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ActiveImage Protector の製品概要 

ActiveImage Protector は、セクターベースのディスクイメージングによるバックアップ/リカ

バリーソリューションです。エンタープライズ、SOHO、ワークステーション、ホームユースを

ターゲットに、大規模から小規模システムまで、幅広い環境において柔軟に対応できるように設

計されています。主な操作はほとんどウィザード形式になっていますので、使い方を習得するた

めの時間は不要です。専門知識がなくても安全、確実にバックアップ/リカバリーができます。 

システム運用中のバックアップをとるための「ホットイメージング」、変更部分のみをバック

アップする「増分バックアップ」、まっさらのハードディスクに復旧できる「ベアメタルリカバ

リー」、災害から復旧するための「ディザスタリカバリー」、「仮想環境への展開」などを想定

し、バックアップ保存先もローカルディスク、ネットワークストレージ、WebDAV 対応のオン

ラインストレージまでをサポートしています。 

日々増え続ける大容量データの問題を解決すべく、バックアップ時の「重複排除圧縮機能」を

装備し、保存先の消費容量を大幅に抑えることができます。 

さらに ActiveImage Protector の補助ツールとして、バックアップしたイメージファイルの管

理をする ImageCenter LE（同梱）、イメージファイルを直接仮想マシンとして起動する

ImageBoot（同梱）、イメージファイルをスタンバイ仮想マシンとして定期的に作成する

vStandby AIP（有償）を用意しておりますので、これらと併せて様々な場面に対応できます。 
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1. ActiveImage Protector 2018 での新機能 

ポストバックアッププロセス 

バックアップ完了後や数時間後に自動的に特定の処理を実行する機能です。 現時点では、

起動確認を行う BootCheck™と、古いイメージファイルを一つにする結合（コンソリデーショ

ン）をサポートしています。バックアップ完了直後に行うと負荷が問題になる場合には時間を

ずらして深夜などに実行させることも可能です。 

 

ファイル復元機能 

システムがクラッシュした場合、特定のファイルさえ復元できれば業務を再開できる場合

もよくあります。ファイル復元機能を使えば、バックアップイメージから指定したファイルや

フォルダーを個別に復元することが可能です。イメージファイル内のファイル、フォルダーの

復元を ActiveImage Protector の GUI 上で行えるようになりました。リカバリーポイント

（バックアップ時刻）でのイメージファイルの選択が可能になり、マウント経由でのコピーと

違い NTFS でのストリーム情報、アクセス権などのファイルに付与された情報もそのまま復元

します。 

 

仮想スタンバイレプリカの作成 vStandby 機能の統合 

単体製品として発売している vStandby を統合しました。 GUI も含めてほぼそのまま統合

しています。 vStandby は仮想環境に仮想スタンバイレプリカ（VSR）を作成します。 物理/

仮想マシンをソースとしてスケジュールに従って VSR を更新していきます。以前の状態も含

めてブートポイントとして保存されますので、遡って起動することができます。常に最新に更

新された状態の仮想マシンがスタンバイした状態ですので復元作業や設定作業は不要です。仮

想マシンを起動するだけですぐにその時の状態から起動します。通常の HA やレプリカでは、

ランサムウェアなどソフトウェア的な攻撃やアップデートの失敗もそのまま反映してしまいま

すので、回復できません。また、バックアップからの復元では時間がかかります。特定の時点

からの迅速な再稼働は仮想スタンバイレプリカが最適です。基本原理はスケジュール P2V（物

理仮想変換）ですので物理環境を仮想環境へ移行する際の試運転などに活用できます。 

 

新しいスナップショットドライバー、トラッキングドライバー 

vStandby を統合するにあたり複数のスナップショットに対応できるようスナップショッ

ト、トラッキングドライバーを開発しました。 
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2. ActiveImage Protector の機能 

わかりやすい GUI 

ダッシュボード、ドラッグアンドドロップに対応したウィザード、アコーディオンによる情報

表示などを搭載し、直感的に操作が行えます。 

 

ActiveImage Protector の GUI 

 

重複排除圧縮機能 

ActiveImage Protector の重複排除圧縮は、バックアップ時にインラインでブロック単位の重

複排除を行い、同時に圧縮をかける方式です（当社の調べで、この方式は業界初です）。一般的

に重複排除はハイエンドの保存ストレージなどにオプションとして提供されている機能です。

ActiveImage Protector では、バックアップの機能の一部として組み込むことで、余分な出費や設

定をせずに大きな圧縮効果を得ることができます。これにより、大幅にバックアップイメージ

ファイルのサイズが縮小でき、保存先のストレージの消費容量も節約できます。 
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重複排除圧縮の仕組み 

