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今なら最新のWindowsに無料でアップグレード可能

タダで最新の 
Windowsに移行できる 
チャンス！
　2015年7月29日、Microsoftは「Windo

ws 10」をリリースした。スタートメニ

ューの復活をはじめ、新バージョンの

Windowsではさまざまな機能強化や改

善が図られているが、とくに話題を集め

ているのがWindows 7とWindows 8.1か

ら「無料」でアップグレードできるとい

うこと。追加コストを負担することな

く、手持ちのパソコンで最新のWindo

wsが使える魅力は大きい。

　注意したいのは、無償アップグレード

はWindows 10のリリースから1年間の

予定であるということ。その後のアップ

グレードがどの程度の価格になるのかは

未定だが、いずれにしてもこのチャンス

を逃す手はない。Windows 10では使え

ないアプリケーションがあるなど、よほ

どの理由がない限り、積極的にWindws 

10への移行を検討しよう。

Windows 10の
基礎知識

Introduction

機能強化や改善が図られ
さらに使い勝手を高めたWindows 10

ただし無料アップグレードは
1年間の期間限定

Windows 7/8.1ユーザーは
Windows 10に無料でアップグレード

Windowsは「10」が最後!?

スタートメニューと
スタート画面を
選択可能

Windows 8で「スタート
メニュー」がなくなり、
タブレットでの利用に最
適化した「スタート画面」
となったが、Windows 
10ではスタートメニュー
が復活した。スタート画
面を利用できる「タブレ
ットモード」もあり、ユ
ーザーの好みに応じて選
択できる

Microsoftからついに「Windows 10」がリリースされた。
注目すべきポイントは数多いが、その中でも多くのユーザーの注目を集めたのが、
Windows 7/8.1から無料でアップグレードできるという点だ。

知っておきたい

1
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2
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4
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3
Point

ただし正式リリー
スから1年間限定！
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Introduction

今なら最新のWindowsに無料でアップグレード可能

最後の大規模 
バージョンアップ？
　MicrosoftはWindows 10のリリースに

際し、「Windows as a Service」という

新しいアップデートの考え方を示した。

この言葉には、今後はWindowsをサー

ビスとして提供し、大規模なバージョン

アップはWindows 10が最後になるとい

うメッセージが込められている。

　これまでWindowsは、XPからVista、

7、そして8/8.1とバージョンアップを行

ない、それに伴って新機能を追加した

り、あるいはユーザーインターフェース

の改善を行なったりしてきた。しかし今

後は、このような大規模なバージョンア

ップはなくなると見られている。

Xboxでも 
Windows Phoneでも 
同じアプリが使える!?
　Windows as a Serviceに加え、Micro

softではもう一つ重要な改革をWindows

において行なっている。それを表わすキ

ーワードが「One Windows」だ。これ

はWindows PhoneやXboxでも、パソコ

ンのWindowsと同じアプリを実行可能

にするというもの。たとえば、自宅のパ

ソコンで使っているアプリをそのまま外

出先のスマートホンで使う、といったこ

とが実現するわけだ。

　このようなアプリを「ユニバーサル

Windowsアプリ」と呼び、それを実現

した実際のアプリとしてMicrosoftでは

すでに「Office Mobile」を公開してい

る。PCやスマートホンといったプラッ

トフォームを問わずに同じアプリが使え

るメリットは大きいだけに、今後のユニ

バーサルWindowsアプリの普及に期待

したい。

ユニバーサルWind
owsアプリを
配信する「ストア」

Windows 10に組み込ま
れている「ストア」。ユ
ニバーサルWindowsア
プリは、このストアを通
じて提供される。異なる
プラットフォームでも、
同じストアを利用するの
が大きなポイントだ

ユニバーサルWindo
wsアプリとして
WordやExcel、Po
werPointを公開

ユニバーサルWindows
アプリとして、「Office 
Mobile」を公開。Word
とExcel、PowerPoint、
OneNoteの四つのアプ
リで構成される。画面サ
イズが10.1型未満であれ
ば、無料ですべての機能
を使うことができる

