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はじめに 

本書では、Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 のインストールオプション(イン

ストール時の選択肢)の一つである Server Core における、導入・構築・運用方法について説明しま

す。 

 

●本書の対象者 

本書の対象者は、次の通りです。 

・Server Core を使ったソリューションを提案する SE 

・Server Core を構築する SE 

・Server Core での運用を行う SE 

 

●注意事項 

本書ではコマンドプロンプトでの操作が数多く記載されていますが、特に断りのない限り、すべての

コマンドは管理者のコマンドプロンプトで実行されています。 

 

●キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に

必要な文字を次のように記述しています。 

例：[Ctrl]キー、[Enter]キー、[→]キーなど 

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。 

例：[Ctrl]＋[F3]キー、[Shift]＋[↑]キーなど 

 

●コマンド入力 

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。 

diskcopy a: a: 

       ↑ ↑ 

↑の箇所のように文字間隔をあけて表記している部分は、[Space]キー（キーボード手前中央にあ

る何も書かれていない横長のキー）を 1 回押してください。 
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●略称 

本書では、製品名を次のように省略することがあります。 

 正式名称 略称 

Microsoft® Windows Server® 2003 Windows Server 2003 

Windows Server® 2008 Windows Server 2008, WS08 

Windows Server® 2008 R2 Windows Server 2008 R2, WS08R2 

Microsoft® Windows® XP Windows XP 

Windows Vista® Windows Vista 

Windows® 7 Windows 7 

製品名 

Microsoft® Windows® Internet 

Explorer® 

Internet Explorer 

 

本書では、Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 をまとめて、Windows Server 

2008 / 2008 R2 という表記で記しています。 

 

●本文中の表記 

本文中では、以下の表記・記号を使用しています。 

 

ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。 

 
ユーザが間違いやすいポイントや、特に注意すべきことが書いてあります。 

 

●画面例 

本書に記載されている画面は一例です。お使いのサーバに表示される画面やファイル名などが異

なる場合があります。ご了承ください。 

 

 

注意!! 

POINT!
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●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 

●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害に 

ついては、当社はその責を負いません。 

●無断転載を禁じます。 

 

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, Hyper-V, Internet Explorer 

は、Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

ARCserve は、コンピュータ・アソシエイツ株式会社の登録商標です。 

そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標

です。 

なお、本ガイドにおいては、®および TM 表記を省略しています。 
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1 Server Coreの概要 

Windows Server 2008 から、インストール形態の一つとして Server Core インストールが加わりまし

た。本章では、Server Core の概要について説明します。 

 

1.1 Server Coreとは 

Server Core とは、Windows Server 2008 から選択可能となった Windows サーバのインストール

形態です。Windows Server 2008 / 2008 R2 において利用が可能です。 

Server Core を利用することで、セキュリティホールや不具合に対する修正プログラムの適用回

数を減らすことができ、サーバを安定稼働させることが可能となります。ただし、GUI シェル、エクス

プローラ、Internet Explorer 等の一部機能に制限があるため、採用にあたっては検討が必要となり

ます。 

 

 
Windows Server 2008 のセキュリティパッチの Server Core への適用数を調査した結果、完全イ

ンストール（フルインストール）と比べて 65%の適用率となることがわかりました。（例えば、Internet 

Explorer 用のセキュリティパッチは Server Core 環境に適用する必要はありません。） 

 

表 1-1 : 完全インストールと Server Core インストールのパッチ適用数比較 

完全インストール

へのパッチ適用数 

Server Core インストー

ルへのパッチ適用数 

パッチ適用率 

85 55 65% (55/85) 

（調査期間 2008 年 2 月～2010 年 2 月） 

http://www.microsoft.com/japan/security/bulletins/secinfo.mspxより集計 

 

■Server Core の利用可能な製品 

Server Core は、Windows Server 2008 / 2008 R2 の各エディション（Web, Standard, Enterprise, 

Datacenter）で利用が可能です。ただし、Windows Server 2008 / 2008 R2 for Itanium-Based 

Systems および Foundation では提供されません。 

 

 

Server Core インストール、完全インストールは同じライセンス価格です。 

 

 

 

注意! 
! 

POINT! 

http://www.microsoft.com/japan/security/bulletins/secinfo.mspx�
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富士通PCサーバPRIMERGYでは、Windows Server 2008 / 2008 R2 完全インストールがサポー

トされている機種で、Server Core インストールを利用することができます。サポートについては、下

記動作確認情報を参照してください。 

 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/ 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 SP2 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-sp2/ 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/ 

 

 

■Server Core 利用のメリット 

Server Core では、利用可能な機能が、サーバ運用に必要な 小限の機能に絞り込まれていま

す。このため、 以下のようなメリットがあります。 

 

・攻撃対象（セキュリティホール）の 小化 

・セキュリティパッチの適用回数の削減 

・プログラム不具合によるサービスダウンの確率の低減 

 

 

■Server Core で検討すべきポイント 

Server Core では、スタートメニューやエクスプローラなどの GUI の利用が制限されています。ま

た、利用できる役割・機能に制約があります。 

以下で、検討すべき４つのポイントを示します。 

 

①利用する役割・機能・ソフトウェアの対応状況を確認する 

Server Coreで利用できる役割・機能やソフトウェアは限定されています。必ず使用予定の役

割・機能・ソフトウェアが、Server Coreに対応しているか確認してください。 詳細は付録の「完全

インストールとの比較」を参照してください。 

 

②完全インストールへのアップグレードができないことに注意する 

Server Core でインストールした環境を、完全インストールの環境にアップグレードすることは

できません。完全インストールへ変更する場合には、再インストールを行うことになりますので注

意してください。 

 

③運用管理方法を検討する 

Server Core では、お客様環境に合わせて、下記の運用管理方法を選択できます。 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-sp2/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/�
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・CLI コマンド中心の運用 

Server Coreでは、スタートメニューやエクスプローラなどのGUIの大部分が利用できず、

ローカルで各種設定を行う場合、コマンドプロンプト上でCLI ( Command Line Interface )コマン

ドを使う必要があります。各種CLIコマンドでの運用については、「第 3 章 Server Coreでの運

用と保守」を参照してください。 

 

・リモートからの運用 

遠隔地の管理端末から、リモートデスクトップ接続やリモートシェル(WinRS)を使用し、

Server Core インストールマシンに接続できます。また、MMC ( Microsoft 管理コンソール )によ

る Server Core インストールマシンへのリモート接続も可能であり、遠隔地から GUI による管理

を行うことができます。(一部の管理コンソールを除く) 

 

リモートからの運用管理の詳細については、「第4章 リモートからの運用管理」を参照してくだ

さい。 

 

④Windows Update の自動更新を検討する 

Server Core で Windows Update を適用する場合、手動更新は利用できないため、自動更新機

能を利用します。セキュリティパッチの取捨選択を行う場合は、WSUS( Windows Server Update 

Services )サーバを用意し、適用するパッチの選択や適用のタイミング調整を WSUS サーバ側で

行う必要があります。Server Core の管理においては、WSUS サーバ、または ISV が提供する

パッチ適用ソリューションを利用することをお勧めします。 

Windows Updateの設定の詳細については、「2.3.5 Windows Updateの設定」を参照してくださ

い。 

 

 

1.2 Windows Server 2008 R2 での強化点 

 

■.NET Framework の一部機能のサポート 

Windows Server 2008 R2 の Server Core では、.Net Framework 2.0/3.0/3.5 の一部(※)がサポー

トされます。 

(※)全ての機能ではありません。例えば、Windows Presentation Foundation (WPF) は利用でき

ません。 

 

これにより、下記のメリットがあります。 

 

・PowerShell の利用が可能に。 

PowerShell には、運用管理に役立つ様々なコマンドレットが用意されています。より簡単な手

順で複雑な操作が可能になります。 
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また、 Windows Server 2008 R2 の PowerShell では、リモートサーバからのコマンド実行機

能がサポートされており、リモートでの運用管理性が向上されています。(サーバ・クライアント双

方に PowerShell が搭載されている必要があります。) 

PowerShellの利用方法については、「4.6 PowerShellによる管理」を参照してください。 

 

・ASP.NET の動作が可能に。 

Server Core のメリットを活かした、よりセキュアな Web サーバの構築が可能になります。 

 

 

■WOW64 サブシステムが削除可能に 

Windows Server 2008 R2 の Server Core では、Windows Server 2008 と同様に、初期状態で

WOW64 サブシステムを利用可能ですが、使用しない場合、アンインストールすることが可能になり

ました。 

これにより、コンポーネント数を削減できますので、よりセキュアな環境を構築できます。 

機能のアンインストール方法については、「2.3.8 役割・機能の設定」を参照してください。 

 

 

■サーバー マネージャーでの接続サポート 

Windows Server 2008 R2 の完全インストールマシンのサーバー マネージャーから Windows 

Server 2008 R2 の Server Core インストールマシンに接続が可能になります。 

例えば、下図のように、管理クライアントから完全インストールマシンを経由することでサーバー

マネージャーでの接続ができます。 

 

 

 

 

図 1-1 サーバー マネージャーによるリモート管理 

 

 

サーバー マネージャーでの接続方法については、「4.4 サーバー マネージャーを利用したリ

モート監視」を参照してください。 
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■初期設定ツール sconfig が利用可能に 

sconfig は Server Core の初期設定を支援するためのツールです。sconfig を使えば、複雑なコマ

ンドを入力することなく、ドメインの参加や、リモート管理の構成など必要な初期設定を行うことがで

きます。 

sconfigの利用については、「2.3.2 sconfigによる初期設定」を参照してください。 

 

 

■役割・機能の確認、インストールを支援する dism コマンドが利用可能に 

dism コマンドは、役割・機能の確認やインストールを行うコマンドです。従来のコマンド（oclist、

ocsetup）に比べ、より詳細な情報を利用者に提供します。 

dismコマンドについての詳細は、「2.3.8 役割・機能の設定」を参照してください。 
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2 導入 

本章では、導入にあたってのアプリケーションのセットアップ方法および設定方法について説明し

ます。 

 

2.1 導入前の留意事項 

Server Core の導入にあたっては、PRIMERGY の 新の動作確認情報を確認してください。 

 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/ 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 SP2 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-sp2/ 

参考：Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 の動作確認情報 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/ 

 

2.2 Server Coreのインストール 

Server Core のインストール方法は、PRIMERGY 標準添付の PRIMERGY スタートアップディスク

（ServerView Installation Manager）を利用するパターンと手動によるインストールの２種類があり

ます。詳細は PRIMERGY 添付のマニュアルを確認してください。 

 

参考：PRIMERGY 添付のマニュアル 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html 

 

 

 

 
PRIMERGY スタートアップディスクは、PRIMERGY の初期導入を支援するセットアップ支援ディス

クです。本ディスクを使用して OS のインストールを行うと、自動認識した拡張カードに対応するドラ

イバが自動的にインストールされます。また、高信頼ツール、アレイコントローラの管理ツールなど

も自動的にインストールされ、インストールミスを防ぐことができます。弊社では、PRIMERGY ス

タートアップディスクを使用してインストールを行うことを推奨しております。利用にあたっては、

PRIMERGY 付属のマニュアルを参照してください。 

 

 

 

 

POINT!

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-sp2/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html�
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2.3 インストール後に行う設定 

 

2.3.1 管理者パスワードの設定 

インストールが完了するとログオン画面が表示されます。手動インストールの場合は、初回イ

ンストール時にパスワードの設定を促されますので、正しく設定してください。 

 

 

 

図 2-1 : 初回起動時の画面（上:WS08、下:WS08R2） 

 

 

 



 

Windows Server 2008 / 2008 R2 Server Core ガイド 

-15- 

Copyright FUJITSU LIMITED 2008-2010 

初回起動時に変更するパスワードは、以下の<複雑さの要件>を満たす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows Server 2008 では、初回起動時に初期パスワードであるブランク（空文字）を入力し

てから、パスワードの変更を行う仕様でした。この初期パスワードがブランクであることは、ユー

ザにとって分かりにくいものでした。 

Windows Server 2008 R2 では、ブランク（空文字）を入力することなく、初期パスワードの変更

が行える仕様に改善されています。 

 

 

2.3.2 sconfigによる初期設定 

Windows Server 2008 R2 では、簡単に初期設定を行えるツール sconfig が利用できます。ここ

では、sconfig を用いた設定方法を説明します。Windows Server 2008 では、sconfig は利用できま

せんので、次節以降説明するコマンドによる設定を行ってください。 

 

 

POINT! 

