USB メモリのみでクローニング可能なキッティングツール

ActiveImage Deploy USB は、システムインテグレーターや VAR/OEM 向けに、USB メモリのみで
クローニングが可能なコンピューター用キッティングツールです。
ActiveImage Protector のエンジンを搭載したデプロイ用 USB メモリを作成し、マニュアル不要の
わかり易いユーザーインターフェースを使ってクローニングが可能です。これによりエンジニアの設
定作業の工数、時間、コストを大幅に削減できます。
ゼロクリック復元（“オートスタート” 機能の実装）

連続して複数のデプロイ用 USB メモリを作成

作成したデプロイ用 USB メモリでは、起動するだけで自動的に復元する

連続して複数のデプロイ用 USB メモリを作成できます。複数の USB ス

“オートスタート”機能を実装しています。キッティング作業をおこなう際、

ロットがある PC では USB メディアの作成を効率的におこなえます。

一度に PC を並べるスペースがなくても、開梱と並行しておこなえますの

デプロイ用 USB メモリの作成はウィザードに従うだけ

で、作業効率が向上します。

バックアップとリストアができるデプロイ用 USB メモリは、インター

ワンクリックバックアップを実現

ネットに接続している作成用コンピューター上でウィザードに従うだけ

作成したデプロイ用 USB メモリを使用する際、マスターイメージの作成

で簡単に作成できます。使用する USB メモリは手持ちの USB メモリが

は 1 クリックで完了できます。ファイル名の指定などエンジニアが入力

使用できます。

をおこなう箇所は一切ありません。

ネットワークの構築やデプロイメントサーバーは不要

実用的なイメージオプション

従来のキッティング作業は、デプロイメント専用のローカルネットワー

復元時のボリューム拡大︓復元時に複数のオプションから選択しボリュー

クやサーバーを立てておこないますが、サーバーの設定が面倒であった

ムサイズを拡大できます。

り、ネ ッ ト ワ ー ク 配 布 の 成 功 率 が 低 い、と い う 問 題 が あ り ま し た。

パスワード付きイメージのサポート︓デプロイするイメージにパスワード

ActiveImage Deploy USB を使えば、ネットワークやデプロイメント

を設定できますので、セキュリティ上安心です。

サーバーは不要で、デプロイ用 USB メモリを各 PC に差し込んで、電源

重複排除圧縮のサポート︓デプロイするイメージに重複排除圧縮のオプ

を入れるだけです。

ションを選べますので、デプロイする容量を大幅に縮小し、デプロイ時間

復元用 USB として PC に添付

も短縮できます。

PC メーカー等が、エンドユーザー向けの PC に復元用 USB メモ

Windows PE ベースで、様々なハードウェア環境に対応

リ を 添 付 し て 出 荷 す る こ と が で き る ラ イ セ ン ス（ActiveImage

ActiveImage Deploy USB は、Windows PE ベースですので、ユーザー

Deploy USB Plus）を用 意 しま し た。インタ ー フェースは「リス

が独自にドライバーを組み込んでカスタマイズ可能です。

ト ア」ボ タ ン ひ と つ だ け で、エ ン ド ユ ー ザ ー が 1 ク リ ッ ク で PC

他の保存ストレージは不要（USB メモリ内にバックアップイメージを保存）

を初期の納入状態に戻すことができます。

バックアップ時は内部的に設定されたデプロイ用 USB メモリの保存領域

柔軟で安価な復元ライセンス

にバックアップファイルが保存されます。他の保存ストレージを用意する

使用回数ごとのライセンス体系のため、ライセンスコストは最小限に抑

必要はありません。またリストア時は、デプロイ用 USB メモリに保存し

えることができます。購入ライセンス数の割当ては、各デプロイ用 USB

たファイルで復元処理をおこないます。

メモリにユーザーが自由に割当てでき、追加分についても ActiveImage

ActiveImage Protector のディスクイメージも使用可能

Deploy USB の作成ウィザードを使って、必要なライセンス数をデプロ

あらかじめ ActiveImage Protector で作っておいたバックアップイメー

イ用 USB メモリに追加することが可能です。

ジファイルで、デプロイ用 USB メモリを作成することもできます。

複数のライセンスキーのサポート
ライセンス管理画面から複数のライセンスを追加し、管理できます。ユー
ザーはクライアント企業ごとのライセンスを管理できます。

ActiveImage Deploy USB の用途

ActiveImage Deploy USB が有効利用できると想定されるケースは以下の通りです。
■企業、政府機関、学校等で大量のコンピューターを新規導入する際、共通する OS やアプリケーションをセットアップし、一斉に展開したい場合
■ハードディスクエラー、致命的なウイルス汚染、オペレーティングシステムのクラッシュ、自然災害等によるトラブルが発生した時に、簡単かつ高
速にコンピューターのシステムを元の状態に復旧しなくてはならない場合
■コンピューターメーカー、SI や組み込みシステムメーカーがノート PC やデスクトップ PC 出荷時に、エンドユーザーでも簡単にシステム復旧をで
きるツールを提供したい場合