Windowsの機能強化を支えるWindows Update

修正プログラムの適用や機能の追加などを行なうために従来から用意されている「Windows Upda
te」。Windows 10ではこの仕組を利用し、継続的にアップデートを行なっていくことになる

3



個人ユーザー向けの 
Windows 10は 
HomeとProの 
2種類がある
　Windows 10には一般ユーザー向けの

「Home」、一般ユーザーに加え企業利用

も想定した「Pro」、教育機関向けの「Ed

ucation」、そして企業利用を前提とする

「Enterprise」など、全7種類のエディシ

ョンがある。個人ユーザー向けに販売さ

れるのはHomeとProの2種類だ。基本機

能はHomeでも網羅されており、それに

業務で利用する際に必要となる仕組、あ

るいは便利な機能を追加したのがProだ

と考えればよい。

Windows 7/8.1から 
アップグレード 
するための条件
　Windows 7/8.1からWindows 10にア

ップグレードするには、いくつかの条件

を満たす必要がある。まずWindows 7

の場合、Service Pack 1（SP1）を適用

している必要がある。SP1が適用されて

いるかどうかは、システムのプロパティ

で確認できる。スタートメニューにある

「コンピューター」を右クリックし、表

示されたメニューから「プロパティ」を

選ぼう。これで表示されるウィンドウの

「Windows Edition」の項目の中に、「Se

rvice Pack 1」の文字があればよい。も

しSP1が適用されていなければ、Windo

ws Update経由で入手すればよい。

　Windows 8は、まずWindows 8.1にア

ップグレードし、さらに「Windows 8.1 

Update」と呼ばれる更新プログラムを

適用しなければならない。Windows 8.1 

Updateが適用されていれば、スタート

画面右上に検索ボタンが表示されてい

る。

エディション比較表
Home Pro

スタートメニューのカスタマイズ ○ ○
Windows Defender & Windows Firewall ○ ○
高速スタートアップ、Hiberboot、InstantGo ○ ○
TPMサポート ○ ○
バッテリーセーバー ○ ○
Cortana ○ ○
Windows Hello ○ ○
仮想デスクトップ ○ ○
スナップ ○ ○
Continuum ○ ○
Microsoft Edge ○ ○
デバイスの暗号化 ○ ○
モバイルデバイスの管理 ○ ○
Microsoft Passport ○ ○
ドメインへの参加 × ○
グループポリシー × ○
Bitlocker × ○
Enterprise Mode Internet Explorer × ○
Assigned Access 8.1 × ○
リモートデスクトップ × ○
Azure Active Directoryへの参加 × ○
Business Store for Windows 10 × ○
Enterprise Data Protection × ○
Windows Update for Business × ○
Current Branch for Business × ○

アップグレード時のエディション
アップデート前の
OSとエディション

アップデート後
のWindows 10
のエディション

Windows 7

Starter

Home

Home Basic

Home Premium

Windows 8.1
（無印）

With Bing

Windows 7
Professional

ProUltimate

Windows 8.1 Pro

スタート画面に 
検索ボタンがあれば
Windows 8.1  
Updateを適用済み
Windows 8.1のスタート
画面。アカウント名と電源
ボタンの右側に検索ボタン
があれば、Windows 8.1 
Updateが適用されている
ため、そのままWindows 
10にアップグレードでき
る

Windows 7の
SP1適用状況を 
確認する
Windows 7のコンピュー
ターのプロパティ画面。
SP1が適用されていれば、
Windows Editionの項目
の中に「Service Pack 1」
の文字が表示される
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Introduction

