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Compared to Surface Pro 2



最新のドライバーパックを
ダウンロードセンターに掲載

• 製品ごとのドライバーパック

• 最新のドライバーとファーム
ウェアアップデート

• Zip, MSI 形式で提供

Windows Update から提供
• WSUS での配布は不可



Windows 8 で導入された
新しい電源モード

• スリープに代わる消費電力の
少ない電源モード

• 電源ボタン/ カバー閉などで
CS モードへ

• アプリ/サービスが CS 中も
定期的に動作

Modern Apps 
with badges 
on the 
lockscreen

2s every 
15min

Other 
Modern 
Apps

1s every 2h

Desktop 
Applications

zero

Windows 
Services

1s every 30s



Surface Pro 3 は出荷状態で
自動的に暗号化(デバイス暗号化)

• BitLockerの有効化により暗号化
開始

• 起動前 PIN 入力の設定も可能



BitLocker の設定により起動時に
PIN 入力必須の設定が可能
• 2 つのグループポリシーを
「有効」に設定

• 32 回のPIN 誤入力により
TPM をロックアウト

［コンピュータの構成］-［管理用テンプレート］-
［Windowsコンポーネント］-［BitLockerドライブ暗号化］-
［オペレーティングシステムのドライブ］

 「スレートでプリブートキーボード入力が必要な BitLocker認証を使
用できるようにする」

 「スタートアップ時に追加の認証を要求する」



Surface Pro 3 プリインストール
OS と VL OS
• Connected Standby と
ハイバネーション

• VL ではハイバネーション未設定

• ハイバネーションの有効化

powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f 7398e821-3937-4469-b07b-33eb785aaca1 14400
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f 7398e821-3937-4469-b07b-33eb785aaca1 14400
REM sets CS battery saver trip point to 100:
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f 1e133d45-a325-48da-8769-14ae6dc1170b 100
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f 1e133d45-a325-48da-8769-14ae6dc1170b 100
REM sets the CS battery saver action to hibernate:
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f c10ce532-2eb1-4b3c-b3fe-374623cdcf07 001
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT e73a048d-bf27-4f12-9731-
8b2076e8891f c10ce532-2eb1-4b3c-b3fe-374623cdcf07 001
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT

http://blogs.technet.com/b/supportingwindows/archive/2014/11/05
/surface-pro-3-hibernation-doesn-t-occur-on-enterprise-install.aspx



Surface Pro 3 UEFI
(2015/3 Update)

• 音量＋(プラス) + 電源ボタン
で UEFI 画面を表示

• カメラ/ Wifi/ Bluetooth/
SD カードなどの使用可否

• ブートデバイスの変更

• UEFI 設定へのパスワードの追加



Surface Pro 3 の UEFI の各種設定
を OS からコントロール

• ドライバーパックと同じサイト
から MSI 形式で提供

• 各 Surface Pro 3 にインストール

• PowerShell, アプリケーションで
設定変更

• 2015/3 Firmware アップデート
(UFFI 3.11.760)

http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2015/04/
20/how-to-manage-surface-pro-3-uefi-through-
powershell.aspx







Sysprep の実行
• Generalize オプション

• デフォルトプロファイルの
コピー

Sysprep の実行時の注意
• BitLocker暗号化の解除

• Windows ストアアプリ



Windows PE で起動
• 64 bit Windows PE 環境の

USB メモリから起動

• USB 起動方法
• 音量ー (マイナス)ボタン +電源ボタン
• Shift +再起動
• チャーム → 設定 → PC 設定の変更 →
回復 → 今すぐ再起動する

Dism /Capture-Image …



Windows ADK Microsoft Deployment
Toolkit (MDT)

System Center
Configuration Manager
(SCCM)

インターフェース コマンドベース GUI GUI
展開方法 USB/ファイル共有等

からコマンドベース
PXEブート/ USB での
ライトタッチ

PXEブート/ USB での
ライトタッチ/ゼロタッチ

特徴 シンプルなインフラ
でマスターイメージ
の取得と展開を実現

タスクシーケンスによる
設定/アプリ配布等
自動化

タスクシーケンスによる設
定/アプリ配布等の自動化

クライアント管理との統合
規模 小～中規模 中～大規模 中～大規模







Windows OS を展開/ 移行/ 設定
ツール群
• OS 展開
• Windows PE
• ユーザープロパティ/ データ移行
• ボリュームライセンス認証
• Windows 10 プロビジョニング
パッケージ作成



Windows PE でのコマンドベース
の展開
• 64 bit Windows PE 環境の USB
で起動し展開

Dism /Apply-Image ….

• Windows PE USB は FAT32
4GB 超のマスターイメージ
(wim) を格納する場合は分割

Dism /Split-Image ….



Windows PE でのコマンドベース
の展開
• 64 bit Windows PE 環境の USB
で起動し展開

Dism /Apply-Image ….

