
まだ間に合う！自然災害でも止まらない
ビジネスの作り方
大阪、北海道の地震、南から舐めるように日本
列島に豪雨と強風をもたらした台風の数々。
企業もBCPやディザスタリカバリに躍起にな
らざるをえない。しかし、いざシステムが止まっ
てからビジネスを再開しようとしても、データ
を復旧できないという声も上がる。絶え間なく
降りかかる自然災害にシステムはどう対応す
ればいいのか。具体的な対策を考える。

Interview ActiveImage Protector / ActiveVisor〈インタビュー〉

もう自然災害を無視してビジネスを考えることはできない
専業ベンダーは、意外なことに国内では1社しかない。 

AIPは、ハードディスク上の情報をセクター単位でバッ

クアップし、OS、アプリケーション、データを一括し

て復元できるイメージングバックアップ・ソリュー

ションだ。同社の佐藤尚吾氏は「この10年間、いかに管

理者やエンジニアが短時間かつシンプルにシステムを

復旧できるかという点に主眼を置いてブラッシュアッ

プしてきました」と述べる。

AIPは、物理マシンのデータを直接、またはバックアップ

データから仮想環境（ESX、Hyper-V）に対し、「P2V」

（Physical to Virtual）で高速移行できるホスティング機能

も備えている。さらに、バックアップファイルの容量

を小さくして、レプリケーション時などの転送時間を

短縮化できる「重複排除圧縮機能」も備えた。バックアッ

プを取りながら、同時進行でデータブロックの重複排

除を実施し、高圧縮でストレージを効率的に利用でき

るため、特に、BCP対策で、遠隔地のデータセンターに

データを送る際に有効に機能する。 

さらにデータのバックアップだけでなく、迅速にシス

テムをリカバリーし、管理者やエンジニアの負担を減

らすインスタントHA（高可用性）の「vStandby AIP」も用意

している。

近年は自然災害が相次いで発生し、改めて事業継続の

重要性が認識された。もちろん、多くの企業ではBCP対

策を行っており、データのバックアップ／リカバリーソ

リューションを導入し、日頃から重要なデータのバック

アップをしていることだろう。 

しかし、実際にバックアップの運用がうまくいってい

るかというと話は別だ。というのも、ご存知のとおりIT

環境の変化は激しく、インフラも物理サーバから、仮

想化、さらにクラウドへと広がり、ハイブリッド、マ

ルチ構成は当たり前となっているからだ。また、運用面

でも課題がある。せっかくソリューションを導入したに

もかかわらず、バックアップデータが思うようにリカバ

リーできないケースということもある。 

「復旧できて当たり前」と思われがちなバックアップの運

用だが、ITシステムの大規模化・複雑化に伴うバック

アップ運用のスキル不足、ノウハウ不足に加え、そも

そものバックアップデータに問題があるケースもある。

さらに、場合によってはリカバリーすべきデータが

データセンターの被災などにより消失しているケース

もある。

どんな状況でも確実にリカバリーさせるには、「誰でも」

「すぐに」「確実に」戻せるかを日頃より把握、検証して

おく必要があるが、限られたリソースで、自前ですべ

てをカバーすることは難しい。バックアップ／リカバ

リーはソリューションを導入して終わりではなく、バッ

クアップしたデータが復旧できて初めて価値を生むのだ。

つまり、運用フェーズにおけるサポートを迅速に、確実

に行ってくれるか、信頼できるパートナー選びがカギ

を握るのだ。 

では、具体的にどこを選べばよいのか。 

ここで注目を集めるのがネットジャパンだ。同社は、

1996年に創業し、ディスクユーティリティのディスト

リビュータとしてイメージングバックアップ製品を開

拓してきた。2009年には独自のイメージングバック

