとに増え

ていくと思われます。） 

 

・対応できないハードウェアが出てくる可能性がある（現在、一部の CPU で

動かず。インテル製 CPU でも動かず。インテルの Core シリーズは問題ない確

率が高い。） 

 

・対応していない CPU が出てくる 

Windows 10 の年 2 回アップデートで脱落していく旧世代 PC たち 

http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1707/21/news103.html 

 

・メーカーが Win7 や 8 系などからの大型アップデートパソコンをサポート対

象外とした。Win10 アップ用のドライバは作らない。デバイスドライバなどの

サポートを受けたかったら元の状態へ戻す」よう、ご案内 

https://www.pct.co.jp/cccolumn_20170509 

 

・使えなくなる OS の機能が出てくる。ペイントなど。（ワンタッチボタンなど

の機種特有のハードウェア的機能なども含む）：Windows 10 Fall Creators 

Update、「ペイント」の行方よりも、あの「電卓」を返して！ 

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011_2.html 

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011.html 

https://matome.naver.jp/odai/2150410240918573101
http://ascii.jp/elem/000/001/526/1526842/
https://matome.naver.jp/odai/2150410240918573101?&page=5
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1068908.html
https://security.srad.jp/story/17/11/17/1950254/
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1707/21/news103.html
https://www.pct.co.jp/cccolumn_20170509
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011_2.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011.html
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・使えなくなるソフトが出てくる。（特にフリーウェアやシェアウェアで注意。） 

 

・再インストールを余儀なくされるソフトが出てくる（特にシェアウェアで注

意。プロダクトキーを無くすと使えなくなる） 

 

・バックアップツールが使えなくなる（システムイメージの作成） 

http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4062?site_domain=default 

「システムイメージの作成」が非推奨（将来削除の可能性）に！ 

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011_2.html 

 

・その他他トラブルが出る 

 

トラブル情報 

https://freesoft.tvbok.com/win10/problems/trouble_shoot_list_fall_cr

eators_update.html 

 

Windows 10 Fall Creators Update で削除・非推奨となる機能 - 阿久津良

和の Windows Weekly Report  

https://news.mynavi.jp/article/20170731-windows10report/ 

 

http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4062?site_domain=default
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/01/news011_2.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/problems/trouble_shoot_list_fall_creators_update.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/problems/trouble_shoot_list_fall_creators_update.html
https://news.mynavi.jp/article/20170731-windows10report/
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第２章 自分のパソコンのバージョンやビルドの調べ方 
 

Chapter1 バージョンやエディション、ビット数を調べる 

 

コントロールパネルを開いて・・・、 

「カテゴリ」→「システムとセキュリティ」→「システム」 

で開くか、 

「大きなアイコン、小さなアイコン」→「システム」 

で開きます。 

 

デスクトップに「PC」アイコンが在れば、右クリックでプロパティでも OK で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter2 現在どの大型アップデートが適用されているか（ビルド）のチェ

ック 

 

Windows キーを押しながら R キーを押します。（ファイルを指定して実行のダ

イアログが開きます。） 

「winver」と入力して Enter します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図の場合、「1607（アニバーサリーアップデート）のまま、ということになり

ます。1607 のままだと来年の 3 月ごろにサポートが切れて、セキュリティ更新

プログラムが配信されなくなる予定です。 

 

このままだとまずいので、強制的に大型アップデートを適用する必要があります。 

★参考 

「OS バージョン」→W
indows10、８、７など 
 

「エディション」→Pro
とか Home とか 
 

「ビット数」→32bit
か 64bit のいずれか 
 

「ビルド」→1703 や
1709 などの 4 桁の数
字。本来はこれがバージ

ョンで、そう言ったりも
します。 

1607→アニバーサリ
ーアップデート（3 月に

サポート終了予定。セキ
ュリティ更新プログラ
ムも配信停止予定。） 

 
1703→クリエイター
ズアップデート（今年の

9 月までの予定） 
 
1709→Fall クリエイ

ターズアップデート（来
年の 3 月まで予定） 

「ビルド番号」は本当は

「14393.1593」のほ
うなのですが、なぜか、
1607 などの 4 桁の数

字を「ビルド」と言った
りすることも多いです。 
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第３章 テスト用のマシンが無いので、事前に不具合情報を

得たい場合 
 

企業ユーザーさんでない限り、大型アップデートをするのにいちいちテストマシンを用意し

て事前テストなんてできないと思いますので、そういう場合は、一応、不具合情報が出てい

ないかをチェックします。 

 

Google で「大型アップデート 不具合」とか「1709 不具合」などの検索語句で調べると

良いと思います。 

 

Chapter1 WindowsUpdate の不具合で必ずチェックしておくサイト 

 