USB メモリのみでクローニング可能なキッティングツール

画面例
ワンクリックのみの簡単操作、シンプルな UI
ActiveImage Deploy USB を使って作成したデプロイ用 USB メ
モリを使用する際、一切のマニュアルやドキュメントは不要です。
まずバックアップをおこなう際には、USB メモリを、対象とする
マシンの USB スロットに差し込んで電源を投入します。起動した
後、「バックアップ」ボタンをクリックするだけで、バックアッ
プイメージを取り込みます。配布（デプロイ）時は、コンピュー
タを箱から出し、バックアップ保存済のデプロイ用 USB メモリ
を接続して電源を投入します。起動したら「リストア」ボタンを
ワンクリックするだけでディスクイメージを展開できます。UI も
非常にシンプルです。
デプロイ用 USB メモリの設定画面
デプロイ用 USB メモリの作成個数、復元ライセ
ンスの割り当て、自動起動、ネットジャパンの
ActiveImage Protector のイメージの利用設定を
おこないます。

ライセンス価格
ActiveImage Deploy USB は、キッティングするイメージの作成とキッティ

ActiveImage Deploy USB Plus は、キッテイングするイメージの作成と

ングをおこなうデプロイ用 USB メモリを作成します。1 ライセンスで 1 回キッティ

キッティングをおこなうデプロイ用 USB メモリを作成します。さらにキッティン

ングをおこなうことができます。 Desktop 用と Server 用があります。

グしたコンピューターに復元用 USB メモリを添付して出荷をすることができます。
復元用 USB メモリはキッティングをしたコンピューターで、回数制限なく復元で

ActiveImage Deploy USB for Desktop
価格(税別）

ライセンス数

（1ライセンスごと）

ActiveImage Deploy USB for Server
ライセンス数

きます。1 ライセンスで 1 回キッティングをおこなうことができます。

価格(税別）

Desktop 用と Server 用があります。

（1ライセンスごと）

ActiveImage Deploy USB Plus for Desktop

ActiveImage Deploy USB Plus for Server

10-99

¥1,980

5-9

¥11,780

100-249

¥1,560

10-24

¥10,440

250-499

¥1,440

25-49

¥9,240

10-99

¥2,080

5-9

¥11,980

500-999

¥1,320

50-99

¥8,160

100-249

¥1,660

10-24

¥10,640

1,000-4,999

¥1,200

100-

¥7,200

250-499

¥1,540

25-49

¥9,440

5,000-9,999

¥1,120

500-999

¥1,420

50-99

¥8,360

10,000-

¥1,080

1,000-4,999

¥1,300

100-

¥7,400

5,000-9,999

¥1,220

10,000-

¥1,180

システム要件
■ハードウェア
· CPU︓ Pentium 4 または同等以上の CPU
※Intel Itanium (IA-64) ベースで稼働するシステムは非サポート
· メイン メモリ︓ 1024MB 以上
※デプロイ用 USB メモリからの起動には 2048MB 以上を推奨
· ハードディスク︓ 500MB 以上の空き容量が必要
※他に 4GB の作業領域が必要
■インターネット
デプロイ用 USB メモリの作成、更新時に必要
※この製品は作成 / 更新ウィザード起動中にアクティベーション サーバーと通信を行
います。
■Windows PE ツール
バージョン 1703 以降の Windows ADK 10
※以下のコンポーネントが必要
Deployment Tools
Windows Preinstallation Environment(Windows PE)

価格(税別）

ライセンス数

（1ライセンスごと）

価格(税別）

ライセンス数

（1ライセンスごと）

■オペレーティング システム
・インストール対象
バージョン 1703（Creators Update）以降の Windows 10（x86/x64）
・バックアップ、デプロイ / 復元対象
for Server ライセンス
Windows XP SP3（x86）/ SP2（x64）、Windows Server 2003 SP2（x86/x64）
以降の OS
Red Hat Enterprise Linux 5.5 - 5.11 / 6.0 - 6.10 / 7.0 - 7.6 (x86_64)、
CentOS 5.5 - 5.11 / 6.0 - 6.10 / 7.0 - 7.6 (x86_64)
※Linux システムは 非 LVM システムのみデプロイ / 復元可能です。
※uEFI 起動の Linux システムは、デプロイ / 復元後に CentOS LiveCD によるブー
ト エントリーの作成が必要です。
for Desktop ライセンス
Windows XP SP3（x86）/ SP2（x64）以降のデスクトップ OS
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