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1. ActiveVisorの初期設定とインストール 

1.1 システム要件  

ActiveVisor のシステム要件は、以下になります。 

CPU Pentium 4 または同等以上の CPU 

メモリ（RAM） 2048MB 以上。4096MB 以上を推奨 

ハードディスク 500MB 以上の空き領域が必要 

インターネット環境 クライアントの管理、製品のアップデートに必要に必要 

ディスプレイ解像度 1280x1024 以上を推奨 

サポート対象 OS Windows 10（x64）、Windows Server 2012R2 以降 

※ インストールにあたって、デスクトップ OS などでは、ユーザーアカウント制御機能が有効になっ

ている環境、プログラムの実行許可が要求される場合があります。プログラムの実行許可を求めら

れたときは、［許可］を選択して実行中のウィザードを進めます。 

管理対象のエージェントバージョン 

ActiveImage Protector 2018 Update バージョン 5.1.11.6500 以降 です。 

Web ブラウザー 

以下のブラウザーからの Web アクセスをサポート 

 Google Chrome バージョン 59 以上 

 Microsoft Edge バージョン 42 以上 

 Apple Safari バージョン 12 以上 

  



  

2 

 

1.2 ActiveVisor のインストール 

ダウンロード、もしくはインストールメディアから、インストーラーを起動します。セットアップウィザ

ードが起動します。 

 

図 1.1 ActiveVisor セットアップウィザードの起動 

［次へ］をクリックします。 

プロダクトキーの入力となります。 
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図 1.2 プロダクトキーの入力 

パッケージ、もしくはメールに記載されたプロダクトキーを入力します。 

次いで、ソフトウェア使用許諾契約になります。 
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図 1.3 ソフトウェア使用許諾契約書 

内容を確認し、適切に対応します。 

次いで、セットアップタイプの選択になります。 



  

5 

 

 

図 1.4 セットアップタイプの選択 

特に問題がないようであれば、［標準］を選択します。［次へ］をクリックします。 

インストールの開始になります。 



  

6 

 

 

図 1.5 インストールの準備完了 

［インストール］をクリックします。 

インストールが実行されます。 
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図 1.6 インストール中 

図 1.7 で、インストールの完了になります。 
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図 1.7 インストールの完了 
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1.3 ActiveVisor の初期設定 

インストール後、ActiveVisor を起動すると、初期設定画面となります。ここでは、ActiveVisor でクラ

イアントを管理する必要な基本情報の登録を行います。 

 

図 1.8 初期設定画面 

初期設定画面では、管理用の認証情報を入力します。 

・Active Directory 

・Windows ネットワーク 

・ハイパーバイザー 

の 3 通りがあります。Active Directory では、Active Directory に接続してクライアント情報を取得し

ます。ドメインの Administrator、または Domain Admin グループのユーザーを設定します。ドメイン

名はフルパスで指定します。 

Windows ネットワークでは、同一ネットワーク上のクライアント情報を取得します。ビルトイン
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Administrator を管理用認証情報として設定します。 

ハイパーバイザーでは、管理したい仮想マシン（以下では、エージェントレスクライアントと表記します）

が登録されているハイパーバイザーを指定します。ネットワーク探索などで発見できない仮想マシンを追

加する場合に使用できます。右上にある［ハイパーバイザーを追加する］をクリックすると、図 1.9 のダ

イアログが表示されます。 

 

図 1.9 ハイパーバイザーの追加 

［タイプを選択してください］の［▼］をクリックすると、対応するハイパーバイザーが表示されますの

で、ここから選択します。 
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図 1.10 ハイパーバイザーのタイプを選択 

続いて、ホスト名、ユーザー名、パスワードを入力します。 

 

図 1.11 認証情報を入力 

［OK］をクリックします。 

認証が完了すると、緑色で「完了」と表示されます。 
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図 1.12 認証完了 

認証が完了すると、図 1.8 に、ホストやハイパーバイザーが表示されます。 

 

図 1.13 ハイパーバイザーが追加 

同じ手順で、複数のハイパーバイザーを登録することができます。ハイパーバイザーの追加は、初回起動

時だけでなく、いつでも行うことができます。 
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以上の入力を行い、［完了］をクリックすると、入力した設定情報により、ローカルホストへの接続確認

が行われ、クライアントの探索が行われます。 

設定した認証情報でローカルホストへ接続できない場合は、その認証情報でアクセス可能な別のローカル

ホストを指定してみてください。みつかったクライアントは、［ダッシュボード］タブの［検出クライア

ント］にその数が表示されます。 

 

図 1.14 ダッシュボードにみつかったクライアント数が表示 

［ダッシュボード］タブから、［クライアント］タブに切り替えると、エージェントがインストールされ

ているクライアントの一覧が表示されます。 
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図 1.15 クライアントの一覧（例） 

 

ActiveDirectory に登録されていて、エージェントがインストールされているクライアントは、自動的に

［この ActiveVisor の管理対象］に追加されます。 

それ以外のコンピューターは、［ネットワークコンピュータ］に追加されます。 

また、検出されなかったクライアントについては、個別に認証情報を設定します。トップメニューの［コ

ンピューターの追加］から行います。 
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図 1.16［コンピューターの追加］ 

