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Windows 10 は既定で
OneDrive にファイルを保存す
る
Office.com, OneDrive

作成したファイルを保存する場所はいつでも選択できますが、コンピューターで
は [デスクトップ] ファイル、[ドキュメント] ファイル、[画像] ファイルに対して
既定の保存場所が設定されています。
Windows 10 のセットアップ時に、ファイルを OneDrive に保存する利点について
説明する [OneDrive でファイルをバックアップ] 画面が表示されます。 (2019 年7
月より前は、画面に [OneDrive でファイルを保護] と表示されていました)。 [次
へ] をクリックすると、OneDrive が既定の保存場所に設定されます。 [この PC に
のみファイルを保存する] オプションをクリックすると、ご使用の PC が既定の保
存場所に設定されます。 この既定の保存場所はいつでも変更することができま
す。

既定の保存場所がご使用のコンピューターであるか OneDrive であるかに関わら
す、ご使用の PC ですべてのファイルを使用できます。 Windows 10 に組み込ま
れている OneDrive アプリによって、OneDrive とご使用のコンピューター間でフ
ァイルが同期されるため、ファイルはバックアップされ、保護されて、任意のデ
バイスで使用できます。 ファイル オンデマンドを使用すると、空き領域を増や
したり、ファイルまたはフォルダーがオフラインであっても常にお使いのデバイ
スで使用したりすることが可能です。
ヒント: PC のフォルダーと OneDrive のフォルダー間でファイルを移動するには、
エクスプローラーまたは OneDrive アプリを使用して、ファイルを目的の場所にド
ラッグします。

自分のファイルの保存場所を設定する
既定の保存先の設定はいつでも変更することができます。 既定のファイルが保存
される場所を変更する場合は、下記のOneDrive アプリの設定を使用します。
OneDrive全体を別の場所 (外部ドライブなど) に移動させる場合は、「OneDrive
フォルダーの場所を変更する」を参照してください。
1. タスク バーの右端にある通知領域の OneDrive クラウドのアイコンを選択し
ます。

注: OneDrive のアイコンを表示するには、通知領域の横の [隠れているインジ
ケーターを表示します] 矢印
をクリックすることが必要な場合があります。
通知領域にアイコンが表示されない場合は、OneDrive が実行されていない可
能性があります。 [スタート] を選択して、検索ボックスに「OneDrive」と入
力して、検索結果の OneDrive を選択します。

2. [その他]、[設定] の順に選択します。

3. [バックアップ] タブの [重要な PC フォルダー] の下で、[バックアップの管理]
を選択し、指示に従って [ドキュメント]、[画像]、[デスクトップ] のフォルダ
ーを OneDrive でバックアップします。
どちらの場所を既定として選択しても、ファイルを保存するたびに保存場所を選
択することができます。 新しいファイルで [保存] をクリックするか、既存のファ
イルで [名前をつけて保存] をクリックしたとき、[OneDrive] または [この PC] を
クリックして、ファイルを保存するフォルダーを選択します。
重要: フォルダーの保護を停止すると、お使いの PC 上で突然、空のフォルダーが
表示される場合があります。 これは、[デスクトップ]、[ドキュメント]、および

[画像] のフォルダーが [この PC] と [OneDrive] の両方に存在するためです。これ
はよく混同されることがあります。 フォルダーの保護を停止すると、既存のファ
イルは OneDrive に残り、新しいファイルがご使用の PC に保存されます。

補足説明
OneDrive フォルダーの移行の詳細については、「[ドキュメント]、[画像]、[デス
クトップ] のフォルダーを OneDrive でバックアップする」方法を確認してくださ
い。
ファイル オンデマンドを使用して PC のディスク領域を使用せずに OneDrive フ
ァイルを同期する方法を確認してください。
オンライン ヘルプを表示
詳細については、OneDrive と OneDrive for Business のサポート ペー
ジを参照してください。
OneDrive モバイル アプリについては、「OneDrive モバイル アプリ
の問題をトラブルシューティングする」を参照してください。

メール サポート
さらにサポートが必要な場合は、OneDrive アプリの画面が表示され
ている状態でモバイル デバイスを振るか、OneDrive のサポート チー
ムにメールを送信してください。 お使いの Windows PC または Mac
から OneDrive for Business サポートに問い合わせるには、通知領域
またはメニュー バーの OneDrive アイコンを選択し、[その他]、[フィ
ードバックの送信]、[問題点、改善点を報告する] を順に選択しま
す。
OneDrive for Business 管理者は、OneDrive for Business Tech
Community、OneDrive for Business 管理者向けヘルプ、一般法人向
け Office 365 のサポートに問い合わせるを参照することもできます。

フィードバックがある場合
OneDriveUserVoice では、OneDrive に追加してほしい機能を提案し
ていただくことができます。 具体的な機能や時期についての保証は
できませんが、500 票以上を獲得した提案には必ず返答します。

OneDrive UserVoice にアクセスしてください。
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