便利な機能を 
多数盛り込んだ 
新しいデスクトップ
　無料でのアップグレードに注目が集ま

るWindows 10だが、もちろん見どころ

はそれだけではない。Windows 8.1から

の改善点は数え切れないが、まず目に付

くのはデスクトップの改良だ。

　先に紹介したようにスタートメニュー

が使えるようになったほか、大きなプレ

ビューでウィンドウを切り換えられる

「タスクビュー」、用途に応じてデスクト

ップを使い分けられる「仮想デスクトッ

プ」、Windowsやアプリからの通知をま

とめてチェックできる「アクションセン

ター」など、さまざまな新機能が盛り込

まれている。

Windows 10で 
新たに組み込まれた 
新アプリにも注目
　Windows 10では従来のInternet Explo

rerに代わり、新たに開発された「Edge」

が標準のWebブラウザとして組み込ま

れた。最新のWeb標準技術をサポート

したほか、Webページにメモを書き込

める「Webノート」機能を搭載するな

ど、使い勝手のよいWebブラウザに仕

上がっている。また処理能力の向上も

Edgeの大きなポイントで、従来のIntern

et Explorerはもちろん、高速な動作で多

くのユーザーの支持を集めているGoog

le Chromeを上回るスピードを備える。

アップグレード時のエディション
アップデート前の
OSとエディション

アップデート後
のWindows 10
のエディション

Windows 7

Starter

Home

Home Basic

Home Premium

Windows 8.1
（無印）

With Bing

Windows 7
Professional

ProUltimate

Windows 8.1 Pro

高音質のファイル形
式をサポートするGr
ooveミュージック
高音質な音声ファイル形式
である「FLAC」や「Apple
ロスレス」をサポートした
音楽再生アプリ「Groove
ミュージック」。シンプル
なインターフェースで使い
勝手もよい

新たな標準 
Webブラウザとして
組み込まれたEdge
最新のWeb標準技術を多
数サポートしているほか、
従来別途インストールする
必要があった「Adobe Fla
sh Player」が最初から組
み込まれているほか、PD 
Fの表示もサポートした

用途に応じて
デスクトップを使い分け
Windows 10で追加された、複数のデスク
トップを使い分けることができる「仮想デ
スクトップ」。たくさん開いたウィンドウを
整理したいといった場面で使える

通知をまとめて確認できる
アクションセンター
OSやアプリからの通知をまとめて確認でき
るのが「アクションセンター」だ。たとえば、
標準のメールアプリを使っている場合、こ
こに受信したメールの一覧が表示される

タブレットに最適な
スタート画面
スタートメニューの復活が
話題だが、タブレット端末
に最適なスタート画面を使
うこともできる。画面左側
に「よく使うアプリ」や「設
定」、「電源」といった項目
を持つメニューを追加する
など、Windows 8.1のス
タート画面よりも使い勝手
を高めた