・「過去の「月例別」Windows Update 不具合対処方法まとめページ」 

https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/monthly_troubles_li

st.html 

 

上記のサイトは、メンテナンスや大型アップデートに関しては本当に有用です

ので、興味のある方は是非のぞいてみてください。 

 

・「ぼくんちの TV 別館」 

https://freesoft.tvbok.com/ 

 

 

 

そのほかの、Google 検索などで出てきた Web ページ 

 

・「Windows 10 Fall Creators Update に「更新アシスタント」で手動アッ

プデートする方法＆不具合報告＆「ISO」ファイルのダウンロード方法」 

https://enjoypclife.net/2017/10/18/windows-10-fall-creators-upd

ate-assistant-iso-file-download/ 

 

・「【Windows10 Fall Creators Update】変更点とアップデート後の不具合

を防ぐ方法」 

http://togeonet.co.jp/post-8000 

 

 

 

https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/monthly_troubles_list.html
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/monthly_troubles_list.html
https://freesoft.tvbok.com/
https://enjoypclife.net/2017/10/18/windows-10-fall-creators-update-assistant-iso-file-download/
https://enjoypclife.net/2017/10/18/windows-10-fall-creators-update-assistant-iso-file-download/
http://togeonet.co.jp/post-8000


自分だけ大型アップデートがなぜかできていない場合 ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 周囲の人は最新のビルド番
号になっているのに、自分だけなっていない場合の解釈について     
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第４章 自分だけ大型アップデートがなぜかできていない

場合 
 

Chapter1 周囲の人は最新のビルド番号になっているのに、自分だけなって

いない場合の解釈について 

 

これはなんとも判断が難しいのですが、大型アップデートは（多分マイクロソ

フト側で）動作確認だか何か？内蔵の機器レベルで「オーケー」が取れた機種

から自動的に適用されていきます。 

なので、もしかしたら、ですが、自分だけ大型アップデートが適用されていな

いという場合、「適用が推奨されなかった・オーケーが出なかった」ということ

があるかもしれません（無いかもしれないですが） 

 

あるいは、「プライバシー設定の確認（下図）」などがたまたま、なされていな

いとアップデートが始まらないのでそういうこともあるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにしましても、強制的にアップデートしなければいずれセキュリティ更

新プログラムは配信されなくなりますので、強制アップデートを試みます。 

 

ただし、大事なデータが消えたり、パソコンが起動しなくなってしまうといけ

ないので、大事なデータをすべてバックアップしておきます。 

そのあとに、強制的にアップデートをします。 

 

Chapter2 「Win7や 8.1 に戻す」、という選択肢 

あと、もし、もともとの OS が Win7 や 8.1 で、たまたま「勝手に Windows10

になってしまっていた」という場合に、「特別、Windows10 の機能に便利さ

を感じていない」ということでしたら、「Win7 や 8.1 に戻して使う」という手

もあります。そのほうが面倒なアップデートもないし、セキュリティ更新プロ

グラムもずっと配信されるし、メーカーサポートも復活するので面倒が無くて

いいことづくめです。 

 

ただし、リカバリデータ用の領域が生きているか、リカバリディスクが作って

ないと戻せないので、無ければ、メーカーサポートに連絡して有料で戻しても

らう、ということになります（数千円から 1.5 万円くらい）。もちろんこの場合

も大事なデータのバックアップは必ずとっておきます。 

 

尚、「もうお友達もみんな 10 だし、今更７や 8.1 に戻りたくない。10 がいい。」

ということでしたらメーカーサポートは原則としてはあきらめます。 



大型アップデートを遅らせる方法（様子見したい） ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 「Pro 版」の場合     

 

 

10 

 

第５章 大型アップデートを遅らせる方法（様子見したい） 
「メリットもわからないし、事前の動作チェックもできないし、適用後にいきなり OS 自体

に不具合があって長期間解消されないのも困る・・・まずは様子を見たい・・・」 

 

そんなときには、大型アップデートを少し遅らせることができます。少し遅らせておいて、

不具合・事故報告が出なくなって安定してきてから、自分で強制的に適用する、という方法

を取ることもできます。 

 

Chapter1 「Pro 版」の場合 

 

・大塚商会の説明サイト→「大型アップデート 延期」で Google 検索。 

・「Windows 10」のメジャーアップデートを延期する手順について 

https://www.japan-secure.com/entry/how_to_defer_major_updates_i

n_windows_10.html 

 

Chapter2 「Home」の場合 

Home エディションは正規画面からは延期できないそうです。 

ただ、以下のサイトによると裏技的にやれる方法もあるようです。 

自己責任でいいのでしたら選択肢のひとつとなりえると思います。 

Home だけでなく、Pro でも使える方法です。 

 

