システム要件
対応モデル

・Express5800/R320e-E4

・Express5800/R320e-M4

・Express5800/R320f-E4

・Express5800/R320f-M4

・Express5800/R320g-E4

・Express5800/R320g-M4

※Windows搭載モデルのみをサポート
※ftサーバ対応モデルでは、ActiveImage Protector for Express5800/ftサーバ以外の各Edition
は非対応です。

Fast Backup and Live Recovery Solutions for
Real Protection in a Virtual World

ハードディスクの空き容量

1.5GBの空き容量

対応ファイルシステム

FAT16、FAT32、NTFS、GPT

注意事項

※重複排除機能の使用要件は以下になります。
・バックアップイメージファイルの保存先以外に、バックアップ対象の使用領域の2.5%以上の空
き領域があるボリュームが必要
・デュアルコア以上のCPU(推奨)
・2GB以上のメインメモリ(推奨)
※for Express5800/ft サーバでは、下記の機能がサポート非対応となります。
・ 増分バックアップ、リコンサイル
・ 物理-仮想移行ユーティリティ
・ イメージ管理(コンソリデート、アーカイブ)

for Express5800/ft サーバ

・ 物理ディスクの複製
・ ft サーバを対象とした(バックアップ対象、復元先)異なる機種への復元
・ImageBootおよびvStandby AIPの使用
・バックアップ完了後などにブートチェック（BootCheck™）や結合などのイメージに対する操作
（ポストバックアッププロセス機能）

NECのExpress5800/ftサーバ専用のバックアップソリューション
※最新情報は弊社のホームページをご覧ください。https://www.netjapan.com/jp/products /activeimage-protector/collabo/express5800-ft-server/system-requirements

・稼動中のftサーバをバックアップ（ホットイメージング）
・シャットダウン状態のマシン全体をバックアップ（コールドイメージング）
・ディスクイメージベースによる高速で確実な復元
・重複排除機能搭載により保存先の容量を大幅縮小
・集中管理コンソールのActiveVisorに完全対応
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Express5800/ftサーバ専用ディスクイメージングバックアップ/リカバリーツール
ActiveImage Protector の基本機能（続き）
スロットリング機能
他の業務タスクと同時にバックアップをおこなう場合、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、

ActiveImage Protector for Express 5800/ftサーバは、高可用性を実現するNECのフォールトトレラントサーバ
Express5800/ftサーバ向けに作られた特別なエディションです。優れた二重化構造を誇るExpress5800/ftサーバ

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。

を、更に究極のハイアベイラビリティシステムにします。システムを含む完全バックアップと高速リカバリーによ

バックアップ時のネットワーク帯域制御機能

り、ハードウェアの冗長化では防げない「ソフトウェア障害」からも、迅速にシステムを復旧します。

ネットワークへの負荷が問題になる時に負荷を抑えながら

稼動中のftサーバをバックアップ（ホットイメージング）
バックアップは使用中のOS/アプリケーション/ファイルの全
てを含めてオンラインでおこなう、ホットイメージングです。
Windows に組み込まれているVSS（Volume Shadow Copy
Service）と協調してホットイメージングをおこないます。

保存先の容量を大幅に縮小できる重複排除圧縮機能

整合性のとれたバックアップ

ボリュームやディスクをバックアップ時にインラインで重複排

Microsoft社標準のスナップショットドライバーを使用

除圧縮したイメージファイルの作成が可能です。重複データが
大量にある仮想環境やアップデートを長期間繰り返してきた環
境で、ActiveImage Protectorを使えば、それらの重複部分を
効率的に排除できます。イメージファイルの圧縮率は劇的に高
くなり、保存先の消費容量を大幅に節約できます。
バックアップイメージの暗号化
パスワード保護とAESの256ビットの暗号化に対応しています
ので、バックアップされたファイルは安全に保護されます。
不良セクタースキップ機能

とが可能です。

品メディアを使ってコンピューターを起動し、シャットダウ
ンした状態のシステムボリュームをバックアップ可能です。
また、障害発生時に後で調査するために状態を保存しておき
たい場合などにも大変便利です。
最小容量かつ高速なスマートセクターバックアップ
使用済みセクターのみをバックアップするスマートセクター
技術を使っていますので、高速かつ最小容量のバックアップ
が可能です。