5



アップグレードには2時間程度を見ておく

システム要件を 
満たしているかを 
まずは確認
　Windows 10にアップグレードするた

めには、パソコンが右の表にあるシステ

ム要件を満たしている必要がある。要求

されているスペックは決して高いもので

はなく、Windows 7やWindows 8/8.1と

ほとんど違いはない。念のために、アッ

プグレード対象のパソコンがこの要件を

満たしているか、まず確認しておこう。

　注意したいのは、ストレージの空き容

量だ。とくにタブレット端末などは、そ

もそもの容量自体が少ないため、使い続

けているうちに空き容量がほとんどなく

なっているということが多い。実際にア

ップグレードする前に、ストレージの空

き容量をチェックしてほしい。

アップグレードの
前に確認しよう

Before upgrading

アップグレードの前に
システム要件を確認する

大事なデータは事前に
バックアップしておく

ノートパソコンは
ACアダプタを接続する

有線LANでインターネットに接続

アップグレード作業中にトラブルが起きれば、
データの消失など大きな被害が生じかねない。
アップグレードを確実に成功させるために、
事前の確認と準備を行おう。

まずは

1
Point

2
Point

4
Point

3
Point

いきなり作業を始
めるとあとで困る
ことも……

Windows 10のシステム要件
プロセッサ 1GHz以上のプロセッサまたはSoC

メモリ 1GB（32bit版）、2GB（64bit版）

ストレージの空き容量 16GB（32bit版）、20GB（64bit版）

グラフィックス機能 DirectX 9以上（WDDM 1.0ドライバ）

画面解像度 1,024×600ドット

6
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Before upgrading

トラブルを 
防止するために 
ACアダプタを接続
　Windows 10へのアップグレードにか

かる時間はパソコンによっても異なる

が、サービスの混雑状況まで考えると2

時間近くは見ておきたい。この際に気を

付けたいのは、アップグレードの途中で

のバッテリ切れだ。もしバッテリが切れ

てしまった場合、HDDやSSDに保存し

ているデータに影響が生じるなどのトラ

ブルにつながりかねない。アップデート

の際はACアダプタを接続して作業して

ほしい。

トラブルに備え 
重要なデータを 
バックアップする
　OSのアップグレード作業では、トラ

ブルや誤操作によりデータが消失してし

まう可能性が高まるので、大切なデータ

は必ずバックアップしておきたい。Win

dowsが標準で備えるバックアップ機能

を利用してもよい。

アップグレードに 
適したネットワーク 
環境を準備する
　Windows 10へのアップグレードをイ

ンターネット経由で行なう場合、ダウン

ロードされるファイルの総容量は約4〜

6GBとかなり大きい。このため、できれ

ば光回線など高速なインターネット環境

を利用してアップグレード作業を進めよ

う。また容量制限に引っかかる可能性が

高いため、従量課金の3G/LTE回線での

ダウンロードは避けるべきだ。
有線LANでインターネットに接続して作業を進める
無線LANの規格によっては、アップグレードに必要なファイルのダウンロード時間が延びる可能性
がある。そのため、できれば有線LANでインターネットに接続して作業を進めたい

バッテリ状態に関係なくACアダプタを利用
不意のバッテリ切れは重大なトラブルに発展する可能性もある。たとえ長時間駆動可能なノートパソ
コンやタブレット端末でも、しっかりACアダプタを接続しよう

重要なデータを
外付けHDDに
コピー

手っ取り早くデータをバ
ックアップしたいのであ
れば、外付けHDDに手
動でコピーするのが簡単
だ。データ容量が少なけ
れば、USBメモリを使
う手もある

7



アップグレード方法を確認する

Windows 10は 
32bit版と64bit版の 
どちらを選択すべきか
　Windows 7やWindows 8/8.1と同様、

Windows 10には32bit版と64bit版の2種

類が用意されている。見た目や利用でき

る機能は同じだが、両者では利用できる

メモリ容量に大きな違いがある。具体的

には、32bi t版のメモリ容量の上限は

4GBで、実際に利用できるのは約3GB程

度である。一方、64bit版のWindows 10

は4GB以上のメモリを扱える。

　この最大メモリ容量の観点だけで考え

ると、64bit版を選択するのがベストと

いうことになる。注意したいのは、パソ

コンによっては32bit版と64bit版のいず

れかしかサポートしていないものがあ

り、32bit版のWindowsがプリインスト

ールされていたパソコンの場合、64bit

版のドライバがなく、一部の機能が使え

ないなどの不具合が生じる可能性もあ

る。このため、とくにメーカー製パソコ

ンなら、インストールされているWindo

wsと同じものを選択するようにしたい。

アップグレード手順
徹底解説

How to upgrade

32bit版と64bit版のいずれかを選択

確実な「Windows 10を入手する」

アップグレードの方法を選ぶ

Windows 10の
新規インストールも可能

32bit版と64bit版の 
どちらかを確認する
既存のWindowsが32bit版と
64bit版のどちらなのかを確認
したい場合、「コンピューター」
を右クリックして「プロパティ」
を選ぶ。これで表示された画面
の「システムの種類」に、どち
らがインストールされているか
が表示される

Windows 10にアップグレードする上で確認しておくべきポイントや、
いくつかあるアップグレード方法の具体的な流れを解説していく。
作業自体は決して難しくないので、臆さずアップグレードに臨んでほしい。