ローカルホスト名か IP アドレスを入力し、ユーザー名とパスワードの認証情報を入力します。［接続確認］

をクリックすることで、接続が確立されます。 

接続が確立して、下にある［ターゲットの追加］をクリックすると、［クライアント］タブの［この

ActiveVisor の管理対象］に追加されます。 

対象コンピューター［自動探索］を行うと、ネットワーク内のコンピューターの探索を行い、発見された

コンピューターのリストを表示します。追加したいコンピューターのチェックボックスをチェックして

［追加］すると、管理対象コンピューターに追加されます。 
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2. クライアントへの ActiveImage Protectorの 

プッシュインストール 

当然ですが、ActiveVisor で管理するクライアントには、ActiveVisor の管理エージェント（現在では

ActiveImage Protector のエージェント）がインストールされている必要があります。ActiveVisor では、

管理しているクライアントに、エージェントのプッシュインストールができます。その手順を紹介します。 

2.1 事前の準備 

まずは、ActiveVisor がインストールされている PC からアクセスできる場所に、ActiveImage 

Protector のインストーラー（Setup.exe など）を適当なフォルダ（ここでは C:\work）にコピーしま

す。光学メディアからでも、プッシュインストールは可能ですが、転送速度などを考慮すると、ローカル

のフォルダーに保存するほうがよいでしょう。 

 

図 2.1 ActiveImage Protector のインストーラーをコピー 
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次いで、ActiveImage Protector のプロダクトキーを準備します。アクティファイでは、1 つのキーで、

複数台のアクティベーションが可能なプロダクトキーも提供しています。管理するクライアント数などに

合わせ、適切なプロダクトキーを入手してください。 

 

まずは、入手したプロダクトキーを ActiveVisor に登録します（プッシュインストールの実行時に、自動

的に入力され、アクティベーションが行われます）。 

［サイト設定］－［プロダクトキーを登録］タブを選択します。この時点で、ActiveImage Protector が

インストール済みのクライアントがあれば、そのライセンス情報が表示されます。 

 

図 2.2 プロダクトキーの追加 

新たなプロダクトキーを登録するには、右下にある［プロダクトキーの新規登録］をクリックします。入

力のためのダイアログボックスが表示されますので、プロダクトキーを入力します。 
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図 2.3 プロダクトキーの追加 

ここでは、サーバー用のプロダクトキーを登録しました。 

2.2 プッシュインストールの実行 

プッシュインストールトップを行うには、トップメニューの［プッシュインストール］を選びます。 

 

すると、インストールするパッケージの選択になります。 
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左に［インストーラーを選択してください］があります。その右端の［▼］をクリックすると、メニュー

に［新しく追加］が表示されます。 

図 2.4 ［新しく追加］が表示 

［新しく追加］を選び、図 2.1 でコピーした ActiveImage Protector のインストーラーを指定します。 
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図 2.5ActiveImage Protector のインストーラーを設定 

次回以降は、プルダウンメニューに［Setup］が追加されますので、プッシュインストールでは、それを

選択します。 
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図 2.6 プロダクトの選択 

以上で、プッシュインストールする内容が決まりました。 

［インストールするコンポーネントの選択：］では、プッシュインストールするコンポーネントを選択し

ます。デフォルトでは、ActiveImage Protector エージェントのみです。この状態でプッシュインストー

ルされたクライアントでは、ActiveImage Protector のコンソールなどを起動させることができません。

もし、クライアント側でも、ActiveImage Protector のコンソールを利用するのであれば、「マウント機

能」「Windows PE 起動環境作成機能」「ActiveImage コンソール」「イメージエクスプローラー」

「ActiveImage タスクトレイ」のコンポーネントを選択するとよいでしょう。逆に、クライアントでいっ
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さい ActiveImage Protector は起動せず、ActiveVisor からコントールするのであれば、デフォルトの

ままでかまいません。 

次に、プッシュインストール先を設定します。図 2.6 の［対象コンピューター］の［新しく追加］をクリ

ックします。管理登録されたクライアントが表示されます。 

図 2.7 登録済みのクライアントの一覧 

ここで、プッシュインストール対象とするクライアントを選択し、［追加］をクリックします。 

  



  

23 

 

図 2.8 に、プッシュインストール先のクライアントが登録されます。 

図 2.8 プッシュインストール先の登録 

ここで、2 台のクライアントを登録しました。また、「コンピューター」と個々のクライアントの頭には

チェックボックスがあります。チェック有無で、インストールするかしないかの選択もできます。 

 

次に各クライアントのアクティベーションに使用するプロダクトキーを指定します。 

［プロダクトキーを選択してください］の後ろの▼をクリックすると、使用可能なプロダクトキーが表示

されるので選択します。管理対象のクライアントのキー、サイト設定で登録したキーが表示されます。

「新しく追加」で新しいキーの登録もここでできます。 
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［実行］をクリックすると、プッシュインストールを開始します。 