<複雑さの要件> 

- ユーザのアカウント名またはフルネームに含まれる 3 文字以上連続する文字列 は

使用しない 

- 長さは６文字以上にする 

- 次の４つのカテゴリのうち３つから文字を使う 

  *：英大文字(A-Z) 

  *：英小文字(a-z) 

  *：10 進数の数字(0-9) 

  *：アルファベット以外の文字(!,$,#,%など) 



 

Windows Server 2008 / 2008 R2 Server Core ガイド 

-16- 

Copyright FUJITSU LIMITED 2008-2010 

 

図 2-2 sconfig による設定画面 

 

 

 

sconfig では、下記の番号に対応した設定ができます。 

 

表 2-1 sconfig による設定項目 

番号 設定内容 

1 ドメイン/ワークグループへの参加 

2 コンピュータ名の変更 

3 ローカル管理者の追加 

4 リモート管理の構成 

1. MMC リモート管理を許可する 

2. Windows PowerShell を有効にする 

3. サーバー マネージャーのリモート管理を許可する 

4. Windows ファイアウォール設定を表示する 

5 Windows Update の設定（手動更新か自動更新か） 

6 更新プログラムのダウンロードとインストール 

7 リモートデスクトップの有効・無効 



 

Windows Server 2008 / 2008 R2 Server Core ガイド 

-17- 

Copyright FUJITSU LIMITED 2008-2010 

8 ネットワーク設定 

1. ネットワークアダプターの IP アドレスの設定 

2. DNS サーバーの設定 

3. DNS サーバーの設定を消去 

9 日付と時刻の設定 

10 ユーザーのログオフ 

11 サーバーの再起動 

12 サーバーのシャットダウン 

13 終了してコマンドラインに戻る 

 

 

■sconfig の実行 

 

1. コマンドプロンプトにて、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

2. 設定項目の番号を入力し、sconfig の画面に従って、設定を行います。 

 

 

 

2.3.3 ネットワークの設定 

本書では、IPv4 の設定について説明します。なお、Windows Serve 2008 / 2008 R2 では IPv6

を標準サポートしており、Server Core でも IPv6 を利用することは可能です。 

 

■固定 IP アドレスの設定 

 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

2. 上記のコマンドから出力されたネットワークアダプタに関する[Idx] 列に表示されている番

号をメモします。 

コンピュータに複数のネットワークアダプタが接続されている場合は、静的 IP アドレスを設定

するネットワーク アダプタに対応した番号をメモします。 

 

 

 

netsh interface ipv4 show interfaces 

sconfig 
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3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。  

 

 

 

<ID>は、上記の手順 2.でメモした番号です。 

<StaticIP>は、設定する静的 IP アドレスです。 

<SubnetMask>は、IP アドレスのサブネットマスクです。 

<DefaultGateway>はデフォルトゲートウェイです。 

 

4. DNS サーバを指定するには、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。  

 

 

<ID>は、上記の手順 2.でメモした番号です。 

<DNSIP>は、DNS サーバの IP アドレスです。 

 

5. 複数台の DNS サーバが存在する場合、設定する DNS サーバごとに下記コマンドを繰り返

します。 

このとき、2 台目のサーバの場合は index=2、3 台目のサーバの場合は index=3 というよう

に、index= の数字を 1 ずつ増やします。  

 

 

 

<ID>は、上記の手順 2.でメモした番号です。 

<DNSIP>は、DNS サーバの IP アドレスです。 

<INDEX>には、何台目の DNS サーバか指定します。 

 

 

■DHCP の設定 

Server Core インストール直後、ネットワークの設定は DHCP になっているため、DHCP 設定の

必要はありません。固定 IP アドレスを設定してから、DHCP に戻す場合、以下の手順を実施しま

す。 

 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

2. 上記のコマンドから出力されたネットワークアダプタに関する[Idx] 列に表示されている番

号をメモします。 

netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=static address=<StaticIP> 

mask=<SubnetMask> gateway=<DefaultGateway> 

netsh interface ipv4 set dnsserver name="<ID>" source=static address=<DNSIP> 

netsh interface ipv4 add dnsserver name="<ID>" address=<DNSIP> index=<INDEX> 

netsh interface ipv4 show interfaces 
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コンピュータに複数のネットワークアダプタが接続されている場合は、静的 IP アドレスを設定

するネットワーク アダプタに対応した番号をメモします。 

 

3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ID>は、上記の手順 2.でメモした番号です。 

 

 

2.3.4 マシン名の設定とドメインへの参加 

 

■マシン名の設定 

1. コマンド プロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<NewComputerName>は、新しいマシン名です。 

 

2. コンピュータを再起動します。この操作は、コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して実

行します。 

 

 

 

■ドメインへの参加 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<DomainName>は、参加先のドメインの名前です。 

<UserName>は、コンピュータをドメインに参加させるためのアクセス許可が与えられたドメイン 

ユーザ アカウントです。 

 

2. パスワードの入力を求められたら、<UserName>で指定したドメインユーザアカウントのパス

ワードを入力します。 

 

3. 以下のコマンドを実行し、コンピュータを再起動します。 

 

 

 

4. ドメイン ユーザ アカウントをローカル Administrators グループに追加する場合は、次の

netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=dhcp 

netdom renamecomputer %computername% /NewName:<NewComputerName> 

shutdown /r /t 0 

netdom join %computername% /domain:<DomainName> /userd:<UserName> /passwordd:* 

shutdown /r /t 0 
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コマンドを入力します。 

 

 

<DomainName>\<UserName>は、グループに追加するドメインユーザアカウントです。 

 

 

2.3.5 Windows Updateの設定 

実環境に合わせて、Windows Update の設定を行ってください。 

 

■Windows Update 自動更新を構成する場合 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、プロキシの設定を行います。 

 

 

 

2. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、自動 update を有効化します。 

 

 

 

3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、自動 update サービスを再起動します。 

 

 

 

 

 
自動 update になっているかを確認するには、次のコマンドを入力します。 

 

 

 「4」と表示されれば、自動 update は有効になっています。 

 

自動 update を無効にするには、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

POINT! 

net localgroup administrators /add <DomainName>\<UserName> 

netsh winhttp set proxy proxy-server=<servername>:<port number> bypass-list="<local>" 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /AU 4 

net stop wuauserv 

net start wuauserv 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /AU /v 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /AU 1 
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なお、自動 update 時刻を変更するには、以下のレジストリを書きかえます。(Server Core にお

いてもレジストリの編集には regedit.exe が利用できます。) 

 

 

 

 

 

 

手動 update を実施するには、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■手動で更新プログラムをインストールする場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<update> には、更新プログラム msu ファイルの完全パスを指定します。 

 

■Windows Update 更新プログラムを削除する場合 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<update> には、更新プログラム msu ファイルの完全パスを指定します。 

<filename> には、更新プログラムから展開するファイルの名前を指定します。全ての展開す

るファイルを指定する場合、" * "を指定します。 

<expansiontarget>には、展開先のファイルまたはパスを指定します。 

 

 

 

 

2. 展開先（c:\test）に移動し、<update>.xml をテキストエディタで開きます。 

 

3. <update>.xml に記述されている、Install を Remove に置き換えて、ファイルを保存します。 

4. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

\HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 

\WindowsUpdate\Auto Update 

ScheduledInstallDay: 0：毎日, 1～7：日曜日（1）から土曜日（7）まで 

ScheduledInstallTime: 24 時間表示で時間を記入（0～23） 

wuauclt /detectnow 

wusa <update> /quiet 

expand <update>  /f:<filename>  <expansiontarget> 

例：update.msu から全ての展開ファイルを展開先（c:\test）に展開する 

      expand update.msu /f:* c:\test 

pkgmgr /n:<update>.xml 
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2.3.6 アクティベーションの設定 

アクティベーションに先立ち正しくネットワーク環境が構築されていることを確認してください。 

1. プロキシを設定する（任意） 

 

 

ネットワーク環境によってはプロキシの設定は必須ではありません。不明な場合はネットワー

ク管理者にプロキシ設定の必要性を確認してください。 

 

＊プロキシパックの自動配信をしている場合の確認方法が前提となります。 

 

 
一般にプロキシの設定を確認するには、Internet Explorer で外部へ接続などを行いますが、

Server Core では Internet Explorer が存在しないため、以下のような VBScript スクリプトで確認

することをお勧めします。以下に弊社が作成したスクリプトの例を示します。使用にあたっては

URL の値を変更してください。 

（指定する URL は、プロキシを経由する接続先としてください。） 

 

POINT! 

netsh winhttp set proxy proxy-server=<servername>:<port number> bypass-list="<local>" 
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本スクリプトの実行後 200 が表示されれば、正しく外部への接続ができていることを示してい

ます。200 以外が表示された場合は、ネットワーク接続や URL などを別マシンで接続確認するほ

か、プロキシ設定の確認等を行ってください。 

 

2. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

Server Core サーバのライセンス認証が行われます。 

 

 

 

 

2.3.7 ファイアウォールの設定 

運用上ファイアウォールに設定を行う必要がある場合は、以下のコマンドを利用して影響度が

小限になるように、指定を行ってください。 

 

設定する内容によって、実行するコマンドが異なります。実環境に合わせて、設定を行ってくだ

Option Explicit 

 

Dim client 

Dim result 

Dim url 

Dim argv 

 

url = "http://hogehoge.com" 

 

Set argv = Wscript.Arguments 

 

If argv.count > 0 Then 

   url = argv(0) 

End If 

 

Set client = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") 

client.open "GET", url, false 

client.send 

result = client.status 

 

WScript.echo url & " : " & result 

cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -ato 
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さい。以下では、ファイアウォールにおける代表的なコマンドを示します。 

 

■ファイアウォールを無効化する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■ファイアウォールを有効化する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■リモート管理を許可する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

Windows ファイアウォールをリモートから管理する場合は、下記を入力します。 

 

 

 

■リモートデスクトップを許可する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

■すべてのルールを表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■特定のポートに対する受信規則を追加する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

netsh firewall set opmode disable 

netsh firewall set opmode enable 

netsh firewall set service remoteadmin enable 

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /ar 0 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /cs 0 

netsh firewall set service remotedesktop enable 

netsh advfirewall firewall show rule name=all 

netsh advfirewall firewall add rule name="<ルール名>" protocol=TCP dir=in localport 

=<ポート No> action=allow 
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特定のプログラムに対する受信規則を追加する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

上記のリモート管理を許可するコマンドを実行した後、Server Core を実行しているサーバの

ファイアウォールをリモートで管理することができます。詳細は、「4.1 リモートからの運用管理」

を参照してください。 

 

 

Windows Server 2008 / 2008 R2 では、ファイアウォールに 3 つのプロファイル（パブリック、プ

ライベート、ドメイン）が存在し、LAN のネットワーク状態によって、プロファイルが切り替わりま

す。 

Windows Server 2008 では、複数 LAN 構成など、同時に複数のプロファイルが存在するような

場合には、システムはアクティブなプロファイルとして、セキュリティが も高いプロファイルを採

用します。このセキュリティが も高いプロファイルのネットワーク接続が切断されたタイミングで、

他のプロファイルが、アクティブとなるため、ファイアウォールの設定がプロファイル間で異なる場

合、通信ができなくなる可能性があります。 

Windows Server 2008 R2 では、セキュリティが も高いプロファイルをアクティブとするのでは

なく、同時に複数のプロファイルがアクティブになります。そのため、ネットワーク切断による、プ

ロファイルの切り替えは起こらず、上記のような問題は発生しません。 

 

 

図 2-3 : ファイアウォールプロファイル（WS08） 

注意! 
! 

netsh advfirewall firewall add rule name="<ルール名>" dir=in program="<プログラムのパス

>" action=allow 
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図 2-4 : ファイアウォールプロファイル（WS08R2） 

 

 

図 2-3、図 2-4 は、複数のネットワーク（ドメイン、パブリック）が存在する際のプロファイルの様

子を Windows Server 2008 と Windows Server 2008 R2 で比較したものです。 

Windows Server 2008 R2 では、複数のプロファイルがアクティブになっていることが分かりま

す。 

 

