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ActiveVisorの開発目的 

ActiveVisor は大規模な企業で膨大なクライアント PC を効率的に一元管理、監視することを目的として

開発されている統合管理ツール Centralized Management Console です。 

膨大な数のクライアント PC を管理するためには、そのためのリソースを確保、配置しなくてはなりませ

ん。規模が大きくなればそれに伴って必要なリソース、コストは増大していきます。また、各クライアン

トのライセンス管理も手作業で行っていると、サポート期限や使用期限の管理はどんどん煩雑になりま

す。こうしたコストを低く抑えるために作業量を抑える、効率的な方法やツールを採用する必要がありま

す。 

このような状況を解決するために、多数のクライアント PC を一括して効率的に統合管理、監視できる製

品の必要性が高まり、開発されたのが ActiveVisor です。 

ActiveVisor は、クライアント PC に ActiveImage Protector をインストールするとネットワーク上で統

合管理ができるようになります。ActiveImage Protector の基本機能であるバックアップ機能を中心に

組織のシステム全体の健全性を収集 Collect、監視 Monitor、修正 Correct の 3 つの視点を軸として管

理、監視、運用します。 

収集は文字通り各クライアントの情報を一か所に集めてデータの解析を行います。 

監視は情報を解析した結果から、明らかな異常状態のほかに平常と異なる状態にあるクライアントを発見

し、視覚的に認識しやすい形で表示します。異常なことが起きている、いつもと違うことが起きていると

いうことを簡単に認識できます。 

修正は問題や警告が発生したクライアントに対して、コンソールから適切な操作を行うことでバックアッ

プの不備を修正できます。いちいちクライアントの場所まで行かずともリモートで再設定できます。  
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ActiveVisorの製品概要 

クライアント PC の健全性という議論のなかで、バックアップの重要性は疑問の余地はないでしょう。ク

ライアント PC のバックアップが企業や組織ベースで議論されるとき、すべてのマシンのバックアップを

適切に行わなければならない、というのがミッションになります。そして、組織や企業には大量のマシン

があり、この大量のマシンのバックアップを一台一台実施しすべて管理する、のは言うは易くで、システ

ム管理者にとっては非常に手間のかかる悩ましい作業です。 

バックアップの設定や変更の度に一台一台現地のマシンの前に行き、ログオンしてアプリケーションを開

いて操作する、あるいは、一台のマシンから対象マシンにリモート接続して、一台ずつ操作する、という

ことをしなくてはなりません。 

 

さらに、継続的に確実にバックアップを取得していくためにはバックアップ保存先の空き容量の確保、ネ

ットワークの負荷分散、実行時間の平坦化などのバックアップだけではなくシステムの系全体の俯瞰的な

視点と管理が必要となります。業務やサーバー運用も含めた全体のリソースのバランスを考えてバックア

ップの本業に与えるインパクトが最小になるような調整が必要になるでしょう。  
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また、バックアップ計画の不備、対象マシンや保存先などのリソース不足などによりバックアップが適切

に実行されないこともあります。そのような重大な事態が起こったにもかかわらず、そのまま放置され、

障害が起きた時に初めてバックアップが作成されていなかったことに気が付いた、これではもう手の打ち

ようがない、という最悪の場合もありえます。こうしたバックアップの健全性を常に把握し継続運用でき

ていなければバックアップの意味もありません。 

バックアップ以外にも死活監視、OS のインストール状況などクライアントの現状を常に把握しておくこ

とはシステム管理者にとっては大事な仕事です。 

 

 

ActiveVisor を使うことで、ネットワーク上のクライアント PC の把握ができ、一台一台クライアント PC

のところまで行く必要はなく、デスクに座ったままで全てのクライアント PC の状態の確認が可能です。 

たとえば、ある部署で新しいクライアント PC を入れ替えた場合など新しく ActiveImage Protector をイ

ンストールする必要があります。ActiveVisor がなければ一台ずつインストールすることになりますが、

ActiveVisor を使えば、プッシュインストール機能で ActiveImage Protector がインストールされてい

ないクライアント PC を一覧から選択して一括して配信できます。インストールが完了すればすぐに

ActiveVisor で管理可能になります。ActiveVisor ではタスク等の設定をクライアントに配布する場合、
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再利用可能なテンプレートを使用します。構成が全く同じクライアントのみを管理するのであれば固定し