失敗しない

1
Point

2
Point

4
Point

3
Point

アップグレード
途中で
迷わないように！

「システムの種類」を
見れば、現在利用し
ているW i n dowsが
32bitと64bitのどち
らなのかが分かる

8



How to upgrade

ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
手
順
徹
底
解
説

アップグレード方法を確認する

Windows 7/8.1からの 
アップグレード方法は 
3種類から選択可能
　Windows 10に無償アップグレードす

るためのツールとして、Windows 7/8.1

向けに提供されているのが「Windows 

10を入手する」だ。Windows 10と互換

性のあるパソコン向けに配信されてお

り、タスクトレイにあるWindowsのア

イコンをクリックすると起動する。

　ただこのツールでのアップグレードで

は、いつWindows 10がダウンロードさ

れるのか分からない。サービスが過負荷

状態に陥るのを防ぐため、分散してアッ

プグレードが行なわれるからだ。

　そこまで待てないのなら、「メディア

作成ツール」を使う。これはWindows 

10の専用ダウンロードツールで、即座

にWindows 10にアップグレードできる

ほか、クリーンインストール用のUSB

メモリやDVDを作成する機能もある。

既存のパソコンへの 
クリーンインストール
は注意が必要
　前述したように、メディア作成ツール

を利用すればWindows 10のクリーンイ

ンストール用のUSBメモリやDVDメデ

ィアを作成することが可能である。これ

を利用すれば、OSが入っていないパソ

コンにWindows 10をインストールする

ことが可能だ。

　ただ、すでに利用しているパソコンに

クリーンインストールする場合、以前の

Windowsの設定は引き継がれないほ

か、アプリも改めてインストールしなけ

ればならない。

アップグレード手順
徹底解説

メディア 
作成ツールで
Windows 10に 
移行する

手動でWindows 10をダ
ウンロードし、アップグ
レードを実施できる「メ
ディア作成ツール」。実
際 に 利 用 す る 際 に は、

「Windows 10を入手す
る」を使って互換性を確
認しておこう

クリーン 
インストール用の
メディアを作成

メディア作成ツールで
「他のPC用にインストー
ルメディアを作る」を選
ぶと、クリーンインスト
ール用のメディアを作成
することができる

「Windows 10」を入手するを使ってアップグレード

Windows 10との互換性の確認が行なわれるため、安全にアップグレードができる「Windows 10を
入手する」。いつアップグレードできるようになるのか分からないのが難点

タスクトレイにある
Windowsのアイコン
をクリックすれば、

「Windowsを入手す
る」が表示される

9



Windows 10のデスクトップを使いこなす

　Windows 10のデスクトップはシンプ

ルで、従来のWindowsから大きな変更

は加えられていない。左下にスタートボ

タン、そして右下にはタスクトレイと時

間と日付を表示する領域（通知領域）が

あり、中央にアプリの起動や実行中のア

プリを確認できるタスクバーがあるとい

った形は、Windows 95から変わってい

ない。その中で目立つ変化として挙げら

れるのが、スタートボタンの右隣にある

検索ボックスだ。

　これはパソコンにインストールされて

いるアプリや保存されたファイル、ある

いはWebサイトなどを検索することが

できる領域である。アプリを素早く立ち

上げたい、あるいはファイルをどこに保

存したのか忘れたなどといった場面で活

用できるだろう。なお、この領域はWin

dows 10の注目の新機能の一つである

「Cortana」を利用するためにも使われ

る。リリース当初の日本語版のWindo

ws 10では利用できないが、将来的に日

本語もサポートされる予定である。

Windows 10の
活用ポイント

How to use

使い勝手を高めたデスクトップ

スタートメニューがついに復活

さまざまなものを
デスクトップから検索可能

タブレットでも使いやすい

Windows 10の
デスクトップ
基本的なインターフェースに違
いはないが、スタートボタンの
横に検索ボックスが追加され
た。またアイコンのデザインも
従来から変更されている

スタートメニューの復活や新たなWebブラウザの搭載など、
Windows 10には数多くの注目すべきポイントがある。
ここでは、とくに従来のWindowsから大きく変化した点や、
新たに追加された機能／アプリについて解説する。

覚えよう

1
Point

2
Point

4
Point

3
Point

パソコンでも
タブレットでも
使いやすい！
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How to use