マルチディスクイメージファイル機能 

「マルチディスクイメージファイル機能」は、複数のディスクを対象にひとつのバックアップ

イメージを作成する機能です。これにより、「重複排除圧縮機能」の効果をさらに高めることが

できます。 
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バックアップ機能 

イメージングバックアップ 

イメージングバックアップとは、ファイル単位ではなくハードディスクのセクター単位でバッ

クアップを行い、イメージファイルとして保存することです。ファイルベースのバックアップで

はデータファイルの保護はされますが、OS やアプリケーションは再インストールしなくてはな

りません。環境や用途に応じて様々な設定を変更し、カスタマイズを加えて使いやすい環境を作

り上げている場合には、さらにそれらの設定も行わなくてはなりません。全て元の状態に復元す

るとなると、リストア作業に数時間～数日を要する場合があります。 

ActiveImage Protector では、セクターベースのイメージング技術により、パーティション内の

レイアウトをそのままファイルに保存します。リストア時には保存したイメージファイルを復

元するだけで、バックアップ時と同じ状態に確実に戻すことができます。 

 

従来のバックアップソフトと ActiveImage Protector の復元の違い 

ウィザードベースの操作 

バックアップの設定やスケジュールの設定は、バックアップウィザードの内容に従うだけで

簡単に行えます。バックアップ対象はディスク単位、ボリューム単位で指定が可能です。ディス

ク単位で作成したイメージファイルは複数のボリュームがひとつのファイルに格納されますの

で、復元時に一回の操作で元の状態に戻すことができます。また、バックアップスケジュールを

ジョブとして管理可能です。 
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バックアップウィザ―ドの画面 

ホットイメージング 

ホットイメージングは、Windows が稼働中でもシステムを含むボリュームのスナップショッ

トを作成し、その場でシステムを停止することなくハードディスクのイメージファイルを作成

します。OS のバックアップをとるためにシステムを停止する必要はありません。 

 

ホットイメージング 
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増分バックアップ 

増分バックアップとはベースイメージ（ディスクまたはボリューム上の全ての内容を含むバッ

クアップイメージ）に対する追加イメージです。ベースイメージの作成後に変更された内容を

バックアップ対象とします。対象のデータ量が少なくなるため、飛躍的にバックアップ速度が向

上し、ディスク使用容量も少なく済みます。フルバックアップを繰り返し作成する場合に比べ、

バックアップの頻度を増やしても負担になりません。復元時は各バックアップポイントを任意

に選択して、その時点の状態に復元できます。 

 

増分バックアップ 

増分バックアップの継続とリコンサイル 

ActiveImage Protector のスケジュールバックアップでは、継続的に増分バックアップを作成

する方式を採用しています。初回はフルバックアップ（ベースイメージ）を作成し、その後は全

て増分のみをバックアップする方式です。また、バックアップの世代管理として、作成毎のベー

スイメージとその増分イメージ群をひとまとめにして時系列順に管理します。 

 

毎回のバックアップは増分なため、速く、容量も少なくなります。しかし、全てが増分のチェー

ンで繋がっているため、トラッキングデータが壊れたり、直前の増分バックアップが失敗した場

合にはリスクが伴います。再度フルバックアップから取り直して新しい世代として作成するこ

とはできますが、世代が変わってしまうことと、フルバックアップの容量が必要になってしまう

ことに問題がありました。この問題を解決するために導入されたのが「リコンサイル」です。リ

コンサイルは現在のハードディスクの状態と最後に成功したバックアップからの差分を作成し

て増分チェーンに追加し、増分バックアップを継続できるようにする機能です。 
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リコンサイル（継続的増分バックアップ） 

リコンサイル後は、自動的に次のスケジュールバックアップから再び増分イメージが作成さ

れるようになります。リコンサイルの実体は差分バックアップですので、作成する時間はフル

バックアップと同等の時間が必要ですが、サイズは増分バックアップと同じく変更分だけにな

りますので、小さく抑えることができ、オフサイトレプリケーションを使う際にも有用な機能で

す。 

 

バックアップイメージのアーカイブ（統合）とコンソリデーション（結合） 

増分バックアップをしていると、増分イメージの数が増えすぎてしまい、管理できなくなるこ

とがあります。たとえば、営業時間中（8 時間）に一時間毎の増分バックアップを実施すると、

一日に 8 個、一週間（営業日を 5 日）で 40 個、一ヶ月で約 160 個の増分イメージが追加されま

す。個々のサイズは小さいので容量はあまり心配ではありませんが、ファイルはかなりの数にな

ります。 
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こうした沢山の増分イメージをまとめることができる機能が、「アーカイブ（統合）」と「コ

ンソリデーション（結合）」です。 

「アーカイブ（統合）」は、ベースイメージと全ての増分イメージをまとめてひとつのバック

アップファイルにします。復元する時はこのバックアップファイルをひとつ選ぶだけです。 

 