［インストール後に再起動］をチェックしていた場合は確認ダイアログが表示されます。 

 

 

図 2.9 再起動の確認メッセージ 

［はい］をクリックします。 
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図 2.10 プッシュインストール 

プッシュインストールが開始されます。 

 

実際に、プッシュインストールされたクライアントで、ActiveImage Protector がインストールされたこ

とを確認すると、図 2.11 のようになります。 
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図 2.11 クライアントにインストールされた ActiveImage Protector 

以上の手順で、管理対象のクライアントに ActiveImage Protector をプッシュインストールしていきま

す。プッシュインストールに失敗する場合はクライアントのファイアウォール設定、クライアントの管理

共有へアクセス可能となっているかを確認してください。 

 

プッシュインストールが完了すると［クライアント］タブのこの ActiveVisor の管理対象に追加され、エ

ージェントやバージョンが表示され、アイコンがグリーンになります。 

 

すべての管理対象クライアントに、プッシュインストールが完了すると、図 2.12 のようになります。 
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図 2.12 すべての管理対象クライアントにプッシュインストール後 
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2.3 Web ブラウザーによる ActiveVisorの管理 

新版では、Web ブラウザーを経由して、ActiveVisor エージェントと接続し、クライアントの監視、バッ

クアップエージェントやスケジュールの変更などの操作が可能になりました。対応する Web ブラウザー

は、Google の chrome です。Web ブラウザーによる操作を行うには、［環境設定］メニューから［コン

ソール］を選択します。 

 

図 2.13 ［環境設定］メニュー 
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さらに左のメニューから、［コンソール］を選択します。 

 

 

図 2.14 ［コンソール］設定画面 

ここで、［Web アクセス］で［Web アクセスを有効化する］にチェックを入れます。接続プロトコルと

して、SSL と HTTP のいずれかを選択できます。よりセキュアな環境が求められるのであれば、SSL を選

択するとよいでしょう。イントラネットなどで、外部インターネットへの接続がない場合であれば、

HTTP プロトコルでも問題ありません。ここでは、HTTP を選択し、［認証モード］では「Windows 認証」

を設定しました。 
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Microsoft Edge ブラウザーがインストールされた PC から、ActiveVisor が稼働するクライアントの IP

アドレスを入力します。 

 

自動的にログイン画面となります。 

 

図 2.15 ログイン画面 
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「Windows 認証」を選択したので、管理者とそのパスワードを入力します。すると、ActiveVisor のコ

ンソール画面が表示されます。 

 

図 2.16 Web ブラウザーでの ActiveVisor のコンソール画面 

コンソール画面をすべて表示するには、大きめの画面解像度（特に左右）が必要になります。コンソール

画面の下には、「Web ログインユーザー：1」と Web ブラウザー経由でアクセスされていることが表示

されます。 
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もし、英語表示になってしまった場合は、メニューバーの［View］→［Language］から「日本語」を選

びます。 

 

図 2.17 日本語表示に切り替え 

Web ブラウザーからの管理・操作が可能となることで、より柔軟な管理体制を構築できます。 
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3. バックアップタスクの作成とデプロイ 

前節までで、クライアント管理の準備が整いました。本節では、ActiveVisor でクライアントに実際にエ

ージェントベースバックアップタスクを作成する手順を紹介します。以下の手順になります。 

 

・バックアップスケジュールの作成 

・バックアップ先のディスクの設定 

・管理対象クライアントへ、バックアップ設定のデプロイ 

 

3.1 バックアップスケジュールの作成 

ActiveImage Protector では、非常に柔軟にエージェントベースバックアップのスケジュールを設定する

ことができます。ここでは、ActiveVisor からスケジュールの作成を行い、管理対象のクライアントに反

映させます。 

トップメニューの［スケジュール］を選択します。スケジュールテンプレートウィザードが起動します。 

 

図 3.1 スケジュールテンプレートウィザード 

ここで、ベース、増分の 2 つのバックアップを設定します。基本的には、週 1 回、月 1 回といった頻度で

ベースバックアップを設定し、日次や数時間ごとに増分バックアップを作成することが一般的です。 

図 3.2 では、毎月 1 日にベースバックアップを、月曜日から金曜日の 9:00 から 21:00 まで、1 時間ごと



  

34 

 

に増分バックアップを作成します。［終了時刻］のチェックを外すと、その日にクライアントが起動して

いる間中、1 時間ごとに増分バックアップを作成します。 

もし、複数のバックアップをスケジュール設定したい場合には、［新規トリガーを追加（ベース）］や

［新規トリガーを追加（増分）］をクリックします。 

 

図 3.2 バックアップスケジュールの追加 

ここでは、異なるタイミングスケジュールを登録しています。トリガーの削除は、右にあるゴミ箱ボタン

をクリックします。 

バックアップスケジュールでは、月や週単位で行うことが一般的ですが、これ以外に指定日時と指定曜日

があります。指定日時は、実行日時や実行時刻を特定の日時に設定します。 
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図 3.3 指定日時 

 

指定曜日は、1 月から 12 月まで、「第 2 週の土曜日」といった指定が可能です。 

 

 

