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対象機種とOS 対象機種 すべて すべて 対象OS 回答 注意事項と事前準備を確認した後、最新のWindows 10にアップデートしてください。最新のWindows 10は、Windows Update、または、マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールします。2022年2月現在、最新のWindows 10は、Windows 10 November 2021 Update（Windows 10, version 21H2）で
す。手順1注意事項と事前準備最新のWindows 10にアップデートする前に、次の内容をご覧ください。最新のWindows 10にアップデートする際の主な変更点、および動作確認情報を公開しています。「Windows関連情報」の「Windows 10」の項目から、適用するバージョンの情報をご覧ください。本情報は、適用する前に必ず確認してください。Windows関連情報最新のWindows 10に
は、古いWindows 10のバージョンの更新プログラムの更新内容も含まれます。例えば、Windows 10, version 21H2には、Windows 10, version 21H1以前の更新プログラムの更新内容も含まれます。環境によっては、インストールに長時間かかります。時間に余裕をもって、インストールされることをお勧めします。万が一の場合に備え、大切なデータのバックアップ、および回復ドライブの
作成をお勧めします。手順は、次のQ&Aをご覧ください。[Windows 10] バックアップと復元について教えてください。[Windows 10] 回復ドライブを作成する方法を教えてください。最新のWindows 10は、Windows Updateの機能更新プログラムとして順次適用（アップデート）されます。Windows Updateでアップデートを実行する方法は、次のとおりです。作業中のアプリをすべて終了
します。作成中のファイルがある場合は、ファイルを保存します。 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。「設定」が表示されます。「更新とセキュリティ」をクリックします。左側の一覧から、「Windows Update」をクリックします。「（バージョン名）の機能更新プログラム」と表示された場合は、「ダウンロードしてインストール」をクリックします。以降は、表示される
画面に従ってインストールします。アドバイス最新のWindows 10は、Windows Updateで順次配信されます。Windows Updateでご希望のWindows 10のバージョンが配信されない場合は、後日、お試しください。お使いの環境によっては、古いバージョンのWindows 10が適用された後に、最新のWindows 10が配信されます。Windows Updateで表示された更新プログラムは、すべて適
用してください。「Windows 11へのアップグレードの準備ができました」と表示された場合は、「今はWindows 10の使用を継続します」をクリックしてください。Windows 11に関するメッセージについて、詳しくは次のQ&Aをご覧ください。[Windows 10] Windows UpdateにWindows 11に関する情報が表示されます。Windows Updateで機能更新プログラムが配信されず、すぐに適
用する必要がある場合は、マイクロソフト社のホームページから手動でアップデートできます。次の手順に進んでください。手順3ホームページからダウンロードしてアップデートする（Windows Updateからアップデートできない場合）Windows Updateからアップデートできない場合は、マイクロソフト社のホームページから、更新プログラムをダウンロードしてアップデートします。手順
は、次のとおりです。 2022年2月現在の手順です。手順は予告なく変更される場合があります。作業中のファイルは保存し、すべてのアプリを終了します。次のマイクロソフト社のホームページを開きます。マイクロソフト社Windows 10 のダウンロード ��Windows 10 のダウンロード」が表示されます。「今すぐアップデート」をクリックします。ダウンロードが開始されます。完了するま
で、そのまましばらく待ちます。ダウンロードが完了すると、画面の右上、または左下にダウンロード結果が表示されます。「ファイルを開く」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」が表示されます。「はい」ボタンをクリックします。「Windows 10 の最新バージョンへの更新」と表示されます。「今すぐ更新」ボタンをクリックします。「このPCはWindows 10と互換性がありま
す」と表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。アドバイス「次へ」ボタンをクリックしなくても、画面左下に表示されている「ダウンロード開始までの時間」に表示されている時間が経過すると、自動的に次の画面に進みます。更新プログラムのダウンロードとインストールが開始されます。そのまま、しばらく待ちます。重要準備が終わるまでに、長い時間かかることがあります。準備
が終わると、再起動までのカウントダウン（30分）が自動的に始まります。パソコンのそばを離れる場合などは、必ず作業中のファイルを保存し、すべてのアプリを終了してください。「最小化」ボタンをクリックすると、画面を最小化できます。もう一度、画面を表示するときは、通知領域の「」ボタンをクリックし、表示される一覧から、「Windows 10 更新アシスタント」をクリックしま
す。準備が完了すると、「PC を再起動する必要があります」と表示されます。「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。アドバイス「今すぐ再起動」ボタンをクリックしなくても、画面左に表示されている「再起動までの時間」に表示されている時間が経過すると、自動的に再起動が始まります。「サインアウトしようとしています」と表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。アド