アップソリューション「ActiveImage Protector」（以下、

AIP）を自社開発した。 

基本設計から、開発、サポート、販売、マーケティング

まで一貫して行っているのが同社の強みで、バックアッ

プ／リカバリーソフトウェアを一から自社開発している

これは、従来のAIPの高度な機能をベースに、より復旧

の使い勝手を追求したものだ。日々のバックアップを

行いつつ、バックアップイメージから仮想環境上に待

機サーバを作成していく。これにより、もし何か障害

が発生したら、このスタンバイ仮想マシンを起動する

ことで、すぐにシステムを復旧できるようにするのだ。

「緊急時には、待機していた仮想マシンの電源を投入す

るだけで、すぐに復旧することができます。簡易的な

HAソリューションとして使えるため、スタンバイ仮想

マシンを遠隔地の拠点などにも配置することが可能で

す」（佐藤氏）

また、ランサムウェアやDDoS攻撃などのサイバー

攻撃でサーバがダウンするケースもあるが、こうした

リスクに対しても、システムがダウンしたときに、

vStandby AIPで保存したブートポイントを選んで汚染

される直前の状態から起動することで、元の状態に迅

速に戻すユースケースもある。 

AIPの特長について佐藤氏は「特にサポートの手厚さが

独自価値です」と説明する。 

「製品のパフォーマンスや使い勝手を向上するための継続

的な開発と併せ、万一の運用時の問題にも真摯に向き合

い、対応してきました。そういった点を評価していただき、

導入していただくケースが多いです」（佐藤氏） 

国産ベンダーである安心感や、一貫した開発、サポー

ト体制により、最新OSでの迅速な対応や、新しいイン

フラ環境での実践的な使い方にも対応しやすい点が競

合優位性といえる。

AIPは、バックアップ／リカバリーだけでなく、システ

ム移行にも優れた機能を発揮する。既存の物理環境から

仮想環境への移行（P2V）、物理環境から物理環境への移

行（P2P）の双方でシームレスな移行が可能だが、今後は

KVMなど他の仮想環境にも幅広く対応していくという。

その先には、普及しつつあるパブリッククラウドのバッ

クアップ／リストアも視野に入っている。 

「物理・仮想・クラウドというハイブリッド環境が増えて

いるなかで、その管理を一元的に行い、“ポータビリティ・

バックアップ”のような概念で、いつでも、どんな環境

からでも、簡単に復旧できる汎用的な機能をめざして

います」（佐藤氏） 

その足掛かりとして、同社が発表したのがAIP用の統合

管理コンソール「ActiveVisor」だ。

これは、ネットワーク上にある各クライアントのAIP

エージェントから情報を収集し、視覚的な統計情報や

クライアントの状態、バックアップ状況、保存先の状

態監視、タスクやスケジュールの配信などを集中管理

バックアップ／リカバリーで陥りがちな
「運用面の課題」

手厚いサポートがウリの
「ActiveImage Protector」とは

できるもの。すべてのAIPの状態や設定を一元的に管理

することで、管理者の負担を大幅に軽減できるため、

インフラエンジニアの働き方改革にも効果が期待でき

ると佐藤氏は述べる。 

「働き方改革が叫ばれているなかで、インフラエンジニ

アの環境は未だに厳しい状況にあります。我々は、イ

ンフラ管理を徹底的に効率化する視点でこれからも開

発を続けていきます」（佐藤氏） 

ますます複雑化する企業ITの環境で、効率的に、スピー

ディにデータやシステムを復旧するソリューションを

提供するネットジャパンは、インフラ担当者の管理負

荷軽減を検討する企業にとって、心強いパートナーと

なるに違いない。
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の使い勝手を追求したものだ。日々のバックアップを