図 3.4 指定曜日 
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決算や棚卸などを月末や週末といったスケジュールで行うのではなく、第*週の*曜日といったビジネスル

ールを採用している場合に便利です。 

スケジュールの設定が完了したら、適切なテンプレート名を入力します。［次へ］で、サマリが表示され

ます。 

 

図 3.5 サマリの表示 

設定したスケジュールに間違いがないかなどを確認します。よければ、［保存］をクリックします。 

図 3.5 には、オレンジ色のボタンの［保存してデプロイ］があります。これは、バックアップスケジュー

ルの保存と同時に、管理対象クライアントへデプロイを行います。もし、急ぎバックアップを行いたい場

合などには、利用するとよいでしょう。本ガイドでは、この次のバックアップ対象ディスクの設定を行い、

まとめてデプロイします。 

 

★ヒント 

デプロイは、管理対象のクライアントのコンテキストメニューからなど、さまざまな方法で行うことがで

きます。ここでは、もっとも標準的な方法を確認してください。 

 

保存されたバックアップスケジュールは、［エージェントベース］タブの［テンプレート］で確認するこ

とができます。 
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図 3.6 ［テンプレート］でバックアップスケジュールを確認 

コンテキストメニューの［編集］では、バックアップスケジュールの再編集ができます。また、バックア

プスケジュールの削除やデプロイも行えます。 

 

3.2 バックアップソースディスクの設定 

次いで、バックアップソースを設定します。トップメニューの［バックアップ］を選択します。 

 

図 3.7 ［バックアップ］を選択 

 

エージェントベースバックアップテンプレートウィザードが起動します。 
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図 3.8 エージェントベースバックアップテンプレートウィザード 

まず、バックアップ対象とするディスクを登録します。 

ここでは、「Disk 0」に対して設定を行います。ActiveVisor では、デフォルトで 31 台のディスクを設

定可能です。 

 

今作成しているのは、複数のクライアントに対して再利用することを前提にしたテンプレートです。 

この機能を使えば、異なるバックアップスケジュールに対し、同じバックアップ設定を簡単に指定するこ

とも可能です。また、バックアップ対象として、特定のクライアントのボリュームレイアウトを指定して

取り込むことも可能です。 
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［次へ］で、保存先などの設定になります。 

図 3.9 保存先などの設定 

デフォルトでは、［ローカルフォルダー］となっていますが、右の［▼］を押して、［ネットワーク共有

フォルダー］を選びます。さらにその下の［ネットワーク共有フォルダーを選択してください］の［▼］

から、［新しく追加］を選びます。 
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図 3.10 ネットワーク共有フォルダーを選択 

フォルダーの選択となりますので、適切なフォルダーを選び、［OK］をクリックします。 

 

図 3.11 フォルダーの選択 
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以上で、保存先の設定は図 3.12 のようになります。 

 

図 3.12 保存先の設定例 

日々の通常バックアップは LAN 内の NAS や共有フォルダーを使い、週次や月次のバックアップは、別の

場所にある支店や本社のディスクをバックアップ先にするといった設定をテンプレートとして作成できま

す。 

別の場所にバックアップを作成することで冗長性が高まり、災害時の対策にも有効です。しかし、回線状

態によっては、ネットワーク負荷やバックアップ時間が過大となります。このあたりのバランスを考慮し

て、設定するとよいでしょう。 

 

［クライアントごとにサブフォルダーを作成して保存する］にチェックを入れると、指定したフォルダー

にクライアント名のサブフォルダーが作成され、バックアップファイルが保存されます。 

［ファイル名のプレフィックス］では、作成するバックアップファイル名を入力します。 

図の 3.12 で［ディスクごとに分割してイメージファイルを作成する］にチェックを入れると、バックア

ップファイルをディスクごとに分割して作成します。 

［コメント：］には、バックアップファイルにコメントを追加できます。 

［設定：］では、ActiveImage Protector のバックアップ実行時の設定を指定します。［圧縮］では、圧

縮の設定を行います。圧縮には、重複排除圧縮、通常圧縮の 2 通りがあります。重複排除圧縮では、その

圧縮レベルを 1 から 3 までを設定できます（数字が小さいほど、圧縮率が高くなります）。通常圧縮では、
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高速と高圧縮の 2 つから選択可能です。高圧縮を選択すると、バックアップファイルのサイズは小さくな

りますが、実行速度が遅くなります。 

［パスワード保護］では、バックアップファイルにパスワードを設定します。暗号化アルゴリズムには、

RC5、AES 128 ビット、AES 256 ビットが選択できます。後者ほど、強固な暗号化が行われます。 

 

［保存先隔離オプション:］は、バックアップ作業の終了後に、ディスクのオフライン化やネットワークの

遮断を行う機能です。ランサムウェアなどのウイルス感染があった場合でも、Image Isolate 技術で、攻

撃からサーバーなどを保護します。 

 

図 3.13 保存先隔離オプション 

 