ファイアウォールの設定を行う際は、どのプロファイルに対して設定を行っているのかを意識

する必要があります。 

現在、有効なプロファイルを調べるには、下記コマンドを入力します。 

 

 

 

netsh advfirewall show currentprofile 
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2.3.8 役割・機能の設定 

 

■役割・機能を確認する場合 

サーバ全体の役割・機能の情報を確認するには、下記コマンドを入力します。 

 

 

 

Windows Server 2008 R2 の場合は、上記 oclist コマンドに加え、dism コマンドも利用できます。 

 

役割・機能を表形式で表示するには下記コマンドを入力します。 

 

 

特定の役割・機能の情報を見るには、下記コマンドを入力します。 

 

 

<packagename>には役割・機能名を入力します。 

 

 

■役割・機能のインストールを行う場合 （全般） 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<packagename>には役割・機能名を入力します。 

 

Windows Server 2008 R2 の場合は、上記 ocsetup コマンドに加え、dism コマンドも利用できま

す。 

 

dism コマンドの場合は、次のコマンドを入力します。 

 

 

<packagename>には役割・機能名を入力します。 

 

 

 

 

 

 

oclist.exe 

start /w ocsetup.exe <packagename> 

dism /online /get-featureinfo /featurename:<packagename> 

dism /online /get-features /format:table 

dism /online /enable-feature /featurename:<packagename> 
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以下に、Windows Server 2008 R2 で追加された代表的な役割・機能を示します。 

 

表 2-2 : Windows Server 2008 R2 にて追加された代表的な役割・機能 

<packagename> 内容 

NetFx2-ServerCore .NET Framework 2.0 の一部 

NetFx3-ServerCore .NET Framework 3.0 / 3.5 の一部 

MicrosoftWindowsPowerShell Windows PowerShell 

FSRM-Infrastructure-Core FSRM 

CertificateServices CertificateServices 

IIS-FTPExtensibility 

IIS-ASPNET 

IIS-NetFxExtensibility 

WCF-HTTP-Activation 

IIS-WebDAV 

IIS-ManagementService 

ASP.NET および IIS の追加コンポーネント 

ServerCore-WOW64 32bit アプリケーションのための WoW64 サ

ポート 

FailoverCluster-Core-WOW64 

NetFx2-ServerCore-WOW64 

MicrosoftWindowsPowerShell-WOW64 

NetFx3-ServerCore-WOW64 

Printing-ServerCore-Role-WOW64 

ServerCore-EA-IME-WOW64 

SUACore-WOW64 

WOW64 サポートの追加コンポーネント 

 

 

■役割・機能のインストールを行う場合 （ActiveDirectory） 

ocsetup、dism では、ActiveDirectory をインストールすることができません。 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

本書では、unattendfile の作成方法について説明しません。 

 

■役割・機能のインストールを行う場合 （IIS） 

ocsetup や dism の場合、一つずつ役割・機能をインストールしなければなりませんが、pkgmgr

を使えば、一度にまとめてインストールすることができます。 

 

 

dcpromo /unattend:<unattendfile> 
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・ 小限のコンポーネントのみ利用する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

・すべてのコンポーネントを利用する場合（Windows Server 2008） 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

下表のサブコンポーネント名(項番 1～43)をすべて入力する必要があります。 

 

 

 

表 2-3 : IIS サブコンポーネント一覧（全て） 

項番 文字列 

1 IIS-WebServerRole 

2 IIS-WebServer 

3 IIS-CommonHttpFeatures 

4 IIS-StaticContent 

5 IIS-DefaultDocument 

6 IIS-DirectoryBrowsing 

7 IIS-HttpErrors 

8 IIS-HttpRedirect 

9 IIS-ApplicationDevelopment 

10 IIS-ASP 

11 IIS-CGI 

12 IIS-ISAPIExtensions 

13 IIS-ISAPIFilter 

14 IIS-ServerSideIncludes 

15 IIS-HealthAndDiagnostics 

16 IIS-HttpLogging 

17 IIS-LoggingLibraries 

18 IIS-RequestMonitor 

19 IIS-HttpTracing 

20 IIS-CustomLogging 

21 IIS-ODBCLogging 

22 IIS-Security 

23 IIS-BasicAuthentication 

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel 

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;……;WAS-ProcessModel 
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24 IIS-WindowsAuthentication 

25 IIS-DigestAuthentication 

26 IIS-ClientCertificateMappingAuthentication 

27 IIS-IISCertificateMappingAuthentication 

28 IIS-URLAuthorization 

29 IIS-RequestFiltering 

30 IIS-IPSecurity 

31 IIS-Performance 

32 IIS-HttpCompressionStatic 

33 IIS-HttpCompressionDynamic 

34 IIS-WebServerManagementTools 

35 IIS-ManagementScriptingTools 

36 IIS-IIS6ManagementCompatibility 

37 IIS-Metabase 

38 IIS-WMICompatibility 

39 IIS-LegacyScripts 

40 IIS-FTPPublishingService 

41 IIS-FTPServe 

42 WAS-WindowsActivationService 

43 WAS-ProcessModel 

*それぞれの機能については oclist で確認することができます。 

 

長いコマンドになるため、あらかじめ下記の内容をバッチファイルにしておくことをお勧めしま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start /w pkgmgr 

/iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-Defaul

tDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopme

nt;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAn

dDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-Cu

stomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthenticati

on;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMap

pingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performanc

e;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools; 

IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMIComp

atibility;IIS-LegacyScripts;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;WAS-WindowsActivation

Service;WAS-ProcessModel 
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・すべてのコンポーネントを利用する場合（Windows Server 2008 R2） 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

下表のサブコンポーネント名(項番 1～58)をすべて入力する必要があります。 

 

 

 

 

表 2-4 : IIS サブコンポーネント一覧（全て） 

項番 文字列 

1 IIS-WebServerRole 

2 IIS-WebServer 

3 IIS-CommonHttpFeatures 

4 IIS-StaticContent 

5 IIS-DefaultDocument 

6 IIS-DirectoryBrowsing 

7 IIS-HttpErrors 

8 IIS-HttpRedirect 

9 IIS-WebDAV 

10 IIS-ApplicationDevelopment 

11 IIS-NetFxExtensibility 

12 IIS-ASPNET 

13 IIS-ASP 

14 IIS-CGI 

15 IIS-ISAPIExtensions 

16 IIS-ISAPIFilter 

17 IIS-ServerSideIncludes 

18 IIS-HealthAndDiagnostics 

19 IIS-HttpLogging 

20 IIS-LoggingLibraries 

21 IIS-RequestMonitor 

22 IIS-HttpTracing 

23 IIS-CustomLogging 

24 IIS-ODBCLogging 

25 IIS-Security 

26 IIS-BasicAuthentication 

27 IIS-WindowsAuthentication 

28 IIS-DigestAuthentication 

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;……;WCF-NonHTTP-Activation 



 

Windows Server 2008 / 2008 R2 Server Core ガイド 

-32- 

Copyright FUJITSU LIMITED 2008-2010 

29 IIS-ClientCertificateMappingAuthentication 

30 IIS-IISCertificateMappingAuthentication 

31 IIS-URLAuthorization 

32 IIS-RequestFiltering 

33 IIS-IPSecurity 

34 IIS-Performance 

35 IIS-HttpCompressionStatic 

36 IIS-HttpCompressionDynamic 

37 IIS-WebServerManagementTools 

38 IIS-ManagementScriptingTools 

39 IIS-ManagementService 

40 IIS-IIS6ManagementCompatibility 

41 IIS-Metabase 

42 IIS-WMICompatibility 

43 IIS-LegacyScripts 

44 IIS-FTPServer 

45 IIS-FTPSvc 

46 IIS-FTPExtensibility 

47 IIS-HostableWebCore 

48 Microsoft-Windows-Web-Services-for-Management-IIS-Extension 

49 NetFx2-ServerCore 

50 NetFx2-ServerCore-WOW64 

51 NetFx3-ServerCore 

52 NetFx3-ServerCore-WOW64 

53 WAS-WindowsActivationService 

54 WAS-ProcessModel 

55 WAS-NetFxEnvironment 

56 WAS-ConfigurationAPI 

57 WCF-HTTP-Activation 

58 WCF-NonHTTP-Activation 

*それぞれの機能については oclist で確認することができます。 
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長いコマンドになるため、あらかじめ下記の内容をバッチファイルにしておくことをお勧めしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、インストールされる IIS のバージョンは、下記となります。 

OS IIS のバージョン 

Windows Server 2008 7.0 

Windows Server 2008 R2 7.5 

 

 

■役割・機能のアンインストールを行う場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

Windows Server 2008 R2 の場合は、上記 ocsetup コマンドに加え、dism コマンドも利用できま

す。 

dism コマンドの場合は、次のコマンドを入力します。 

 

 

<packagename>には役割・機能名を入力します。 

start /w pkgmgr 

/iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-Defaul

tDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-WebDAV;IIS-Applicati

onDevelopment;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASPNET;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-

ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibr

aries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;I

IS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertifi

cateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS

-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompr

essionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-Managem

entService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyS

cripts;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-HostableWebCore;Microsoft-Windo

ws-Web-Services-for-Management-IIS-Extension;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-

WOW64;NetFx3-ServerCore;NetFx3-ServerCore-WOW64;WAS-WindowsActivationService;W

AS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;WCF-HTTP-Activation;W

CF-NonHTTP-Activation 

start /w ocsetup.exe <packagename> /uninstall 

dism /online /disable-feature /featurename:<packagename> 
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oclist/ocsetup コマンドと dism コマンドの違い 

 

oclist は、役割・機能をすべて表示するコマンドです。下記のように、依存関係にある役割・機

能をツリー形式で表示します。情報量が多いという一方、特定の機能の情報を見つけにくいとい

う問題がありました。（図 2-5） 

 

図 2-5 oclist の結果 

 

それに対し、dism では役割・機能を表形式で表示すること（図 2-6）や、特定の機能のみを指

定して状況を確認すること（図 2-7）ができます。 

 

図 2-6 dism /online /get-features /format:table の結果 

 

POINT! 
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図 2-7 dism /online /get-featureinfo /featurename:MicrosoftWindowsPowerShell の結果 

 

 

また、ocsetup は、役割・機能をインストールするコマンドですが、インストールの成功・失敗の

情報を返しません。（確認するには、oclist にて確認する必要があります。） 

例えば、「NetFx2-ServerCore」をインストールせずに、「MicrosoftWindowsPowerShell」をイン

ストールした場合、インストールは失敗するのですが、何も情報を通知しません。 

それに対し、dism では、インストールが失敗した場合、その前提となる役割・機能の情報を通

知してくれます。（図 2-8） 

 

 

図 2-8 dism /online /enable-feature /featurename:MicrosoftWindowsPowerShell の結果 
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2.3.9 アプリケーションのインストール 

 

本節では、Microsoft Windows Installer (MSI ファイル)によるアプリケーションのインストール/

アンインストール手順を示します。 

 

■Microsoft Windows Installer によるインストール。 

 

 

ここで<Installer>とは*.msi 形式のインストーラです。 

インストール済の Microsoft Windows Installer を表示するには下記を実行します。 

 

 

 

■Microsoft Windows Installer によるアンインストール。 

 

 

 

または、下記でもアンインストール可能です。 

（再起動を伴う場合、強制的に再起動が発生しますのでご注意ください。） 

 

 

 

ここで"アプリケーション名"とは、wmic product get name /value で表示される名前です。 

 

 

2.3.10 その他、導入時に役立つTips 

ServerCore 導入時に役立つその他の Tips を下記にまとめました。 

■再度コマンドプロンプトを表示するには 

1. [Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押し、[タスクマネージャの起動]をクリックします。 

 

2. [ファイル] メニューの[新しいタスクの実行] をクリックして、「cmd.exe」と入力します。 

（または、[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押し、[ログオフ]をクリックしてから再度ログオンしま

す。） 

 

■アプリケーションをアンインストールするには 

Server Core では、コントロールパネルの[プログラムと機能]がないため、対象アプリケーショ

ンの README などでアンインストール方法を確認します。 

msiexec.exe /i <Installer> 

wmic product 

msiexec.exe /uninstall <Installer> 

wmic product get name /value 

wmic product where name="アプリケーション名" call uninstall 
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■管理者のコマンドプロンプトを起動するには 