・「Windows 10 Creators Update/Fall Creators Update を拒否する方法(更

新と追記)」（wushowhide.diagcab を使う方法） 

http://solomon-review.net/windows10-avoid-big-update/ 

 

・「Windows 10 のメジャーアップデート強制適用を一時回避する方法」 

https://mo.kerosoft.com/0232 

 

・Windows 10 の大型アップデートが自動実行されるところの観察メモ 

(RS1→RS2) 

https://freesoft.tvbok.com/win10/install/rs1-rs2_major_update_mem

o.html 

 

Chapter3 一時的にセキュリティ更新プログラムをあきらめて

WindowsUpdate 自体を止める・手動にする、など。 

 

「大型アップデートが安定するまでの数か月の我慢」、かつ、「メール本文のリ

ンクを安易に押さない」「２ちゃんねるなどの危ないサイトには絶対に近寄らな

い」「セキュリティソフトは有料のものを使っている」などの基本ができている

方なら、セキュリティソフトに少し頼って、「月例 WindowsUpdate の適用そ

のものを止める」という手もあります。ランサムウェアのようなことがあっても、

マイクロソフトの「特別・世界的セキュリティプログラム配信」もありますので。 

 

・Windows10 の自動更新や自動メンテナンスの無効化ができるフリーソフト

「Windows10 設定変更ツール」 

https://freesoft.tvbok.com/win10/tips_and_tools/winupdatesettings.

html  

http://togeonet.co.jp/post-7032#HomeWindows10_Update （手動） 

あるいは、「不具合報告
が少なくなるまで＝安

定するまで」待ちた
い・・・、とか。 

難しいと感じたら、パソ

コンに詳しい人にやっ
てもらってください。パ
ソコンに詳しい人には

特に難しくない作業で
す。 

「特別・世界的セキュリ
ティプログラム配信」の
継続についてはマイク

ロソフトさんの電話サ
ポート談です。 

https://www.japan-secure.com/entry/how_to_defer_major_updates_in_windows_10.html
https://www.japan-secure.com/entry/how_to_defer_major_updates_in_windows_10.html
http://solomon-review.net/windows10-avoid-big-update/
https://mo.kerosoft.com/0232
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/rs1-rs2_major_update_memo.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/rs1-rs2_major_update_memo.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/tips_and_tools/winupdatesettings.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/tips_and_tools/winupdatesettings.html
http://togeonet.co.jp/post-7032#HomeWindows10_Update


大型アップデートを適用する前の準備 ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 大事なデータのバックアップ     
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第６章 大型アップデートを適用する前の準備 
 

停電などで大型アップデートに失敗したときは、Windows10 自体が起動しなくなってし

まうこともあるかもしれないので、念のために、各種データのバックアップをとっておきま

す。（基本的には、普通の大型アップデートの失敗でパソコンが起動しなくなることは滅多

には無いと思います。なのでバックアップはしなくても、ほとんどの場合は OK です。が、

停電やブレーカー落ちによって電源が異常で落ちるほうが心配です。この場合は PC が起動

しなくなる場合もありますので。それが心配ならバックアップをしておきます。もちろん、

常にバックアップをしているのなら、必要ありません。） 

 

Chapter1 大事なデータのバックアップ 

メールデータやアドレス帳 

写真等の画像データ 

動画のデータ 

iTunes 関連の各種データ（曲やアプリ）や設定 

アンドロイド携帯関連のデータ 

お気に入り 

日本語変換機能のユーザー辞書 

デスクトップやマイドキュメントのデータ 

その他の無くなっては困るデータ 

SNS（LINE、Facebook、ツイッター、インスタグラム）などのユーザーID

とパスワード 

その他、ショッピングサイトなど、各種ユーザーID とパスワード 

ソフトウェアのプロダクトキーやユーザーID とパスワード 

 

などなど。 

 

※常時とってある方は必要ありません。 

 

Chapter2 必要に応じて、HDD 丸ごとのバックアップ 

大型アップデートの失敗、あるいは、もとに戻す作業の失敗もありえるので、

必要に応じて、HDD 丸ごとのバックアップをします。 

 

「EaseUsTodoBackup」や「AOMEI Backupper」などを使うと良いようで

す。 

 

EaseUsTodoBackup 関連の Web ページ 

https://freesoft.tvbok.com/freesoft/install/setup_easeus_todo_backup.html 

https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_clone/how_to_clone_easeus_todo_backup.html 

https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_clone/winpe_compatibility_mode.html 

 

GPT ディスクのパソコン（2012 年ごろ以降：主として Windows8 以降の

64 ビット OS 搭載の PC）のパソコンは、「AOMEI Backupper」のほうが失

敗が少ないとの情報もありますので、自己責任で色々と試してみてください。 

 