バイス「閉じる」ボタンをクリックしなくても、メッセージが閉じて再起動が始まる場合があります。パソコンが再起動し、更新プログラムのインストールが開始されます。そのまま、しばらく待ちます。パソコンが再起動したら、更新は完了です。アドバイスデスクトップに作成された「Windows 10 更新アシスタント」アイコンは、削除してかまいません。（アイコンの名前は、予告なく変更
される場合があります）「ダウンロード」フォルダー（保存先を変更している場合は、変更した場所）に保存した「Windows10Upgrade9252（Windows10Upgrade9252.exe）」ファイルは、削除してかまいません。（ファイルの名前は、予告なく変更される場合があります） Windows10 Ver.1909 は2020年5月28日にダウンロードの提供が終了しましたが、Ver.1909 のダウンロード
は、アプリ（Rufus）を使用すればダウンロードすることができます。ダウンロードしたISOファイルからアップデートや再インストール、クリーンインストールにも利用ができます。 このページでは、Ver.1909をダウンロードする方法を紹介しています。 ※ここからは公開が終了したVer.1909の過去記事なので、参考程度にご覧ください。 目次 ダウンロードして手動で November 2019
Update 1909 に更新 周辺機器の接続によりアップデートのができないこともあります。 バージョンアップデートをする前に、念のため操作に必要のないUSB接続などの周辺機器を外してから、アップデートを実行するようにしてください。 November 2019 Update 1909 のダウンロードページを開く November 2019 Update のダウンロードページ ： ※ ダウンロードページには
Windows10 のパソコンでアクセスしてください。違うOSやバージョンからはこのページは表示されず、ISOファイルのダウンロードページが表示されます。 「今すぐアップデート」をクリックし「実行」または「保存」をクリックします。 ※後でアップデートしたい場合は「保存」して、ダウンロードしたツールを実行します。 アップデートツールを使って Ver.1909 に手動でアップデート
※アップデートツールの正式名は「更新アシスタント」です。 「保存」を選択した場合は、保存した実行ファイル「Windows10Upgrade○○○」をダブルクリックして実行します。 「ユーザーアカウント制御」の警告が表示されたら「はい」をクリックします。 セキュリティの警告が表示されたら「実行」をクリックします。 ※警告の表示に関しては、PCの設定により異なります。
「Windows 10 の最新バージョンへの更新」が開いたら「今すぐ更新」をクリックします。下図は「1909」と表示していますが「1903」と表示される場合もあります。 ※アップデートを中止するには「今は更新しない」をクリックします。 問題がなければ「このPCはWindows10と互換性がありあます」と表示されます。 「次へ」をクリックをします。 ※「次へ」へをクリックしなくても自動
的にダウンロードは始まります November 2019 Update のダウンロードが始まるので、そのまま待ちます。 ダウンロードが完了すると、ダウンロードの検証がされ、更新の準備作業が始まります。 ※更新準備の時間はPCの環境にもよりますが、かなり時間がかかる場合もあります。 November 2019 Update 1909 のアップデートができない 「0xC190020E」エラーならディスクの空き
容量が足りない可能性があります。空き容量を増やして再度アップデートを実行してください。 Windows 10 不要なファイルを削除をする方法 その他、更新準備が完了した後に「問題が発生しまし」と表示されて、アップデートができない場合は、現在使用している Windows 10 が、最新の状態でないことも考えられます。 「更新をキャンセル」をクリックします、「更新を取り消します
か？」と表示されますので、もう一度「更新をキャンセル」をクリックし、ウインドを閉じます。 スタートメニューの「電源」ボタンをクリックし「更新して再起動」が表示されているならクリックして、PCを再起動した後に、「November 2019 Update のダウンロードページを開く」から再度 November 2019 Update のアップデートの実行を試してみる。 ツールを利用してバージョン
アップデートができない場合は、「ISOファイルからアップデート」すると成功する場合もあります。 「更新プログラムの準備ができました。更新を完了するには、PCを再起動する必要があります」と表示されますので「今すぐ再起動」または「後で再起動する」をクリックします。 なにもしない場合は、30分後に自動で再起動されます。 November 2019 Update への更新は、次回起動時に
実行されますので、現時点ではまだアップデートされていません。アップデートの準備段階です。 再起動すると、「November 2019 Update 1909」への更新作業が実行され、PCが自動で数回再起動し、いくつかのメッセージが表示されます。 更新作業の終了は、デスクトップが表示されれば「November 2019 Update」へのアップデートは完了です。 別途更新プログラムがあれば、デス
クトップが表示される前にインストールされます。 ※更新作業の時間はPCの環境によりかなり時間がかかることもありますが、PCの電源は切らずにそのまま待ちます。 デスクトップ画面が表示されれば、November 2019 Update への更新は完了です。 バージョンンの確認 Windows 10 のバージョンン確認方法は、検索ボックスに「winver」と入力して、実行することで確認きます。 ・
