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システムダウン、データ消失の主なリスク要因と対策 
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予期しないシステムダウンやデータ消失のリスク要因に対する対策が必要です。 
リスク要因 障害要素 

ハードウェア障害 ・サーバ機器の故障 
・ネットワーク機器の故障 

ソフトウェア障害 ・OSの障害 
・アプリケーションの障害 

人為的なミス ・誤操作によるデータの削除/上書 
・OS/アプリケーションの設定ミスによるデータ消失 

ウィルス感染 ・システム情報ファイルの破損 
・データの削除、改変など 

災害 ・地震、水害、火災、テロなどによるシステム全体の破損 

システムの冗長化(クラスタ構成)は、リスク要因の対策として有効な手段の１つです。 



CLUSTERPROの耐障害性のカバレッジ 
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クラスタ構成にしても、リスク要因に対して100%カバーできない。 

リスク要因 カバレッジ 考察 

ハードウェア障害 ○ 待機系のノードに切替えてサービス継続可能。 
しかし、システム障害が発生したノード側の修復に、シ
ステムの再インストールが必要になる場合がある。 

ソフトウェア障害 ○ 〃 

人為的ミス × データは同期されているため、データ消失には対応で
きない。 

ウィルス感染 × データ消失や両ノードのウィルス感染によるシステム
障害には対応できない。 

自然災害、火災等 △ 遠隔クラスタ構成により可能だが、高速、高品質なネッ
トワーク回線（高額）が必要となる。 

人為的ミスやウィルス感染の対策として、バックアップが必要となります。 



必要となるコンピュータシステムの保護領域 
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システム障害の際、OS/アプリケーションの再インストールが必要になる場合がある。 

OSのインストール 

ドライバーのインストール 

OSの設定 

アプリケーションのインストール 

アプリケーションの設定 

検証作業 

本番稼動 

作
業
工
程 

復旧には、数日かかる場合があります！ 

OS/アプリケーションは、再インストールすれば
解決できるので、バックアップは不要では？ 

データだけでなくシステムのバックアップも必要です。 



バックアップ運用の課題 
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バックアップの重要性は分かってはいるが・・・・ 

■復元操作の複雑化 
万が一の障害の際、システムやデータの復元手順や操作が複雑で難しい。 

 
■データの大容量化 

サーバのデータ容量の増加により、バックアップに使用可能な時間内に、バックアップ
が取得しきれない。 

 
■災害対策 

ローカルサイトにバックアップは取得しているが、万が一の自然災害や火災などを想
定した対策を限られた予算内で、どのような方法で行ったら良いのかわからない。 



CLUSTERPRO用のバックアップソリューション 
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■ActiveImage Protector 2018 for CLUSTERPRO 
・CLUSTERPRO X for Windows専用バックアップツール 
・価格：198,000 円（2ノード構成） 

 
■ActiveImage Protector 2018 Plus CLUSTEPRO X 

・ ActiveImage Protector とCLUSTERPRO X for Windowsのバンドル製品 
・価格： 610,000円（ １CPU 2ノード構成)～ 

自社開発のイメージングバックアップツールをCLUSTERPRO用に提供しています。 
CLUSTERPRO X環境での動作検証済み、また、専用の手順書を製品に同梱しています。 



ActiveImage Protectorの主機能 
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■バックアップ 
・ホットイメージング（稼働中のシステムおよびデータを丸ごとバックアップ） 
・重複排除圧縮機能（バックアップの容量を削減） 
・増分バックアップ（日々の効率的なバックアップ） 
・バックアップスケジュール/世代管理 （バックアップ運用の自動化） 
・バックアップイメージファイルの暗号化（セキュリティー対策） 
・Oracle、SQL Server、 Exchange Serverのオンラインバックアップ 

■復元 
・高速にシステムおよびデータを丸ごと復元 
・ファイル/フォルダー単位の復元 

■管理 
・集中管理コンソール「Active Visor」による一元管理 

■災害対策 
・バックアップを遠隔地へレプリケーション 

容易な操作性、高速なバックアップ/復元、ローコストで導入可能！ 



バックアップ対象容量： 1.13TB 
・バックアップ速度：1GBネットワーク経由  

取得時間：2時間34分17秒  
127.99 MB/秒  

・作成されたバックアップファイルサイズ：921 GB  
・リストア速度：1GBネットワーク経由  

リストア時間:2時間25分23秒  
135.83 MB/秒  

※重複排除圧縮未使用 
 

高速にシステムおよびデータをバックアップ 
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■ホットイメージング 
稼働中のシステムおよびデータをディスクまたは
ボリューム単位(パーティション)でバックアップ 
 
保存先は、ネットワークストレージ（NAS）、
外付けディスク等にバックアップ 

内蔵ディスク 

外付けディスク 
（USB、RDX他） 

NAS 
（CIFS） 

Serverのスペック：  
OS：Windows Server 2012 R2 Datacenter&CentOS6.5i686   
CPU：Intel Core i7-4771 3.50 Ghz（4Cores/8Thread）  
NIC：Intel Pro1000PT Server Adapter  
ActiveImage Protector  Server Edition  
FileFormat：NTFS  
Data：1.13 TB  

NASのスペック 
RAID：RAID6  
容量：10.65 TB  
共有タイプ：CIFS（Windows環境バックアップ、リストア）  
NFS（Linux環境バックアップ、リストア）  
SMB2.0対応 

計測環境 

一般的な環境におけるバックアップ＆リストアのパフォーマンス 



バックアップ容量を削減 
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■重複排除圧縮 
バックアップ時に同時に処理を行う、重複排除圧縮を使用すれば、バックアップの
容量を削減する事が可能です。 