管理者以外のユーザでログオンした場合、起動するコマンドプロンプトは機能範囲が制限され

ますが、下記手順で管理者のコマンドプロンプトを起動することができます。（起動には管理者の

パスワードが必要になります。） 

 

1. 管理者のコマンドプロンプトの起動には以下のコマンドを実行します。 

 

 

<ComputerName>には、マシン名を指定します。 

 

2. パスワードを求められます。 

管理者のパスワードを入力します。 

 

3. cmd.exe が起動します。 

手順 1 で、cmd.exe の代わりに実行可能なアプリケーション名を指定することもできます。 

 

■管理者のパスワードを変更するには 

初期パスワードはセットアップ後の 初のログイン時に設定しますが、運用時に、別のパス

ワードに変更する場合の手順を以下で記述します。 

 

管理者パスワードの設定は以下の通りです。 

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

2. パスワードの入力を求められたら、管理者ユーザカウントの新しいパスワードを入力し、

[Enter] キーを押します。 

 

3. パスワードの再入力を求められたら、パスワードを再入力し、[Enter] キーを押します。 

 

パスワード変更は以上で完了です。[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押し、「パスワードの変更」を

使えば、GUI でパスワードを設定することもできます。 

 

runas /noprofile /user:<ComputerName>\administrator cmd.exe 

net user administrator * 
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3 Server Coreでの運用と保守 

本章では、Server Core における運用と保守について説明します。 

 

3.1 バックアップ・リストア 

Sever Core におけるバックアップ・リストアについて説明します。 

バックアップ運用には、OS 標準のバックアップ（Windows Server バックアップ）を利用する方法

や、サードパーティのバックアップ製品（CA ARCserve(R) Backup など）を利用する方法があります。

以下では、Windows Server バックアップを用いたバックアップについて説明します。 

 

 
・ Windows Server バックアップを利用する場合、データのバックアップ・リストアを実施する前に、

管理対象サーバ(Server Core)に必ずバックアップコンポーネントをインストールしてください。インス

トールにはコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

・別サーバ（Windows Server 2008 / 2008 R2 完全インストールマシン）上で「管理ツール」→

「Windows Server バックアップ」を起動し、管理対象サーバ(Server Core)に接続することにより、リ

モートからのデータのバックアップ・リストア管理（GUIベース）ができます。その設定方法について

は、「4.3 MMC管理ツールによる管理」を参照してください。 

 

 

3.1.1 システムボリューム・データボリュームのバックアップ 

 

■バックアップを開始する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

<Targetvolume> は、バックアップの格納場所です。ハードディスクのドライブ文字(例 f:) また

は 共有フォルダへのパス(例 \\servername\sharename)を指定します。 

<volumesToInclude> は、バックアップするボリュームのドライブ文字、ボリュームマウントポイ

ント、または GUID ベースのボリューム名です。（複数の場合、コンマ区切りで指定します。） 

なお、上記はコピーバックアップとなり、バックアップの履歴は更新されません。-vssFull オプ

ションを加えることで、完全バックアップとなり、バックアップの履歴が更新されます。既に運用中

POINT! 

start /w ocsetup.exe WindowsServerBackup 

wbadmin start backup -backupTarget:<Targetvolume>  -include:<volumesToInclude>  

-quiet 
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のバックアップスケジュールがある場合、バックアップの履歴の更新が影響を与える可能性があ

りますので、ご注意ください。 

 

■バックアップを停止する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

[Ctrl]+[C]キーにより停止させることはできません。（内部でジョブが動作し続けます。）停止に

は、上記のコマンドを入力する必要があります。 

 

■バックアップの状態を表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 
毎日のバックアップスケジュールを作成、または既存のバックアップスケジュールを変更する

ことができます。 

 

・毎日のバックアップ実行を作成/変更する場合 

 

 

 

<DiskID> は、バックアップの格納場所です。ディスクの識別子として、バックアップの場所を指

定する必要があります。ディスクは、使用する前にフォーマットされ上の既存のデータは完全に

消去されます。※ディスクの識別子を表示するには、wbadmin get disks コマンドを使用してくださ

い。 

<time> は、コンマ区切りの HH:MM と指定されたバックアップ時間です。 

<volumesToInclude> は、バックアップするボリュームのドライブ文字、ボリュームマウントポイ

ント、または GUID ベースのボリューム名です。（複数の場合、コンマ区切りで指定します。） 

 

・スケジュールされた毎日のバックアップ実行を停止する場合 

 

 

 

 

POINT! 

wbadmin stop job -quiet 

wbadmin get status 

wbadmin enable backup -addtarget:<DiskID>  -schedule: <time> 

-include:<volumesToInclude> 

wbadmin disable backup -quiet 
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3.1.2 システム状態のバックアップ 

■バックアップを開始する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<Targetvolume> は、バックアップの格納場所です。ハードディスクのドライブ文字(例 f:) を指

定します。（共有フォルダにシステム状態のバックアップをとることはできません。） 

 

■バックアップを停止する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

[Ctrl]+[C]キーにより停止させることはできません。（内部でジョブが動作し続けます。）停止に

は、上記のコマンドを入力する必要があります。 

 

■バックアップの状態を表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

3.1.3 システムボリュームのリストア 

■リストアを開始する場合 

システムボリュームをリストアする場合、コマンドプロンプトからでは復元できません。OS のイ

ンストールメディアから起動し、Windows Complete PC 復元（システム イメージの回復）を利用

する必要があります。本手順は完全インストールでの手順と同様になるため、本書では省略しま

す。 

 

 

3.1.4 データボリュームのリストア 

■使用可能なバックアップを一覧表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<Targetvolume> は、バックアップの格納場所です。ハードディスクのドライブ文字(例 f:) また

は 共有フォルダへのパス(例 \\servername\sharename)を指定します。 

 

■リストアを開始する場合 

wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:<Targetvolume> -quiet 

wbadmin stop job -quiet 

wbadmin get status 

wbadmin get versions -backupTarget:<Targetvolume> 
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コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

<versionIdentifier>には、「wbadmin get versions -backupTarget:<バックアップデータのパス>」

でリストされた MM/DD/YYYY-HH:MM 形式でリストアするバックアップのバージョンを指定しま

す。 

 

<volumeType>には、リストアする項目のタイプ（volume、application、file）を指定します。（複数

の場合、コンマ区切りで指定します。） 

  ・volume を指定する場合、単一のボリュームのドライブ文字、ボリュームマウントポイント、

または GUID ベースのボリューム名のみを指定できます。 

  ・application を指定する場合、単一のアプリケーションのみを指定できます。 

  ・file を指定する場合、ファイルまたはディレクトリを指定できます。 

<volumesToRecover> には、リストア項目を指定します。 

例：2007 年 7 月 1 日午前 9 時で実施した d ドライブのバックアップをリストアする 

 

 

 

■リストアを停止する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

[Ctrl]+[C]キーにより停止させることはできません。（内部でジョブが動作し続けます。）停止に

は、上記のコマンドを入力する必要があります。 

 

■リストアの状態を表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

3.1.5 システム状態のリストア 

■使用可能なバックアップを一覧表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<Targetvolume> は、バックアップの格納場所です。ハードディスクのドライブ文字(例 f:) を指

wbadmin start recovery -version:<versionIdentifier>  -itemType:<volumeType>  

-items:<volumesToRecover> -quiet 

wbadmin start recovery -version:07/01/2007-09:00 -itemType:volume -items:d: 

wbadmin stop job -quiet 

wbadmin get status 

wbadmin get versions -backupTarget:<Targetvolume> 
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定します。 

 

■リストアを開始する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<versionIdentifier>には、「wbadmin get versions」でリストされた MM/DD/YYYY-HH:MM 形式

でリストアするバックアップのバージョンを指定します。 

 

■リストアの状態を表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

3.2 障害時の情報収集 

3.2.1 イベントログ 

イベントログは、様々なトラブルの状況を把握したり、トラブルを未然に防ぐ目的で Windows の

システムでは多く活用されるログデータです。Server Core でイベントログを閲覧するには、下記

の方法があります。 

 

・管理端末のイベントビューアからの接続による閲覧 

・ローカル環境でのコマンドによる閲覧 

 

以下では、ローカル環境におけるイベントログの参照方法について説明します。リモートから

の管理については、「第 4 章 リモートからの運用管理」を参照してください。 

 

■全てのログ名を列挙する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

■イベントログまたログファイルの状態に関する情報を取得する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<log name> は、「wevtutil el」で取得したログ名です。 

wbadmin start systemstaterecovery -version:<versionIdentifier> -quiet 

wbadmin get status 

wevtutil el 

wevtutil gli <log name> 
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■イベントログの構成情報を表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<log name> は、「wevtutil el」で取得したログ名です。 

<value> には、XML または Text を指定します。 

 

 

 

 

■指定したログ内のイベントを照会する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<log name> は、「wevtutil el」で取得したログ名です。 

<count> は、読み取る 大イベント数です。 

<reversedirection>には、true または false を指定します。true を指定した場合、 新 

イベントが 初に返されます。 

<value> には、XML または Text を指定します。 

 

 

 

 

■イベントログをエクスポートする場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

<log name> は、「wevtutil el」で取得したログ名です。 

<targetfile> は、エクスポートしたイベントを格納するファイルへのパスです。 

 

 

 

 

例：アプリケーションログの状態を取得する 

      wevtutil gli application 

wevtutil gl <log name> /f:<value> 

例：システムログの構成情報を XML 形式で表示する 

      wevtutil gl system /f:xml 

wevtutil qe <log name> /c:<count> /rd:<reversedirection> /f:<value> 

例：アプリケーションログから 新のイベントログを３つテキスト形式で表示 

      wevtutil qe application /c:3 /rd:true /f:text 

wevtutil epl <log name> <targetfile> 

例：システムログを C:\backup\systemlog.evtx にエクスポートする 

      wevtutil epl system C:\backup\systemlog.evtx 
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■イベントログの内容を消去する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<log name> は、「wevtutil el」で取得したログ名です。 

<backupfile> は、削除されたイベントログのバックアップファイルです。指定しない場合、削除

されたイベントログのバックアップを作成しません。 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Windowsエラー報告 

Windows エラー報告(WER)は、Windows Server 2003 に搭載されていたワトソン博士

(Dr.Watson)の後継機能です。アプリケーションの予期しない終了時に、ログ情報を自動的に収

集し、送信する機能を持ちます。以下では、WER の利用方法について説明します。 

 

■Windows エラー報告を有効にする場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、現在の設定（有効・無効）を確認します。 

 

 

 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、詳細なレポートを Microsoft 社に自動的に送信し

ます。 

 

 

 

 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、概要レポートを Microsoft 社に自動的に送信しま

す。 

 

 

 

 

wevtutil cl <log name> /bu:<backupfile> 

例：全てのアプリケーションログを C:\backup\applicationlog.evtx に保存した後、 

アプリケーションログから削除する 

      wevtutil cl application /bu:C:\backup\applicationlog.evtx 

ServerWerOptin /query 

ServerWerOptin /detailed 

ServerWerOptin /summary 
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プロセスのフルダンプを自動的に採取させる場合は、以下のレジストリを設定します。レジスト

リの設定には RegEdit.exe を利用します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

\Windows Error Reporting\LocalDumps 

表 3-1 : Windows エラー報告のレジストリ設定 

Key 名 Type 役割/値の例 

DumpFolder REG_EXPAND_SZ ダンプ出力パスを指定 

例） c:\werdata 

DumpCount REG_DWORD ダンプ保持世代数 

例）10 

DumpType REG_DWORD ダンプの出力種別 

0:カスタムダンプ 

1:ミニダンプ 

2:フルダンプ 

 

 

PRIMERGY添付のソフトウェアサポートガイドをインストールすることで、推奨値をデフォルトで

設定します。ソフトウェアサポートガイドについては、「3.6 サポートツール・機能」を参照してくだ

さい。 

 

■Windows エラー報告を無効にする場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

POINT! 