参考 Web ページ：MBR と GPT の違い、BIOS と UEFI の違い 

http://yoro462.com/pc/MBR-GPT.html 

https://freesoft.tvbok.com/freesoft/install/setup_easeus_todo_backup.html
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_clone/how_to_clone_easeus_todo_backup.html
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_clone/winpe_compatibility_mode.html
http://yoro462.com/pc/MBR-GPT.html


事前テスト用のマシンや HDD の入手について ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ ソフトウェアだけをテストしたい
場合     
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第７章 事前テスト用のマシンや HDD の入手について 
 

Chapter1 ソフトウェアだけをテストしたい場合 

ソフトウェアだけをテストしたい場合は、テストマシンが現行のマシンと違うマ

シンでも構わないことが多いです。ここではそのようなマシンの入手について書

きます。 

【安価なテスト用マシンの入手先】 

・中古パソコンサイト（Core2Duo の Win10 で数千円で販売されています） 

https://www.junkworld.jp/Page/GOODSLIST-193 

http://www.uricom-net.com/Windows10_start.php 

 

基本的に、Windows10 は CPU が「デュアルコア」で、「32bit にも 64bit に

も対応した CPU」であれば、Core2Duo などの古い CPU のパソコンでも大丈

夫です。（「シングルコア」の CPU は絶対にダメです。） 

ただし、以下の状態かどうかを必ずメール等々で販売先に質問してから買います。 

 

§1 【● Pro 版を使いたい方の場合】  

・Win7「Pro」のシールが必ず貼ってある（再インストール時にプロダクト

キーが自動取得されないトラブルが稀にあるため、そのときに Win7 のキーが

必要になることがあるから。） 

 

・CPU が Core2Duo の 2.93GHｚ以上。（32bit、64bit、両方いけるので。）

セレロン不可。セレロン互換（相当？）の廉価版 CPU や Atom も不可。

64bitOS が動かないもの不可。 

 

・メモリ：64bit 版の Windows10 も試したいなら 4GB 以上必要です。メ

モリが 4GB 載るパソコンかどうかを必ず聞きます。なお、絶対に 32bit 版し

かインストールないなら 2GB で OK です。 

 

・BIOSメニューに「Intel Speed Step Technology の設定が存在する機種。 

DELL や NEC など。 富士通の Core2 Duo マシンはその時代のものは、そ

れが設定できないことが多いのでやめておいたほうが無難です。（Core2 

Duo 時代の富士通のマシンは、「Intel Speed Step Technology」の設定自

体が「消されている」機種が多いみたいです。） 

 

§2 【● Home 版を使いたい方の場合】 

・Win7「Home」のシールが必ず貼ってある（再インストール時にプロダク

トキーが自動取得されないトラブルが稀にあるため、そのときに Win7 のキ

ーが必要になることがあるから。） 

あとは Pro 版の場合と同じです。 

 

Chapter2 ハードウェアもテストしたい場合（テスト用マシンではなくて、

自分のマシンでテストしたい！！という場合） 

 

ハードウェアをテストしたい場合は、「どうしても今の自分のマシンでのテス

トが必要！機種が異なるテストは意味が無い！」という状況になることもある

と思います。 

 

Win8.1 のパソコンは、
最初「GPT ディスク＋
UEFI 起動」であっても、

BIOS 画面にて、「MBR
ディスク＋BIOS 起動
（XPはこれでしか動き

ません）」での使用に切
り替えることができま
す。 

 
最初からWin10のパソ
コンはそれができない

ものがあるかもしれま
せん。 
 

今そのようなパソコン
があるかどうかわかり
ませんが、もし無ければ

いずれ出てくると思い
ます。 
 

そういったパソコンで
はWinXPが入れられな
いため、「XP＋Win10」

等々のデュアルブート
ができません。 
 

なので、XP とデュアル
ブートのテストをした
い場合は、XP が起動で

きる古めのマシンが最
適です（XP 用のドライ
バがメーカーホームペ

ージでも用意されてい
ますし。新しいマシンだ
と XP のドライバも無

いので動かない可能性
が高いです。） 

特に現行マシンそのも
のでテストしたくなる

と思います。 

https://www.junkworld.jp/Page/GOODSLIST-193
http://www.uricom-net.com/Windows10_start.php


事前テスト用のマシンや HDD の入手について ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ ハードウェアもテストしたい場合
（テスト用マシンではなくて、自分のマシンでテストしたい！！という場合）     
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その場合は、別の HDD を用意して、「自マシン用の Windows10 テスト用

HDD」を作り、そこに現行マシンのビルドと同じビルドの Windows10 を

インストールします。そして、大型アップデートをかけます。 

 

あるいは、一番最後の章を参考に、最新の ISO ファイルをダウンロードして

DVD を作り、最新の Win10 をクリーンインストールして動作検証します。 

 