た設定ファイルを作成しで配布しても問題はありません。しかし複数の構成の違っている可能性のあるク

ライアント PC にたいしてはそういうわけにもいきません。また、クライアント PC のタイプ毎に設定フ

ァイルを複数作っておくのも管理が面倒です。 

テンプレートという形で大まかな設定、状況に応じた設定を作成しておきクライアントに配布していけば

効率的な設定の配布ができます。 

バックアップタスクのテンプレートではバックアップ対象のドライブあるいはボリューム、重複排除圧縮

などのバックアップオプション、スクリプトなどの基本的なバックアップ設定を作成します。作成したテ

ンプレートはクライアント PC に配布を行うと、クライアントの ActiveImage Protector の設定として

取り込まれます。クライアント PC 毎のドライブ構成の違いなどの微妙な差異を処理したり、同じ時間に

バックアップが開始しないように自動的に設定したりできます。 

スケジュールテンプレートでは ActiveImage Protector と同様のスケジュールを設定することができま

す。 

クライアント設定のテンプレートはクライアントの基本的な設定や機能制限の設定が可能です。配布され

たテンプレートは ActiveImage Protector のタスクとなり、バックアップならばスケジュールに従って

実行されるようになります。 

 

ActiveVisor のクライアントリストでは、各クライアントの詳細を開くことで、詳細な情報を確認できま

す。バックアップタスクの実行時にはプログレスバーが表示され、バックアップの即時実行、一時停止、

中止といったバックアップタスクのコントロールが可能になります。  
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クライアント一覧のアラートカラムには、バックアップが失敗した、長期間バックアップが作成されてい

ないなどのなにか問題や警告は発生したときにアラートが表示されるので、すぐになにかおかしいと気が

付きます。 気が付けば、クライアント詳細を開けば詳しい情報がわかり、すぐに対応して修正が可能で

す。 たとえば、保存先容量が足りなければ保存先の不要なファイルを削除して容量を回復、 ネットワー

クの輻湊が問題であればスケジュールを個別に調整、ActiveImage Protector の新バージョンへのアッ

プデートがあれば、プッシュインストールを行うというように、同じコンソールから集中して操作を行う

ことができます。 
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ActiveVisorの製品構成 

ActiveVisor はエージェント、コンソール、データベースの 3 つで構成されています。 

エージェントとデータベースは ActiveVisor 用のコンピューターにインストールし、管理サーバーとして

動作します。 

最初に管理サーバーはアクティブディレクトリに登録されている 90 日以内に稼働していたコンピュータ

ーをリストに追加します。そして、ActiveImage Protector (b6500 以降)がインストールされたクライ

アント PC を管理対象とします。 

各クライアントはインストールされたエージェントを通じて、ActiveVisor に情報を送信します。

ActiveVisor は受け取った情報を元にクライアントの状態の監視、ログの収集、コマンドの発行を行いま

す。 

ActiveVisor のデータベースには各クライアントの情報、探索結果などが保存されています。軽量のデー

タベースを採用していますので負荷は低く、専用のサーバーや設定等も必要ありません。一般的な管理サ

ーバーでは別途データーベースサーバーを用意して、設定をして、接続することが多いですが、

ActiveVisor は ActiveImage Protector の統合管理を中心に行うので、ログの検索がほぼ中心のタスク

となるため軽量のデータベースで構成しています。 

管理サーバーはクライアントから収集したデータ、蓄積したログを元に統計的情報の生成、死活監視、警

告の発生、リアルタイムな状態監視やバックアッププロファイルとスケジュールの配布、コマンド発行を

行ないます。 これにより、バックアップ計画を一元的に管理、運用できるようになります。 

管理サーバーに集めた情報は量的にも内容もそのままでは人間が見てすぐ理解できる形ではありません。

そこで ActiveVisor は情報を見やすく加工して表示します。たとえば、ユーザーはコンソール上でアラー

トや状況をすぐに確認できます。 もちろん、確認だけではなく、バックアップタスクの設定、配布など

クライアントに対する設定、バックアップの実行などの操作も一元的に管理できます。 
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機能解説 

