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最新バージョンのmacOS
を、お使い のMacデバイ
ス、または組織のMacに導
入する準備はお済みです
か？

IT担当者の皆様は、組織のワークフローを乱
すことなく、また、生産性を低下させることな
く、macOS Montereyの新機能やシステムをユ
ーザの手元に届けることが求められます。

本書では、適切にOSのアップグレードを進めるた
めにIT担当者が準備しておくべきことをご紹介し
ます。



他のエコシステムとは異なり、AppleのOSで
あるmacOS、iPadOS、iOS、tvOSのメジャー
バージョンは毎年リリースされます。デバイス
が古いソフトウェアのままだと、一貫性、セキュ
リティ、ユーザエクスペリエンスのすべてが損
なわれます。特に、単一の管理ソリューション
でさまざまなデバイスやOSプラットフォーム
をサポートしようとする場合に、その傾向が強
くなります。

シンプルなアップグレード手順、そしてOSのア
ップグレード費用が無料であることも相まっ
て、業界トップレベルのコンシューマーへの導
入率を実現しています。エンドユーザは、新し
い機能にアクセスできることを楽しみにして
いますが、一方で、セキュリティコントロールと
正確なシステムインベントリを常に維持する
責任があります。

多くのIT企業が知っているように、これは「言
うは易し、行うは難し」であり、特にAppleユ
ーザが期待するペースでアップグレードを行う
となるとなおさらです。

Jamfでは、19年以上にわたってApple社のア
ップグレードに携わってきた経験から、Apple

社のアップグレードを成功させるためのステッ
プバイステップのガイダンスを提供します。

組織がアップグレードを受け入れ、環境、組織、
チームの準備が整ったときにエンドユーザが
デバイスをアップデートできるようにすべき理
由は、次の4つです。

1. セキュリティの脆弱性を減らす

2. エンドユーザの満足度を高める

3. ユーザの生産性向上

4. 新しいIT管理機能にアクセスする

このガイドでは、新しいmacOSを徹底的に理
解し、アップグレードの準備と実施を慎重に行
う方法を説明しています。混乱を最小限に抑
え、予定外のダウンタイムをなくす方法を学
ぶとともに、組織的な価値を提供し、macOS 
Montereyのアップグレードをユーザにわか
りやすく説明するための知識を得ることがで
きます。



新しいmacOSで注目すべ
き機能とは？

アップ グレ ードした m a c O S に は 、新しくて
素 晴らしい 機 能 が たくさん 搭 載 さ れ てい ま
す。iPhone、iPad、Mac間のワークフローはこれ
までになくシームレスで、さらに進化し続けていま
す。

お時間があれば、macOS Montereyの新機能の
全てをご覧になる価値がありますが、本書では、お
客様にとって重要と思われる機能をご紹介します。



新しい
macOSの
注目機能

ユーザのプライバシーユーザのプライバシー
Appleは、プライバシーを最優先する企業Appleは、プライバシーを最優先する企業
としての 比 類なき伝 統を守り続けていまとしての 比 類なき伝 統を守り続けていま
す。新しいmacOSのプライバシー機能にす。新しいmacOSのプライバシー機能に
は、iCloud+の新しいサービスであるプライは、iCloud+の新しいサービスであるプライ
ベートリレーが含まれており、Safariでのブラベートリレーが含まれており、Safariでのブラ
ウジング時に訪問したウェブサイトのIPアドレウジング時に訪問したウェブサイトのIPアドレ
スと位置情報を隠すことで、ユーザのプライバスと位置情報を隠すことで、ユーザのプライバ
シーを保護します。シーを保護します。
すべてのコンテンツと設定を消去 すべてのコンテンツと設定を消去 
すべてのコンテンツと設定の消去はmacOS すべてのコンテンツと設定の消去はmacOS 
Montereyで利用可能になり、iOS/iPadOSMontereyで利用可能になり、iOS/iPadOS
と同様に、現在インストールされているOSのと同様に、現在インストールされているOSの
バージョンを維持したまま、すべてのユーザデバージョンを維持したまま、すべてのユーザデ
ータとユーザがインストールしたアプリケーシータとユーザがインストールしたアプリケーシ
ョンを消去することができます。ョンを消去することができます。
管理対象のmacOSソフトウェア・アップデー管理対象のmacOSソフトウェア・アップデー
トト
MDMの管理者が監視下にあるデバイスのソMDMの管理者が監視下にあるデバイスのソ
フトウェアアップデートを遅延させることが可フトウェアアップデートを遅延させることが可
能です。この機能は、現在M1Macで利用可能能です。この機能は、現在M1Macで利用可能
です。ソフトウェアアップデートの提供を遅らです。ソフトウェアアップデートの提供を遅ら
せることで、重要なアプリケーションやインフせることで、重要なアプリケーションやインフ
ラストラクチャをチームに配布する前にテストラストラクチャをチームに配布する前にテスト
することができます。これにより、Montereyすることができます。これにより、Monterey
のようなメジャーリリースを最大90日間延のようなメジャーリリースを最大90日間延
期しても、重要なセキュリティアップデートや期しても、重要なセキュリティアップデートや