［保存先隔離オプション:］には、4 つのオプションが用意されています。［バックアップ後にドライブレ

ターを解除する］では、バックアップ後にローカルハードディスクからドライブ文字の割り当てを解除し

ます。［バックアップ後に保存先 HDD をオフラインにする］では、保存先のローカルハードディスクを

オフラインにします（管理ツールの［ディスクの管理］での操作と同等です）。［バックアップ後に保存
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先リムーバブル USB HDD を取り外す］では、USB ハードディスクなどの取り外し可能なハードディスク

をイジェクトします。［バックアップ後に指定したネットワークを無効にする］では、バックアップ後に

バックアップ先のネットワークを遮断します。遮断するネットワークインターフェイスは、その下の選択

ボックスで指定します。 

 

［高度な設定］では、細かなバックアップ計画に合わせた設定を行うことができます。 

 

図 3.14 高度な設定 

図 3.14 の［一般］では、以下の設定が可能です。 

 バックアップファイルを指定サイズで分割 

 不良セクタの無視 



  

44 

 

 MD5 ハッシュファイルの作成 

 ネットワーク経由でバックアップファイルを書き込みする際にキャッシュを使用 

 バックアップタイムアウト 

 バックアップ時にあらかじめ仮想化処理を行う 

 ネットワークスロットの使用・アクセス不能のボリュームの無視 

 

図 3.14 の［VSS 設定］では、以下の設定が行えます。 

・ 操作モード 

・ コンポーネントモード、非コンポーネントモード 

・ 除外ファイル  

・ ページファイル、ハイバネーションファイル、System Volume Information 

 

図 3.14 の［重複排除圧縮］では、以下の設定が可能です。 

・ 自動的に代替フォルダーへ切り替え 

・ ［通常圧縮］の設定でバックアップ継続 

・ 一時ファイルフォルダーの指定 

 

図 3.14 の［スクリプト］では、以下の設定が可能です。 

・ スナップショット実行前、実行後、イメージ作成成功時に実行するスクリプト 
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［完了］で、図 3.12 に戻り、［次へ］をクリックすると、［オプション］の設定になります。 

 

図 3.15 ［オプション］の設定 

ここでは、バックアップスケジュール化した際のオプションなどを設定できます。 

・ 保有ポリシーを有効にする 

・ E メール通知を行う 

・ 実行優先順 

 

保有ポリシーでは、保有するバックアップイメージファイルの世代数を設定できます。有効にすると、世

代数が設定可能になります。また、有効な世代数を超過した場合の動作についても、選択できます。 

E メール通知では、タスクの完了にあわせ、メールを送信します。 

［次へ］をクリックします。 
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サマリの表示となります。 

 

図 3.16 サマリの表示 

ここでも設定事項を確認し、問題がないようであれば［保存］をクリックし、作成したテンプレートを保

存します。保存すると、クライアントリストの［テンプレート］から参照できるようになります。バック

アップスケジュール同様に、テンプレートの再編集、削除、デプロイなどが可能です。 

 

図 3.17 ［テンプレート］でバックアップを確認 

以上で、バックアップの諸設定が定まりました。以下では、この設定を、管理対象のエージェントベース

クライアントにデプロイします。 
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3.3 管理対象のクライアントにデプロイ 

トップメニューの［デプロイ］をクリックすると、以下のサブメニューが表示されます。 

・ バックアップ（エージェントベース） 

・ スケジュール 

・ vStandby タスク 

・ バックアップエージェント設定 

 

図 3.18 ［デプロイ］メニュー 

上述したバックアップ設定をエージェントベースのクライアントにデプロイするには、［バックアップ

（エージェントベース）］を選択します。 
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デプロイダイアログが表示されます。 

 

図 3.19 デプロイダイアログ 

［バックアップテンプレートを選択してください］と［スケジュールテンプレートを選択してください］

のそれぞれに、［▼］ボタンがあります。このボタンをクリックすると先ほど作成したスケジュールやバ

ックアップが表示されます。 
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図 3.20 ［バックアップテンプレートを選択してください］のプルダウンメニュー 

［バックアップテンプレートを選択してください］のプルダウンメニューでは、さきほど作成した

［Client Backup］を選択します。 
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図 3.21 ［スケジュールテンプレートを選択してください］のプルダウンメニュー 

 

［スケジュールテンプレートを選択してください］のプルダウンメニューでは、さきほど作成した

［Schedule］を選択します。 

［新しく追加］ボタンで、デプロイする管理対象のエージェントベースクライアントを選びます。 
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図 3.22 クライアントの選択 

図 3.22 でデプロイするクライアントを選び、［追加］をクリックすると、［対象コンピューター］に、

クライアントが追加されます。 
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図 3.23 クライアントが追加 

［実行オプション］では、以下の設定を行えます。図 3.23 は［詳細を表示］をクリックし、詳細設定が

可能になっています。 

 ［各クライアントのスケジュールをずらす］：このオプションにチェックを入れると、複数のクラ

イアントに配布する場合、実行時間帯を指定した時間分ずらします。 

 ［デプロイしたスケジュールを無効化する］：このオプションにチェックを入れると、デプロイさ

れたスケジュールが無効化されます。 
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［有効化日時］では、デプロイするバックアップスケジュールの有効化期間を指定します。［指定しない］