ソフトウェアよりもハードウェアが止まってしまうことが心配な場合は、こ

の方法でも良いかもしれません。 

 

ただし、大きな注意が必要です。 

 

理由は、最近の HDD は「GPT ディスク」という形式なのですが、HDD を

入れ変えると、「モトの HDD が認識しない」などのトラブルに見舞われるこ

とがあるそうだからです。（僕はまだそういう状況になったことがありませ

ん） 

 

なので、安易には「HDD 入れ替えでのテスト」はせず、事前にリカバリ USB

を作ってデータもバックアップし、「外しても大丈夫か？HDD 丸ごとバック

アップができるか？」だけでなく、「復元に失敗しないか？」まで、その他色々

を、確実とチェックする必要があります。 

 

GPT ディスクのバックアップ等々でパソコンが起動できなくなるかもしれな

い件は、以下のサイトをご参考に事前チェックしてみてください。 

 

・「GPT ディスクをクローンすると PC を起動できなくなる(一度取り外した

だけでも起動できなくなる)」 

https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_from_cl

one.html 

 

なお、HDD 丸ごとのバックアップをするには上記サイトの他のページで紹介

されている「EaseUsTodoBackup」や「AOMEI Backupper Standard」

などがいいようです。 

 

・「AOMEI Backupper Standard（窓の杜）」 

https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/ 

こちらは VirusTotal でのチェックは一応は OK でしたが自己責任で…。 

「EaseUsTodoBackup」は中国のソフトなので、そういった意味で心配な

方は、できるだけパソコン内にはインストールせずに、「緊急 Boot ディスク

を作ってから」それでバックアップ＋リストアをします。 

 

あと、HDD の交換は、デスクトップなら簡単ですが、ノートだと少し難しい

です。ノートパソコンなどの HDD の交換方法が分からない場合は、こちらも

ご参考に。（パソコン分解サイトなど） 

http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/menu.html 

http://hotpcb.sakura.ne.jp/index_lp.html 

http://hotpcb.sakura.ne.jp/pc_m/ 

https://matome.naver.jp/odai/2145222007842578301 

←これが「面倒くさ

い！」とか、「難しくて
できない！」という場合
は、できそうな人にお願

いしてください。 
 
もしくは、もし7か 8.1

に戻せる確証があれば
あきらめて、テストせず
に（重要データや HDD

丸ごとだけ）バックアッ
プだけをして、動かなく
なってもいいと心を決

めて、大型アップデート
をしてしまいます。 
 

で、もし実際に起動しな
くなったら 7 か 8.1 に
戻します。 

 
なお、ここで言う「確証」
とは、「工場出荷状態の

復元のディスクイメー
ジがあって、それの復元
手前まで確実に行ける」

という意味です。（リカ
バリ領域からか、もしく
は、リカバリ DVD から

のいずれかで） 
 
それが何らかの理由で

できない場合は、パソコ
ンに詳しい人に別HDD
で事前テストしてもら

うほうが無難です。（あ
くまでもハードウェア
の動作が心配な場合、だ

けですが・・・） 
 
また、前回の大型アップ

デートが成功したから
と言って、今後も成功し
続ける保証もないので、

その意味でも、事前のチ
ェックはやっておいた
ほうが無難です。 

 

https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_from_clone.html
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_from_clone.html
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/menu.html
http://hotpcb.sakura.ne.jp/index_lp.html
http://hotpcb.sakura.ne.jp/pc_m/
https://matome.naver.jp/odai/2145222007842578301


大型アップデートの自動適用を待たずに強制適用する方法（主にテスト用パソコンなどで） ～ エラー! 指定したスタイルは使われていま
せん。 ～ 強制アップデートの方法     
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第８章 大型アップデートの自動適用を待たずに強制適用

する方法（主にテスト用パソコンなどで） 
 

これは例えば、「テスト用パソコン」に対して行います。 

テスト用パソコンになら、WindowsUpdate の随時の自動適用を待たずとも大丈夫です。

強制的に大型アップデートを適用しても何の心配もいりません。安心して「動かなくなるソ

フトやハードが無いかのチェック」ができます。 

 

そのほか、「何故か自分のパソコンだけ、いつまで経っても大型アップデートが適用されな

い」という場合にも、このような形で強制アップデートができます。ただその場合は、本来

なら、事前にテストマシンで同じ環境を作ってテストしてからのほうが無難ではありま

す・・・。そのような時間がなかったら、強制的にアップデートして、ダメなら戻します。

ただし、「自分だけ自動的に大型アップデートされない」ということは、内蔵機器の動作チ

ェックがマイクロソフト側でクリアされていない可能性があるため、アップデート完了直後

にデスクトップ画面に行けない可能性もありますので、必ず、重要データやシステム丸ごと

をバックアップしてから行います。 

 