macOSのマイナーバージョンをユーザがインmacOSのマイナーバージョンをユーザがイン
ストールできるようにすることができます。ストールできるようにすることができます。
macOS Recovery Lock macOS Recovery Lock 
macOS Recovery Lockは、パスワードなしmacOS Recovery Lockは、パスワードなし
にユーザがデバイスのリカバリーモードにアにユーザがデバイスのリカバリーモードにア
クセスできないようにすることで、Macの最もクセスできないようにすることで、Macの最も
重要な部分を保護する方法です。重要な部分を保護する方法です。
画面共有 画面共有 
FaceTimeでSharePlayによる画面共有が可FaceTimeでSharePlayによる画面共有が可
能になりました。SharePlayは、ユーザがリモ能になりました。SharePlayは、ユーザがリモ
ートアシスタンスを受けるための機能を拡張ートアシスタンスを受けるための機能を拡張
し、サポートを新しいレベルに引き上げます。し、サポートを新しいレベルに引き上げます。
AppとブックAppとブック
Appleの新しいAPIは、組織のために、よりパAppleの新しいAPIは、組織のために、よりパ
フォーマンスが高く、スケーラブルなAppとブフォーマンスが高く、スケーラブルなAppとブ
ックの体験を提供します。さらに、デベロッパックの体験を提供します。さらに、デベロッパ
向けのXcodeは、Mac App StoreとMacア向けのXcodeは、Mac App StoreとMacア
プリケーションのサポートを継続的に拡大すプリケーションのサポートを継続的に拡大す
る方法を提供します。 る方法を提供します。 
これらの変更はすべて、ユーザの生産性を高これらの変更はすべて、ユーザの生産性を高
め、日々の業務に必要な装備を充実させ、よりめ、日々の業務に必要な装備を充実させ、より
自立した、全体的に優れたワーク・エクスペリ自立した、全体的に優れたワーク・エクスペリ
エンスを実現するために利用できますが、こエンスを実現するために利用できますが、こ
れらの機能をユーザにタイムリーに提供するれらの機能をユーザにタイムリーに提供する
ための最良の方法と手順は何でしょうか？ための最良の方法と手順は何でしょうか？



βプログラム
への参加

1STEP

AppleSeed for ITが提供する次期リリース
のプレビューを利用すれば、新しいOSのバー
ジョンや機能が組織にどのような影響を与え
るかをいち早く知ることができます。

A p p l e は O Sを定 期 的 にアップデ ートし
ており、ベ ータプ ログラム に 参 加するこ
とで、O S のリリースに 先 立って数か 月間
のテストを 行うことが できます。A p p l e
は、macOS、iPadOS、iOS、tvOSのベータプ
ログラムを無料で提供するAppleSeed for 
ITを提供しています。参加するには、Apple 
Business Manager、またはApple School 
Managerにお使いの管理対象Apple IDで
サインアップしてください。

ベータプログラムに参加する理由は？

1 これらのオペレーティングシステムのベー
タサイクルは、通常、複数のフェーズで行われ
ます。早期に参加してAppleにフィードバック
を提出することで、お客様に最も影響を与え
る機能や問題が、アップデートがリリースさ
れる前に対処される可能性が高まります。ま
た、Appleにフィードバックを提出する際に
は、フィードバックアシスタントアプリケーショ
ンを使って、問題の状況や解決の可能性があ
るOSのバージョンを確認することができます。

2 ベータ版に参加すると、新機能や互換性を
いち早く試すことができるだけでなく、エンド
ユーザの体験にどのような影響があるのか
をより深く理解することができます。新たに追
加された設定、移動した機能、ラベルの変更
などを知ることで、トレーニング教材やオンボ
ーディングキットなどの必要な更新情報を得
ることができます。このようにして、エンドユー
ザエクスペリエンスの変化に備えることで、よ
りユーザを中心としたサポートモデルやコミ
ュニケーションプランを実行することができま
す。

