
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Windows PE 版 起動 CD 

作成ガイド 
 

本冊子には、起動 CD 作成の最新の手順が記載されています。 

起動 CD を作成する際は、利用ガイドではなく、こちらを参照して

ください。 

※ OS を含むバックアップイメージの復元や、CD 起動で操作を

行う場合、予め起動 CD を作成しておく必要があります。 
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Windows PE版の起動CDの作成 
 

ここでは、Windows PE版の起動CDの作成手順をご案内いたします。

ご利用の Windows によって、起動 CD の作成手順が異なります。ここ

では、各 OS での起動 CD の作成手順をご案内いたします。 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。空き容量不足などが原因で、起動

CD が作成できない場合は、他の PC で起動 CD を作成するか、また

は弊社のサポートセンターへご相談ください。なお、ここでは、クライ

アントPCで起動CDを作成することを前提に、手順をご案内していま

す。サーバ用製品をご利用の方は、操作対象のサーバに対応した

環境で起動 CD を作成してください。 

1. Windows PE版起動 CD の作成の流れ 

Windows PE 版の起動 CD を作成するには、ブート メディア ビルダ

ーと、Microsoft 社が提供する Windows ADK または Windows AIK が

必要です。サーバ機で使用される場合は、以下の表を参考に、ご利

用の機器に対応した環境で起動 CD を作成してください。 

 

※ 操作対象の機器と異なる PC で起動 CD を作成される場合、対象の

OS が 32bit なら 32bit OS で、64bit なら 64bit OS で起動 CD を作成

してください。 

※ 起動CDと記載していますが、USBメモリを使用することも可能です。

USB メモリを使用する場合、メモリ内のデータは全て消去されますの

で、ご注意ください。 

操作対象のサーバ OS 起動 CD 作成に使用する OS 

2008/2008 R2/2012/2012 R2 
Windows 7/8/ 

2008/2008 R2/2012/2012 R2 

2003/2003 R2 Windows XP/VISTA/2003/2003 R2 
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① Microsoft の Web サイトから Windows ADK のインストーラをダウ

ンロードし、Windows ADK をインストールする 

② ブート メディア ビルダー をインストールする 

③ ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する 

 

 

 

 

① Microsoft の Web サイトから Windows AIK の ISO イメージをダウ

ンロードし、Windows AIK のインストール DVD を作成する 

② インストール DVD で Windows AIK をインストールする 

③ ブート メディア ビルダー をインストールする 

④ ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する 

 

 

※ Windows AIK は ISO ファイルの形式で提供されます。ISO ファイルと

は、CD/DVD/BD の内容を、1 つのファイルとして保存したものです。

ISOファイルから直接Windows AIKをインストールすることはできない

ため、いったんDVDに書き込んで、Windows AIKのインストールDVD

を作成するか、ISO イメージをマウントする必要があります。ここでは、

ISO ファイルを DVD に書き込む手順をご案内いたします。この場合、

AIKのインストール用の空の DVDと、起動メディア用の空のCDが必

要になります。 

 

※ 環境によっては、ISO の書き込みに対応したソフトが別途必要になり

ます。メーカ製 PC の場合、購入時点で最初からインストールされて

いるものもあります。詳細は PC メーカにご確認ください 

Windows 8/7/2012/2008 での起動メディア作成手順 
 

Windows Vista/XP/2003/での起動メディア作成手順 

 

手順 2→ 5→ 6 を参照してください。 

手順 3→ 4→ 5→ 6 を参照してください。 
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2. Windows 8/7/2012/2008

Windows 8/7/2012/2008 で起動 CD を作成する場合、まず Windows 

ADK をインストールする必要があります。Windows Vista/XP/2003 を

ご利用の場合は、[3. Windows Vista/XP/2003での起動CD作成準備 

1]と[4. Windows Vista/XP/2003 での起動 CD 作成準備 2]を参照し

てください。ここでは、Windows ADK のダウンロードおよびインストー

ル手順をご案内いたします。 

での起動CD作成準備 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。空き容量不足などが原因で、起動

CD が作成できない場合は、他の PC で起動 CD を作成するか、また

は弊社のサポートセンターへご相談ください。なお、ここでは、クライ

アントPCで起動CDを作成することを前提に、手順をご案内していま

す。サーバ用製品をご利用の方は、操作対象のサーバに対応した

環境で起動 CD を作成してください。 

※ Windows ADKはMicrosoft社が提供するプログラムです。ダウンロー

ドやインストール時の問題、使用方法などについては、弊社ではサ

ポートいたしかねますので、予めご了承ください。 

(1) 製品 CD をディスクドライブにセットします。以下のような画面が表示さ

れたら、[起動 CD の作成(PE 版)]-[Windows AIK/ADK のダウンロー

ド]をクリックします。 

 