アーカイブ（統合）はひとつのフルバックアップイメージファイルになる 

「コンソリデーション（結合）」は、増分イメージをまとめる機能です。この場合は、「ベー

スイメージ」と「まとめたあとの増分イメージ」になります。したがって、増分イメージを全て

をまとめた場合には、「ベースイメージがひとつ」と「増分イメージがひとつ」になります。 

 

コンソリデ―ション（結合）は「ベースイメージ」と「まとめたあとの増分イメージ」になる 

コンソリデーションは、増分イメージを結合したあとも、引き続き増分バックアップを継続で

きます。一方、アーカイブはベースイメージも含めた全てを統合し、その時点のフルバックアッ

プとして別名で保存を行うというものです。コンソリデーションは増分バックアップを継続し

ながらバックアップファイルの整理、アーカイブはフルバックアップを別の場所に保存してお

く、と言う区別になります。 

パフォーマンス調整 

ActiveImage Protector では 2 つのパフォーマンス調整を行うことができます。まず、コピー

エンジンのタスクプライオリティの調整機能では、ユーザーや他のアプリケーションがリソー

スを使用している場合にはそちらを優先し、アイドル時にはコピーエンジンをフルスピードで
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動作させます。パフォーマンス調整は、ActiveImage Protector 全体、タスク毎、それぞれに設定

が可能です。たとえば、普段のバックアップではパフォーマンスを抑え気味にしておき、深夜の

バックアップはフルスピードで行う、という使い分けができます。 

スロットリング機能 

I/O（主にネットワーク）スロットリング機能です。これは、ネットワークに負荷を集中させ

たくない場合に使用します。スライダーを操作、またはネットワーク速度の上限値を設定して、

負荷を調整できます。他の業務タスクと同時にバックアップを行う場合、スロットリング機能で

バックアップタスクの負荷調整ができます。優先順位の変更やネットワークの使用帯域を制限

して、業務タスクとバックアップでマシンのリソースを効率よくなるように振り分けられます。 

不良セクタースキップ機能 

不良セクターとは、何らかの理由で読み込みのできなくなったハードディスク上のセクター

のことです。不良セクターは、ボリュームのフォーマット時やチェックディスク時に発見される

とバッドセクターマークが付けられ、使用されることはありません。しかし、発見前の不良セク

ターはアクセスしてみるまでわかりませんし、何かのファイルで使用されているセクターが壊

れて読み込めなくなってしまっていることもあります。 

普通に不良セクターを含んでいるボリュームをバックアップすると、読み込みエラーになり、

バックアップ全体がエラーで中止されてしまいます。これは、バックアップを作成しても正しく

リストアできない可能性が高いことによる、安全な挙動なのです。 

しかし、ハードディスクが壊れていたとしても、バックアップをしておきたいという場面もよ

くあります。その場合は、不良セクタースキップ機能を使うことで、読み込みエラーがあっても

エラーを無視してバックアップを作成できます。 

独自のフィルタードライバー 

増分バックアップを行う際のクラスタートラッキングのために、独自のフィルタードライバー

を提供しています。スナップショットドライバーとしては、Windows に標準で搭載されている

Microsoft の VSS（VolSnap）を使用します。これにより、VSS 対応環境においてシンプルかつ

安全でクリーンな増分バックアップを実現します。スナップショットドライバーとして VSS を

使い、セクタートラッキング型の増分イメージを作成する技術は、世界で初めてになります。 

スケジュールバックアップ 

スケジュールに従ったバックアップを行うことが可能です。フルバックアップと増分バック

アップどちらも複数のスケジュールを組み合わせることができますので、必要なタイミングで

適切なバックアップを行うことができます。たとえば、毎月 1 日にフルバックアップを行い、平

日は増分を 7:00～21:00 の間に 1 時間おき、さらに別の増分のスケジュールを追加できます。 
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スケジュールバックアップ 

シャットダウン時に自動で増分バックアップ 

バックアップする必要性を感じながらも、時間的な制約からなかなか実行できないのが現

状です。毎日の退社時などにシャットダウンをおこなえば意識せず、短時間でバックアップす

ることができます。 

バックアップの再開 

スケジュールされたバックアップが何らかの理由で実行されなかった場合、実行可能に

なった後に、バックアップを再開します。例えば、バックアップ設定時間に電源が切れていた

場合、再起動時にバックアップが実行されます。 

スケジュールの一時停止 

一時的に増分バックアップのスケジュールを停止して、増分情報を保ったまま再開できます。

以前のバージョンでも停止－再開時にはリコンサイル機能により増分バックアップが途切れる

ことはありませんでしたが、再作成のための時間がかかりました。この機能により再開時の時間

は通常の増分作成と同じになります。 
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スクリプト機能 

スナップショット作成前/作成後、イメージファイル作成後にユーザー指定のコマンドを実行

できます。たとえば VSS に対応していないデータベースなどで、スナップショット作成前後に

サービスをストップ/スタートすることで、トランザクションをフラッシュします。スナップ

ショットの作成時間は一瞬ですので、コマンドを実行してもユーザーへの影響はほとんどあり

ません。また、イメージファイル作成後にファイルを自動的に移動するコマンドを実行する運用

形態などに便利です。スクリプトを、ベースバックアップと増分バックアップに対してそれぞれ

独立して作成できます。 

 