3 最後に、お客様の環境で現在提供されてい
るソフトウェアを継続して使用するためには、
新しいOSの設定や機能に加えて、アプリケー
ション、インフラ、管理の互換性テストが重要
になります。Appleのベータ版を実行して、導
入したアプリケーションに問題がないかをテ
ストすることをお勧めします。Appleは、ベー
タ版のOSが多数のお客様の環境でどのよう
に作用するかを検証するために、組織向けに
様々なテストプランを用意しています。



技術スタック
全体のテスト

2STEP

最良の結果を得るため、また、アップグレード
がエンドユーザのワークフローに予期せぬ影
響を与えないようにするために、以下を含む
技術スタック全体をテストすることをお勧めし
ます。  

1 インフラストラクチャ
VPNやプリンタ・ドライバのテストなど、アプ
リケーション・スタック以外のものを含む全て
を新しいOSでは必ずテストする必要がありま
す。
2 アプリケーション
ウェブベースと非ウェブベースの両方のアプ
リケーションが対象です。すべてのアプリケー
ションをテストする時間がない場合は、アプリ
ケーションベンダーの互換性に関する声明に

基づいて優先順位を決めてください。
macOS Monterey には、従来のカーネル
拡張機能の変更が含まれています。ベンダー
は、Appleの最新のSystem Extensionsフレ
ームワークをサポートしているかどうかを確
認する必要があります。
3 マネジメント
デバイスの導入および管理ソリューション

（MDM、EMM、UEMなど）を含みます。デバ
イス管理ソリューションが、新しい制限、管理
機能、および機能をテストする機能を提供して
いるかどうかを確認してください。



テストの前の
優先順位付

あなたの組織では、多くのチームが、
さまざまなアプリを使用し、多種多様
な方法でデバイスを使用しているかも
しれません。そのような環境でアプリ
のテストを成功させるには、優先順位
をつけることが重要です。 

アプリを重要度の高いもの、低いも
の、中程度のものにランク付けする方
法もあれば、それぞれのアプリの使用
状況を見て、それに応じて優先順位を
決める方法もあります。また、各アプリ
の使用状況を見て、それに応じて優先

順位を決めることもできます。このよう
にして優先順位を決めた後、各部門（
財務、マーケティング、営業など）から
代表者を募ってテストを行うことで、日
常的な使用状況を把握し、できるだけ
スムーズに進めることができます。

2STEP



データを保持したまま新しいmacOSをユー
ザに展開する場合には、3つの方法がありま
す。
特に、1と3の方法では、macOS内のキャッシ
ングサービスを利用することで、ネットワーク
トラフィックを削減することができます。以下
のオプションはすべて、今後の展開計画に合
わせて検討することができます。

1 監視対象のMac、またはApple Business 
ManagerやApple School Manager経由
で登録されたMacは、MDMコマンドを送信し
てアップデートをダウンロード・インストール
することでアップグレードできます。このコマ
ンドをMass Actionとして実行すると、IT管理
者はmacOS Montereyなどの主要なOSバ
ージョンのアップデートを含めるように選択で
きます。Apple製シリコンを搭載したコンピュ
ーターの場合、Jamf ProでBootstrap Token

を仲介すると、アップデートを承認するための
ユーザの操作は必要ありません。
2 “Install macOS Monterey.app “をApple
から直接ダウンロードして、お好みの配布ポイ
ントからデプロイします。デバイスにデプロイ
された後は、ポリシーをトリガーにして自動的
に実行するか、ユーザがJamf Self Serviceか
ら自分でインストールを開始することができま
す。これらの方法では、アップデートがすでに
ダウンロードされているので、エンドユーザが
インストールする時間を短縮できます。

3 Mac App Storeから「Install macOS 
Monterey.app」をダウンロードして実行する
ようにユーザに促すか、システム環境設定か
らダウンロードしてインストールできるように
することもできます。

macOS 
Montereyへ
のアップグレ
ード

3STEP

Macのアップグレードにはいくつかの方法があります。しかし、アップ
グレードを進めることを決めたら、Mac上の既存のデータをどうする
かを決めなければなりません。それは共有のデータなのか？特定のユ
ーザに割り当てられているのか？肝心なのは、データをそのままにし
ておきたいかどうか、ということです。
macOSの最も一般的なアップグレード方法は、インプレース・アップ
グレードです。インプレース・アップグレードでは、ユーザデータをその
ままにしてOSをインストールします。