※ これは、「LB イメージ バックアップ 11 Pro」

での画面例です。ご利用の製品によって、

多少画面が異なる場合があります。 
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(2) Windows AIK/ADK のダウンロード案内ページが表示されますので、

Microsoft 社の Windows ADK のダウンロードページに移動します。 

 
 

(3) ダウンロードページが表示されたら、[ダウンロード]をクリックします。 
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(4) 画面の下部に実行するか、保存するかの確認メッセージが表示され

ます。[保存]ボタン右側の ▼ をクリックします。 

 
 

(5) [名前を付けて保存]をクリックし、ファイルを任意の場所に保存します。 

 
 

(6) 保存先を開いて[adksetup.exe]を実行し、インストール画面を起動し

ます。 
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※ Windows 7/2008 では、以下の画面が表示されます。 

 
この画面が表示された場合は、[Microsoft.NET Framework のライセ

ンス条項に同意します]にチェックを入れ、[同意してインストールす

る]をクリックして.NET Framework をインストールしてください。 

 

(7) インストール画面が表示されたらインストール先を選択します。通常は

変更せずにこのまま[次へ]をクリックします。 
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(8) [カスタマー エクスペリエンス向上プログラム(CEIP)への参加]の画

面が表示されます。参加は任意ですが、ここでは[いいえ]を選択し、

[次へ]をクリックします。 

 
 

(9) [使用許諾契約]の画面が表示されます。[同意する]をクリックします。 
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(10) インストールする機能を選択します。[Deployment Tools]と[Windows 

Preinstallation Environment (Windows PE)]を選択し、[インストール]

をクリックします。 

 
 

(11) インストールが開始されるので、完了まで待ちます。 

 



 

12 

(12) [Windows アセスメント & デプロイメント キット for Windows 8.1へよ

うこそ]の画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。 

 
これで ADK のインストールは完了です。この後は、[5. ブート メディ

ア ビルダーのインストール]と[6. ブート メディア ビルダーで起動

CD を作成する]を参照の上、起動 CD の作成を行ってください。 
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3. Windows Vista/XP/2003

Windows Vista/XP/2003 で、Windows PE 版の起動 CD を作成するた

めには、まず、Microsoft 社の Web サイトから Windows AIK をダウンロ

ードし、インストール DVD を作成します。Windows 8/7/2012/2008 を

ご利用の場合は、[2. Windows 8/7/2012/2008 での起動 CD 作成準

備]を参照してください。 

での起動CD作成準備 1 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。空き容量不足などが原因で、起動

CD が作成できない場合は、他の PC で起動 CD を作成するか、また

は弊社のサポートセンターへご相談ください。なお、ここでは、クライ

アントPCで起動CDを作成することを前提に、手順をご案内していま

す。サーバ用製品をご利用の方は、操作対象のサーバに対応した

環境で起動 CD を作成してください。 

※ Windows AIK は Microsoft 社が提供するプログラムです。ダウンロー

ドやインストール時の問題、使用方法などについては、弊社ではサ

ポートいたしかねますので、予めご了承ください。 

(1) 製品 CD をセットし、以下の画面が表示されたら、[起動 CD の作成

(PE 版)]-[Windows AIK/ADK のダウンロード]をクリックします。 

 

※ 自動的に表示されない場合には、エクスプローラで CD-ROM 内の

autorun.exe を実行してください。 

※ これは、「LB イメージ バックアップ 11 Pro」

での画面例です。ご利用の製品によって、

多少画面が異なる場合があります。 
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(2) Windows AIK のダウンロード案内ページが表示されます。ここから、

