
キッティング

・従来のキッティング
ネットワーク配信でデプロイ作業
雛形用のパソコンに必要なアプリケーションをインストール , 最後に Sysprep
を実行して一般化したイメージを取得します。そのイメージファイルを同一型のパソ
コンにネットワーク配信し、生産を行います。
従来型では主にネットワーク配信が主流のキッティング ( デプロイ ) 方法でし
たが、近年のパソコンモデルを考慮すると下記の問題があります。
・タブレットタイプなど R45J が未搭載のパソコンでは使用出来ない。
・広い場所が必要。
・マルチキャスト配信だが、速度は 40MB/ 秒の転送率で時間がかかる。
・サーバー、同時接続台数分のハブのポート、ケーブルなどコストが高い。
・使い方が難しい。

DVD でキッティング作業
DVD での場合には、サーバー、ハブ、広い場所はなくても作業は可能ですが、
下記の問題があります。
・Windows 10 だけで容量は 13GB あるので複数枚必要となる。
・DVD の入替のため、何度も DVD を順番通りに入れる必要がある。
・速度がかなり遅い。
・DVD のメディアを作成は時間がかかる。

ハードディスクデュプリケーターで作業
ハードディスクデュプリケーターはイメージングがまだなかった時代に主流
で、パソコンメーカーでの生産においても利用されていました。しかし現在では
下記の問題があります。
・ 薄型、タブレット型の場合、ハードディスク、SSD の取り出しは出来ない。ま
　たはメーカーの保証外となる。

・ActiveImage Deploy USB の強み
ActiveImage Deploy USB は弊社が長年、パソコンメーカー用に標準リカバ
リーを開発し、OEM 供給していたテクノロジーをバックグラウンドにした新
しいキッティングソリューションです。従来ではUSBメモリを起動用、イメー
ジ格納用として２本必要としていた問題も、ActiveImage Deploy USB では
1 本の USB メモリで完結します。
操作についてはイメージの取得、デプロイ共に１クリックで実行することが
できますので、操作方法で悩む事はありません。また実行速度は非常に高速で、
SSD のパソコンの場合、10GB のイメージファイルを、45 秒程度でデプロイ
することが可能です。ネットワーク配信と比較すると 4 ～ 5 倍速いデプロイ
が実現できます。

・DeployUSB を使うには
必要な物は
1. DeployUSB のライセンス
2. Windows10 のパソコン
3. WindowsADK をダウンロードしてインストール
4. デプロイで使用する USB メモリ
備考︓
・パソコンは USB メモリのポートが搭載されているモデルをご使用下さい。
・USB メモリの指定はありませんが、必ずキッティング対象のパソコンのブート

メニューで USB メモリが認識されるのを確認して下さい。
・ 作業用の Windows 10 のパソコンに DeployUSB のプログラムと ADK をイン

ストールします。

起動エリア1.5GB固定 イメージ保存エリア

Windows ADK(1703以降)



・ 起動 USB メモリの作成

・キッティング作業の流れ
1. 雛形用パソコンに必要なソフトウェアを導入。
2. Sysprep を実行して OS を一般化。
3. 作成した DeployUSB の USB メモリで起動して” バックアップ” をクリック。
4. 展開したい同型のパソコンを USB メモリで起動。
5. ” リストア” をクリックして展開終了。

※ WindowsOS の展開には別途ボリュームライセンスが必要となります。詳細は
Microsoft 社にご確認下さい。

※ 作成する USB メモリの本数ですが、1 名で 2 本、50 台程度は比較的楽に作業
　出来るようです。

Windows PE 起動の USB メモリ作成を手動で行う場合、手間と知識が必要となり時間がかかります。DeployUSB であれば、ウィザードに沿って設定
を行うだけで、簡単に起動可能な USB メモリを作成することができます。