既存のMacのデータはすべて消去する場合に
は、アップグレードを完了させるために2つの
方法を利用できます。
*macOSのアップグレードにはインターネット
への接続が必要です。

macOSのインストールとハードドライブの消
去を同時に行う--eraseinstallオプションとい
うコマンドがあります。実行するには、macOS 
Montereyのインストーラーをダウンロード
して、MDMソリューション経由でアップロー
ドするだけです。ポリシーを使ってmacOS 
Montereyをデプロイします。
1) インストーラをクライアントのMacにステ
ージング
2 ) - - e r a s e i n s t a l l フ ラ グ を 付 け て
startosinstallを実行します。自動的にインス
トールを開始するか、Jamfを使用している場
合は、Jamf Self Serviceに配置します。

デバイスが M o n t e re yを 実 行している
と、M D Mコマンドの「 W i p e D e v i c e 」
で、Apple silliconを搭載したT2 Macやコン
ピューターに対して「Erase All Content and 
Settings」のワークフローを実行できるよう
になります。

Apple製シリコンを使用する際には以下の点
に注意してください。
• startoinstall および macOS インストーラ
ーアプリの使用には、ユーザ認証が必要にな
ります
• Jamf Pro Mass Action MDMコマンド
で、”Include major updates, if available 
“オプションを選択すること
• Jamf ProにBootstrap Tokenを預ける場
合、ユーザの操作は必要ありません。macOS
がソフトウェアアップデートを承認するために
トークンを要求します

macOS 
Montereyへ
のアップグレ
ード

3STEP



エンドユーザとの
コミュニケーション

4STEP

最後に、このプロセスを通し
て意識すべきことは、エンド
ユーザに、彼らのデバイス
に何が起こるのか、彼らに
依頼したいことは何なのか
を、率直に、透明性を持って、
頻繁に伝えることです。

いつアップグレードできるのか、その
プロセスはどうなるのか、一定期間ア
ップグレードできない理由はなにか、
など、エンドユーザを含めて双方向の
コミュニケーションをとることで、より
スムーズなプロセスが実現します。
コミュニケーションをとることで、ヘル
プデスクのチケットや電話の数を減ら
すことができます。さらに、これらの要
求や電話を先取りすることで、エンド
ユーザに満足してもらい、いつか支援
が必要になったときにプロセスに参
加してもらえるようになります。

エンドユーザがアップグレードのタイ
ミングを逃さないためのステップ
1 すべてのエンドユーザが、アップグ
レードにかかる時間を知っているわ
けではありません。平均的なアップグ
レード時間をユーザに知らせ、アップ
グレードに最適な時間帯を教えてくだ
さい。
2 エンドユーザには、アップデートの
前にデバイスのバックアップを取るこ
とを推奨します。これは、ローカライズ
されたバックアップとiCloudのバック
アップに適用されます。 
3 エンドユーザに対して、決定した開
始日から30日以内にアップデートす
ることを求めるポリシーを導入する
か、またはエンドユーザのためにア
ップデートすることを知らせる。PCI 
DSS準拠では30日が必要です。
電子メール、会社のイントラネット、
またはJamfを使用している場合は
Jamf Self Serviceアプリカタログを
使用して、OSのアップグレードの前に
ユーザに十分な警告と推奨事項を伝
えましょう。



アップグレードにより、デバイスを強化、そして快適に 
macOS Montereyは、あなたのMacをあなたがAppleに期待する、柔軟にカスタマイズされたマシンにするため

の改善とワークフローの強化をもたらします。

トライアルに申し込む

トライアルにお申し込みいただくか、リセラーにお問い合わせ
いただき、最高のAppleEnterprise管理をご体験ください

シームレスなアップグレードプロセスを提供すること
は、セキュリティ対策、正確なシステムインベントリの維
持、ダウンタイムの排除を確実にするだけでなく、IT部
門をヒーローのように見せることができます。Appleの
ために構築されたApple Enterprise Management
ソリューションであるJamfは2012年から、Apple OS
バージョンアップに即日対応してきた実績があり、最新
のAppleOSを活用するために必要な機能を備えてい
ます。

Jamfは、エンドユーザに悪影響を与えることなく、また
IT部門がデバイスに触れることなく、デバイスの導入、
管理、セキュリティ、アップグレードなど、企業における
Appleのライフサイクル全体を自動化する、規模の大き
な唯一のApple Enterprise Managementソリュー
ションです。

https://www.jamf.com/ja/request-trial/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=os-upgrades&utm_content=2021-10-20_shared_
https://www.jamf.com/request-trial/