あと、「プライバシー設定の確認（前述）」が済むと、「あとはもう適用を待つだけ…」とい

う状況になるので、その時もし、『だいじな仕事中に大型アップデートが始まってしまって

終わらず、パソコンが 2 時間近く使えなくなるのも困る』、ということでしたら、その場合

も強制的にアップデートしても良いと思います。アップデートはいったん始まると、途中

では止められませんので、また、誤って再起動をかけてしまうと、終わるまでデスクトップ

にたどり着けません。そんなものが例えばお客様などへの大切なプレゼン中に勝手に始まっ

てしまったら、困るなんてものでありません。なので、あらかじめ重要なお仕事の 10 日前

には強制アップデートをします。（あるいは自動アップデートを停止させるかです。） 

もちろん、この場合も、事前にテストマシンでのテストや重要データのバックアップをして

おきます。 

 

Chapter1 強制アップデートの方法 

まず、強制的にアップデートができるツールのダウンロードをします。 

・Windows 10 のダウンロード 

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 

の、うえのほう、「今すぐアップデート」を押します。ツールのダウンロードが

始まります。 

そのあとの詳細なやり方は、以下のサイトなどをご参考にしてください。 

https://wnkhs.net/2017/10/windows-10-v-1709-update-now/ 

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
https://wnkhs.net/2017/10/windows-10-v-1709-update-now/


大型アップデート直後にできるだけしておくこと（１～3 日の放置） ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ Windows10 
設定変更ツールにて各種設定をする     
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第９章 大型アップデート直後にできるだけしておくこと

（１～3日の放置） 
（引用）【…「Windows10 にアップグレードした後は、一晩(長い場合は 2～3 日) 電源

を入れたまま PC を放置しろ」という情報を見かけますが、なるほど これは真実。…】 

・「Windows10 が重い、CPU 使用率が高い、HDD のアクセスが 100%になる原因(新版) 

- ぼくんちの TV 別館」 

https://freesoft.tvbok.com/win10/general/windows10_cpu_hdd_100_ex.html 

 

第１０章 番外：パソコンが重たい時にとりあえず一時的にで

も少しでも軽くする（難しくない）方法 
 

以下の方法で、パソコンに詳しくない方でも、パソコンの体感速度を２～３割増しくらいに

できます。パソコンを使い終わったら必要に応じてもとの設定に戻します。（大型アップデ

ート直後に一時的に少しパソコンが遅くなった時にも使える技だと思います。） 

 

Chapter1 Windows10 設定変更ツールにて各種設定をする 

本家サイト（ダウンロードや使い方等々） 

http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/WinUpdateSettings.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/soft/WinUpdateSettings/Win

UpdateSettings.htm 

 

(01)Windows10Pro（/Home）用 WindowsUpdate 設定・・・「更新プロ

グラムを確認しない」にして「設定を変更する」を押す。メッセージが出

るけ OK して次の設定へ 

(02)自動メンテナンス設定・・・「自動メンテナンスを無効にする」にして、「設

定を変更する」を押す 

(03)Cortana 設定（コルタナを使ってないときのみ）・・・同上。 

(04)Microsoft ConpatibilityAppraiser 設定・・・「無効にする」を押して、

「設定を変更する」を押す。 

(05)パソコンを再起動する。 

 

※もとに戻す必要があるのは、(01)と(03)です。あとはずっと無効でもかまい

ません。 

 

Chapter2 「ストア」の自動更新を一時停止させる 

スタートボタン→ストア（又は「Microsoft Store」）→      か     をクリ

ック→「ON」になっているスイッチをメモしておいてから、全部「OFF」にし

て、画面を閉じます。設定したら、ここでもパソコンを再起動させます。ストア

アプリを使ってないなら、ずっとこの設定のままで OK です。 

 

Chapter3 一時的に「サービス」を「停止」にする 

「サービス」とは、「画面には出てこないけれど、裏方で自動実行されているソ

フト」のことです。「サービス」がパソコンを重くすることが結構多いですので、

以下の「サービス」を一時的に「停止」にします。（「停止」は「無効」ではない

のでパソコンの再起動などで、また動き出させることができます。） 

 

・「Superfetch」（「停止」したのち、「無効」にしてもよいです） 

使っているなら、アプリ
をアップデートしたい

ときなどにこれを戻し
ます。 

「無効」にするとパソコ
ンを再起動しても止ま

ったままです。 

https://freesoft.tvbok.com/win10/general/windows10_cpu_hdd_100_ex.html
http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/WinUpdateSettings.html
http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/soft/WinUpdateSettings/WinUpdateSettings.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/soft/WinUpdateSettings/WinUpdateSettings.htm