管理サーバー 

ActiveVisor をインストールした PC は管理サーバーとして機能します。 

管理サーバーとして各クライアント PC から情報を受け取り、クライアントエージェントに対する操作、

ライセンス情報の取得などを行います。クライアント側のエージェントは実際には ActiveImage 

Protector のサービスです。サービスに ActiveVisor の機能も統合されています。この視点で見れば、

ActiveVisor は単なる ActiveImage Protector のリモートバックアップ管理にとどまらず、クライアン

トの管理、監視を行なえます。一般的な監視ソフトウェアは監視するだけで他の有用な機能は特にありま

せんので、バックアップ機能が最初から使える ActiveImage Protector のエージェントを管理に使用す

るというのはリーズナブルです。 

さて、ActiveImage Protector のサービスは、ActiveImage Protector の全動作をコントロールしてい

ます。ローカル動作の GUI、リモート接続の GUI、コマンドライン版、といったインターフェースの違い

はあっても、操作は最終的にサービスに送られ実行されています。 

ActiveVisor もリモートから一つ一つのクライアントエージェントに指示を出す点では、他の形式の UI と

同じです。ActiveImage Protector サービスはクライアント PC 上でサービスとして動作しているため、

ActiveImage Protector でできることは原理的には全てが ActiveVisor でも可能ですが、ActiveVisor

の現バージョンでは状態監視の他に特定クライアントに対するタスク作成、複数クライアントへのバック

アップ、vStandby タスクの作成、配布の部分を実装しています。 

対応するクライアントエージェントは ActiveImage Protector 2018 b6500 以降のバージョンから全機

能を使うことができます。 それ以前のものは機能が制限され、状態の表示のみができます。 

管理サーバーは複数の PC に独立してインストールでき、独立して動作します。ActiveVisor には Web サ

ーバーとしての機能もあります。Web ブラウザーで接続してローカルコンソールと変わらない操作できま

すので、複数サイトの管理は各サイトに ActiveVisor の管理サーバーを配置し、ブラウザーを使って一か

所から管理を行うことができます。  



 

12 

 

コンソール (操作ボタン) 

管理サーバーが収集した情報を視覚的に表示したり、エージェント経由でクライアントに対するバックア

ップ設定、バックアップ開始など操作指示をしたりするにはコンソールを使用します。コンソールでは、

バックアップ、スケジュール、vStandby、エージェント設定、デプロイ、プッシュインストール、新規

コンピューターの追加、モニタリングと、各種情報をタブ切り替えやトップボタンで切り替え、表示する

ので簡単に知りたい情報へアクセス、操作ができます。コンソールの下半分は各種イベントログの表示、

上半分はタブによってダッシュボード、クライアント、保存先、ファイル復元を切り替えて表示します。

各機能を説明していきます。 
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サイト設定 

サイト設定はこの管理サーバーの ActiveVisor のエージェントの設定を行います。 

 

 

 サイト設定 

サイト名、サイトロケーション、サイト環境として、Active Directory の認証情報を設定します。

ここで設定した情報を使って Active Directory から情報を取得します。 

 一般 

ログの自動整理、プロキシの設定を行います。 
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 通知 

メールによる通知の設定を行います。タスクサマリで送信する内容はテンプレートを使ってカスタ

マイズが可能です。 

 

 ストレージデバイス 

バックアップタスクをデプロイする際に保存先を設定します。クライアントから収集したログから

見つけた保存先も自動的に登録されます。 
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 ActiveVisor で使用するハイパーバイザーを登録しておきます。 

 

 アラート 

アラートの詳細設定を行います。アラートは ActiveVisor の重要な機能です。なにか異常があった

とき、普段とは違うことが起きたとき、重要な通知があったときなどにアラートを出してユーザー

の注意を喚起します。 
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使用する状況や組織によってアラートの重要度も違いますので、アラートの有無、頻度などをカス

タマイズすることができます。アラートの頻度が多すぎる、自分が重要だと考えるものだけを表示

したい、などの要望に応えられます。 

たとえば、ライセンスの期限切れは１週間ではなく１か月前に通知してほしい、アップデートの通

知は必要ない、など細かい設定ができます。 

 

 コンソール 

コンソールの位置やサイズを記憶するかどうかの設定、Web コンソールのアクセス設定をします。 

 プロダクトキーを登録 

プッシュインストール時に使用するプロダクトキーを登録、削除します。 
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バックアップ（テンプレートの作成） 

クライアントに配布するエージェントベース バックアップタスクのプロファイルのテンプレートの作成ウ

ィザードを起動します。 

バックアップ設定を複数台のクライアントに配布する場合、クライアント毎に構成は少しずつ違う可能性

があることを前提に考える必要があります。特にハードディスクやボリュームの構成の違いは注意が必要

です。これに対応するために、テンプレートという形で共通の設定を保存しておき、別々のクライアント

に適用する、という方法をとります。 

ソース選択では、ディスク全体、ボリューム単位に加えて選択したクライアントの現在の構成をインポー

トとしてテンプレートを作成できます。 
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保存先では、クライアントローカル、ネットワーク共有フォルダー選択、圧縮、パスワード設定などを行