• Windows PE USB は FAT32
4GB 超のマスターイメージ
(wim) を格納する場合は分割

Dism /Split-Image ….





http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825686.aspx



WinRE ツールパーティション
(330 MB)

システムパーティション
(200 MB)

MSR パーティション
(128 MB)

Windows パーティション
+

回復パーティション (Shrink)

回復パーティション
(4 GB)



① Windows PE で起動、パーティション作成

②回復パーティションにイメージファイルをコピー

③ Windows パーティションにイメージを展開

④システムパーティションにブートファイルをコピー

⑤ Windows RE を Windows RE ツールパーティションに
コピーし設定

⑥回復イメージを指定



パーティション作成
(diskpart)

Windows RE を Windows RE ツール
パーティションにコピーし設定 (reagentc)

イメージを Windows
パーティションに展開 (dism)
ブートファイルをコピー

回復イメージを設定 (reagentc)

マスターイメージファイルを
回復パーティションにコピー

USB メモリ内の分割した
wim (swm) を展開

https://technet.microsoft.com/en-us/library/
dn621890.aspx
※一部変更済



USB メモリ内の分割した
wim (swm) を展開

https://technet.microsoft.com/en-us/library/
dn621890.aspx
※一部変更済



マイクロソフトが提供する無償の
展開ツール
• ダウンロードで入手

• マスターイメージの取得、
イメージ展開、展開後に必要な
作業を自動化

• PXE ブート/USB ブートによる
OS 展開が可能



マイクロソフトが提供する無償の
展開ツール
• PXE ブート/USB からの展開

• タスクシーケンスにより自動化
• イメージ展開
• ドライバー適用
• アプリケーションのインス
トール

• 展開後の設定



マイクロソフトが提供する無償の
展開ツール
• PXE ブート/USB からの展開

• タスクシーケンスにより自動化
• イメージ展開
• ドライバー適用
• アプリケーションのインス
トール

• 展開後の設定



機種に応じたドライバー/
ファームウェアを OS とセットで
展開
• Surface Pro 3 のドライバー
パックをインポートし、展開

• タスクシーケンス内で機種選別、
定義したドライバーを展開





MDTでの OS 展開 - 注意事項

• イメージファイル分割には非対応
→ Windows To Go 対応 USB
MDT 2013 Update 1 で対応予定

• PXE ブート:
• Surface イーサネットアダプタ
• Surface ドッキングステーション
のみ



クライアント管理基盤として
柔軟な OS 展開機能を提供
• タスクシーケンスにより展開を
自動化
• マスターイメージ取得
• イメージ展開
• 展開後の設定

• 遠隔地での OS 展開

• ドライバー/ ファームウェアの
展開



クライアント管理基盤として
柔軟な OS 展開機能を提供
• タスクシーケンスにより展開を
自動化
• マスターイメージ取得
• イメージ展開
• 展開後の設定

• 遠隔地での OS 展開

• ドライバー/ ファームウェアの
展開



ネットワーク経由での展開で
注意が必要
• デバイスの識別
• タスクシーケンスでの情報削除

• PXE ブート:
• Surface イーサネットアダプター
• Surface ドッキングステーション
のみ

http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2014/07/28/how-to-use-
the-same-external-ethernet-adapter-for-multiple-sccm-osd.aspx



Surface Pro 3展開および
管理ガイド
• MDT での展開を中心に Surface

Pro 3 の企業内展開の手順を
解説したドキュメント

http://aka.ms/deployguide



Windows ADKによる
標準イメージの作成手順
• Windows ADK を使用した

Windows 8.1 のマスターイメー
ジの作成と展開について解説
したドキュメント

http://download.microsoft.com/download/9/7/9/97983C57-B297-4FBE-
AA2B-F8736739B5F4/W8_Migration_WP_ADK.docx



System Center 2012 R2
Configuration Manager
評価ガイド OS 展開編
• SCCM での OS 展開について
解説したドキュメント

• Technet の SCCM ページより
他機能の評価ガイドも提供中

https://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/hh285244



Windows 展開サービス
による標準イメージの展開
• Windows Server の標準機能

Windows 展開サービス (WDS)
でのネットワークブート使用
した OS 展開について解説した
ドキュメント

http://download.microsoft.com/download/9/7/9/97983C57-B297-4FBE-
AA2B-F8736739B5F4/W8_Migration_WP_WDS.docx





シリーズ最軽量の Surface
• 10.8 インチディスプレイ
• 622g の本体
• LTE 対応モデル

Surface Pro 3 と同様に展開可能
• ドライバー/ファームウェアは

Surface 3専用

Windows 10 はリリース以降に！









トップボタン
• ペアリング、OneNote 起動、
画面ショット取得

Surface Pen 2 種類の電池

• 単 6 電池:
• ペンでの筆記に使用

• ボタン電池:
• トップボタンクリック時に
使用

ドライバーで開閉
バッテリーケース

マイナスドライバー用切欠

ボタン電池



初回起動時 OOBE でペンの
ペアリングを実行
• Bluetooth のペアリングでトッ
プボタンが使用可能

• VL 版 OS の OOBE にはペアリン
グプロセスは存在しない

• マスターイメージ作成時にペア
リングの処理を追加可能
C:¥Windows¥system32¥oobe¥info以下をコピー



Surface アプリを提供
Windows ストア/ Appx 形式

• Surface ペンの感度設定

• ペントップボタンで起動する
OneNote の変更

• Windows ボタンの ON/OFF

• シリアル番号/ ファームウェア
バージョン等の確認



32 回の PIN 誤入力で TPM が
ロックアウト

• ロックアウト後の起動は BitLocker
の回復パスワードが必要

• ロックアウトの解除は TPM
ロックアウトのリセット、もしく
は TPM のクリアー

• カウントは OS 起動状態で
2時間に 1 減少

32回目
失敗

zzzz TPM
ロックアウトxxxx

1回目
xxxy

2回目
・・・・ zzzy

3029 31

× × × ×
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