スクリプト機能 

同時スナップショット 

複数のボリュームのスナップショットを同時にとることができます。データベースファイル

など、インデックスとデータファイルを別ボリュームに格納している場合には必須の機能です。 

 

同時スナップショットの必要性 

コールドバックアップ 

起動環境作成ツールで作成したメディアからマシンを起動して、Windows PE や Linux 環境で

動作する ActiveImage Protector を使用できます。サーバーやワークステーションの静的なバッ
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クアップイメージを作成できます。Windows のインストール直後などクリーンな状態のバック

アップイメージを作成することができます。 

オフサイトレプリケーション（ImageCenter LE） 

バックアップを作成した後、バックアップファイルの保護を目的に、さらに別の場所にバック

アップファイルをコピーしたい場合には、オフサイトレプリケーションが便利です。 

 

ImageCenter LE のレプリケーションプロファイルの作成画面 

レプリケーション先として、「ローカル」、「ネットワーク（UNC）」、「SFTP」、「FTP」、

「WebDAV」、「S3 互換ストレージ」が使用できます。 

リモート管理 

ネットワーク上の各マシンで動作する ActiveImage Protector サービスの設定をリモートで行

うことができます。バックアップ設定、スケジュール設定など、ローカルマシンと同様の設定が

できます。ActiveImage Protector では、バックアップのエンジン（サービス）とコンソール（GUI）

は分離した設計になっていますので、コンソールからネットワーク経由で他のマシンと通信し

てサービスをリモートコントロールすることができます。 
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バックアップ保存先 

イメージファイルの保存先として、ローカルハードディスク（ATA、SATA、SCSI、eSATA）、

ネットワークドライブ、SAN、SAS など Windows からアクセスできるストレージに対応してい

ます。 

復元環境に最新の Windows PE を採用しているため、リストア時に煩雑なデバイスドライバー

の組み込みを行わなくても、幅広いデバイスをサポートできます。 

対応ファイルシステム 

NTFS、FAT、FAT32 では、使用しているクラスターのみをバックアップします。Linux Ext2、

Ext3、Ext4、Swap、Linux LVM では、空き領域を含むフルクラスターをバックアップします。 

対応 OS 

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Windows 7/8/10 でホットイメージング、

コールドイメージングによるバックアップが行えます。さらにレガシーOS の Windows XP と

Windows Server 2003 にも対応しています。 
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復元機能 

ウィザードベースの操作 

ウィザードの内容に従うだけで、保存したイメージファイルをハードディスクに復元できま

す。複数のボリュームをひとつのイメージファイルとして保存できるので、一度の操作でハード

ディスク全体を復元できます。 

 
ボリューム復元のウィザード（復元ポイントの選択） 
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ボリューム復元のウィザード（復元設定） 

P2V（Physical to Virtual）対応 

物理環境のイメージを仮想環境（VMware/Hyper-V）へ展開する機能を搭載しています。これ

により、たとえば古いシステムを仮想環境が動作する最新ハードウェア上で稼働させることが

できます。また、仮想環境を利用すると、1 台のハードウェアで複数の OS を同時に稼動できる

ので、企業に点在する複数のサーバーを統合し、管理の簡素化に役立ちます。 

 

P2V サポートにより、物理サー

バーを仮想サーバーに移行 
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仮想化ウィザード 

環境移行対応（A.I.R.） 

通常、バックアップイメージファイルは、バックアップ元とは違う構成のマシンに復元しても

起動できず、ブルースクリーンが出てしまったり、起動してもデバイスが使えないという状態に

なることがほとんどです。この問題を解決するのが A.I.R.（Architecture Intelligent Restore）で

す。A.I.R.は、バックアップ元と違うマシンに復元して起動すると、最初の起動時にハードウェ

アの差異を調査して更新を行います。この機能によって、仮想マシンのバックアップイメージを

物理マシンに展開、物理マシンから別の物理マシンへ移行ということが可能になります。また、

起動に失敗した場合や復元時に設定をしていなかった場合でも、起動環境から A.I.R.を行うこと

ができます。 

起動環境（AIPBE）によるベアメタルリカバリー（ディザスタリカバリー） 

新規のハードディスクへのベアメタルリカバリー、OS が起動できない状態でのディザスタリ

カバリーは、ActiveImage Protector Boot Environment（Windows PE または Linux 環境）から起

動し、リストアウィザードを使って簡単に行うことができます。リストア時にはボリュームをオ

リジナルと同じサイズで復元するだけでなく、拡張して復元することができます。MBR やシグ

ネチャ、uEFI ディスク、GPT の復元も可能です。 
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ユーティリティの起動環境ビルダー（Linux ベース） 