大型アップグレードした後にモトのビルドに戻す方法（10 日以内） ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 一時的に「サ
ービス」を「停止」にする     
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・「Windows Update」（先に当日のアップデートを済ませておきます） 

・「Windows Search」（ファイル名だけでの検索で、内容検索不要で OK なら） 

 

「Windows＋R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」ダイアログを出

し、「services.msc」と入力して Enter して 10 秒ほど待ちます。画面から上

記の３項目を探して右クリックし、「停止」ボタンを押し、OK します。パソコ

ンの再起動はしないでください。（するとまた動き出してしまうので） 

 

第１１章 大型アップグレードした後にモトのビルドに戻す

方法（10 日以内） 
 

大型アップデートをして、異常が出たり、使えないソフトが出てしまった場合は、もとの環

境（もとのビルド）に戻せます。20 分か、長くても 30 分以内に戻ると思います。 

ただし、10 日以内にしかできないので、大事を取ってアップデート完了直後 9 日以内に不

具合が無いかをチェックしておきます 

自分が良く使うもの・停止するとまずいもの（ソフト、プリンタ、FAX、外付機器、内蔵

増設機器、TV 機能、SNS、銀行サイト、株サイト、等々）を、チェックします。 

 

実際の戻し方は、「大型アップグレード後 戻す方法」とか、「Fall Creators Update 戻す

方法」などで Googel 検索してみてください。特に難しくはありません。 

 

大塚商会の関連ページ 

http://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/286781/~/%5

Bwindows-10%5D%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%93%

E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E6%96

%B9%E6%B3%95 

 

以下、大塚商会の Web ページより、注意事項の引用です。 

とても参考になるのでお読みください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝引用ここから＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※1 Anniversary Update（ビルドバージョン 1607）以降のバージョンから、以前のビ

ルドに戻すことが出来る期間はアップデート後から 10 日以内です 

※2 ビルド更新後に更なるビルド更新を行った場合は 1 つ前のビルドまでしか戻せません 

※3 「前のバージョンの Windows10 に戻す」の項目がない場合は、前のビルドには戻せ

ません 

※4 以前のビルドに戻した場合でも、特定のタイミングで（※環境により異なります）、ビ

ルド更新の通知がビルド更新を行うまで繰り返し実施されます 

 どうしてもビルド更新を行いたくない(※ビルド更新の通知を表示したくない)場合は

WSUS（Windows Server Update Services）環境を構築し、Windows Update を制御

する必要があります 

※5 以前のビルドに戻す際にエラーが発生して戻すことが出来ない場合は、インストール

されている常駐ソフトに原因がある可能性が高いです 

 ウィルス対策ソフトのアンインストールを実施してからお試しいただくことで改善できる

場合があります 

常駐ソフトをアンインストールしても改善出来ない場合は、リカバリーメディアを使用して

工場出荷状態にリカバリーすることをご検討ください 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝引用ここまで＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/286781/~/%5Bwindows-10%5D%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95
http://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/286781/~/%5Bwindows-10%5D%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95
http://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/286781/~/%5Bwindows-10%5D%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95
http://faq.mypage.otsuka-shokai.co.jp/app/answers/detail/a_id/286781/~/%5Bwindows-10%5D%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95


敢えて２つ以上古いビルドでパソコンを再インストールしたい場合 ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 一時的に「サ
ービス」を「停止」にする     
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第１２章 敢えて２つ以上古いビルドでパソコンを再インス

トールしたい場合 
前回の大型アップデート以前に、次の章のような方法で、例えば自分で目的のビルドのイン

ストール DVD が既に作成してあるか・・・、もしくは、知り合いの人が全てのビルドのす

べてのビット数のインストール DVD を作ってあって貸してくれるなら、1 つ前のビルドだ

けでなく、２つでも３つでも前の古いビルドで再インストールしなおせます。 

おおまかな手順は次の通りです。（Pro 版がやりやすいと思います。特に(03)や(05)。） 

 

(01)再インストールしたいマシンのインターネット接続を切る 

勝手に最新ビルドにされてしまうので。LAN ケーブルを抜くか、無線のスライドスイ

ッチを切る、等々をします。 

 

(02)前回の大型アップデートの直後にダウンロード・作成したインストール DVD でパソ

コンを再インストール。あるいは、それよりも古い目的のビルドのインストール DVD

でパソコンを再インストール。（途中で無線や有線には絶対に接続しないように注意。） 

 

(03)WindowsUpdate の勝手な動作を止める 

月例 WindowsUpdate の勝手な再起動などを止めたり、手動で WindowsUpdate が

できるように設定します。（ここではまだインターネットにつなぎません。） 

フリーソフトの「Windows10 設定変更ツール」や、OS 標準機能の「サービス」の

「停止」設定などで設定します。Pro 版なら Gpedit.msc で設定することもできます。 

 