ServerWerOptin /disable 
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3.3 サービスの管理 

以下では、ローカル環境におけるサービスの参照方法について説明します。リモートからの管理

については、「第 4 章 リモートからの運用管理」を参照してください。 

 

■実行中のサービスを一覧表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■サービスを開始する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■サービスを停止する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■サービスのスタートアップの種類を変更する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sc query  (もしくは net start) 

sc start <service name>  (もしくは net start <service name> ) 

sc stop <service name>  (もしくは net stop <service name> ) 

・スタートアップの種類：自動 

 sc config <service name> start= auto     

・スタートアップの種類：手動 

 sc config <service name> start= demand    

・スタートアップの種類：無効 

 sc config <service name> start= disabled 
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3.4 プロセスの管理 

3.4.1 タスクマネージャによるプロセスの管理 

1. コマンドプロンプトで、taskmgr と入力し、タスクマネージャを起動します。 

 

2. タスクマネージャ画面が表示されたら、「プロセス」タブをクリックすると、実行中のアプリ

ケーションと関連プロセスの一覧が表示されます。 

 

3. プロセスを強制的に終了する場合、終了したいプロセスを選択し、「プロセスの終了」ボタン

をクリックします。 

 

3.4.2 CLIコマンドによるプロセスの管理 

1. コマンドプロンプトで、tasklist と入力し、実行中のアプリケーションと関連プロセスの一覧を

取得します。 

 

2. プロセスを終了する場合、上記のコマンドから出力されたプロセス番号（PID）をメモします。 

 

3. プロセスを強制的に終了する場合、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、プロセス

を強制的に終了します。  

 

 

<process ID> は、上記の手順 2.でメモした番号です。 

 

 

 

 

taskkill /PID <process ID> 
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3.5 ディスクの管理 

3.5.1 ディスクパーティションの表示 

ディスクパーティションの表示方法について説明します。 

 ※ disk 0 の partition 1 の一覧表示を例として説明します。 

1. コマンドプロンプトで、diskpart と入力します。 

2. ディスクの一覧を表示します。 

       DISKPART> list disk 

3. ボリュームの一覧を表示します。 

       DISKPART> list volume 

4. ディスク 0 を選択します。 

       DISKPART> select disk 0 

5. ディスク 0 のパーティションリストを表示します。 

       DISKPART> list partition 

6. ディスク 0 のパーティション 1 を選択します。 

       DISKPART> select partition 1 

7. ディスク 0 のパーティション 1 の詳細を表示します。 

       DISKPART> detail partition 

8. diskpart コマンドを終了します。 

       DISKPART> exit 

 

3.5.2 ボリュームマウントポイントの管理 

 

■ボリュームマウントポイントを作成する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<path> には、マウントポイントを常駐させる NTFS ディレクトリを指定します。 

<volumename> には、マウント ポイントのターゲットとなるボリューム名を指定します。 

 

■ボリュームマウントポイントを一覧表示する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<path> には、マウントポイントを常駐させる NTFS ディレクトリを指定します。 

/L はボリュームマウントポイントを一覧表示します。 

 

■ボリュームマウントポイントを削除する場合 

mountvol <path>  <volumename> 

mountvol <path> /L 
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コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<path> には、マウントポイントを常駐させる NTFS ディレクトリを指定します。 

/D はボリュームマウントポイントを削除します。 

 

3.5.3 ボリュームの 適化 

ボリュームを 適化するためには、コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 

 

 

<drivename> には、ドライブ（例 D:）を指定します。 

 

 
DEFRAG コマンド（デフラグツール）は、ディスク上におけるファイルの配置状態を調査し、ファ

イルの断片化（フラグメンテーション）が発生していた場合にこれを解消します。終了すると「 適

化後のレポート」が表示されます。 

デフラグはファイルシステムにエラーのない状態で行う必要があります。そのためデフラグを

実行する前には，CHKDSK コマンドによりファイルシステムのエラーを解消しておく必要がありま

す。 

 

3.5.4 ファイルシステムの変換 

ファイルシステムを FAT から NTFS に変換するためには、コマンドプロンプトで次のコマンドを

入力します。 

 

 

<drivename> には、ドライブ（例 D:）を指定します。 

 

 

POINT! 

mountvol <path> /D 

defrag <drivename>  -v 

convert <drivename> /fs:ntfs 
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3.5.5 共有フォルダの管理 

 

■ネットワーク上に公開している共有フォルダを確認する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

  

 

■共有フォルダを作成する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

<sharefoldername> には、共有フォルダ名を指定します。 

<sharefolderpath> には、共有するフォルダのパスを指定します。 

<username> には、共有フォルダ名にアクセスするユーザを指定します。 

 全てのユーザを設定する場合、"everyone"を指定します。 

<access> には、共有フォルダ名にアクセスする権限を指定します。 

 "read"を指定する場合、「読み取り」となります。 

 "change"を指定する場合、「変更」と「読み取り」となります。 

 "full"を指定する場合、「フルコントロール」となります。 

 何も指定しない場合、「読み取り」となります。 

<number> には、同時にアクセスできるユーザの 大の数を指定します。 

 （省略すると、アクセスできるユーザは無制限になります。 

 また、"/users:<number>"を指定せず、"/unlimited"を指定することも可能です） 

<remarktext> には、共有フォルダのコメントを指定します（省略可）。 

 

■共有フォルダのアクセスを確認する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■共有フォルダを停止する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<sharefoldername> には、共有フォルダ名 または 共有フォルダのパスを指定します。 

 

net share 

net share <sharefoldername>=<sharefolderpath> /grant:<username>,<access>  

/users:<number>  /remark:<remarktext> 

openfiles 

net share <sharefoldername> /delete 
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3.5.6 ネットワークドライブの管理 

 

■接続しているネットワークドライブを確認する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

■ネットワークドライブを割り当てる場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

net use <devicename> <\\computername\sharefolder> /persistent:<yes/no> 

 

 

<devicename> には、ネットワークフォルダが使用するドライブ文字（例 H:）を指定します。 

<\\computername\sharefolder> には、ネットワークフォルダの接続先を指定します。 

<yes/no> には、次回ログオン時のネットワーク再接続可否を指定します。 

 

■ネットワークドライブを切断する場合 

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<networkfolder> には、ネットワークフォルダが使用するドライブ文字 または ネットワークフォ

ルダの接続先を指定します。 

 

 

 

3.6 サポートツール・機能 

障害発生時に、ServerCore で利用できる代表的なサポートツール・機能ついて説明します。 

 

表 3-2 : ServerCore で利用可能な代表的なサポートツール・機能 

分類 ツール WS08 WS08R2 

イベントビューア ○ ○ 

システム情報（msinfo32.exe） ○ ○ 

メモリダンプ △※1 ○ 

Windows エラー報告 ○ ○ 

OS 標準提供 

Chkdsk ○ ○ 

User Mode Process Dumper (Userdump) ○ ×※2 Microsoft 社提供 

Desktop Heap Monitor (Dheapmon) ○ ×※2 

net use 

net use <devicename> <\\computername\sharefolder> /persistent:<yes/no> 

net use <networkfolder> /delete 
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Pageheap(gflags） ○ ○ 

Process Monitor ○ ○ 

Network Monitor ○ ○ 

ADPlus ○ ○ 

DSNAP ○ ○ 富士通提供 

ソフトウェアサポートガイド ○ ○ 

○：利用可能、 ×：利用不可能 

2010 年 3 月の情報となります。 

※1：Windows Server 2008 SP1 では USB キーボードダンプは使用できません。 

※2：Microsoft 社は、Windows Server 2008 R2 対応の Userdump、Dheapmon を 2010 年 3 月現

在提供していません。 

 

■イベントビューア 

ハードウェア、ソフトウェア、およびシステムの問題についての情報（イベントログ）を閲覧するこ

とができます。「3.2.1 イベントログ」を参照してください。 

 

■システム情報（msinfo32.exe） 

ハードウェアリソース、コンポーネント、ソフトウェア環境などのシステム情報を採取できます。 

 

■メモリダンプ 

障害発生時のメモリ上のデータをファイル（ダンプファイル）として採取します。PRIMERGY では、

下記の２通りの採取が可能です。なお、採取には事前にレジストリの設定を行う必要がありますが、

この設定は PRIMERGY 添付のソフトウェアサポートガイドで行うことが可能です。 

 

①NMI スイッチ（保守スイッチ） 

PRIMERGY では保守スイッチと呼ばれるスイッチを実装しています。これを押下することで NMI

と呼ばれる特別な割り込みが発生し、メモリダンプを強制的に採取できます。 

*保守スイッチの場所は機種により異なるため実装位置については、PRIMERGY 添付のユー

ザーズガイド等を参照してください。 

 

②キーボード 

キーボードの特別なシーケンスによりメモリダンプを強制的に採取することができます。PS/2

キーボード、USB キーボード（SP2 以降）が使用できます。 

なお、Windows Server 2008 SP1 では、USB キーボードダンプは利用できません。 

 

■Windows エラー報告（WER） 

Windows Server 2003 以前のOSに搭載されていたワトソン博士（Dr.Watson）の後継の収集機能

で、アプリケーションのエラー時に、ログ情報を自動的に収集します。詳細は「3.2.2 Windowsエラー
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報告」を参照してください。 

 

■Chkdsk 

ディスクパーティション上のファイルシステムの整合性をチェックすることができます。 

 

■User Mode Process Dumper (Userdump) 

User Mode Process Dumper(Userdump)は、Microsoft 社が富士通を含む OEM 会社とともに共同

で開発したサポートツールで、ユーザ プロセスの動作に影響を与えずスナップショットダンプの取

得が可能です。 

なお、Windows Server 2008 R2 では、Userdump は利用できません。 

 

■Desktop Heap Monitor (Dheapmon) 

Desktop Heap Monitor (Dheapmon)も、UserDump 同様 Microsoft 社が富士通を含む OEM 会社と

ともに共同で開発したサポートツールです。デスクトップヒープのサイズや使用量をレポートでき、

プロセスの起動過多によるデスクトップヒープ不足がモニタ可能です。 

なお、Windows Server 2008 R2 では、Dheapmon は利用できません。 

 

■Pageheap (gflags) 

ヒープ関連のバグや破損を見つけることができます。Windows システム上で実行されているア

プリケーションのリークも見つけることができます。 

 

■Process Monitor 

ファイルシステム、プロセス、レジストリの動作のモニタが可能です。なお、Server Core で利用す

る場合、ファイルを保存するときのダイアログ（コモンコントロール）でフォルダ選択が正しく機能しな

いため、保存先を指定するテキストボックスに直接パスを入力する必要があります。 

 

■Network Monitor 

ネットワーク上のパケットをキャプチャして解析できます。Server Core では Process Monitor 同様、

ファイル保存ダイアログが機能しないため、コマンドラインツール nmcap.exe を利用する必要があり

ます。 

 

■ADPlus 

Debugging Tools for Windows に含まれるスクリプトファイルです。メモリ ダンプファイルなどを収

集することができます。 

 

■DSNAP 

障害調査用資料を一括して採取する PRIMERGY 標準添付のコマンドラインユーティリティです。

Windows のシステムファイルの構成情報や主要なレジストリの設定、イベントログなど OS の基礎
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情報をコマンドライン操作で容易に採取することができます。 

 

■ソフトウェアサポートガイド 

DSNAP同様PRIMERGYに標準添付されており、障害調査用資料を一括して採取することができ

ます。DSNAP で取得できる OS の基礎情報に加え、ダンプファイルなど、調査に必要な情報の確実

な採取が可能です。 
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4 リモートからの運用管理 

本章では、Server Core のリモート管理の方法（リモートデスクトップ / MMC 管理ツール、リ

モートシェルなど）について説明します。 

 

4.1 リモートからの運用管理 

Server Core のローカルコンソール環境では、MMC の GUI ベースの管理ツールは動作出来ませ

ん。このため、運用管理においては、コマンドプロンプト上で、CLI コマンドを使用するか、別端末か

ら MMC を起動しリモート管理を行うことになります。 

 

 

図 4-1 : リモート管理イメージ 

 

下記に代表的なリモート管理方法についてまとめました。 

本章では、Server Core の稼働中のシステムに対し、リモート管理を行うための各種設定方法に

ついて説明します。 

 

表 4-1 : 代表的なリモート管理方法 

管理方法 特徴 

リモートデスクトップ 

※おすすめ 

管理対象サーバにログオンし、CLI による管理を行いま

す。 

設定が容易です。 

→「4.2 リモートデスクトップでの運用管理」を参照してく

ださい。 

MMC 管理ツール 

※おすすめ 

各管理ツール（GUI）から接続して管理します。 

管理端末に、管理ツールが必要となります。 
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→「4.3 MMC管理ツールによる管理」を参照してください。

サーバー マネージャー サーバー マネージャー（GUI）から接続して管理します。 

管理端末/管理対象サーバ共に Windows Server 2008 R2

である必要があります。 

→「4.4 サーバー マネージャーを利用したリモート監視」

を参照してください。 

リモートシェル（WinRS） WinRS（CLI）による対話的なコマンド操作による管理を行

います。 

リモートデスクトップと比べ、設定が複雑です。 

→「4.5 リモートシェル(WinRS)による管理」を参照してくだ

さい。 

リモートシェル（PowerShell） PowerShell（CLI）による対話的なコマンド操作による管理

を行います。 

管理端末/管理対象サーバ共に Windows Server 2008 R2

である必要があります。 

→「4.6 PowerShellによる管理」を参照してください。 

なお、ハードウェアの障害監視等については、PRIMERGY の標準添付品である監視ツール

ServerView をご利用ください。 

 

 

ホスト名やネットワーク、パスワードの設定が既に完了していることを前提としています。設定が

完了していない場合は、各種設定を行ってください。 

 

 
リモート管理を行うためには、管理対象サーバ(Server Core)の管理者権限が必要となります。 

・ドメイン環境の場合： 

管理端末にログオンしているアカウントを、管理対象サーバ(Server Core)の administrators

グループに登録します。 

・ワークグループ環境の場合： 

同一ユーザ名および同一パスワードのアカウントを作成し、administrators グループに登録

します。 

 

注意! 
! 