起動環境（Windows PE）でのデバイスドライバーの追加 

Windows PE ベースの起動環境でマシンを起動したあとに、デバイスドライバーを追加するこ

とができます。ストレージや NIC など、起動環境（Windows PE）に含まれていないドライバー

を起動後に組み込めるので、多くのデバイスに対応できます。 

 

起動環境（Windows PE）の作成、カスタマイズ 

Windows PEベースの起動環境を作成するツール「Windows PE起動環境ビルダー」を使って、

使用するシステムに適切な ADK/AIK とあらかじめ組み込むドライバーの設定をした ISO ファイ

ル、USB ドライブ、光学メディアに作成することが可能です。 
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BCD 修復機能 

「ユーティリティ」の中に起動環境上で MBR の BCD を修正する機能があります。起動パー

ティションをバックアップし忘れたり、C:ドライブのみの復元をして起動できなくなってしまっ

た場合に、BCD を修復して起動可能にします。 

 
ユーティリティメニューの「起動設定の修復」 



24 
 

3. 仮想環境対応 

仮想環境のバックアップといっても、仮想マシン単体、仮想環境を提供しているハイパーバイ

ザー全体、仮想環境のストレージ全体など、状況に応じていくつかのパターンがあります。 

ActiveImage Protector では、それぞれに対する要望を満たす機能を実現しています。 

仮想マシンを稼働したまま Hyper-V のホスト環境を丸ごとバックアップ 

（ホットイメージング） 

従来のイメージングバックアップ製品では、Hyper-V 環境においてハイパーバイザーが稼働し

ているホストボリューム全体をイメージングバックアップしても、期待した結果を得ることは

できません。これは、仮想マシンの状態を意識せずにバックアップしてしまうため、強制終了と

同じ状態で保存されてしまっているからです。場合によってはブルースクリーンが発生してし

まいます。これを回避するには、まず全ての仮想マシンをシャットダウンしてからバックアップ

をおこなわなければならず、有用性が高いとは言えませんでした。ActiveImage Protector では、

VSS の Hyper-V 拡張に対応しましたので、仮想マシンは稼働したまま、さらには仮想マシン内

で動作している VSS 対応アプリケーションも含めて、全てのスナップショットを適切に作成し、

ホスト環境全体をバックアップすることができます。リストア後、各仮想マシンはバックアップ

時の状態から稼働を再開することができます。 

 
Hyper-V 環境内の仮想マシンにもスナップショットが有効 

Hyper-V と vSphere 上で稼働中の仮想マシン毎に丸ごとバックアップ 

（ホットイメージング） 

仮想マシン毎に ActiveImage Protector をインストールすることで、通常の物理マシンと同じ

ようにバックアップをおこなえます。ActiveImage Protector はホットイメージングや VSS に対

応していますので、仮想マシンを稼働させたまま、動作している VSS 対応サーバーアプリケー
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ション（Microsoft SQL Server や Microsoft Exchange Server など）も整合性を保ったままバッ

クアップできます。 

ハードディスクの仮想変換 

仮想変換は、物理ハードディスクやイメージファイルから仮想「ディスク」に変換を行い

ます。仮想マシンの起動には仮想マシンに変換した仮想ディスクをアタッチして起動します。

ActiveImage Protector の仮想変換では起動用の仮想マシンも同時に作成して、自動的に仮想

ディスクをアタッチします。これで変換後すぐに起動できます。この機能は VMWare 

Hypervisor(ESXi)と Hyper-V の仮想環境に対して使用できます。 

 

 

ディスクから変換のウィザード（変換先の選択）画面 

イメージファイルの仮想変換 

作成したイメージファイルを、仮想マシン（VMware/Hyper-V）の仮想ディスクファイルに

変換できます。また、アドバンスド変換として変換時に起動用の仮想マシンを作成して変換済

の仮想ディスクを自動的にアタッチすることも可能です。物理マシンから仮想マシンへの移行
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（P2V）は、レガシーOS/マシンで動作している環境の仮想化とバックアップを有機的に行う

ことができます。 

 

イメージファイルから変換のウィザード（確認）画面 

仮想環境をデプロイするツールとして有効（IT Pro Edition） 

Hyper-V や vSphere のホスト環境全体のバックアップ/リカバリーが可能ですので、システム

インテグレーターが Hyper-V や vSphere ESXi の仮想環境をデプロイするための有効なツール

にもなります。 
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4. その他の特長 

プッシュインストール機能  

リモートネットワークコンピューターに ActiveImage Protetor を配信する機能です。

Windows ネットワーク、Active Directoy を使って到達可能なコンピューターを探索し、指定し

たコンピューターに一括して配信ができます。アドレスを指定したコンピューターへの配信も

可能です。

 
 