W
i
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の
活
用
ポ
イ
ン
ト

Windows 10のデスクトップを使いこなす

スタートメニューと 
タブレットモードを 
使い分ける
　マウスやタッチパッドを使うデスクト

ップパソコンやノートパソコンと、指で

ディスプレイに直接触れて操作するタブ

レット端末では、最適なインターフェー

スは異なる。そこで両者のインターフェ

ースを切り分け、マウスで使いやすい

「スタートメニュー」と、タッチパネル

での操作に最適な「タブレットモード」

を使い分けられるようにしたのがWindo

ws 10のデスクトップだ。

　スタートメニューはWindows 7以来

の復活となったが、Windows 8/8.1のス

タート画面で採用されたタイルの仕組が

スタートメニューにも持ち込まれてお

り、その見た目は従来から大きくさま変

わりしている。さらにタイル部分はユー

ザーが自由にカスタマイズできるほか、

タイルの内容を状況に応じて切り換える

ライブタイルにも対応する。

Windows 8.1の 
スタート画面から進化した 
タブレットモード
　スタートメニューにある「設定」を開

き、「システム」にある「タブレットモ

ード」を有効にすると、タブレット端末

で使いやすいインターフェースに切り換

わる。Windows 8.1の操作感に近いが、

従来のスタート画面との違いとしては左

側にメニューが追加されたことが挙げら

れる。画面左上のメニューボタンをタッ

プすると、「よく使うアプリ」と「エク

スプローラー」、「設定」、「電源」、「すべ

てのアプリ」といったメニューが表示さ

れ、各機能に素早くアクセスできる。

Windows 10の
活用ポイント

アプリのタイルを
全画面に表示

タブレットモードを有効
にしてスタートボタンを
押すと、この画面が表示
される。Windows 8.1の
スタート画面と同様に見
えるが、新たにメニュー
が追加されている

❸タイル
Windows 8/8.1のスタート画面のタイルが
スタートメニューに組み込まれた。もちろ
ん新たなアプリの追加や場所の移動、サイ
ズの変更が可能なほか、右クリックしたメ
ニューで「スタート画面からピン留めを外
す」を選べば、タイル部分に表示しないよ
うに設定できる

❹アカウント
ログインしているアカウントのアイコンと
名前が表示される。クリックすると「アカ
ウント設定の変更」、「ロック」、「サインア
ウト」のメニューが表示される

❶スタートボタン
スタートメニューを表示するためのボタ
ン。タブレットモードにしていると、スタ
ートメニューではなく全画面にアプリのタ
イルが表示される

❷よく使うアプリ
利用する頻度が高いアプリが並ぶ。なおス
タートメニューに表示されているアプリは
タイルやタスクバーにピン留めすることが
可能であり、右クリックして「スタート画
面にピン留めする」、「タスクバーにピン留
めする」を選べばよい

1

2
34
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過去に受信した 
通知を確認できる 
アクションセンター
　Windows 7/8系においてセキュリテ

ィやWindowsのメンテナンスを行なう

機能として組み込まれていた「アクショ

ンセンター」は、OSや各アプリからの

通知をまとめて確認できるほか、Windo

wsの設定を素早く切り換えるための仕

組として生まれ変わっている。

　タスクトレイにあるアイコンか、「Wi

ndows＋A」キーのショートカットでア

クションセンターを表示することが可能

であり、OSの機能やアプリごとに分類

された形で通知内容が表示される。通知

の内容によっては、折りたたんだり通知

の内容をすべて表示したりできるほか、

個々の通知を削除することもできる。

Windows 10の標準アプリであるメール

を利用していれば、新着メールの通知を

受けられるので、受信して読んでいない

メールを確認するといった使い方もある

だろう。

　このアクションセンターの下部には

「クイックアクション」と呼ばれるアイ

コンが並ぶ。標準で用意されているの

は、タブレットモードへ切り換える「タ

ブレットモード」や、タブレット本体の

向きを変えても画面の向きを変えない

「回転ロック」、OneNoteを起動する「ノ

ート」、Windowsの設定を呼び出す「す

べての設定」などの8種類がある。クイ

ックアクションの内容は、設定の「シス

テム」にある「通知と操作」の項目で、

カスタマイズすることができる。

❸個々の通知を消去
通知にマウスカーソルを合わせると、日付
／時間の表示部分が「×」に切り換わる。
これをクリックすれば、その通知が消去さ
れる

❹クイックアクション
よく利用するWindowsの設定などが表示さ
れている。上にある「折りたたむ」をクリ
ックすれば、四つだけを表示する形に変化
する。またクイックアクションの内容は、
「通知と操作」でカスタマイズできる

