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Liam Tung （ZDNet.com） 翻訳校正： 編集部 2020-06-23 12:36 Microsoftは、「Windows 10」向けのChromium版「Microsoft Edge」を「Windows Update」経由でロールアウトしているが、今回その対象範囲を拡大し、「Windows 8.1」やサポート期間の終了した「Windows 7」に対しても配信を開始した。 Microsoftは6月、Windows 10で動作する従来版のEdgeを非推奨
にすると発表してから間もなく、新たなEdgeをWindows 10ユーザーに向けて配信開始した。この新たなEdgeは従来版のEdgeとは異なり、Windows 10のみを対象とした製品ではなく、「macOS」やWindows 7、Windows 8.1も対象としている。 Microsoftはサポートドキュメントの中で、「このアップデートは、Windows Updateから自動的にダウンロードされ、インストールされ
る」と説明している。 マイクロソフトの新「Edge」を快適に--知っておきたい10の設定 新たなEdgeによって、Windows 7やWindows 8.1の「Internet Explorer」（IE）が置き換えられるわけではないが、従来版のEdgeは置き換えられる。 同社は「新しいEdgeはタスクバーにピン留めされ、デスクトップにショートカットが追加される。従来版のEdgeのショートカットが既にある場
合、それは置き換えられる」としている。 Windows 7は1月14日に無料のセキュリティアップデートによるサポートを終了しているが、Googleは少なくとも2021年7月まで「Chrome」でWindows 7をサポートするとしている。 Microsoftのサポートページには、Windows 7と「Windows Server 2008 R2」に対するEdgeのサポートを2021年7月15日まで提供すると記されている。
なお同社によると、今回の新しいEdgeのアップデートは、法人向けデバイスを対象とするものではないという。 サポートページには「このアップデートは具体的には、『Windows 7 SP1』以降のバージョンと、Windows 8.1以降のバージョンの、『Home』と『Professional』『Ultimate』『Starter』『Core』の各エディションを対象にしている」と記されている。 また、「『Active
Directory』や『Azure Active Directory』のドメインでこれらのエディションが稼働しているデバイスも、今回の自動アップデートから除外されている」としている。 Windows 8.1でアップデートをインストールする際の追加要件は存在していないが、Windows 7マシンにインストールする際には2019年9月23日に公開された「KB4474419」と、2019年3月12日に公開されたサービスス
タックアップデート（SSU）「KB4490628」以降をインストールしておく必要がある。 この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。 ZDNet Japan 記事を毎朝メールでまとめ読み(登録無料) Book Watchセール情報Amazonの聴く読書『Audible』が2カ月無料になるキャンペーンが実施中新規登録で月額1,500円×2カ月＝3,000円が無料
で利用可能8月31日 15:45 Windows 7の標準ブラウザであったIEのサポートが完全に終了し、Microsoft Edgeへの移行が必要となっている。この記事では、Windows 7へ公式サイトからMicrosoft Edgeをダウンロードする導入方法について詳しく解説する。 【Windows 7】「Microsoft Edge」の導入方法 Windows 7のサポートは2020年1月に終了しているが、法人を対象にした延長サ
ポートは2023年1月まで利用できる。しかし、Windows 7は2023年1月まで延命されているが、Windows 7の標準ブラウザであったInternet Explorerへのサポートが2022年6月をもって完全に終了してしまった。 今後はIEを起動しても、新しいMicrosoftの標準ブラウザであるMicrosoft Edgeへリダイレクトされてしまう。IEからMicrosoft Edgeへのリダイレクトは一斉に行われるのでは
なく、徐々に進められるということだが、セキュリティアップデートは一切配信されなくなる。 今後もIEを使い続けるということは、IEに新しい脆弱性が発見された場合に攻撃される恐れがある。今後はセキュリティの問題などを考えると速やかにIEからMicrosoft Edgeへの移行が必要となる。 延長サポートでWindows 7を利用し続けていて、なおかつ標準ブラウザとしてIEを利用している場合
には、できるだけ早くMicrosoft Edgeの導入を急いだほうがいいだろう。 なお、IEでしか利用できない機能については、Edgeに搭載されている「IEモード」というモードでかなりの部分をカバーできる。EdgeのIEモードは2029年まではサポートされるということなので、IEからの移行が遅れている場合にはEdgeのIEモードで対応しよう。 IEモードについてはこちらの記事で確認してほし
い。 この記事では、公式サイトからMicrosoft Edgeをダウンロードしてインストールする導入方法について詳しく解説する。 【手順①】公式サイトからセットアップファイルをダウンロードする Windows 7にMicrosoft Edgeを導入する手順について詳しく見ていこう。まずは、Microsoft Edgeをインストールするためのセットアップファイルを公式サイトからダウンロードしよう。 まずは
Microsoftの公式サイトへアクセスしてみよう。 Microsoft Edge Web ブラウザーをダウンロード【Microsoft公式サイト】 公式サイトへアクセスしたら、Windows 7向けのバージョンをダウンロードしよう。画面を下にスクロールして「以下用のバージョンをダウンロード」をクリックする。 「以下用のバージョンをダウンロード」をクリックする 「Windows 7」をクリックする 「ライセン
ス条項」をよく読む。インストールする言語を選択したら「同意してダウンロード」をクリックする するとセットアップ用ファイルがWindows 7へダウンロードされる。 【手順②】セットアップファイルを実行しインストールする 次の手順ではWindows 7へダウンロードされたセットアップファイルを実行してインストールしよう。 ブラウザの下にダウンロードされたファイルが表示されている
場合にはそちらをクリックする。ブラウザの下に表示されていない場合には、Windows 7のダウンロードフォルダを確認してみよう。 Windows 7の「スタート」>「ユーザー名」とクリックするとエクスプローラーが表示される。左側のナビゲーションで「ダウンロード」をクリックするとダウンロードされたファイルが保存されているダウンロードフォルダが表示される。 ダウンロードフォル
ダ内のEdgeのセットアップファイルをダブルクリックして実行する するとMicrosoft Edgeのインストールが始まる。画面の指示に従ってインストールを進めよう。「インストールが完了しました」の画面が表示されたら「閉じる」をクリックする。 ※サムネイル画像（Image:monticello / Shutterstock.com） PC Watch をフォローする Special Site アクセスランキング 最新記事 Impress
Watchシリーズ 人気記事 おすすめ記事 Microsoftは6月18日(現地時間)、サポートが終了したWindows 7 SP1に対し、最新のChromiumベースのWebブラウザ「Edge」を配信した(KB4567409)。 周知のとおり、Windows 7は1月にサポートがすでに終了しているのだが、Edgeを利用することでWebブラウジングをセキュアに保つことができるという。ただし、デバイス自体はセキュリ
ティリスクに晒されるため、最新プラットフォームへの移行を促している。 EdgeはWindows Update経由で提供され、ユーザーは特別な操作を行なう必要がない。Edgeは既存のInternet Explorerを置き換えることなく、システム内に併存可能。アップデートを適用しても、タスクバーにEdgeのショートカットが追加されるのみで、既存のブラウザを変更するといった挙動もないとしてい
る。 なお、利用には2019年11月23日に配信されたSHA-2のアップデート(KB4474419)が必要で、Windows Update経由で提供されている。 また、今回の配信はコンシューマ向けのWindowsに限定されており、エンタープライズ向けのWindows 7では適用されない。 Microsoftのホームページ KB4567409の情報 トップページに戻るイヤフォンミュージックドリンクコミックノート 楽
天ランキングをもっと見るデスクトップ 楽天ランキングをもっと見るモニター 楽天ランキングをもっと見る本
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