プッシュインストールでの「ホストの選択」画面 

リモートエージェント管理機能  

リモートエージェントの状態を表示、バックアップの管理ができます。管理に追加したコ

ンピューターのバックアップの進捗状況、タスクの待機状態、次回バックアップのリモート実

行などが行えます。このメニューからリモート接続してフルコントロール画面に移行すればす

べての機能をリモートで使用することができます。 
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リモートエージェント管理機能 

 

USB HDD フレンドリーバックアップ機能  

ノート PC などで USB 接続のハードディスクにスケジュールバックアップをしている場

合、移動したりして USB ハードディスクを外すことはよくあることかと思います。外してい

るときにバックアップのスケジュールが来ても当然バックアップはできませんので、次のバッ

クアップはハードディスク接続後の次のスケジュールまで待たなくてはなりません。この機能

を使うことでハードディスクが再接続された場合にスキップされたバックアップを行うことが

できます。 

イメージファイルのマウント 

作成したイメージファイルは、Windows 上でドライブとしてマウントして読み書きできます。

ベースイメージ、増分イメージのどこからでも、イメージファイル内の特定のフォルダー/ファ

イルを取り出すことが可能です。また、書き込みを行うと変更部分は差分として保存されます。 

 

圧縮機能 

バックアップ時のイメージファイルを圧縮して保存できます。 
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セキュリティ 

イメージファイルへのパスワードによるアクセス制限、パスワードをシードとしたファイル

全体の暗号化（標準：AES）が可能です。256 ビットの暗号化をサポートしています。 

 

イメージの分割 

イメージ作成後に別の場所にコピーする場合などは、ファイルを分割して転送することでエ

ラー耐性や帯域占有を回避できます。 
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5. サポートツール 

サポートツールについて 

ActiveImage Protector は、機能性や付加価値を高めるためのサポートツールを外部プログラ

ムとして分割して開発しています。これにより、レプリケーションやコンソリデーションのよう

なバックアップ後のイメージに対する操作をバックアップと分離して別のマシンで動作させる

ことが可能になり、サーバーの負担を軽減することができます。この他にもネットジャパンでは、

作成済みのイメージの管理や活用範囲を広げていくための有用なツールを順次拡充していく予

定です。バックアップ本体とツールそれぞれの開発に注力することで、一層の品質・安定性の向

上を実現します。 

ImageCenter LE（イメージファイルの管理ツール） 

ImageCenter LE は、作成済みのイメージファイルに対して、コンソリデーション、レプリケー

ションなどを行う、ポストバックアップタスク専用のツールです。ActiveImage Protector 本体に

も機能としては一部搭載されていますが、イメージファイルに対する操作をバックアップが動

作する同じマシン上で処理を行うと常にマシンに負荷がかかってしまうことから、別プログラ

ムとしてのイメージマネジメントツールが有用です。ImageCenter LE は、保存先のイメージファ

イルに対して別のマシンから処理を行うため、バックアップ本体のマシンには負荷をかけず、ま

た、バックアップスケジュールとは別に独立した定型処理をスケジュールで実行することがで

きます。 

 

イメージファイル管理ツールの ImageCenter LE 
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ImageCenter LE のコンソール画面 

ImageBoot（イメージファイルから即時に起動できるツール） 

ImageBoot は、イメージファイルを直接、仮想マシンとして起動します。実際にリストアや仮

想変換をせずに、VMware Workstation/Player、Hyper-V、Oracle VirtualBox の仮想ディスクとし

てアタッチするので、仮想マシンとしてすぐに起動します。 

 

イメージファイル即時起動ツールの ImageBoot 

イメージファイルの健全性確認のための復元作業が発生しないので、ImageBoot の起動から

OS のログオンプロンプト表示までにかかる時間は、一般的な PC 上でも 2 分程度です（マシン

性能による差はあります）。イメージファイルの検証のために（復元ができて起動するかどうか
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を確認するために）、時間をかけて実際の復元作業をする必要がなくなります。また、新しいマ

シンに乗り換えたあとに一時的に旧マシンの環境を使いたくなった場合、旧マシンのイメージ

ファイルを何時間もかけて仮想化変換することなく、新しいマシン上で直接起動して使えます。

短時間であればトラブルのあったサーバーマシンの代替として運用することも可能です。 

 

ImageBoot のハイパーバイザーの選択画面 

イメージエクスプローラー機能 

 