います。最新のオプションである、バックアック隔離オプションも指定可能です。 

 

 

オプションなどを設定し、サマリで確認したあと、テンプレートを保存して終わるか、保存して続けてデ

プロイするかを選択できます。 
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保存してデプロイすると続けてデプロイウィザードが起動し、続けて設定とデプロイを行うことができ、

操作の流れが途切れずスムースな作業ができます。 

エージェントレスバックアップ（HyperBack）の設定は、HyperBack エージェントをインストールした

クライアントのコンテキストメニュー→「タスクの作成」→ 「HyperBack」から行います。 

スケジュール（テンプレートの作成） 

クライアントに配布するエージェントベースバックアップのスケジュールのテンプレートの作成ウィザー

ドを起動します。 ActiveImage Protector のバックアップの仕組みは、バックアップの設定を保持す

るプロファイル（バックアップ対象やオプション、保存先など）とバックアップの実行タイミングを決定

するスケジュールを組み合わせて一つのバックアップタスクを構成しています。 ActiveVisor ではテン

プレートを用いて、プロファイルとスケジュールを別々に作成して柔軟なバックアップタスクの構成を行

うことができます。ActiveImage Protector と同様、月単位、週単位、イベントバックアップといったク

ライアント側の ActiveImage Protector で設定可能な項目を設定できます。 
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vStandby（テンプレートの作成） 

クライアントに配布する vStandby タスクテンプレートの作成ウィザードを起動します。 

ActiveImage Protector の vStandby 機能を設定できます。vStandby は仮想マシンにスタンバイ仮想

サーバーを作成し、定期的にボリュームの更新を反映しするというコンセプトで販売していた製品です。

この vStandby は ActiveImage Protector 2018 の機能として統合されましたので、ActiveVisor から

も ActiveImage Protector の機能として扱うことができます。 

vStandby はソフトウェア障害に有効です。ハードウェアの障害には、一般的に FT、HA などのボリュー

ムのリアルタイム同期を行うソリューションが用意されており、ハードウェア障害時にはハードウェアリ

ソースを切り替えて継続して運用ができます。 

一方でソフトウェア障害、たとえばランサムウェアなどには十分な対応ができません。これは、ハードウ

ェアの冗長性確保のため、ソフトウェア障害も含めて同期してしまうためです。 ソフトウェア障害がおき

る以前の状態にシステムを戻すには結局バックアップから復元することになります。 

vStandby は仮想マシン上のハードディスクの更新を定期的に行います。ハードディスクの複製はリアル

タイムではないので本体のハードディスクが改ざんされるなどのソフトウェア障害に対抗できます。さら

に単なる複製ではなく、更新毎にソースコンピュータのディスクの更新部分を仮想ディスクのブートポイ

ントとして仮想変換をして追加していきます。本体は物理マシンのシステムなので、そのままでは仮想マ

シンで起動はできませんが、ブートポイントにする時に仮想変換済なのでなんの追加手順も必要なくロー

ルバックが可能です。バックアップ的な視点からみれば、チェックポイント付きで仮想マシンに増分バッ

クアップを自動的に復元し仮想変換をしているのと同等の状態になります。 
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エージェントの設定（テンプレートの作成） 

クライアントエージェント（クライアント側で動作している ActiveImage Protector） の設定テンプレ

ートを作成します。実際にバックアップを行うのはクライアントにインストールされたバックアップエー

ジェント（ActiveImage Protector）ですので、基本的な動作の設定を一括更新したい場合に使用するテ

ンプレートを作成します。もしも、こうした設定を一括して更新出来なければ、クライアントを一台一台

設定して回る必要がでてきます。テンプレートを使えば ActiveVisor から一括して配信、更新できます。

設定項目には一般、プロキシ、E メール通知、重複排除、アラート、機能ロックの設定があります。基本

的には ActiveImage Protector の設定と同じ項目ですが、機能ロックは ActiveImage にはない、

ActiveVisor のみの項目です。 

設定の更新時に、ある設定は変更したいが、他の設定は現在の内容のままにしておきたいという場合がよ

くあります。設定のテンプレートでは、チェックをいれた設定項目だけが更新されますので、必要なもの

だけを変更するテンプレートを作成できます。 
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 一般 

ログの保持期間、バックアップオプション、デフォルトパフォーマンスの設定をします。 

 