Microsoft 社の Windows AIK のダウンロードページに移動します。

[AIK のダウンロードページへ]のリンクをクリックしてください。 
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(3) Microsoft 社のダウンロードページが表示されたら[ダウンロード]をクリ

ックします。 

 
 

以下の画面が表示されますので、[保存]または[名前を付けて保存]

をクリックします。(  をクリックすると、操作を選択できます。) 

 
 

※ [保存]をクリックした場合は、C:\Users\(ユーザ名)\Downloads にダ

ウンロードしたファイルが保存されます。[名前を付けて保存]をクリッ

クした場合は、任意の場所に保存できます。 
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※ 「ダウンロード」をクリックした後、以下のような画面が表示された場

合は、「いいえ、インストールしません」を選択し、「次へ」をクリックし

ます。その後で再度「ダウンロード」をクリックしてください。 

 
 

(4) ダウンロードしたファイルを DVD に書き込みます。ISO イメージの書き

込みに対応したソフトがインストールされている場合は、そのソフトを

ご利用ください。 
 

※ 環境によっては、ISO の書き込みに対応したソフトが別途必要になり

ます。メーカ製 PC の場合、購入時点で最初からインストールされて

いるものもあります。詳細は PC メーカにご確認ください 
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4. Windows Vista/XP/2003

[3. Windows Vista/XP/2003 での起動 CD 作成準備 1]で作成したイ

ンストール DVD を使用して、Windows AIK をインストールします。 

での起動CD作成準備 2 

 

(1) 作成した DVD をセットすると、以下の画面が表示されるので、

[Windows AIK セットアップ]をクリックします 

 
 

※ Windows XP/2003では、以下の画面が表示されて、インストールが

中断される場合があります。 

 
Windows AIK のインストールには、.NET Framework 2.0 と MSXML 

6.0 が必要です。この画面が表示される場合は、(1)の画面で、

[.NET Framework セットアップ]と[MSXML 6.0 SP1 のセットアップ]

をクリックして.NET Framework 2.0 と MSXML 6.0 をインストールして

ください。 
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(2) セットアップウィザードの開始画面が表示されたら[次へ]をクリックし

ます。 

 
 

※ 既に Windows AIK がインストール済みの場合は、以下の画面が表

示されます。 

 
この画面が表示される場合は、キャンセルをクリックして画面を終

了し、[5. ブート メディア ビルダーのインストール]へ進んでくださ

い。 
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(3) ライセンス条項が表示されたら[同意します]を選択し、[次へ]をクリッ

クします。 

 
 

(4) インストールフォルダとインストールするユーザの選択画面が表示さ

れます。特に変更が必要なければそのまま[次へ]をクリックします。 

 
※ この後、ブート  メディア  ビルダーで起動 CD を作成する際、

Windows AIK がインストールされたフォルダを選択する操作があり

ます。特に必要がない限り、インストール先は変更しないことを推

奨します。 
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(5) インストール前の確認画面が表示されます。[次へ]をクリックすると

インストールが開始されます。 

 
 

(6) 完了の画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。 

 
以上でWindows AIKのインストールは完了です。この後は、[5. ブート 

メディア ビルダーのインストール]と[6. ブート メディア ビルダーで起

動 CD を作成する]を参照の上、起動 CD の作成を行ってください。 
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5. ブート メディア ビルダーのインストール 

 

(1) 製品 CD をセットし、以下の画面が表示されたら、[起動 CD の作成

(PE 版)]-[ブート メディア ビルダーのインストール]をクリックします。 

 
※ 起動 CD は、アカウント名に日本語が含まれる環境では作成できま

せん。ブート メディア ビルダーをインストールする際は、半角英数

字のアカウントで実行してください。 

 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。空き容量不足などが原因で、起動

CD が作成できない場合は、他の PC で起動 CD を作成するか、また

は弊社のサポートセンターへご相談ください。なお、ここでは、クライ

アントPCで起動CDを作成することを前提に、手順をご案内していま

す。サーバ用製品をご利用の方は、操作対象のサーバに対応した

環境で起動 CD を作成してください。 

※ これは、「LB イメージ バックアップ 11 Pro」

での画面例です。ご利用の製品によって、

多少画面が異なる場合があります。 
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(2) ウィザード画面が表示されたら[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) 使用許諾契約の内容を確認し、問題なければ[同意します]を選択し