イメージファイルをフォルダーのように Windows エクスプローラー上で開くことができます。

通常、イメージファイルから特定のファイルやフォルダーを参照したりコピーしたい場合は、イ

メージファイルをドライブとしてマウントする必要があります。ActiveImage Protector では、イ

メージエクスプローラー機能により、たとえば ZIP ファイルを開くのと同じ感覚で、イメージ

ファイルを開いてコピーすることができます。 
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vStandby AIP（有償） 

vStandby AIP は、物理/仮想マシンのバックアップイメージを ESXi、Hyper-V ホスト上にス

タンバイ仮想マシン（起動していない待機状態の仮想マシン）として作成できるアプリケーショ

ンです。単なるディスクの仮想変換ではなく、増分ファイルができる度に仮想変換を完了した状

態のスタンバイ仮想マシンを作成しますので、本番サーバーにトラブルがあったときにはスタ

ンバイ仮想マシンを起動するだけで切り替えができます。また、物理マシンを仮想化する際にも、

バックアップを行いながら仮想変換したスタンバイ仮想マシンが作成されるので、シームレス

な移行が可能です。 
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vStandby AIP の仕組み 

 

vStandby AIP のコンソール画面 
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6. 機能解説 

重複排除圧縮機能 

「重複排除圧縮」とは、重複したものを排除して保存しない、ということです。では、何をもっ

て重複とみなし、どうやって排除するのでしょうか？ 一番簡単な例としては、重複ファイル削

除という機能でしょう（注：ActiveImage Protector では採用していません）。ファイル名やファ

イルの内容を比較して、同じものを見つけたらどちらかを削除する、というものです。Windows

のクリーンナップやパフォーマンスアップユーティリティによく搭載されています。単にダブっ

ているファイルを削除するだけですので、本当に不要かどうかはユーザーの管理になりますし、

間違って消してしまった際に元に戻すには、案外と手間がかかります。 

次に、バックアップでの重複排除があります。まず、ファイル単位で、バックアップ時に重複

しているものはリンクなどに置き換えて、復元時には自動的に元に戻す、というものです。 

もう少し高度なものになると、各ファイル内のブロックを比べて、同じ内容のものがあれば

Finger Print（FP）を付けてインデックス化していきます。こうすることで、同じ FP を持って

いるブロックは同じ内容ということがわかるので、バックアップ対象から排除できます。これと

同様のことをストレージ側で行えば、重複排除機能付きのストレージということになります。ス

トレージにファイルを保存する時に、すでに保存してある FP と比較して一致すれば重複排除を

行うわけです。 

そして、ストレージ、メディアサーバーベースの重複排除があります。これは、バックアップ

をしたものに対して既存のバックアップファイルとの比較をする「ポストプロセス」で行うのが

通常です。最終的に容量は削減できますが、重複排除を処理する時間とバックアップファイルの

ための容量（比較先と比較元）が一時的に必要になります。保存時に重複排除を「インライン」

で行えるストレージはハードウェアレベルでのサポートが入るので、高速で、一時的な容量も必

要ありませんが、非常に高価な機器になってしまいます。 

ActiveImage Protector の重複排除圧縮機能は、バックアップ時にインラインでブロック単位

の重複排除を行い、圧縮をかけます。これにより大幅にバックアップイメージファイルのサイズ

を縮小できます。対象のボリュームあるいはディスクのバックアップをしながら重複を排除し

て圧縮をかけていきます。 
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バックアップウィザードのオプションでの「重複排除圧縮」設定 
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イメージブート機能 

イメージブート機能は、ImageBoot や BootCheck™で使用されている技術です。この機能

で使用しているマウント技術はイメージファイルをドライブやフォルダにマウントする通常の

ものではなく、SCSI ディスクとしてマウントしています。PC 上では物理ディスクとして認識

されている状態になるので、仮想化ソフトウェアから Raw ディスクとしてアタッチすることで

仮想マシンを直接起動することが可能です。この技術によりリストア不要な仮想マシンの起動

が可能になりました。 
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7. アーキテクチャ 

ActiveImage Protector は、スナップショットドライバー（Microsoft VSS）、フィルタードラ

イバー、イメージングサービス、マウントサービス、スケジューリングサービス、GUI、CLI、か

ら構成されます。 

 

ActiveImage Protector の基本アーキテクチャ 

サービスの採用 

ActiveImage Protector の各ファンクションは、サービスに対してのリクエストとして受け付

けられて動作します。バックアップエンジン、スケジューリング、マウント、スナップショット

の作成をサービスとして提供します。 

 

サービスを通じた I/O アクセス 

サービスとして動作することで、GUI、CLI、UI レスエージェントなどからアクセスが可能です。 
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スナップショット 