重複排除圧縮率 

①バックアップストリームのブロック毎にインデックスを作成 

②重複ブロックを排除 

③圧縮 

重複排除の動作 



日々の効率的なバックアップ 
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■増分バックアップ 
日々のバックアップは、前回バックアップ以降の変更セクター部分のみ、バックアップ
の容量や時間を大幅に削減できます。 

基本 

増分 
増分 

増分 

ファイル単位の 
増分バックアップ 

ファイルの一部が更新された場合でも、 
ファイル全体のバックアップが必要 

ファイルA 更新 バックアップ部分 

イメージングによる 
増分バックアップのメリット 

バックアップ時間の短縮 
保存先ディスク容量の節約 

ファイルA 更新 バックアップ部分 

更新されたセクターのみを効率的にバックアップ 



バックアップ運用の自動化 
■柔軟なスケジューリングバックアップ 
・週単位 

週末にベースライン（フル）バックアップを作成し、平
日に増分バックアップを作成するような運用に向いてい
ます。 

・月単位 
曜日に関係なく、日にちでバックアップを作成
する運用に向いています。 

・増分のみ（永久増分） 
初回はベースラインバックアップを実行し、以降は増
分バックアップのみを繰り返すスケジュールです。 

・世代管理 
「ベースライン(フル)+増分」を1世代として、イメー
ジを世代管理できます。 

週単位のスケジュール設定 

月単位のスケジュール設定 

永久増便のスケジュール設定 

世代管理の設定 



高速にシステムおよびデータを丸ごと復元 
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■ディザスターリカバリー 
バックアップより、システムおよびデータをディスクまたはボリューム単位(パーティション)で 
ワンステップで復元できます。 

■ポイント・イン・タイム・リカバリー 
特定時点のバックアップから、ワンステップで復元できます。 
 

OSのインストール 

ドライバーのインストール 

OSの設定 

アプリケーションのインストール 

アプリケーションの設定 

検証作業 

本番稼動 

作
業
工
程 

データのリストア 

従来の復元作業 

復元環境の起動 

復元したい時点のバックアップファイルを選択し復元 

本番稼動 

作
業
工
程 

ActiveImage Protectorの復元作業 

短時間でシステムおよびデータを復旧可能！ 



ファイル/フォルダー単位の復元 
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■イメージマウント 
イメージマウント機能を使用すれば、特定のバックアップより必要なファイル/フォルダー単位
で復元もできます。 

ファイルリストアの際に利用 
 
イメージマウント機能を使用して、ロー
カルディスクとしてドライブレターを割り
当てマウントできます。エクスプローラー
経由でイメージ内のファイルにアクセス
することができます。 
 
ファイルリストアの際に利用するだけで
なく、イメージファイル内にウイルススキ
ャンを実行することなど、多様な利用
方法があります。 



集中管理コンソール「ActiveVisor」 
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■ActiveImageの一斉プッシュインストール 
ネットワーク上のコンピュータを検出し、 ActiveImage Protectorをリモートから一斉にプッシュインストールで
きます。 

■バックアップタスクの一括設定 
あらかじめ作成したバックアップ設定のテンプレート(雛型)を、同一設定のコンピュータに一括で適用できます。 

■バックアップステータスの一覧表示 
バックアップ状況、タスク実行状況などをモニタリングできます。また、障害発生時には、どのマシンで障害が発
生したかが一目でわかるアラート表示機能を提供しています 

■グループ分け管理 
管理対象として登録したコンピュータは自由にグループ分けして管理できます。管理単位を現状の構成に合わ
せて自由に構築できます。 



バックアップを遠隔地へ転送 
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■オフサイトレプリケーション 
ローカルサイトのネットワークストレージ等にバックアップを行い、クラウドストレージ（S3 API
準拠）またはVPNで別拠点のネットワークストレージにレプリケーションが可能です。 

クラウド 

Backu
p 

WAN 

Server NAS NAS 

復元 

■リモートサイトの待機サーバに復元 
リモートサイトに転送したバックアップから、待機サーバに復元し復旧が可能です。 

Server 



CLUSTERPRO環境のバックアップ構成例 
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■両ノードのシステムのバックアップ 

Pablicネットワーク 

NAS 
(バックアップ保存先) 

C/Eﾄﾞﾗｲﾌﾞをバックアップ 

E: 
Q: 
C: 

E: 
Q: 
C: 

ハートビート冗長ネットワーク 

ミラーネットワーク 

アクティブノード パッシブノード 

ActiveImage  
Protector 

ActiveImage  
Protector 

Cﾄﾞﾗｲﾌﾞをバックアップ 

データパーティション 
（ミラーディスク) 

データパーティション 
(ミラーディスク) 

クラスターパーティション クラスターパーティション 

■データパーティションは、アクティブノードからバックアップ 
※クラスタパーティションは、クラスタ構成の管理情報が保存されていますが、RAWパーティションのためバックア
ップできません。万が一、クラスタパーティションが削除、または、壊れた場合でも後から再作成することができま
す。再作成手順は、 ActiveImage Protector for CLUSTERPROのユーザーズガイドに掲載しています。 
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詳しい情報は専用サイトへどうぞ！ 
 

http://www.netjapan.com 
 

お問い合わせ先 
株式会社 ネットジャパン 

法人営業部 
E-mail: corporate@netjapan.co.jp 

Tel: 03-5256-0877 
 

http://www.netjapan.com/
mailto:corporate@netjapan.co.jp
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