て[次へ]をクリックします。 
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(4) シリアル番号を入力し、[次へ]をクリックします。 

 
 

(5) インストール先のフォルダの選択画面が表示されます。特に変更する

必要が無ければ、そのまま[次へ]をクリックします。 
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(6) [インストール]をクリックします。 

 
 

(7) インストールが開始されます。 
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(8) 完了画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

 
以上でインストールは終了です。 
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6. ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する 

 

(1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[(製品名)]-[Boot Medeia Builder 

…]をクリックし、ブート メディア ビルダーを起動します。Windows 

8/Server 2012 では、スタート画面で[Boot Medeia Builder …]をクリ

ックします。 

 
※ (製品名)や、…の部分は、ご利用の製品によって異なります。 

 

※ 起動 CD は、アカウント名に日本語が含まれる環境では作成できま

せん。半角英数字のアカウントで実行してください。 

 

※ [cannot install laungage package]や、[指定したイメージから ISO フ

ァイルを作成できません…]などのメッセージが表示されてブート メ

ディア ビルダーを完了できない場合は、管理者権限を持つ半角英

数字のローカルアカウントを追加し、追加したアカウントで再度起

動 CD の作成を行なってください。アカウントの追加手順について

は、弊社の FAQ ページで公開しています。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html�
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(2) 起動メディアの種類を選択します。ここでは CD/DVD/BD を選択し

ていますが、USB メモリを選択することも可能です。 

 
 

(3) オプションを選択します。[標準起動メディアの作成]を選択し、[次

へ]をクリックします。 
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(4) Windows AIK/ADK がインストールされている場所を指定します。ご

利用の OS が Windows 7/2008/2008 R2 以外で、インストール場所

を変更していない場合は、そのまま[次へ]をクリックします。 

 
 

※ Windows 7/2008/2008 R2 では、以下の手順で Windows ADK がイ

ンストールされた場所を手動で指定してください。 

 
 

ここをクリックしてインストー

ルされた場所を指定します。 

以下の場所を指定してください。 

32 ビット  C:/Program Files/Windows Kits/8.1/Assesment and Deployment Kit 

64 ビット  C:/Program Files(x86)/Windows Kits/8.1/Assesment and Deployment Kit 
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(5) ネットワーク構成の設定画面が表示されます。通常は[起動後にネ

ットワーク構成を手動で設定]を選択し、(7)に進んでください。CD

起動後にネットワークドライブを使用する場合は、「指定したネットワ

ーク構成を自動で開始」を選択します。 

 
 

(6) 「指定したネットワーク構成を自動で開始」を選択した場合、ネットワ

ークドライブの割り当て画面が表示されます。通常は[ネットワークド

ライブに手動で接続]を選択して[次へ]をクリックします。 

 

「ネットワークドライブの自動マウン

ト」を選択すると、CD 起動直後にネッ

トワークドライブを自動でマウントさせ

ることも可能です。ネットワークドライ

ブへのパス、ユーザ名、パスワードを

入力してください。 
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(7) ドライバの組み込み画面が表示されます。この機能は、上級ユーザ

にのみお勧めします。通常はそのまま[次へ]をクリックし、(8)に進ん

でください。この機能は CD 起動後にご利用のネットワークや RAID

構成のハードディスクなどが標準で認識できない場合に使用します。

ここでご利用の環境に応じたドライバを追加すると、CD 起動後、す

ぐに認識されます。 

 

※ ドライバの入手方法については、ハードメーカにお問い合わせくだ

さい。なお、ドライバは、ここで追加していない場合でも、CD 起動後

にメニューから読み込むこともできます。ドライバを組み込んだ CD

の作成は、事前に正しいドライバであることを確認してから行うこと

を推奨します。 

 
 

 

[追加]をクリックし、[ドラ

イバーの追加]画面を

表示します。 

[参照]をクリックし、追

加するドライバの保存

場所を指定します。 
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ドライバが追加されたら[OK]をクリックします。 

 
 

追加したドライバが表示されていることを確認し、[次へ]をクリックし

ます。 
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(8) 書き込みに使用するドライブを選択し、[次へ]をクリックします。 

 
 

(9) 書き込み設定の画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、

[次へ]をクリックします。 

 