にチェックを入れると、バックアップスケジュールは無期限に有効となります。 

以上で問題なければ、［デプロイ］をクリックします。クライアントにバックアップ設定がデプロイされ

ます。成功すると、図 3.24 のように「成功」と表示されます。 

 

図 3.24 デプロイ成功 
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 クライアントの［タスク］タブで、デプロイされたタスクを確認できます。 

 

 
図 3.25 ［クライアント］―［タスク］タブでデプロイ結果を確認 
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図 3.18 の［デプロイ］メニューには、［スケジュール］メニューもあります。こちらを選択すると、図

3.26 のデプロイダイアログが表示されます。 

 

図 3.26 ［スケジュール］メニューで表示されるデプロイダイアログ 

こちらでは、バックアップスケジュールのみが選択可能です。バックアップスケジュールのみを更新した

い場合などに、使うとよいでしょう。 

スケジュールのデプロイに加えて、デプロイ済のスケジュールの削除、無効化、有効化を指定できます。 
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4. ActiveVisorによる管理 

実際に、管理対象のクライアントのバックアップが実行されるようになると、さまざまな情報がログなど

に保存されていきます。日々のバックアップ管理などに利用します。 

 

4.1 ［ダッシュボード］タブ 

［ダッシュボード］タブでは、抽出したクライアントの数、エージェントベースのバックアップタスクの

数、エージェントレスのバックアップタスクの数、ストレージ統計とともに、タスクの成功と失敗、スト

レージの空き容量などが円グラフでグラフィカルに表示されます。 

 

図 4.1 ［ダッシュボード］タブ 
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4.2 ［クライアント］タブ 

［クライアント］タブでは、探索したエージェントベースのクライアントや作成したテンプレートが表示

されます。 

 

図 4.2 ［エージェントベース］タブで管理対象のクライアントを表示 

  



  

58 

 

クライアントのリストでは、サブグループを作成し、グループ分けが可能です。右クリックをすると、コ

ンテキストメニューに、［新規グループの作成］が表示されます。 

 

図 4.3 ［新規グループの作成］メニュー 

［新規グループの作成］メニューを選択すると、管理対象クライアントの下に、「新しいグループ」とい

うサブグループが作成されます。 

 
図 4.4 サブグループの作成 

作成されたサブグループへは、クライアントをドラッグ&ドロップで移動します。ここでは、「Server」

というサブグループを作成し、Server001～003 までのクライアントを移動しました。 
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図 4.5 クライアントのグループ分け 

管理対象のクライアントの先頭にある［+］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。 

 

図 4.6 クライアントの詳細情報 
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左側の上にいくつかボタンが並びます。ここでは、クライアントの OS やネットワークなどの各種状況が

表示されます。 

 

図 4.7 クライアントの ActiveImage Protector のエージェントを表示 

右側には、複数のタブが並びます。 

［現在のタスク］タブでは、図 4.6 や図 4.7 のように最新のバックアップの状況を示します。 

［現在のタスク］タブでは、実行中のタスクの状況などが表示されます。ステータスバーにその進捗度合

いと割合が%で表示されます。 

 

図 4.8 ［現在のタスク］タブ 
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［タスクログ］タブでは、クライアントのログが収集されます。 

 

図 4.9 ［タスクログ］タブ 

［タスク］タブでは、クライアントに保存されたタスクの一覧を表示します。 

 

図 4.10 ［タスク］タブ 

表示されたタスクを右クリックすると、コンテキストメニューが表示され、タスクの各種操作を直接行う

ことができます。 
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図 4.11 タスクのコンテキストメニュー 

 

［ディスク情報］タブでは、クライアントのディスク情報を表示します。 

 

図 4.12 ［ディスク情報］タブ 
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［保存先］タブでは、バックアップ先のディスク情報を表示します。 

 

図 4.13 ［保存先］タブ 

［アラート］タブでは、クライアントで発生した警告の一覧が表示されます。 

 

図 4.14 ［アラート］タブ 
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クライアントに、障害が発生すると赤く表示され、ログには障害の概要が表示されます。 

 

図 4.15 障害発生時の［タスクログ］タブ  
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4.3 ［保存先］タブ 

［保存先］タブには、 管理対象のクライアントがタスクで使用しているネットワーク保存先の情報、タス

クログ、バックアップスループットの情報が表示されます。 

 

図 4.16 ［保存先］タブ 

4.4 モニタリング 

トップメニューの［モニタリング］では、管理対象クライアントの状態を一覧で表示させることができま

す。［モニタリング］をクリックすると、図 4.17 のように、ActiveVisor モニターが起動します。 
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図 4.17 ActiveVisor モニター 

この時点では、クライアントの情報は表示されていません。左上にある［ターゲットの追加］をクリック

します。 

図 4.18 のようにコンピューターの選択画面となります。 
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図 4.18 コンピューターの選択 

ここで、管理対象クライアントを選択し、［追加］をクリックしていきます。［表示］を［アイコン］を

選択している場合、個々の管理対象クライアントの状態がアイコンで表示されます。 
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図 4.19 管理対象クライアントの状態を一覧表示（アイコン） 