行いつつ、バックアップイメージから仮想環境上に待

機サーバを作成していく。これにより、もし何か障害

が発生したら、このスタンバイ仮想マシンを起動する

ことで、すぐにシステムを復旧できるようにするのだ。

「緊急時には、待機していた仮想マシンの電源を投入す

るだけで、すぐに復旧することができます。簡易的な

HAソリューションとして使えるため、スタンバイ仮想

マシンを遠隔地の拠点などにも配置することが可能で

す」（佐藤氏）

また、ランサムウェアやDDoS攻撃などのサイバー

攻撃でサーバがダウンするケースもあるが、こうした

リスクに対しても、システムがダウンしたときに、

vStandby AIPで保存したブートポイントを選んで汚染

される直前の状態から起動することで、元の状態に迅

速に戻すユースケースもある。 

AIPの特長について佐藤氏は「特にサポートの手厚さが

独自価値です」と説明する。 

「製品のパフォーマンスや使い勝手を向上するための継続

的な開発と併せ、万一の運用時の問題にも真摯に向き合

い、対応してきました。そういった点を評価していただき、

導入していただくケースが多いです」（佐藤氏） 

国産ベンダーである安心感や、一貫した開発、サポー

ト体制により、最新OSでの迅速な対応や、新しいイン

フラ環境での実践的な使い方にも対応しやすい点が競

合優位性といえる。

AIPは、バックアップ／リカバリーだけでなく、システ

ム移行にも優れた機能を発揮する。既存の物理環境から

仮想環境への移行（P2V）、物理環境から物理環境への移

行（P2P）の双方でシームレスな移行が可能だが、今後は

KVMなど他の仮想環境にも幅広く対応していくという。

その先には、普及しつつあるパブリッククラウドのバッ

クアップ／リストアも視野に入っている。 

「物理・仮想・クラウドというハイブリッド環境が増えて

いるなかで、その管理を一元的に行い、“ポータビリティ・

バックアップ”のような概念で、いつでも、どんな環境

からでも、簡単に復旧できる汎用的な機能をめざして

います」（佐藤氏） 

その足掛かりとして、同社が発表したのがAIP用の統合

管理コンソール「ActiveVisor」だ。

これは、ネットワーク上にある各クライアントのAIP

エージェントから情報を収集し、視覚的な統計情報や

クライアントの状態、バックアップ状況、保存先の状

態監視、タスクやスケジュールの配信などを集中管理

運用担当者の「働き方改革」にも効く
統合管理コンソールも提供 できるもの。すべてのAIPの状態や設定を一元的に管理

することで、管理者の負担を大幅に軽減できるため、

インフラエンジニアの働き方改革にも効果が期待でき

ると佐藤氏は述べる。 

「働き方改革が叫ばれているなかで、インフラエンジニ

アの環境は未だに厳しい状況にあります。我々は、イ

ンフラ管理を徹底的に効率化する視点でこれからも開

発を続けていきます」（佐藤氏） 

ますます複雑化する企業ITの環境で、効率的に、スピー

ディにデータやシステムを復旧するソリューションを

提供するネットジャパンは、インフラ担当者の管理負

荷軽減を検討する企業にとって、心強いパートナーと

なるに違いない。

vStandby AIPを活用し、遠隔地でスタンバイ仮想マシンを作成しておけば災害時やサーバの故障時に、復元作業をしなくても即座に起動可能だ
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お問い合わせ先
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AIP用の統合管理コンソール「ActiveVisor」。多様なバックアップ対象を管理者が一元管理でき、障害発生時に迅速な復旧作業をサポートする

クライアント設定を定義する
テンプレートを作成。

クライアント設定
仮想スタンバイレプリカ（VSR）を作成する
vStandbyタスクのテンプレートを作成。

vStandby

バックアップタスクのスケジュール
テンプレートを作成。

スケジュール

バックアップタスクの
プロファイルテンプレートを
作成。

バックアップ

ActiveVisorのエージェント
およびコンソールの
各種設定。

サイト設定

作成したテンプレートをデプロイ。
デプロイ

ActiveImage Protectorを
プッシュインストール。

プッシュインストール

任意のクライアントを
指定して管理対象リスト
に追加。

コンピューターの追加

ネットワーク内の
クライアントを探索。

ネットワーク探索

任意の管理対象
クライアントを選択して
別ダイアログで
モニタリング。

モニタリング

ログ画面

ライセンス管理画面