❶「すべてクリア」
アクションセンターに表示されている、す
べての通知を消去する

❷過去の通知を表示
これまでの通知内容をOSの機能やアプリご
とに表示する。トースト形式で表示された
通知を見逃しても、ここで改めて確認する
ことができる

2

3

4

デスクトップに追加された三つの機能

Windows 10は
デスクトップも
パワーアップ

1
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How to use

目的のウィンドウを 
確実に選択できる 
タスクビュー
　アプリやウィンドウを切り換える方法

として、デスクトップのタスクバーや

「Alt＋Tab」のショートカットキーに加

え、Windows 10では新たに「タスクビ

ュー」と呼ばれる機能が追加された。

　大きな違いは、小さなアイコンでしか

切り換えられなかった従来の方法に対

し、タスクビューではウィンドウの内容

が大きく表示される。このタスクビュー

を表示するには、タスクバーの検索ボッ

クスの右隣にあるアイコンをクリックす

るか、「Windows＋Tab」のショートカ

ットキーを利用する。なおタスクビュー

の表示中は、カーソルキーでウィンドウ

を選択、Enterキーで選択したウィンド

ウをアクティブにできる。

すべてのウィンドウを見やすく表示

タスクビューでは、開いているウィンドウすべてが全画面に表示される。ウィンドウの内容が見える
ため選びやすいほか、個々のウィンドウが大きく表示されるので、タブレット端末でも使いやすい

デスクトップに追加された三つの機能

用途に応じて 
デスクトップを 
使い分け
　Windows 10には、複数のデスクトッ

プ画面を使い分けられる「仮想デスクト

ップ」機能が追加されている。たとえば

作業の内容ごとにデスクトップを作成

し、それぞれ個別にウィンドウを配置す

ることが可能になる。

　使い方は簡単で、まずタスクビューを

開き、右下にある「新しいデスクトップ」

をクリックすれば仮想デスクトップが追

加される。追加したデスクトップは画面

下部にサムネイルで一覧表示され、いず

れかをクリックすればデスクトップを切

り換えられる。
開き過ぎたウィンドウを仮想デスクトップで整理

用途に応じてデスクトップを使い分けられる「仮想デスクトップ」機能。タスクビューで表示されて
いるウィンドウをドラッグ＆ドロップすれば、別のデスクトップへウィンドウを移動できる
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メモリ増設とSSDへの換装で快適に

起動時間が短縮し 
軽快な使用感に 
変わる
　Windows 7時代のノートパソコンで

処理スピードが遅いと感じる大きな原因

は、CPUの世代が古いこともあるが、

メモリの少なさとストレージの遅さが大

きく影響している。Windows 7登場当

時はまだメモリは2GB〜4GBが主流で、

ストレージもSSDに比べてデータ転送

速度が圧倒的に遅いHDDがメインだっ

た。そのため、OSの起動に時間がかか

り、ソフトの起動やファイルのコピーで

もたつくシーンが多かった。

　Windows 10の登場を機会にノートパ

ソコンを新調しようと考えている人もい

るかもしれないが、メモリの増設とスト

レージの交換で、驚くほど快適にでき

る。データなどの環境移行の手間を考え

ると、ノートパソコンを強化してWindo

ws 10に移行するのは悪い選択肢ではな

いのだ。

ノートパソコンを
強化して使う

Note PC tune up

メモリの交換で
大容量に
多くのノートパソコンは底面のあるカバー
を外せばメモリスロットにアクセスできる。
メモリの規格さえ合っていれば、古いメモ
リを抜き、新しい大容量メモリに挿し変え
るだけで作業は完了だ