障害が発生しているクライアントは、×印が赤く表示されます。障害の発生していないクライアントは、

緑のチェック印になります。障害が発生しているクライアントの状況把握がしやすいでしょう。 

さらにズーム機能で、拡大・縮小表示も可能です。 
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図 4.20 縮小表示（アイコン） 

この例では、５つのクライアントしか表示していませんが、多数のクライアントを管理している場合には、

同時に表示させることで、状況をすばやく把握できるでしょう。 
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［表示］メニューには、もう 1 つ［詳細］があります。 

 

図 4.21 ［表示］メニュー 

［詳細］で表示される個々の情報は、ActiveVisor のメイン画面の［エージェントベース］タブの詳細表

示とほぼ同じものです。ActiveVisor モニターでは、複数の管理対象クライアントを複数同時に表示させ

る点が異なります。 

 

図 4.22 管理対象クライアントの状態を一覧表示（詳細） 
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図 4.20 のアイコン表示で、アイコンを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。メニ

ューには、［詳細］と［削除］の 2 つがあり、［詳細］では図 4.7 の一部が表示されます。［削除］では

アイコンが削除されます。 

［ステータス］タブには設定ボタン（図 4.22 の上の段の右上）が表示されます。HyperAgent の場合は、

HyperAgent の設定ボタンも一緒に表示されます。クリックすると、設定ダイアログが表示されます。 

 

図 4.23 クライアント設定ダイアログ 

クライアントごとの各種設定をここから行うこともできます。 
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図 4.24 HyperAgent 設定ダイアログ 

HyperAgent の各種設定をここから行うことができます。 

 

4.5 エージェントレスバックアップ 

ActiveImage Protector の HyperAgent はハイパーバイザー上で動作する仮想マシンにエージェントを

インストールすることなく、バックアップを行う機能（エージェントレスバックアップ）です。

ActiveVisor でも、エージェントレスクライアントのバックアップが可能になりました。 

エージェントレスバックアップを行うには、HyperAgent がインストールされているクライアントを使用

する必要があります。「クライアント」タブのフィルター「HyperAgent」から簡単に見つけることがで

きます。 
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図 4.25 HyperAgent クライアント 

エージェントレスバックアップは「HyperBack」という機能名です。 

HyperAgent のインストールされているクライアントの詳細表示には「HyperBack」のタブが表示されま

す。 

 
図 4.26 HyperBack タブ 

 

クライアントリストから、クライアントを右クリックしてコンテキストメニューを表示させます。 

［タスクの作成］―［バックアップ］―［HyperBack］をクリックします。 
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図 4.27 HyperBack メニュー 

 

HyperBack ウィザードが表示されます。 

ソースの選択を行います。 

サイト設定でハイパーバイザーが設定してあれば、仮想マシンの選択のペインに表示されます。 

ハイパーバイザーの追加から、あたらしくハイパーバイザーを追加することもできます。 

ハイパーバイザーを展開すると、そのハイパーバイザーで動作している仮想マシンがリストされます。 



  

75 

 

 

図 4.28 ソースの選択 

 

バックアップする仮想マシンにチェックをいれると、左ペインにバックアップ対象候補のディスクが表示

されます。バックアップするディスクにチェックをいれ、「次へ」をクリックします。 

 



  

76 

 

 

図 4.29 バックアップ対象の仮想マシンとディスク 

 

次に、保存先を選択します。 

保存先、サブフォルダーの作成、ファイル名プリフィックス、バックアップイメージファイルを仮想マシ

ン毎にするか、一つのファイルにするか、などを選択します。 
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図 4.30 保存先の選択 

 

保存先フォルダーを指定します。「フォルダーの選択...」をクリックすると選択ダイアログが表示されま

す。 
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図 4.31 保存先フォルダーの選択 

 

設定したら、「次へ」をクリックします。 

 

次に、オプションを設定します。 

保有ポリシー、E メール通知、実行優先度などを設定します。 

ここでは、保有ポリシーの、世代数を２，対象外は全て削除、を設定します。 
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図 4.32 オプション設定 

 

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。 

 

次に、スケジュールの設定を行います。 

ベース、増分各々エージェントベースバックアップと同様の設定が可能です。 
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図 4.33 スケジュールの設定 

 

設定したら、「次へ」をクリックします。 

 

最後に、サマリ画面で、設定が正しいかどうか確認します。 
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図 4.34 サマリ画面 

 

設定を確認したら、「クライアントに保存」をクリックしてエージェントレスバックアップの設定をクラ

イアントに保存します。 
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図 4.35 サマリ画面 

 

「閉じる」をクリックして設定を完了します。 
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クライアントリストの「HyperBack」タブにタスクが表示されます。 

 

 

図 4.36 HyperBack タスクの表示 

 

エージェントレスバックアップのステータスもここで確認できます。 

 

図 4.37 HyperBack タスクのステータス表示 

 

HyperAgent の設定は、クライアントのコンテキストメニューから行います。 

右クリックー［クライアント設定の変更］―［HyperAgent］を選択します。 
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図 4.38 HyperAgent 設定を起動 