 プロキシ 

クライアントエージェントがプロキシを使用してインターネットに接続する場合に設定します。 

 E メール通知 

クライアント側での E メール通知の設定です。ActiveVisor 側で行うものとは別のものです。 
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 重複排除 

クライアント側の重複排除圧縮のデフォルト設定を行います。 

 アラート 

クライアント側のダッシュボードのアラート設定を行います。 

 機能ロック 

クライアントの設定はユーザーに勝手な変更をされると困る場合もあります。 

全体のトラフィックなどを考えて設定したスケジュールを変更されたり、バックアップファイルを

削除したり、ライセンスを削除したり、動作が重いという理由でアンインストールしたりと管理者

が想像していない行為を行うかもしれません。 

機能ロックを使えば、ユーザーが使用できる機能を制限できるようになります。 
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デプロイ（配布） 

バックアップ、スケジュール、vStandby タスク、バックアップエージェント設定で作成したテンプレー

トを管理対象クライアントへ配布します。 複数のクライアントを選択し一括で配布が可能です。バックア

ップとスケジュールのテンプレートは組み合わせて配布が可能です。 

 

ActiveImage Protector では内部的にはプロファイル（バックアップ設定）とスケジュールを別々に管

理しています。バックアップテンプレートではプロファイルを、スケジュールではスケジュール設定を作

成し、各々を配布、結び付けることでバックアップタスクになります。同じプロファイルを使って違うス

ケジュールを割り当てることもシンプルな操作でできるわけです。 
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ActiveVisor ならではの設定としては、配布するスケジュールの時間設定を自動的にずらす機能がありま

す。同一スケジュールで配布、設定すると、バックアップ開始時間が同じになります。大量のクライアン

トが同時にバックアップに入るとネットワーク回線の負荷が高くなってしまいます。これを回避するため

にバックアップ開始時間が衝突しないように自動的に順次遅らせて重複しないように配布して設定するこ

とができます。 

スケジュールのデプロイでは、テンプレートの配布に加えて、スケジュールの削除、無効化、有効化を一

括して変更できます。 
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vStandby タスクは、vStandby のテンプレートを配布します。 

 

エージェント設定はデプロイ時に追加の項目を設定して配布ができますので、特定のクライアントをまと

めて設定の微調整が可能です。 
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プッシュインストール 

クライアント PC 管理をフルに活用するには、ActiveImage Protector 2018 (b6500) 以降のエージェ

ントがクライアントにインストールされている必要があります。それ以前のバージョンを使っている場

合、情報を表示することはできますが、ActiveVisor のより高度な機能を使うことはできません。

ActiveImage Protector のアップデートするにはクライアントの自動アップデートを使うことはできま

すが、一台一台操作が必要です。また、個々のアップデートをクライアントから一斉に行った場合、ネッ

トワークトラフィックの問題もあります。さらに、エディションの違い、ライセンス種別の違いもありま

す。そもそも ActiveImage Protector がインストールされていないクライアントもあります。

ActiveVisor で管理するために ActiveImage Protector をインストールする必要があります。 

ActiveVisor のプッシュインストール機能を使えばこうした問題は解決します。プッシュインストールで

は、配布するセットアップファイル、プロダクトキー、オプションを設定して複数のクライアント PC に

配布できます。必要なクライアントに計画的にアップデータやパッチを配布できます。 

セットアップは ActiveImage Protector のインストーラーやアップデータを指定できます。プロダクト

キーは購入時に取得したものを使用します。各々あらかじめ ActiveVisor に追加しておけば再利用が簡単

にできるようになっています。 

配布するターゲットクライアント PC を選択して配布すると、すぐにインストールが始まります。 アッ

プグレードなどで再起動が必要な場合は自動的に再起動まで行いますので注意が必要です。 
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コンピューターの追加 

ActiveVisor は ActiveDirectory と通信を行いドメインに参加しているコンピューターは自動的にリスト

アップします。その他のドメイン参加していないコンピューターや探索に出てこないコンピューターを手

動で追加できます。 
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モニタリング 

指定したクライアント PC の状態を別の監視専用のトレイに追加して監視することができます。重要なサ

ーバーなどの状態を常にデスクトップに張り付けて目視できるため、なにかが起こればすぐに管理者が気

付くことができます。アイコン表示、詳細表示があります。アイコン表示はアラートが一目でわかるよう

になっています。詳細は進捗などのクライアントの状況を逐一監視することができます。 
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情報表示タブ 