コマンドラインやコマンドファイル内で各種パラメータを設定
して起動できます。お客様が社内で運用管理ツールを使用して
できます。

ジングですので、バックアップイメージファイルをウィザード
形式で復元するだけで済みます。

VSS対応のサーバーアプリケーションをサポート
Microsoft社のVSS（Volume Shadow Copy Service）に対応し
ています。SQL Server、Exchange Server、Oracleといった
VSS対応のサーバーアプリケーションでは、より整合性の高い
バックアップが可能です。

(ActiveImage Protector Boot Environment)を同梱
ActiveImage ProtectorのLinux版を使った起動環境を提供
しています。これにより、ディザスターリカバリーやコール
ドバックアップをおこなうことができます。
ファイル復元機能
ファイル、フォルダー単位での復元をActiveImage
情報やストリーム情報も復元できます。

良セクター以外の無事な部分を取り戻すことができます。

リモート管理機能

豊富な保存先（ローカル、ネットワーク共有フォルダーなど）

集中管理コンソールのActiveVisorに完全対応
ActiveVisorはActiveImage

バックアップのスケジュール化と世代管理
バックアップの実行を、1回のみ/週単位/月単位でスケジュー
リングできます。また、世代管理機能を使用して、指定した
世代（バックアップイメージのセット）以前のバックアップ
イメージを消去することで、ストレージ容量の消費を節約す
ることができます。

Protectorのための集中管理コン

ソールです。ネットワーク上の各クライアントのActiveImage

て最適な保存先を選択することができます。

バックアップオプション

Protectorの

GUI上でおこなうことができます。アクセス権等のパーミッション

複数ボリュームの同時スナップショット化
データベースが複数のボリュームにまたがっている場合、単
純にバックアップイメージを作成しても正確な復元ができま
せん。ボリューム毎のバックアップ開始時間に差が生じてし
まうためです。このバックアップイメージを復元するとデー
タベースの整合性が取れず、矛盾が発生してしまいます。
ActiveImage

Protectorは、すべてのボリュームのスナップ

ショットを同時に作成できるため、このような問題を解決す
ることができます。

Protector

エージェントからの情報を収集し、視覚的な統計情

報の表示、クライアントの状態の把握、バックアップ状況の確
認、保存先の状態の監視、タスク、スケジュールの配信等をお
こなうことができます。

イメージファイル管理機能
オフサイトレプリケーション機能
ActiveImage Protector のイメージファイルをリモートで一元
管理できるアドオン・ツール、ImageCenter LE を使用できま
す。ActiveImage Protector がインストールされているのとは
別のサーバー上で、イメージファイルのレプリケーション、コ
ンソリデーション、検証が可能です。これによりバックアップ

コマンドライン実行可能（コマンドライン版を用意）

いる場合、ActiveImage

ActiveImage Protectorは、セクターベースのディスクイメー

Linuxベースの起動環境 AIPBE

SAS、NASと言ったネットワークドライブなど、状況に合わせ

ど）のバックアップイメージを作成することができます。製

復元といった、面倒な作業が常識となっていましたが、

要がなく、ドライバーのコンフリクトを心配せずに運用するこ

クアップならではの機能です。一部が壊れた状態であっても不

出荷前のクリーンな状態（Windowsのインストール直後な

インストール、アプリケーションの再インストール、データの

バー（Volsnap）を用いるため、新たなドライバーの追加の必

視してバックアップを継続できる、「セクターベース」のバッ

（コールドイメージング）

ハードディスクなどの障害によりシステムが壊れると、OSの再

スナップショットドライバーとして、Microsoft社標準のドライ

ディスク上に読み取れない不良セクターがあってもエラーを無

シャットダウン状態のマシン全体をバックアップ

ディスクイメージベースによる高速で確実な復元

バックアップできます。

ActiveImage Protector の基本機能

バックアップ機能

ネットワークストレージを保存先にしている場合など同一

復元機能

Protectorによるバックアップを統合

しているマシンに負荷をかけず、イメージファイルの処理をお
こなうことができます。バックアップしたイメージファイルの
オフサイトレプリケーション先として、ローカル ストレージ、
ネットワーク共有フォルダーの他にも、WebDAV、Azure、セ
キュリティの高い SFTP とクラウドストレージ、Amazon S3
に保存できます。
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