(04)ネットワークケーブル、あるいは、無線をつなぐ 

WindowsUpdate が勝手な振る舞いをしないように設定できたら、一応、いったんパ

ソコンを再起動して 20 分くらい放置します。そして、この時点で初めて、優先や無

線でインターネットに接続します。ドライバの自動インストールなどが始まります。

数時間放置しておくと、うるさい「サービス」もおとなしくなっていると思います。 

 

(05)場合によっては大型アップデートの自動更新を回避する設定も施します。 

（特に、新しいビルドにしてしまうと、メインで使っている古いソフトが動かなくな

ってしまう場合など。） ここでも念のために、パソコンを再起動します。 

 

・「 Windows 10 Creators Update/Fall Creators Update を拒否する方法 ( 更新と追記 ) 」

（wushowhide.diagcab を使う方法） 

http://solomon-review.net/windows10-avoid-big-update/ 

 

・「Windows 10 のメジャーアップデート強制適用を一時回避する方法」 

https://mo.kerosoft.com/0232 

 

・Windows 10 の大型アップデートが自動実行されるところの観察メモ (RS1→RS2) 

https://freesoft.tvbok.com/win10/install/rs1-rs2_major_update_memo.html 

 

(06)Windows キーを押しながら R キーを押す 

（ファイルを指定して実行のダイアログが開きます。） 

「winver」と入力して Enter します。 

「バージョン」の数字が古い数字になっているかを確認します。 

 

(07)必要に応じて、最低丸１日～３日ほど放置して、動作が重くなっていないかや異常が

無いかなどをチェックします。

http://solomon-review.net/windows10-avoid-big-update/
https://mo.kerosoft.com/0232
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/rs1-rs2_major_update_memo.html


ビルドごとのインストール DVD（32bit 版、64bit 版）をダウンロード・作る方法 ～ エラー! 指定したスタイルは使われていません。 ～ 
一時的に「サービス」を「停止」にする     
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第１３章 ビルドごとのインストール DVD（32bit 版、64bit

版）をダウンロード・作る方法 
 

大型アップデートが済んだら、そのビルドごとに（＝大型アップデートごとに）、

Windows10 のクリーンインストール用の DVD（あるいは起動 USB）を作成することが

できます。 

 

次期の大型アップデートで、不具合が出たときや 10 日を過ぎてしまってモトに戻せなくな

ってしまったときに、もとに戻せます（＝現在のビルドに戻せます。）また、前章にも書き

ましたが、「更に１つ前や 2 つ前のビルドにする」ということも可能です。 

 

もし興味があれば以下のサイトを見ながら、ダウンロード・作成してみてください。 

 

・「Windows10 の ISO をダウンロードする方法、インストール DVD/USB を作成する方

法」 

https://freesoft.tvbok.com/win10/installation/download_iso.html 

 

基本的には、次の新しい大型アップデートが始まってしまうと、ダウンロードできる ISO

データや作成できる DVD（USB）も新しいビルドのものに変更されてしまうので、それま

でにやります。なので、大型アップデート開始から半年ぐらいたったくらいか、大型アップ

デートのインストールが終わった直後が一番いいです。 

 

また、32bit 版・64bit 版、2 枚の DVD を作成しておけば、32bit←→64bit の切り替え

をしたい場合に使える場合もあります。上記のサイトを見ながら、途中のビット数を選ぶと

ころで、32bit・64bit を切り替えて、それぞれの ISO ファイルをダウンロードします。 

（一回ずつアクセスしなおして、また、ダウンロードしなおして 32bit 版と 64bit 版の２

種類の ISO ファイルを入手します。） 

そして、DVD 作成ソフトなどで 32bit・64bit の 2 枚のインストール用 DVD を作成しま

す。 

 

作成後は、1 枚の DVD で Home と Pro 等々の選び分けができます。ビット数は DVD を

ドライブに入れ替えることで選択し分けます。基本的には、一度 Windows10 の認証を得

られたパソコンは、プロダクトキーの入力無しに（途中で「プロダクトキーはありません」

を選ぶことで、インストールを完了できます。 

 

インストールに関しては、必ずインターネットにつながってない状態でクリーンインストー

ルします。でないと、最新ビルドになってしまうことが多いので。 

そして、インストール完了直後も、まだ、インターネットにはつながないでおいて、月例

WindowsUpdate の勝手なインストール設定の停止や、大型アップデートの回避設定をし

ます。その設定が完了してら、その時点で初めて、インターネットに接続します。 

そうすれば最新ビルドではない、過去のビルドの Windows10 をインストールすることが

できます。 

 

  

DVD作成ソフトが入っ
てないパソコンでは、

Windows 標準の機能
で DVD を作成できま
す 

https://freesoft.tvbok.com/win10/installation/download_iso.html