コンソールの上半分は各種情報をタブ切り替えで表示できるようになっています。 

 

ダッシュボードタブ 

サイトのサマリ、収集したデータの統計情報、イベント、ストレージの状態等を視覚的にわかりやすく表

示して素早く状態や情報を把握できます。 データーソースは取得したログや定期的に更新される内部デー

タベースを使いますので都度クライアントに問い合わせをしてネットワークに不要なトラフィックをかけ

ることはありません。 
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サイト名、ロケーションといったサイトの情報、左側のグラフエリアでは、検出クライアント数、タスク

の状態、ストレージ統計をドーナツ形のグラフで表示します。タスク実行のグラフに緑色以外の部分があ

ればなんらかのタスク実行に失敗しているとすぐにわかります。管理対象クライアントに入っていない PC

があれば部署に新しくマシンが追加されたのか、何らかの理由でなくなってしまったのかという推測をあ

らかじめたててから現地で詳しく調査することができます。 

クライアントタブ 

ドメイン、ワークグループに所属するクライアントコンピューターの一覧を表示します。コンピューター

名、エディション、バージョン、最後のイベント実行、次回のイベント実行予定、ステータス、アラー

ト、サポート期間などが一覧で表示されます。グループによる管理も可能です。 

 

管理対象、管理対象外クライアント 

管理対象とするクライアント PC は管理対象フォルダーに移動します。ドラッグアンドドロップ、複数選

択して右クリックメニューで移動が可能です。管理対象クライアントに移動したクライアント PC はクラ

イアントエージェントを通じて情報の収集、ファンクションの実行などを行うことができるようになりま

す。また、クライアント一覧ではグループフォルダーによる分類、フィルター項目による分類で簡単に対

象のクライアント PC を探すことができます。 管理対象外クライアントにあるクライアント PC はネット

ワークコンピューターフォルダーにおかれます。コンピューターの存在や基本的な情報のみ表示可能で、

監視、操作はできません。フィルターツリーではあらかじめ設定されたフィルター項目毎に管理対象クラ

イアントが分類されている。たとえば、ライセンス状態の期限切れ間近、アラートが発生しているもの、
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などで分類されているのですぐに対象クライアントにアクセスが可能です。 

同一ドメインにある他の ActiveVisor で管理されているクライアントも確認することができます。 

管理対象クライアント 

管理対象クライアントに入っているクライアント情報は、詳細表示を開くことで、バックアップステータ

ス、現在のタスク、タスクログ、タスク、ディスク情報、保存先、アラート、イベントをクライアント毎

に表示できます。また、コンテキストメニュー（右クリック）でクライアントに対する様々な操作を直接

行うことができます。 

 コンピューター情報 

クライアント PC の詳細情報を表示します。ホーム画面には、各タブ内の項目をピン止めしておい

てみたい情報を素早く表示することができます。詳細カテゴリには、ユーザー、コンピューター、

ステータス、ネットワーク、ソフトウェアがあります。 

 

 ステータス 

クライアント PC のバックアップステータスが表示されます。アラート設定で設定された日数に従

ってバックアップが作成されていない場合にアイコンが変わるなどの警告で注意を促します。 
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 現在のタスク 

現在クライアントで実行中のタスクを表示します。プログレスバーなどで進行状況が一目でわかり

ます。 

   HyperBack 

エージェントレスで仮想マシンのバックアップを行う HyperBack の情報を表示します。ここで、

各 VM のステータス、進捗状況を見ることができます。HyperBack タブは HyperAgent の動作し

ているクライアントにのみ表示されます。 

 

 タスクログ 

クライアントで実行された過去のタスクのログの一覧です。ActiveImage Protector と同様、ログ

ID から詳細なログをみることができます。 

 タスク 

クライアントに設定されたタスクの一覧が表示されます。タスクの右クリックメニューから、バッ

クアップ、増分の実行、一時停止、無効化、編集、削除が可能です。 

 

タスクをダブルクリックするとタスクの詳細が開きます。ここで各々の項目の編集画面に移動することも

可能です。 



 

38 

 

 

 

 ディスク情報 

クライアントに接続されているハードディスクの情報を表示します。ディスクマップで状態を見る

ことができます。 

 