POINT! 
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4.2 リモートデスクトップでの運用管理 

リモートデスクトップを使用し、管理対象サーバにログオンすることで、遠隔地からの CLI 管理が

可能になります。 

 

4.2.1 リモートデスクトップを有効にする方法 

 

1. Server Core にローカル Administrator でログオンします。 

 

2. コマンドプロンプト上で、以下のコマンドを実行します。 

 

 

 

 

注１）ネットワークレベル認証をサポートしない Windows XP SP2 以前のマシンから接続する際

に必要となります。 

なお、Windows XP SP3 は、ネットワークレベル認証をサポートしていますが、既定で無効であ

るため、下記の公開情報を参照し有効にしてください。 

http://support.microsoft.com/kb/951608 

 

 

4.3 MMC管理ツールによる管理 

MMC 管理ツールを使ったリモート管理方法について説明します。下記のように GUI での設定が

可能です（図はファイアウォールの設定画面）。コマンドでは複雑になる操作も簡単に実現できます。

ただし、MMC 管理ツールに関する部分しか設定できないため、前述のリモートデスクトップと合わ

せて使用することをお勧めします。利用には、完全インストールしたサーバ、もしくはリモートサー

バ管理ツール（RSAT）をインストールしたマシンが必要になります。 

 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /ar 0 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /cs 0  注１ 

netsh firewall set service remotedesktop enable 

http://support.microsoft.com/kb/951608�
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図 4-2 : MMC 管理ツールでの接続画面 

 

Windows Vista, Windows 7 で管理を行う場合は、リモートサーバ管理ツール (RSAT)をインストー

ルしてください。 

なお、Windows Server 2008 R2 対応のリモートサーバ管理ツール (RSAT)をインストールできる

のは、Windows 7 のみとなります。 

 

 

4.3.1 MMC管理ツールでのリモート接続手順 

管理端末上で管理ツールを起動し、管理対象サーバ(Server Core)に接続するための一般的

な手順を以下に示します。 

 

■ファイアウォールの設定 

Windows Server 2008 / 2008 R2 では、デフォルト設定にてファイアウォールが有効になってお

り、外部からの接続を拒否する設定となっています。リモート管理を行うには、リモート管理に必

要な通信を許可する設定変更を行う必要があります。 

 

1. 管理対象サーバ(Server Core)に管理者権限を持つアカウント(administrator 等)でログオン

します。 

 

2. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 
netsh firewall set service remoteadmin enable 
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Windows ファイアウォールをリモートから管理する場合は、下記を入力します。 

 

 

 

 

■各管理ツールからの接続 

各管理ツールからの接続するには、管理端末にて、下記の手順を実施します。 

1. 「コントロールパネル」を開き「管理ツール」から、接続する管理ツールをクリックします。 

指定した管理ツールが起動します。 

2. 管理ツールの画面が表示されたら、メニューから「操作」→「別のコンピュータへ接続」をク

リックします。 

コンピュータの選択画面が表示されます。 

3. コンピュータの選択画面で、「別のコンピュータ」を選択し、管理対象サーバ(Server Core)の

マシン名または IP アドレスを指定して、「OK」ボタンをクリックします。 

 

■スナップインの追加による接続 

上記のように、各管理ツールから接続する方法もありますが、MMC からスナップインを追加す

る形で接続することもできます。 

 

1. スタートメニューをクリックし、「検索の開始」欄に"MMC"と入力し[Enter]キーを押します。 

ユーザアカウント制御のダイアログが表示される場合は、「続行」ボタンを押します。 

2. コンソール画面が表示されましたら、メニューから「ファイル」→「スナップインの追加と削

除」を選択します。 

3. スナップインの追加と削除画面で、[各管理ツールのスナップイン]を選択し、「追加」ボタン

をクリックします。 

4. コンピュータの選択画面で、「別のコンピュータ」を選択し、管理対象サーバ(Server Core)の

マシン名または IP アドレスを指定して、「OK」ボタンをクリックします。 

5. スナップインの追加と削除画面の「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

デバイス マネージャーおよび、ディスクの管理へリモートで接続するためには、上記に加えて、

追加で下記の設定が必要です。 

 

■デバイス マネージャーの利用 

Server Core 上ではデバイスマネージャが表示できないので、デバイスの状態を見る場合、外

部からリモート接続を行う必要があります。 

ただし、ファイアウォールの設定を変更しても、デバイスマネージャはエラーとなり表示できま

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable 
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せん。これは、Windows Server 2008 /2008 R2 のグループポリシー設定で PnP へのアクセスが

デフォルトで有効になっていないのが原因です。これは、以下の手順で回避することができま

す。 

 

1. 接続元で[スタート]→[mmc]と入力します。 

MMC コンソールが起動します。 

2. メニューからスナップインの追加と削除を選び、[グループポリシーオブジェクトエディタ]を

追加します。 

3. 参照をクリックし、Server Core のコンピュータ名（または IP アドレス）を入力し、MMC スナッ

プインを作成します。 

4. 「コンピュータの構成」→「管理用テンプレート」→「システム」→「デバイスのインストール」と

移動します。 

「PnP インターフェイスへのリモートアクセスを許可する」を有効にします。 

5. Server Core を再起動させます。 

再起動後、デバイスマネージャの情報にアクセスできるようになります。ただし、「読み取り専

用モード」な為、プロパティやドライバの変更は出来ません。 

 

■ディスクの管理の利用 

下記の追加設定を行う必要があります。 

 

1. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで下記を入力します。 

 

 

 

2. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、Virtual Disk

サービスを起動します。 

 

 

 

3. 管理側のコンピュータのコマンドプロンプトで下記を入力します。 

 

 

 

netsh advfirewall firewall set rule group="リモート ボリューム管理" new enable=yes 

net start vds 

netsh advfirewall firewall set rule group="リモート ボリューム管理" new enable=yes 
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4.4 サーバー マネージャーを利用したリモート監視 

Windows Server 2008 R2 では、サーバー マネージャーの新機能として、外部マシンにリモート接

続ができるようになりました。イベントビューア、タスクスケジューラなど、主要な MMC 管理ツール

が含まれているため、管理ツールごとに接続する手間が省けます。ただし、管理端末（完全インス

トール）、管理対象サーバ（Server Core）ともに Windows Server 2008 R2 が必要になります。なお、

Windows 7 用の RSAT にもサーバーマネージャーが含まれているため、管理端末として利用できま

す。 

 

 

図 4-3 : サーバー マネージャーによるリモート管理 

 

 

図 4-4 : サーバー マネージャーでの接続画面 
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サーバー マネージャーでは下記の項目が設定できます。 

 

表 4-2 : サーバー マネージャーで管理可能な項目 

項目 備考 

役割 サーバーの役割の追加・削除は不可。

参照のみ可。 

機能 サーバーの機能の追加・削除は不可。

参照のみ可。 

イベントビューアー   

パフォーマンス  

診断 

デバイス マネージャー ドライバの追加は不可。 

参照のみ可。 

タスク スケジューラ  

セ キ ュ リ テ ィ が 強 化 さ れ た

Windows ファイアウォール 

 

サービス   

WMI コントロール  

構成 

ローカル ユーザーとグループ  

Windows Server バックアップ あらかじめ Windows Server バックアッ

プのインストールが必要。 

記憶域 

ディスクの管理  

 

以下では、サーバー マネージャーへの接続手順を示します。 

 

1. 管 理 対 象 サ ー バ (Server Core) の コ マ ン ド プ ロ ン プ ト で 、 次 の コ マ ン ド を 入 力

し、.NetFramework2.0、PowerShell、ServerManagerPowerShell コマンドレットをインストールします。 

 

 

 

 

 

 

2. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、管理対象サー

バ(Server Core)を再起動します。 

 

 

 

start /w ocsetup.exe NetFx2-ServerCore 

start /w ocsetup.exe MicrosoftWindowsPowerShell 

start /w ocsetup.exe ServerManager-PSH-Cmdlets 

shutdown /r /t 0 
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3. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、Windows リモー

トシェルを有効にします。 

 

 

 

4. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、リモート管理の

設定を有効にします。 

 

 

 

Windows ファイアウォールをリモートから管理する場合は、下記を入力します。 

 

 

 

5. 管理端末のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アドレスを指定します。 

 

6. 管理端末でサーバー マネージャーを起動します。 

 

7. 上部メニューから「操作」→「別のコンピューターへ接続」をクリックします。 

 

8. 「別のコンピューターへ接続」ダイアログに管理対象サーバのホスト名または IP アドレスを入

力します。 

 

 

4.5 リモートシェル(WinRS)による管理 

Windows リモート管理(WinRM)は、Windows Server 2003 R2 にて提供された HTTP ベースの

WS-Management プロトコルです。このプロトコルを介し、リモートコンピュータと通信することができ

ます。Windows Vista / Windows Server 2008 以降では、WinRM を使いリモートコンピュータのコマン

ドを実行するための機能: Windows リモートシェル(WinRS)が標準で提供されています。Windows リ

モートシェル(WinRS)を使うと、リモートにログオンして対話的に CLI コマンドを実行することができま

す。 

以下では、Windows リモートシェル(WinRS)を使うための設定手順を説明します。 

 

winrm quickconfig 

netsh firewall set service remoteadmin enable 

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable 

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="<ServerName>"} 
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Windows XP / Windows Server 2003 用の Windows リモートシェル(WinRS)もダウンロード提供さ

れており、これをインストールすることで、Windows XP / Windows Server 2003 からも WinRS を利用

することができます。 

 

4.5.1 WinRSの設定 

以下では、HTTP を使う WinRS の設定手順について説明します。 

1. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、Windows リ

モートシェルを有効にします。 

 

 

 

2. 管理側のコンピュータのコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アドレスを指定しま

す。 

 

3. 管理側のコンピュータのコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アドレスを指定しま

す。 

<UserName>には、管理対象サーバに接続するユーザ名を指定します。（同じユーザで接続す

る場合、-u:<UserName>を省略できます。） 

 

これにより、管理対象サーバのコマンドプロンプトを操作することができます。操作側のコマン

ドプロンプトに戻るには、exit を入力します。 

 

cmd.exe の部分には、管理対象サーバで実行するコマンドを自由に設定できます。例えば、管

理対象サーバの Windows フォルダの内容を一覧表示する場合は、下記を入力します。 

 

 

 

 

POINT! 

winrm quickconfig 

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="<ServerName>"} 

winrs -r:<ServerName> -u:<UserName> cmd.exe 

winrs -r:<ServerName>  -u:<UserName> dir c:\windows 
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メモ帳(Notepad.exe)などの GUI アプリケーションを実行した場合、リモート先のプロセスとなる

ので、管理端末には何も表示されません。GUI アプリケーションを使用する場合は、リモートデス

クトップの利用をお勧めします。 

 