差替え 
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(10) ブランクディスクをセットし、[次へ]をクリックします。 

 
 

(11) ディスクへの書き込みが開始されます。 
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(12) 完了画面が表示されたら[完了]をクリックし、画面を閉じます。 

 
以上で操作は完了です。この後は[7. Windows PE 版の起動 CD の

動作確認]を参照の上、作成したCDからの起動確認を行ってくださ

い。 

 

※ [cannot install laungage package]や、[指定したイメージから ISO フ

ァイルを作成できません…]などのメッセージが表示されてブート メ

ディア ビルダーを完了できない場合は、管理者権限を持つ半角英

数字のローカルアカウントを追加し、追加したアカウントで再度起

動 CD の作成を行なってください。アカウントの追加手順について

は、弊社の FAQ ページで公開しています。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html 

 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html�
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7. Windows PE 版の起動 CDの動作確認 

 
(1) Windows PE 版の起動 CDをドライブにセットして PC を再起動しま

す。CD からブートされ、以下の画面が表示されます。表示されず

に OS が起動してしまう場合には、PC メーカ独自のブートメニュー

が用意されていないか、または BIOS の設定を確認してください。 

 

※ CD 起動中の画面はご利用の環境によって異なり、起動に時間

がかかることがあります。以下は CD 起動中の画面の例ですが、

起動中にメーカ固有のロゴが表示される機種もあります。 
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Boot Menu 
=============== 
* Removable Devices 
* Hard Drive 
* CD/DVD Drive 
* UEFI:CD/DVD Drive 
 

また、UEFI の環境では、CD 起動時に以下のような[Press any key to 

boot from CD or DVD....]というメッセージが表示されます。このメッセージ

が表示されたら、Enter などのキーを押してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CD から起動できない場合 

電源投入時のメーカーロゴ画面で特定

キーを押して[起動（ブート）メニュー]画

面を出し、CD起動を指定しないとCD起

動できない PC メーカーもあります。 

(例：DELL、富士通、東芝は[F12]キーで

[起動メニュー]を出します) 

PC によっては、起動メニューに、通常の CD ドライブだけでなく、 

[UEFI (CD ドライブ名)]の項目が表示されるものがあります。その場合

は、GPTディスクならUEFI…を、MBRディスクなら通常の CDドライブ

を選択してください。GPT ディスクかを確認する手順は、利用ガイドの

[BIOS / UEFI のどちらかを採用しているか確認する]を参照してくだ

さい。 

 

起動メニューから CD 起動を行う際は、Windows を起動させてから再

起動するなど、予め CD をセットした状態で起動メニューを表示させて

ください。 
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※ メーカーロゴ画面で特定のキーを押すと起動できる機種や、BIOS

でシステムを読み込むデバイスの優先順位を変更しなければなら

ない機種もあります。CD 起動のサポートの有無、CD 起動指定キ

ー、BIOSの設定方法などは、パソコンのマニュアルを参照するか、

製造元にご確認ください。 

（BIOS の設定画面例） 

 

※ あくまで一例です。ご使用の PC によって画面、起動方法、操作

方法が異なります。BIOS 画面の設定方法についてはご使用の

PCのマニュアルを確認するか、PCのメーカにお問合せください。 

優先順位の変更を行い、CD-ROM

が最初にブートされるように設定

します。 
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(2) メニュー画面が表示され、操作可能な状態になります。製品名のリ

ンクをクリックし、メイン画面を起動します。 

 
※ ここでは、例として LB イメージ バックアップ 11 Pro の画面を使用

しています。 

 

(3) メイン画面が起動します。ここで、ハードディスクが正しく認識されて

いるか、確認してください。確認後にメイン画面を閉じてメニューか

ら[再起動]をクリックして PC を再起動してください。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが搭

載されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できない場

合に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の環境に対

応したドライバを読み込ませる必要があります。手順については、

利用ガイドの[サードパーティ製ドライバの追加方法]を参照してくだ

さい。 

 

※ 起動 CD を作成する際に、予めご利用の環境に対応したドライバを

追加して CD を作成すると、このメッセージは表示されず、ディスク

が認識されるようになります。ドライバを追加した CD を作成する手

順については、[6. ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成す

る]の(7)を参照してください。 
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