Windows 10 のバージョンを調べる方法「バージョン確認」 アップデートによる設定の初期化があります バージョンアップデートでパソコンの利用環境により、設定が初期化されるものがあります。 他にも設定が初期化されている可能性があるので、作業をしていておかしな点があれば設定を見直しましょう。 メディアツールで Ver.1909 のアップデートができない 「0xC190020E」エラー
ならディスクの空き容量が足りない可能性があります。空き容量を増やして再度アップデートを実行してください。 Windows 10 不要なファイルを削除をする方法 その他、更新準備が完了した後に「問題が発生しまし」と表示されて、アップデートができない場合は、現在使用している Windows 10 が、最新の状態でないことも考えられます。 「更新をキャンセル」をクリックします、「更新
を取り消しますか？」と表示されますので、もう一度「更新をキャンセル」をクリックし、ウインドを閉じます。 スタートメニューの「電源」ボタンをクリックし「更新して再起動」が表示されているならクリックして、PCを再起動した後に、「May 2019 Update のダウンロードページを開く」から再度 May 2019 Update のアップデートの実行を試してみる。 ツールを利用してバージョン
アップデートができない場合は、「ISOファイルからアップデート」すると成功する場合もあります。 更新とセキュリティから November 2019 Update 1909に更新 November 2019 Update の手動アップデートは、更新とセキュリティの「更新プログラムのチェック」からできます。 使用中の Windwos10 の利用環境によっては、プログラムの適合性の問題でアップデートができない場合が
あります。 「Windows」マークをクリックし、左のアイコンが表示されている場所にマウスポインターを合わせると、メニューが開くので「設定」をクリックします。 Windows の設定画面の「更新とセキュリティ」をクリックします。 「オプションの更新プログラムがあります」と表示され、 「Windows 10、バージョン 1909 の機能更新プログラム」と表示されていれば、「今すぐダウ
ンロードしてインストール」をクリックします。 表示されていない場合は、下記の更新プログラムのチェックをみてください。 1903より前のバージョンでは「バージョン 1903 の機能更新プログラム」と表示される場合もあります。 更新プログラムのチェック 「Windows 10、バージョン 1909 の機能更新プログラム」と表示されていれば飛ばして次へ進んでください。 「Windows 10、バー
ジョン 1909 の機能更新プログラム」と表示されていない場合は、「更新プログラムのチェック」 をクリックするか、「ダウンロード」ボタンが表示されいたらそれをクリックします。他にも、バージョン 1909以外の「オプションの更新プログラムがあります」と表示されているなら、「今すぐダウンロードしてインストール」をクリックしてインストールを完了させます。 Defender の定義や
月例アップデートなどの更新プログラムがある場合は、それらを先にダウンロードしてインストールする必要があります。 更新プログラムのインストールが完了したら、再度「更新プログラムのチェック」をクリックします。 ※更新プログラムのインストールには再起動が必要なものもあります。 すべての更新プログラムのインストールが完了したら、「Windows 10、バージョン 1909 の機能更
新プログラム」が表示されているか確認します。 表示されていないようなら、現段階ではパソコンの環境の適合性に問題があるためアップデートができない状況なので、数日後にまたチェックしてみてください。 「今すぐダウンロードしてインストール」をクリックした続きです。 「更新プログラムを確認しています」と表示されるので、そのまま待ちます。 必要な更新プログラムがあればダウ
ンロードされた後に、1909 の機能更新プログラムのアップデートの準備が始まります。 準備が完了すると、1909 のダウンロードが始まり完了すると、インストールが始まるので、そのまま待ちます。 インストールが完了すると「再起動が必要です」と表示されるので、作業中のファイルなどがあれば先に保存して、「今すぐ再起動」をクリックします。 「再起動してます」と表示され、再
起動後にプログラムの構成が開始され数回自動で再起動されますがそのまま待ちます。 プログラムの構成が完了して、サインイン後にデスクトップが表示されれば Ver.1909 のアップデートは完了です。 Ver.1909 のダウンロード Ver.1909のISOファイルをダウンロードする Windows10 のダウンロードページで「今すぐアップデート」には、Windows 10 May 2019 Update となっています
が、その下にある「ツールを今すぐダウンロード」をクリックすると、「MediaCreationTool1909.exe」という名前の実行ファイルがダウンロードできます。 MediaCreationTool1909.exe ダウンロードして実行することで、Ver.1909のISOファイルをダウンロードすることができます。 最新バージョンの、ISOファイルをダウンロードする方法とインストールメディアの作成は、下記の
ページで詳しく説明しています。 ★Windows10 のダウンロードとインストールメディアの作製方法 ISOファイル／インストールメディアからアップデート ISOファイル、またはインストールメディアからアップデートするには、Windows10 が起動した状態でインストールします。 ツールの利用でアップデートができる場合は、通常の方法で手動アップデートすることをお勧めします。 ISO
ファイルからアップデートする場合、ISOファイルを開き「Setup」を実行します。 インストールメディアからアップデートする場合、インストールメディアの実行、または中身を開いて「Setup」を実行します。 インストールメディア、またはISOファイルから大型アップデートをインストールする方法は、下記のページで紹介しています。 ★Windwos10 大型アップデートを「ISOファイル」
から実行する方法
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