4.6 PowerShellによる管理 

Windows Server 2008 R2 では、Server Core 上で PowerShell を動作させることが可能になりまし

た。PowerShell とは、システム管理や自動化に役立つように設計された新しいコマンドラインシェル

です。豊富なコマンドレット（PowerShell に含まれるコマンド）により、管理者の負担を軽減させるこ

とができます。 

ここでは、Windows Server 2008 R2 の完全インストールマシンから、Windows Server 2008 R2 の

Server Core インストールマシンを管理する手順について説明します。 

 

4.6.1 PowerShellのインストール 

 

PowerShell は Windows Server 2008 R2 の完全インストールマシンには、デフォルトでインス

トールされていますが、Server Core インストールマシンには、インストールされていないため、

ユーザが手動でインストールする必要があります。 

 

1. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

2. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、管理対象

サーバ(Server Core)を再起動します。 

 

 

 

4.6.2 PowerShellによるリモート管理 

 

以下では、HTTP を使う PowerShell の設定手順について説明します。 

 

1. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、Windows リ

モートシェルを有効にします。 

 

注意! 
! 

start /w ocsetup.exe NetFx2-ServerCore 

start /w ocsetup.exe MicrosoftWindowsPowerShell 

shutdown /r /t 0 
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2. 管理端末のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アドレスを指定しま

す。 

 

3. 管理端末で、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「Windows PowerShell」

から Windows PowerShell V2 を起動させます。 

 

4. 管理端末の PowerShell で、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アドレスを指定しま

す。 

 

これにより、管理対象サーバへ接続し、対話的に PowerShell を操作することができます。 

接続をやめるには、exit を入力します。 

 

 

4.6.3 PowerShellを利用した複数マシンの管理 

 

PowerShell のコマンドを同時に複数のマシンで実行させる手順を説明します。 

以下では、HTTP を使う PowerShell の設定手順について説明します。 

 

1. 管理対象サーバ(Server Core)のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、Windows リ

モートシェル(WinRS)を有効にします。 

 

 

 

2. 管理端末のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

 

 

<ServerName1>,<ServerName2>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アド

レスを指定します。 

 

winrm quickconfig 

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="<ServerName>"} 

Enter-PSSession -ComputerName <ServerName> 

winrm quickconfig 

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="<ServerName1>,<ServerName2>"} 
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3. 管理端末で、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「Windows PowerShell」

から Windows PowerShell V2 を起動させます。 

 

4. 管理側端末の PowerShell で、次のコマンドを入力します。 

 

 

 

<ServerName1>,<ServerName2>には、管理対象サーバ(Server Core)のホスト名または IP アド

レスを指定します。 

<Cmdlet>には、実行するコマンドレットを入力します。 

 

 

 
使用できるコマンドレット一覧は Get-Command で、コマンドレットの詳細は Get-Help で調べる

ことができます。 

 

 

 

 

POINT! 

$r = New-PSSession -ComputerName <ServerName1>, <ServerName2> 

Invoke-Command -ScriptBlock {<Cmdlet>} -Session $r 
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付録1： 完全インストールとの比較 

本章では、完全インストールと Server Core の違いについて説明します。 

 

1) 完全インストールと Server Core の違い 

以下は、弊社の調査結果から完全インストールと Server Core インストールのシステム的な相違

点を表にまとめたものです。 

 

 

表 A-1 : 完全インストールと Server Core の違い 

完全インストール Server Core 比較項目 

WS08R2 WS08 WS08R2 WS08 

CPU 小:1GHz 

推奨:2GHz 以上 

64bit 対応 

小:1GHz 

推奨:2GHz 以上 

小:1GHz 

推奨:2GHz 以上 

64bit 対応 

小:1GHz 

推奨:2GHz 以上 

メモリ 小:512M 

推奨:2G 以上 

HDD 小 空 き 容

量:32GB 

推 奨 空 き 容

量:40GB 以上 

小 空 き 容

量:10GB 

推 奨 空 き 容

量:40GB 以上 

小空き容量:10GB 

推奨空き容量:10GB 以上 

追 加 可 能

な役割数 

17 17 10 8 

追 加 可 能

な機能数 

42 35 17 13 

ユーザイン

ターフェイ

スなど 

GUI 中心 CUI 中心 

（メモ帳、レジストリエディタなど一部の

プログラムは、GUI で利用可） 

Windows 

API 

全て利用可 一部利用不可 

.Net 

Framework 

2.0/3.0/3.5 2.0/3.0 

（3.5 は OS に含ま

れず。別途入手が

必要） 

2.0/3.0/3.5の一部 N/A 

WSH VBScript/ 

JScript 
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PowerShell 2.0 1.0 

（2.0 は OS に含ま

れず。別途入手が

必要） 

2.0 N/A 

※比較エディションは Enterprise となります 

 

 

2) 役割/機能の差分 

以下では、完全インストールと、Server Core インストールでの適用可能な役割/機能の詳細を表

にまとめます。 

 

■役割の違い 

 

表 A-2 : 完全インストールと Server Core の違い（役割） 

完全インストール Server Core 比較項目 

WS08R2 WS08 WS08R2 WS08 

Active Directory 

Rights 

Management 

サービス 

○ ○ × × 

Active Directory 

ドメイン サービ

ス 

○ ○ △ 

NIS 機能は利用不

可。 

△ 

NIS 機能は利用不

可。 

Active Directory 

フェデレーション 

サービス 

○ ○ × × 

Active Directory 

ラ イ ト ウ ェ イ ト 

ディレクトリ サー

ビス 

○ ○ ○ ○ 

Active Directoy 

証明書サービス 

○ ○ △ 

証明機関 Web 登

録などは利用不

可。 

× 

DHCP サーバー ○ ○ ○ ○ 

DNS サーバー ○ ○ ○ ○ 

FAX サーバー ○ ○ × × 

UDDI サービス × ○ × × 
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Hyper-V ○ ○ ○ ○ 

リ モ ー ト デ ス ク

トップサービス 

（ タ ー ミ ナ ル 

サービス） 

○ ○ △ 

RD 仮想化ホスト

のみ利用可。 

× 

Web サ ー バ ー

（IIS） 

○ ○ ○ △ 

ASP.NET は利用不

可。 

Windows Server 

Update Services 

○ × × × 

Windows 展 開

サービス 

○ ○ × × 

アプリケーション 

サーバー 

○ ○ × × 

ネットワーク ポリ

シ ー と ア ク セ ス 

サービス 

○ ○ × × 

ファイル サービ

ス 

○ ○ △ 

Windows Search

サービスなどは利

用不可。 

△ 

Windows Search

サービスなどは利

用不可。 

印刷およびドキュ

メント サービス 

○ ○ △ 

インターネット印刷

などは利用不可。

△ 

インターネット印刷

などは利用不可。 

○:利用可能 △:一部利用可能 ×:利用不可能 

※比較エディションは Enterprise となります 
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■機能の違い 

 

表 A-3 : 完全インストールと Server Core の違い（機能） 

完全インストール Server Core 比較項目 

WS08R2 WS08 WS08R2 WS08 

.NET Framework 

3.5.1 の 機 能

（.NET Framework 

3.0 の機能） 

○ ○ △ 

WPF などは利用

不可。 

× 

BitLocker ド ラ イ

ブ暗号化 

○ ○ ○ ○ 

BranchCache ○ × ○ × 

DirectAccess 管

理コンソール 

○ × × × 

HTTP プロキシを

経由した RPC 

○ ○ × × 

LPR ポ ー ト モ ニ

ター 

○ ○ × × 

RDC (Remote 

Differential 

Compression) 

○ ○ × × 

SAN 用記憶域マ

ネージャー 

○ ○ × × 

Simple TCP/IP 

Services 

○ ○ × × 

SMTP サーバー ○ ○ × × 

SNMP サービス ○ ○ △ 

WMI SNMP プロ

バイダは利用不

可。 

△ 

WMI SNMP プロ

バイダは利用不

可。 

Telnet クライアン

ト 

○ ○ ○ ○ 

Telnet サーバー ○ ○ × × 

TFTP クライアント ○ ○ × × 

UNIX ベース アプ

リケーション用サ

ブシステム 

○ ○ ○ ○ 
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Windows Internal 

Database 

○ ○ × × 

Windows 

PowerShell 

Integrated 

Scripting 

Environment (ISE)

○ 

既定でインス

トール済み。 

× × × 

Windows Server 

バックアップの機

能 

○ ○ ○ △ 

PowerShell コマ

ンドレットは利用

不可。 

Windows Server 

移行ツール 

○ × ○ × 

Windows TIFF 

IFilter 

× × × × 

Windows シ ス テ

ム  リ ソ ー ス  マ

ネージャー 

○ ○ × × 

Windows プロセス

アクティブ化サー

ビス 

○ ○ ○ △ 

.NET 環境は利

用不可。 

Windows 生 体 認

証フレームワーク 

○ × × × 

WinRM IIS 拡張機

能 

○ × ○ × 

WINS サーバー ○ ○ ○ ○ 

WOW64 サポート ○ ○ ○ ○ 

XPS ビューアー ○ × × × 

インクおよび手書

きサービス 

○ × × × 

インターネット印

刷クライアント 

○ ○ × × 

インターネット記

憶域ネーム サー

バー 

○ ○ × × 

グ ル ー プ  ポ リ

シーの管理 

○ ○ × × 
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デスクトップ エク

スペリエンス 

○ ○ × × 

ネットワーク負荷

分散 

○ ○ ○ ○ 

バックグラウンド

インテリジェント転

送 サ ー ビ ス

(BITS) 

（BITS サーバー

拡張） 

○ ○ ○ × 

ピア名解決プロト

コル 

○ ○ × × 

フェールオーバー

クラスタリング 

○ ○ ○ ○ 

マルチパス I/O ○ ○ ○ ○ 

メッセージ キュー ○ ○ × × 

リムーバブル記憶

域マネージャ 

× ○ × ○ 

リモート アシスタ

ンス 

○ ○ × × 

リモート サーバー

管理ツール 

○ ○ × × 

ワ イヤ レス LAN 

サービス 

○ ○ × × 

高 品 質 な

Windows オーディ

オ ビデオ エクス

ペリエンス 

○ ○ ○ ○ 

接続マネージャ管

理キット 

○ ○ × × 

○:利用可能 △:一部利用可能 ×:利用不可能 

※比較エディションは Enterprise となります 
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付録2： 目的別コマンド一覧 

本章では、Server Core での目的/タスクに応じたコマンド一覧を表示します。 

 

1) 目的別コマンド基本 100 選 

以下に Server Core で運用する場合の基本的コマンド 100 選を示します。 

 

表 B-1 : 目的別コマンド基本 100 選 

カテゴリ 目的/タスク 操作・コマンド 

コンピュータ名を確認する。 ・set computername 

・ipconfig /all 

・systeminfo 

・hostname 

コンピュータ名を設定する。

（ワークグループ環境） 

※設定反映には再起動が

必要 

・ netdom renamecomputer %computrename% 

/NewName:<新しいコンピュータ名> 

・ wmic computersystem where 

name="%computername%" call rename name=<新し

いコンピュータ名> 

コンピュータ名を設定する。

（ドメイン環境） 

※設定反映には再起動が

必要 

netdom renamecomputer %computername% 

/NewName:<新しいコンピュータ名> /UserD:<ドメイ

ン管理者アカウント> /PasswordD:* 

ドメインへ参加させる。 

（設定反映には再起動が必

要。） 

netdom join %computername% /domain:<Domain 

name> /UserD:< ド メ イ ン 管 理 者 ア カ ウ ン ト > 

/PasswordD:* 

アクティベーションを実行す

る。 

cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -ato 

ボリュームライセンスキーを

設定する。 

cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk <ボリュー

ムライセンスキー＞ 

リモート管理を可能にする。 1.netsh firewall set service remoteadmin enable 

2.netsh advfirewall set currentprofile settings 

remotemanagement enable 

WinRS を有効にする。 1.winrm quickconfig 

2.winrm set winrm/config/client 

@{TrustedHosts="<hostname/IP address>" 

初期導入 

日付と時刻の設定を行う。 control %windir%\system32\timedate.cpl 
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地域と言語のオプションの