ストレージをHDDから
SSDに交換する
古いノートパソコンでは、Serial ATAの規
格も古いことが多く、最新のSSDの性能を
フルに発揮できないが、取り付け自体に問
題はなく、HDDより約3〜4倍高速なデータ
転送速度を発揮する

Windows 7世代のノートパソコンを使っていて、 
Windows 10への無料アップグレードを考えている人は多いはず。
そのままアップグレードすることも可能だが、
合わせてメモリの増設とストレージの交換を行えば驚くほど快適になる。

注意!! 
メモリやストレージの換装は

メーカーの保証が受けられなく
なる可能性があります。

本記事は換装後のパソコンの
正常な動作を補修するもの

ではありません。
読者の自己責任で作業を

行なってください。

OS起動時間 単位：秒

ThinkPad X201i
（メモリ2GB、HDD）  76

ThinkPad X201i
（メモリ8GB、SSD）  29

←Fast 0 30 40 50 60 70 802010

PCMark Vantage v.1.2.0－Memories 単位：Score

ThinkPad X201i
（メモリ2GB、HDD）  3,053

ThinkPad X201i
（メモリ8GB、SSD）  5,062

Fast→ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

OSの起動時間は半分
以下となった

メモリ関連の処
理性能が大幅に
アップ

47秒
高速化！

66％
高速化！

【検証環境】OS起動時間：電源スイッチを入れてから、スタートアップのWebブラウザがホーム画面を表示するまで。

まだまだ現役！
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Note PC tune up

市販ソフトを使用して
クローニングを実行

アップグレードを
開始する

HDDからSSDへのクローニングはAcron
isの定番バックアップソフト「True Ima
ge 2015 for PC」を使用する

無事にノートパソコンの起動を確認した
らWindows 10へのアップグレードを実
行して最新OSへと移行しよう

詳細は
p.50で
解説

詳細は
p.14で
解説

新しいストレージに 
クローニングを行なって 
交換するのがポイント
　Windows 7時代のノートパソコンを

強化するにあたり、一番のポイントにな

るのがストレージの交換だ。たとえば

HDDからSSDへとストレージを交換す

る場合、現在の環境を維持するために

は、もとのHDD内にあるOSを含めたす

べてのデータを交換するSSDにコピー

する必要がある。

　その方法はいくつかあるが、一番手っ

取り早いのはHDDからSSDへのクロー

ニング（複製：データを複製すること）

を実行することだ。USB接続の外付け

ドライブケースとクローニング機能を備

えるソフトを使用すれば、簡単に実行で

きる。ただ、注意したいのは、HDDと

同じかHDDを上回る容量を持つSSDを

用意する必要があること。もとのHDD

より容量が少ないと、すべてのデータを

コピーできない。ストレージを交換する

場合は、容量の確認を忘れないようにし

よう。

　

アップグレードは4ステップ

1
Step

2
Step

HDDからSSDへのクローニングを実行する

外付けドライブケースにSSDを取り付ける

4
Step

3
Step

メモリを増設してHDDをSSDに換装する

Windows 10にアップグレードする

古いノートパソコンの場合、チップセットなど
の制限により、4Gbitのメモリチップだと動作
に問題を起こすことがある。1枚で4GBの容量
のあるメモリでは、メモリチップが8枚なら
4Gbit、16枚あれば2Gbitのチップを使用して
いることになる。インターネットでの購入で
は、実物を見られないだけに、しっかりと確認
しておこう。

メモリチップに注意!!

4Gbitチップ搭載のメモリ
4Gbitのメモリチップは1枚が512MBなので、4 
GBメモリの場合はチップが両面合わせて8枚搭載
されている。古いノートパソコンだとOSが起動
しないといった不具合を起こので、購入前に確認
しておこう

2Gbitチップ搭載のメモリ
2Gbitのメモリチップは1枚が256MBなので、4 
GBメモリの場合はチップが両面合わせて16枚搭
載されている。古いノートパソコンの場合は、こ
ちらのメモリを選ぶほうがよいだろう

こっちが
オススメ！
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