連続して作成するUSBメモリ
の本数を指定

復元する回数を指定

イメージファイルの
入替時指定

PLUSユーザーがリ
カバリー用USBメ
モリ作成時に指定

データを小さく保存

パスワード保護

ボリューム変更

使用可能なライセンス数

・リカバリー USB

ActiveImage Deploy USB Plus を購入された場合には、キッティングしたパソ
コンに専用のリカバリー USB メモリを添付することができます。
左図のように、USB メモリで起動すれば、1 クリックでリカバリーを開始します。
納品後に、エンドユーザーがパソコンのソフトウェア障害、ウイルス感染、OS
が起動しないケースなどでは、納品時の状態まで、1 クリックで短時間に復旧す
ることが可能です。
一般的には Sysprep で一般化されたマスターイメージを収録するため、同一のパ
ソコンであれば 1 本の USB メモリで複数台兼用で使用することができます。



・ActiveImage Deploy USB Plus ライセンスについて

ライセンス購入した SI ベンダーの ActiveImage Deploy USB の使用権利
・イメージ作成無制限
・イメージの復元回数＝100 回
　（失敗などは含まず出荷する台数と同数となります。)
・作成可能な USB メモリの数

メージ作成＆復元用 USB メモリ＝100 本
リカバリー専用 USB メモリ＝100 本

(100 ライセンスの Deploy USB Plus を購入した場合）

SI ベンダーまたは導入業者のライセンス権利

エンドユーザーのライセンス権利

納品されたパソコンに復元処理を無制限で行える。

※イメージ作成の権利はありません。

※このライセンスはエンドユーザーが基本購入は出来ません。ＳＩ、販売店専用ライセンスとなります。

・ActiveImage Deploy USB  ライセンスについて (100 ライセンスの Deploy USB を購入した場合）

User
ユーザーのライセンス権利

ライセンス購入した User の ActiveImage Deploy USB の使用権利
・イメージ作成無制限
・イメージの復元回数＝100 回
・作成可能な USB メモリの数

イメージ作成＆復元用 USB メモリ＝100 本

END
User

SI



・キッティング関連の情報について

・ライセンス価格

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="generalize">
<component name="Microsoft-Windows-PnpSysprep" processorArchitecture="amd64" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema -
instance">

<DoNotCleanUpNonPresentDevices>true</DoNotCleanUpNonPresentDevices>
<PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>

</component>
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" 

ActiveImage Deploy　USB Plus for Desktop/Server

ActiveImage Deploy USB for Desktop/Server

※全て初年度サポート保守込み

パソコンのキッティングでは、配信する元となるマスターイメージの作成が非常に重
要です。最低限必要な作業として c:\windows\system32\sysprep フォルダーにあ
る Sysprep を実行して OS を一般化する事が必要です。この処理を行うと次回起動時
に　” コルタナ” が起動します。
また Sysprep で一般化することにより、SID の生成など行います。コルタナ起動を始
め各種設定を自動的にスキップしたい場合には、自動応答ファイルの作成が必要とな
ります。
弊社ではご参考になる資料配布も行っていますので、営業本部までご連絡頂ければ幸
いです。

ActiveImage Deploy USB 

ActiveImage Deploy USB for Desktop
新規／追加ライセンス 次年度年間保守

ライセンス数 価格（単価） 価格
10-99 ¥1,980 ¥330
100-249 ¥1,560 ¥260
250-499 ¥1,440 ¥240
500-999 ¥1,320 ¥220
1000-4999 ¥1,200 ¥200
5000- お問合せ下さい。

ActiveImage Deploy USB for Server
新規／追加ライセンス 次年度年間保守

ライセンス数 価格（単価） 価格
5-9 ¥11,780 ¥2,000
10-24 ¥10,440 ¥1,730
25-49 ¥9,240 ¥1,530
50-99 ¥8,160 ¥1,400
100- お問合せ下さい。

ActiveImage Deploy USB Plus for Desktop
新規／追加ライセンス 次年度年間保守

ライセンス数 価格（単価） 価格
10-99 ¥2,080 ¥350
100-249 ¥1,660 ¥280
250-499 ¥1,540 ¥260
500-999 ¥1,420 ¥240
1000-4999 ¥1,300 ¥220
5000- お問合せ下さい。

ActiveImage DeployUSB Plus for Server
新規／追加ライセンス 次年度年間保守

ライセンス数 価格（単価） 価格
5-9 ¥11,980 ¥2,020
10-24 ¥10,640 ¥1,750
25-49 ¥9,440 ¥1,550
50-99 ¥8,360 ¥1,420
100- お問合せ下さい。

※全て初年度サポート保守込み