 保存先 

クライアントのバックアップタスクで使用しているバックアップイメージの保存先を表示します。

保存先毎に関連タスク、容量、使用領域、空き容量が表示されますので容量の不足などを確認でき

ます。 

 アラート 

アラート設定に従ってアラートを表示します。ミュートが可能です。 
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 イベント  

クライアントのイベントログを確認できます。日付範囲指定、検索が可能です。 

 

コンテキストメニュー 

各クライアント列上で右クリックするとコンテキストメニューが開き、そのクライアント PC に対する操

作を直接行えます。 

 

 全て選択 

現在表示されているグループのクライアント PC をすべて選択状態にします 
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 全て更新 

クライアントリストを更新します。 

 コピー 

クライアント情報をクリップボードにコピーします。コンピューター名、ドメイン、IP アドレス、

OS、ActiveImage Protector のエディション、バージョン、ライセンス形式がコピーされます。 

 プッシュインストール 

選択したクライアント PC が対象クライアントリストに追加された状態でプッシュインストールの

ダイアログを開きます。 

 デプロイ 

選択したクライアント PC が対象クライアント PC に追加された状態でデプロイダイアログを開き

ます。 

 タスクの作成 

対象クライアントに対して直接タスクを作成します。 

* バックアップーエージェントベース、 

* バックアップ ― HyperBack、 

* vStandby 

のタスクを作成できます。 

 Ping の送信 

クライアントに接続可能かどうかを確認します。 

 エージェントの再起動 

クライアントエージェントを再起動します。 

 サポート情報の取得 

サポートを依頼する時に必要なクライアント PC の ActiveImage Protector サポート情報を生成

します。生成したデータは zip ファイルでダウンロードできます。  
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 クライアント設定の変更 

クライアントの設定変更を行います。 

バックアップとスタンバイ ― バックアップ、vStandby の設定を行います。 

HyperBack ― HyperBack エージェントの設定を行います。 

 クライアントをアクティベーション 

クライアントをプロダクトキー指定して再アクティベーションします。 

 コマンドライン インターフェースの起動 

クライアント PC にコマンドラインによるリモート接続を行います。エキスパート向け。 

 認証情報の変更 

クライアント PC の情報取得のためには管理者権限が必要です。クライアント PC の管理者が別に

設定されている場合は変更できます。 

 モニタリング対象に追加 

モニタリング対象に追加します。 

 パワーオン 

クライアント PC の電源を Wake On LAN を使ってオンにします。 

 システム再起動 

クライアント PC の再起動をします 

 シャットダウン 

クライアント PC の電源をオフにします 

 管理対象外に移動 

選択したクライアントを管理対象外に移動します。 
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クライアントフィルター 

クライアントリストはネットワーク上のすべてのクライアント PC をリストアップします。大規模なシス

テムではクライアント PC も膨大な数になります。リストのソートやグループ化で分類は可能ですが、ク

ライアントを論理的な分類方法で分ければ、目的毎に適切なクライアントが自動的に分類され、目的の PC

をすぐに見つけることができます。HyperAgent、ライセンス期限が間近に迫っている、アラートが発生

している、バックアップスケジュールなし、物理マシン、仮想マシン、ライセンス状態、プロダクトキー

などのあらかじめ設定されたフィルターを用意しています。 
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 テンプレート 

作成したテンプレートを見ることができます。また、各テンプレートのコンテキストメニューから、「編

集」、「削除」、「デプロイ」を実行できます。 

 

保存先タブ 

バックアップタスクで使用している保存先の情報を表示します。保存先の容量や、同じ保存先にどの程度

のタスクに関連付けられているかを把握できます。多数のタスクが同じ保存先をつかっているとパフォー

マンスに影響があり、空き容量もすぐになくなってしまい、バックアップに失敗してしまいます。 

あらかじめサイト設定から登録しておいたものと、タスクログを解析して追加されたものがあります。保

存先ストレージの容量、転送速度、関連クライアントなどを確認することができます。 空き容量が足りず

バックアップが失敗し続けるという事態を察知して、対策を打つことができます。保存先は収集したクラ

イアントログから自動的に生成して追加されますので、保存先全体を横断的に把握できます。 
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 タスクログ 

この保存先に保存したタスクのログ一覧を表示します。ログ ID から詳細なログを確認できます。 

 タスク 

この保存先に関連付けられているタスクを表示します。 

 バックアップスループット 

この保存先にイメージを保存した際のスループットをグラフで表示します。 

 