たとえば、バックアップ処理中に対象のファイルが更新中であった場合、書き換え途中のファ

イルをバックアップしてしまうことになります。特にシステム関連のファイルについては、

Windows の動作中にどのファイルやセクターがアクセスされているかを知ることはできません。

つまり、システムを含むディスク全体をシステムが稼働中にバックアップする場合、バックアッ

プ中にもファイルは書き換わってしまうので、正確なバックアップを作成することはできませ

ん。 

そこで、ボリューム全体の状態を保持しておけるスナップショット技術が誕生し、バックアッ

プ開始時点の状態でのバックアップを保証できるようになりました。スナップショット技術を

使えば、スナップショット取得後にディスクに変更が加えられても以前の状態を保持している

ので、正確なその時点のバックアップの作成が可能です。しかし、複数のサードパーティ製ドラ

イバー同士の競合や他のデバイスドライバー、アプリケーションとの相性の問題が発生し、シス

テムクラッシュが起きるなど、課題がありました。 

 
スナップショットによるイメージング 

Windows XP からは OS の機能としてスナップショットドライバー（VSS）が搭載されるよう

になりました。OS の機能ですので、VSS を使うアプリケーションやデバイスドライバーは競合

を起こさないことが要求されます。ActiveImage Protector では、VSS をスナップショットドラ

イバーとして使用することで、安全でクリーンなホットイメージングを実現しています。特に

サーバーOS へのローレベルドライバーインストールリスクを極限まで小さくできることは大

きな利点です。 
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VSS アプリケーション対応 

VSS 対応のアプリケーションに対して VSS リクエスターとしてライターアプリケーション

と協調して動作しますので、Exchange Server、SQL Server、Oracle Server 等が動作している

サーバーも矛盾なくバックアップできます。 

 
VSS リクエスターとして動作することで VSS アプリケーションに対応 

新開発フィルタードライバー 

増分バックアップに使用する増分トラッキングドライバーは、新しく開発したフィルタード

ライバーです。 

増分/連続増分 

増分バックアップは直前のバックアップからの変更部分だけを記録するので、バックアップ

速度は劇的に向上し、容量も少なくて済みますが、変更部分を何らかの方法で記録しておく必要

があります。ActiveImage Protector では、フィルタードライバーを使用して、変更されたクラス

ターをトラッキングしています。何らかの原因でトラッキングデータが不正になった場合には、

最後のバックアップと現在のボリュームの差分を増分として作成して増分バックアップを継続

することができます。 

 
増分バックアップにより前回のバックアップから増えた部分だけをバックアップする 
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起動環境に Windows PE の採用 

ディザスタリカバリー、ベアメタルリカバリーでは、リストアプログラムを動かすための OS

がボリューム上に存在しないため、USB や CD/DVD などから別の OS を起動して復元する必要

があります。ActiveImage Protector では、Windows PE を採用することで Windows 上と変わら

ない操作感と接続性を提供しています。 

Windows PE ベースの起動環境は、Windows PE のライセンスの制限によりユーザー自身が作

成する必要があります。あらかじめ用意していなかったため緊急時に何もできない、という事態

に備え、ActiveImage Protector にはすぐに起動して使用できる Linux ベースの起動環境も用意

されています。 

メール通知の SSL/TLS 対応 

ActiveImage Protector には、バックアップ完了時やエラー発生時におけるメール通知機能が

あります。SMTP 対応に加え、SSL/TLS が必須のメールサーバーでも使用できます。AIP エー

ジェントの異常終了時の通知も可能です。タスクのサマリ、ライセンス期限の通知も行うことが

できます。 

 
電子メールによる通知機能 

プロファイルとスケジュール 

ActiveImage Protector では、バックアップの設定を決めているプロファイルとバックアップ

のタイミングを決定するスケジュールの組み合わせで、バックアップタスクを構成します。 
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バックアップの設定をプロファイルとして分離したことで、スケジュールやコマンドライン

での操作でバックアップの設定を再利用でき、規模の大きい作業でも効率的に進めることがで

きます。 

 

プロファイルとスケジュールの組み合わせでタスクを構成 

コマンドラインインターフェース 

ActiveImage Protector には、Windows 版、Linux 版両方にコマンドライン版が用意されていま

す。コマンドライン版にパラメータを与えることで、バックアップジョブを実行することができ

ます。すでに導入されている管理ツールに簡単に組み入れることができるため、エンタープライ

ズ市場でも柔軟な対応が可能です。 

コマンドラインインターフェースを使用することで、他のツールやコマンドファイル、シェル

スクリプトの制御構造を利用できます。たとえば、バックアップのファイルスタンプをみてコン

ソリデーションを行い、その結果を外部のストレージに転送、といったことや、自社の管理コン

ソールと合わせて、組み込みコマンドのように ActiveImage Protector のバックアップを使用す

ることができます。 
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ActiveImage Protectorに関するお問い合わせ先： 
（株）ネットジャパン 
法人営業部 
e-mail:corporate@netjapan.co.jp 
Phone:03-5256-0877 
Fax:03-5256-0878 
本ドキュメントの無断複写・転載を禁止します。 

Ⓒ 2017 NetJapan, Inc. All rights reserved. ActiveImage Protector、vmGuardian、vStandby AIP、vStandby、ImageCenter、
ImageBoot、ReZoom it! と BootCheck は株式会社ネットジャパンの商標です。 
記載されているブランド名および製品名は、それぞれ帰属する所有者の商標または登録商標です 
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