 

「操作モード」は複数の仮想マシンのバックアップを並行して行うか、順番にひとつずつ行うかの設定で

す。マシンリソース、ネットワークリソースに余裕がない時には「シーケンシャル バックアップ」を指定

するとよいでしょう。 

「トラッキング方法」は仮想マシンの増分作成の方法を指定します。Windows Server 2016 以降、第二

世代仮想マシンでは Window に標準で搭載された RCT を使用します。それ以外は Actiphy 独自の方法で

増分を作成します。 
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図 4.39 HyperAgent 設定画面 
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4.6 ActiveVisor ファイル復元 

ActiveVisor では、バックアップの指定した復元ポイントから、ファイル単位で復元を行うことができま

す。ただし、復元先は、ネットワーク共有フォルダーか ActiveVisor のローカルファイルシステムに限ら

れます。 

［ファイル復元］タブを開くと、図 4.40 のようになります。 

 

図 4.40 ［ファイル復元］タブ 

 

初回の場合、新規のファイル復元タスクの作成から始まります。中央のプラスボタンをクリックすると、

ファイル復元のウィザードが起動します。  
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図 4.41 ファイル復元 

 

［保存先］は登録した場所、バックアップで使用した場所など、ActiveVisor が発見したものはあらかじ

め表示します。 

あとは、復元するクライアント、復元ポイントを設定していきます。 
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図 4.42 復元ポイントの選択 

同時にバックアップ情報なども表示されます。［次へ］をクリックします。 
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復元ポイントのマウントが行われます。 

 

図 4.43 復元ポイントのマウント 

 

あとは、復元したいファイルを選択します。クライアントのファイル構造がそのままマウントされます

（ActiveImage Protector のバックアップイメージのマウントと似たような機能です）。 
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復元するファイルを選び、［保存先］を設定します。また、［オプション］なども必要に応じて、適切に

設定します。 

  

図 4.44  復元するファイル、場所の設定 
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図 4.45 保存先のフォルダー指定 

 

［完了］をクリックすると、復元が行われ、タスクとして保存・表示されます。 
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 図 4.46 復元タスクとして表示 

［新規ファイル復元タスクを作成する］をクリックすると、図 4.41 のファイル復元のウィザードが起動

します。 

ActiveImage Protector には、さまざまな復元機能があります。それに比べ、ActiveVisor 単体での復元

機能はファイル単位ですが、ActiveVisor の動作しているマシンのローカルで実行されるので、他のエー

ジェントを経由したり、ActiveImage Protector を起動したりすることなくファイルの復元が可能です。

ちょっとした復元作業などに使うとよいでしょう。 
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ＡＰＰＥＮＤＩＸ 

 

A.1 サポート情報の取得方法 

アクティファイにサポートを依頼する時に必要なクライアントの情報が必要になります。特に、エージェ

ントのみをインストールしたクライアントでは、ActiveVisor から生成するのが便利です。サポート情報

ファイルは ActiveVisor のローカルフォルダーに ZIP ファイルとして生成されます。 

ActiveVisor のクライアントリストから管理対象のクライアントを右クリックして、コンテキストメニュ

ーの［サポート情報の取得］をクリックします。 

 

図 A.1 サポート情報の取得 
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サポート情報生成中のダイアログが表示されます。 

 

図 A.2 サポート情報を生成中 

生成が完了すると、サポート情報ファイルを保存したパスが表示されます。 

 

図 A.3 生成したサポート情報ファイルの場所が表示される 

表示された保存パスの場所にサポート情報ファイルが作成されていますので、サポート依頼時に添付して

ください。 
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図 A.4 ZIP ファイルとして生成されたサポート情報ファイル 
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A.2 ActiveVisor 参考情報 

●アクティファイの Web サイト 

製品情報の他、各種資料やサポート情報、アップデートなど、総合的にご案内しています。 

https://www.actiphy.com/ 

 

●ActiveVisor のFAQ 

https://jpkb.actiphy.com 

サポート情報のデータベースです。 

 

※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 

本ソフトウェアと付属ドキュメントは株式会社アクティファイに所有権および著作権があります。
Copyright© 2021 Actiphy, Inc. 無断複写・転載を禁止します。 
ActiveImage Protector、ActiveImage Protector Server、ActiveImage Protector Desktop、
ActiveImage Protector IT Pro、ActiveImage Protector for Hyper-V Enterprise、ReZoom it!、
ActiveImage Protector Linux、ActiveImage Protector Virtual、ActiveImage Protector Cluster、
ActiveImage Protector Cloud、ActiveImage Protector Basic、ImageBoot、ImageCenter LE、
BootCheck、ActiveImage Deploy USB、ActiveVisor は株式会社アクティファイの商標です。 

本ガイド中のその他のブランド名及び製品名は、それぞれ帰属する所有者の商標または登録商標です。 

http://activeimage.jp/
https://www.actiphy.com/
https://jpkb.actiphy.com/
http://www.netjapan.co.jp/e/faq/index.php?action=show&amp;product=AIP35SVDT
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