 

45 

 

ファイル復元タブ 

バックアップイメージファイルから個別にファイルを復元します。この機能だけ、ActiveVisor がイ

ンストールされたマシンローカルで動作しますので、ローカルディスクまたはネットワーク共有フォ

ルダーに復元したファイルを保存します。 
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メニュー項目 

一般的なWindowsアプリケーションではウィンドウのトップにメニュー項目があり、そこから各種操作を選ぶこ

とができます。基本的な操作はボタンとして配置されていますが、メニュー項目のみにある機能もあります。 

 

操作 

テンプレート作成、デプロイなどの操作です。基本的にはボタンメニューやコンテキストメニューから行

うことができます。以下の項目があります。 

 

 エージェント ベース バックアップテンプレートの新規作成 

 スケジュールテンプレートの新規作成 

 vStandby テンプレートの新規作成 

 バックアップエージェント設定のテンプレートを作成する 

 テンプレートのデプロイ 



 

47 

 

 クライアントプッシュインストール 

 コンピューターの追加  

 終了 

表示 

コンソールの表示に関するメニューです。 

 

 言語 

コンソールの表示言語を切り替えます。 

 ダッシュボード 

 クライアント 

 保存先 

 ファイル復元 

各々のページを表示します。 

 モニタリング 

モニタリングパネルを表示します。 
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 更新 

コンソール画面を最新の状態にするために、各種情報を再取得して更新します。 

環境設定 

サイト設定と同等の内容です。以下の項目があります。 

 

 サイト設定 

 一般 

ログの自動整理、ネットワークの自動探索、プロキシの設定を行います。 

 通知 

メールによる通知の設定を行います。ストレージデバイス 

バックアップタスクをデプロイする際に保存先を設定します。 

 ハイパーバイザー 

使用するハイパーバイザーを登録しておきます。 

 アラート 

アラートの詳細設定を行います。 

 コンソール 

コンソールの位置やサイズを記憶するかどうかの設定をします。 
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 プロダクトキーを登録 

ツール 

ActiveVisor から外部ツールを起動します。エキスパート向けです。以下の項目があります。 

 

 ActiveImage Protector コンソールの起動 

管理サーバーに ActiveImage Protector がインストールされている場合、ActiveImage 

Protector のコンソールを開きます。ActiveVisor だけでは管理できない機能を使いたい場合一対

一での接続を行い、クライアント側を直接操作することができます。 

 ImageCenter LE の起動 

管理サーバーに ImageCenter LE がインストールされている場合、ImageCenter を起動します。

ImageCenter の詳細はアクティファイのホームページの製品概要をご覧ください。 

 ReZoom it! の起動 

管理サーバーに ReZoom It!がインストールされている場合、起動します。 

 HyperBoot の起動 

管理サーバーに HyperBoot がインストールされている場合、起動します。 

 コマンドライン インターフェイスの起動 

ActiveVisor のコマンドライン インターフェイスを起動します。アクティファイのサポート向けで

す。 

  

https://www.actiphy.com/ja-jp/product/imagecenter-le/
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ヘルプ 

ヘルプの表示やサポート情報の取得を行います。以下のメニューがあります。 

 

 ヘルプの表示 

製品のオンラインヘルプを表示します。 

 サポート情報の取得 

アクティファイのサポートを受ける場合に、サポートからの指示で情報を取得していただく場合が

あります。その場合、ここから作成してください。 

 アップデートの確認 

ActiveVisor のアップデートが存在するかを確認します。アップデートがある場合、自動アップデ

ートを行うことができます。 

 プロダクトキーの変更 

ActiveVisor のプロダクトキーを変更します。 

 バージョン情報 

ActiveVisor のバージョンを表示します。製品、コンソール、エージェント、ライセンス情報が表

示されます。 
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Web コンソール 

ActiveVisor のエージェントには Web サーバー機能があります。 Web ブラウザー（Chrome 推奨）で

接続することでローカルコンソールとほとんど変わらない操作が可能です。 

Web ブラウザーからアクセスできるので、遠隔地からの接続や複数のサイトの管理が可能です。 
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※ActiveVisor に関するお問い合わせ先： 

（株）アクティファイ  法人営業部 

e-mail:sales@actiphy.com 

Phone:03-5256-0877 Fax:03-5256-0878 

https://www.actiphy.com 
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