設定を行う。 

control %windir%\system32\intl.cpl 

IP アドレスを確認する。 ipconfig 

IP アドレスの詳細を確認す

る。 

ipconfig /all 

ネットワークインタフェース

名/ID を確認する。 

netsh interface ipv4 show interfaces 

固定 IP アドレスを手動で設

定する。（IPv4 の場合。） 

netsh intrerface ipv4 set address name="<ID>" 

source=static address=<Static IP address> 

mask=<SubnetMask> gateway=<Gateway IP 

address> 

IPアドレスを自動で取得、設

定する。 

netsh interface ipv4 set address name="<ID>" 

source=dhcp 

DNS サーバを手動で設定す

る。 

優先 DNS）  netsh interface ipv4 set dnsserver 

name="<ID>" source=static address=<DNSIP アドレ

ス> 

代 替 DNS) netsh interface ipv4 add dnsserver 

name="<ID>" address=<DNSIP アドレス> index=2 

DNS サーバを自動で取得、

設定する。 

netsh interface ipv4 set dnsserver name="<ID>" 

source=dhcp 

プロキシを設定する。 netsh winhttp set proxy <proxy FQDN>:<port> ["除

外リスト"] 

除外リストは、省略可能。複数記述する場合は；で

区切る。 

Windows Update を手動で実

行する。 

wuauclt /detectnow 

Windows Update の自動取

得を行うよう設定する。 

1.cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /AU 4 

2. net stop wuauserv 

3. net start wuauserv 

Windows Update の自動取

得設定を確認する。 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /AU /v 

表示が 4 であれば、有効。1 であれば無効。 

Ping を受け付けるよう設定

する。 

（ファイル共有を有効にす

る。） 

netsh firewall set service FILEANDPRINT enable 

ネットワーク

設定 

ファイアウォールを無効にす

る。 

netsh firewall set opmode disable 
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ファイアウォールを有効にす

る。 

netsh firewall set opmode enable 

ファイアウォール規則を表

示させる。 

netsh advfirewall firewall show rule name=<rule> 

<rule>に all を指定するとすべてを表示。 

インストール済み、インス

トール可能な役割/機能を

確認する。 

・oclist.exe 

（WS08R2 では下記も利用可） 

・dism /online /get-features /format:table 

役割/機能をインストールす

る。 

・start /w ocsetup.exe <役割/機能名> 

（WS08R2 では下記も利用可） 

・dism /online /enable-feature /featurename:<役割/

機能名> 

役割/機能をアンインストー

ルする。 

・start /w ocsetup.exe <役割/機能名> /uninstall 

（WS08R2 では下記も利用可） 

・dism /online /disable-feature /featurename:<役割

/機能名> 

ドメインコントローラ機能をイ

ンストールする。 

dcpromo /unattend:<unattended ファイル名> 

MSI パッケージをインストー

ルする。 

msiexec.exe /i <msi ファイル名> 

インストール済み MSI パッ

ケージを確認する。 

・wmic product 

・wmic product get name 

MSI パッケージをアンイン

ストールする。 

wmic product where name="<package name>" call 

uninstall 

ドライバをインストールす

る。 

pnputil -i -a <inf file> 

インストールされているドラ

イバ一覧を取得する。 

・sc query type= driver 

type と=はスペースなし =と driver は半角スペース

が必要。 

・driverquery 

機 能 の 追

加・削除 

ドライバを無効化する。 sc delete <service name> 

システムを再起動する。 shutdown /r /t 0 

システムをシャットダウンす

る。 

shutdown /s /t 0 

システムを休止状態にす

る。 

shutdown /h 

システム電源を強制的に切

る。 

shutdown /p 

システムの

起動と終了 

ログオフする。 logoff 
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新しいコマンドプロンプトを

実効させる。 

・[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーからタスクマネージャを起

動し、新しいタスクから cmd.exe を入力し、実行す

る。 

・start cmd.exe 

管理者のコマンドプロンプト

を起動させる。 

runas /noprofile /user:XXXX\administrator cmd.exe

xxx: サーバ名 

boot の設定を変更する。 bcdedit 

詳細は標準のヘルプを参照してください。 

前回正常起動時の構成とし

て保存する。 

sc boot ok 

ドメインユーザのパスワード

を変更する。 

・[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーからパスワード変更を実

施。 

・ net user <User name> * 

ローカルユーザを作成す

る。 

・net user <User name> /add * 

ローカルユーザの一覧を参

照する。 

net user 

ローカルグループへユーザ

を追加する。 

net localgroup <Group name> /add <user name> {ドメ

インの場合は domain\user} 

ローカルグループメンバー

一覧を表示する。 

net localgroup <Group name> 

ローカルグループを作成す

る。 

net localgroup <Group name> /add 

アカウント管

理 

ローカルグループの一覧を

参照する。 

net localgroup 

タスクマネージャを起動させ

る。 

・[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーからタスクマネージャをク

リックする。 

・[Ctrl] + [Shift] + [Esc] キーをクリックする。 

・taskmgr.exe を実行する。 

実行中のタスクの一覧を参

照する。 

・タスクマネージャを起動しプロセスタブから確認す

る。 

・tasklist.exe を実行する。 

実行中のタスクを強制終了

させる。 

・タスクマネージャを起動しプロセスタブから強制終

了したいプロセスを選択し、右クリック、終了をクリッ

ク。 

・taskkill /PID <ProcessID> 

タスク管理 

スケジュールタスクを管理す

る。 

schtasks 

詳細は schtasks /?で確認してください。 
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サービスの一覧を参照す

る。 

・タスクマネージャのサービスタブ 

・sc query type= service 

サービスを開始させる。 ・sc start <service name> 

・net start <service name> 

サービス管

理 

サービスを停止させる。 ・sc stop <service name> 

・net stop <service name> 

テキストファイルを参照す

る。 

・more <ファイル名＞ 

・notepad.exe <ファイル名＞ 

テキストファイルを編集す

る。 

・edlin ＜ファイル名＞ 

 （※x86 環境のみ） 

・notepad <ファイル名＞ 

Server Coreで利用可能なコ

マンドツールの一覧とヘル

プを参照する。 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /CLI 

scregeit.wsf の使い方を確

認する。 

cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /? 

テキスト・レ

ジストリ編集 

レジストリを参照・編集す

る。 

※レジストリの操作は、十分

に注意して行ってください。 

regedit 

イベントログの種別一覧を

参照する。 

wevtutil el 

イベントログを参照する。 wevtutil qe /f:text <ログ種別＞ 

ログ種別には system や application などを指定す

る。 

システムにログオンしている

ユーザを参照する。 

quser.exe 

シス テム情 報を 表示 さ せ

る。 

systeminfo.exe 

システム情報を取得する。 start msinfo32 /report C:\hoge.txt 

「エクスポート」メニューから出力することができませ

ん。上記コマンドで実行してください。また、リモート

コンピュータから msinfo32 を実行させることもできま

す。 

調査資料採

取 

パフォーマンスデータの取

得を行う。 

logman.exe 

詳細は logman.exe のヘルプを参照してください。 
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ダンプファイルの設定を行

う。 

・ダンプを採取できるようにする。 

wmic recoveros set DebugInfoType = 1 

・ダンプ排出先を変更する。 

wmic recoveros set DebugFilePath = x:\xx\xx 

・ダンプが上書きされないように設定する。 

wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0

・自動的に再起動する設定を変更する。 

wmic recoveros set AutoReboot = False 

※初期値は TRUE（再起動する） 

適用されている QFE の一覧

を参照する。 

wmic qfe list 

ディスク情報を閲覧する。 コマンドプロンプト上で、diskpart を起動し、 

list disk --> list partition -->list volume--> detail 

partition 

で閲覧可能。 

ディスクの操作（フォーマッ

ト）を行う。 

format 

詳細は format /?で確認してください。 

ディスクの操作（MBR から

GPT への変換）を行う。 

コマンドプロンプト上で、diskpart を起動し、 

convert gpt を実行。 

デ ィ ス ク の 操 作

（DynamicDisk への変更、ソ

フト RAID 構成）を行う。 

コマンドプロンプト上で、diskpart を起動し、 convert 

dynamic --> create volume simple size=xxx -->

create volume stripe size=xxx disk=1,2 

 --> create volume raid size=xxx disk=1,2,3 

チェックディスクを実行す

る。 

コマンドプロンプト上で、chkdsk を実行。 

デフラグを行う。 defrag <drive letter> 

デ ィ ス ク 管

理 

ディスククォータを設定す

る。 

fsutil quota modify .... 

設定の詳細は標準のヘルプを参照してください。 

ボリュームのバックアップを

行う。 

wbadmin start backup -backupTarget:<バックアップ

格納場所>  -include:<バックアップ対象ボリューム> 

-quiet 

ボリュームのリストアを行

う。 

wbadmin start recovery -version:<バックアップの

バージョン> -itemType:volume -items:<リストア対象

ボリューム> -quiet 

※ バ ッ ク ア ッ プ の バ ー ジ ョ ン は

MM/DD/YYYY-HH:MM 形式 

バックアップ 

システム状態のバックアップ

を行う。 

wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:<

バックアップ格納場所> -quiet 
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システム状態のリストアを行

う。 

wbadmin start systemstaterecovery -version:<バッ

クアップのバージョン> -quiet 

※ バ ッ ク ア ッ プ の バ ー ジ ョ ン は

MM/DD/YYYY-HH:MM 形式 

使用可能なバックアップ一

覧を取得する。 

wbadmin get versions -backupTarget:<バックアップ

格納場所> 

共有フォルダを設定する。 net share < 共 有 名 >=< ド ラ イ ブ パ ス > 

/GRANT:<USERNAME>,[ READ| CHANGE| FULL] 

NTFS ファイルアクセス権を

設定する。 

コマンドプロンプト上で、icacls を実行する。 

例：icacls <ファイル> /grant *S-1-1-0:(M) 

詳細は icacls のヘルプを参照してください。 

ファイルアクセス権を確認す

る。 

コマンドプロンプト上で、icacls を実行する。 

圧縮率（NTFS 圧縮）を検証

する。 

compact /S X: 

ファイルの拡張子の関連付

けを確認する。 

assoc xxxx 

 xxxx=YYYY 

ftype YYYY 

ファイルの拡張子の関連付

けを変更する。 

assoc .拡張子[=[ファイル タイプ]] 

共有で外部から利用されて

いるファイルを確認する。 

openfiles 

ファイル属性を設定する。 attrib 

ファイルの所有者を確認す

る。 

dir xxxx /Q 

ファイルの詳細時間を確認

する。 

・作成日時    dir xxxx /TC  

・更新日     dir xxxx /TW 

・アクセス日時  dir xxxx /TA 

フ ァ イ ル 管

理 

ファイルバージョンを確認す

る。 

wmic datafile where name="xxxx￥￥xxx￥￥xxx" 

get version 

name の後にファイルパスを指定します。パス指定時

には￥ではなく￥￥を指定します。 

その他 wsf ファイルを実行する既定

アプリケーションを cscript に

変更する。 

cscript //H:CScript //S 
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環境変数の作成/変更を行

う。 

・現在のユーザの環境変数を設定/変更する場合 

setx <環境変数名> <環境変数の設定値> 

・システムの環境変数を設定/変更する場合 

setx <環境変数名> <環境変数の設定値> /m 

環境変数の作成/変更を行

う。（レジストリの値を変数に

設定する場合。） 

・現在のユーザの環境変数を設定/変更する場合 

setx <変数> /K <レジストリパス> 

・システムの環境変数を設定/変更する場合 

setx <変数> /K <レジストリパス> /m 

ページファイルサイズやパ

スを変更する。 

・システム自動の Pagefile を無効にする。 

wmic computersystem where 

name="%computername%" set 

AutomaticManagedPagefile=False 

 

・ページファイル設定を変更する。 

wmic pagefileset where name="c:\\pagefile.sys" set 

InitialSize=500,MaximumSize=1000 

データベース（ODBC）の設

定を行う。 

odbcad32.exe 
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富士通 PC サーバ PRIMERGY につきましては、以下の技術情報を参照願います。 

・PC サーバ PRIMERGY 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/ 
 

・PC サーバ PRIMERGY 機種比較表 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/select-spec/ 
 

・サーバ選定ガイド 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/select-model/ 

 

富士通 PC サーバ PRIMERGY のお問い合わせ先。 

・PC サーバ PRIMERGY（プライマジー）のお問い合わせ 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/contact/ 

 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/select-spec/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/select-model/�
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/contact/�
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