
災害やサイバー攻撃で倒れても
「データごとビジネスを立ち直らせる」コツ
近年、データの重要性がますます高まり、消失してはな

らない膨大な情報が企業に蓄積されている。そのため、

重要なデータを狙ったサイバー攻撃も珍しくない。また、

地震や台風などの自然災害で、システムとデータが危

険にさらされるリスクもある。ここでは、こうしたリスクに

対してデータを適切に保護するとともに、いざというとき

にビジネスを迅速に立て直せる体制づくりのポイントを

解説する。

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

災害やサイバー攻撃が襲ってきても、ビジネスは続かなければいけない

こうした準備に最適なのが、ネットジャパンが提供する

データ保護ソリューション「ActiveImage Protector」

である。ActiveImage Protectorは、ストレージ上の情

報をセクター単位で、OS、アプリケーション、データ

を一括してバックアップ、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。

「最新バージョンのActiveImage Protector 2018 Update

Virtual Editionは、従来と同じく各マシンにバックアッ

プエージェントをインストールするエージェントベー

ス・バックアップに加え、仮想環境向けにホストにも

仮想マシンにもエージェントをインストールしない

「エージェントレス・バックアップ」が可能な“HyperAgent”

も搭載され、エージェント・ベースとエージェント・レ

スを混在させたハイブリッド運用も可能になりました。

Windows Server 2008のサポート終了が近づいていま

すが、古いOSを使い続けたいユーザーもいます。物理

マシンのデータを仮想環境（VMware ESX、Hyper-V）に

移行する『P2V』（Physical to Virtual）の需要も増えていま

す。ActiveImage Protectorはこうしたニーズにも以前か

ら応えてきています」（佐藤氏）

ネットジャパンは、国内で開発、販売、サポートまで

を一貫してカバーする専業ベンダーであり、10年前に

開発をスタートしたActiveImage Protectorは、変化の

激しいITインフラ環境にあうようにブラッシュアップし、

いまも進化を続けている。データのバックアップ／リ

カバリはもちろん、データ移行やレプリケーションな

ど多種多様な用途に利用できる。

たとえば、バックアップ時にインラインでデータ重複

排除・圧縮を行う機能によって50％以上の圧縮を実現、

レプリケーション時に遠隔地のバックアップサイトや

データセンタにデータを短時間で転送でき、BCP対策も

可能だ。

同社では、バックアップしたデータをどう活用するか、

という点までActiveImage Protectorの視野を広げている。

たとえば、日々バックアップし、そのイメージファイ

ルから仮想環境に待機サーバを作成しておく。障害が

あったとき、このスタンバイ仮想マシンを起動させ、

迅速な復旧ができる「vStandby AIP」も用意している。

さらに最近では、vStandby AIPのように仮想環境でホス

ティングせず、NASに保存したイメージファイルをiSCSIター

ゲットとしてマウントし、そこから直接アタッチして仮想マシ

ンを起動することも可能になった（iSCSIマウントブート）。

ActiveImage Protector 2018 Update Virtual Edition

を採用し、本社のWindows Storage Server搭載のNAS

側にHyperAgentを導入。さらに遠隔サイトのNASに

データをレプリケートする。遠隔サイト側では、

vStandby AIPをオプション的に使い、NAS上のイメージ

ファイルをiSCSIでESX上の仮想マシンとして起動したり、

P2VでHyper-V上に仮想マシンを展開することもできる。

「iSCSIでマウントできるようになったことで可能性が

広がりました。これを遠隔サイトやクラウドなどにも

適用すると、もはやプラットフォームという考え方に

固執する必要もなくなります。重要なデータをどんな

プラットフォーム上でも展開できるのです。そういう

新しい活用法が進みつつあり、これらを統合的に管理

するために“ActiveVisor”も提供しています」（佐藤氏）

現在、ActiveImage ProtectorやHyperAgentのバックアッ

顧客の情報を使ったサービス・製品提供が一般化する

につれ、企業は名前、住所、電話番号といった個人情

報やカード情報など、重要なデータを保持するように

なった。同時に、企業は悪意のある者にとって、これ

まで以上に“狙い甲斐のある”データの宝庫になった。

「うちの会社は中小だから狙われない」と思っている

読者もいるかもしれない。しかし、いまは企業規模に

関わらず、サイバー攻撃を受けうる時代だ。ある中小

企業は、過去の複数年分の経営情報がランサムウェア

に狙われた。この企業は1年間の決算データしか手元に

残らず、ビジネスを進めるうえで大きなダメージを受

けたという。

企業のデータにまつわるリスクは攻撃だけではない。

自然災害もある。九州の豪雨、山形県沖地震など、日

本のように台風や地震などによる災害が頻繁に起こる

国では、どこにあるどんな企業でも、災害が降りかか

り、重要なデータを失う可能性がある。

サイバー攻撃や自然災害に見舞われても、重要なデー

タを守り、消失させない体制が重要だ。しかし、どう

すればよいのだろうか？

ここで求められるのがデータ保護ソリューションだ。

だが、一口にデータ保護といっても、世の中に多くの

製品やサービスが出回っている。中小企業の場合は、

あまり多くの費用をかけられない台所事情もあるだろ

う。またデータを保護するにも、データ保護ソリュー

ションを運用できる人材がいない企業もある。

「企業が持っている重要な情報、お客さまの財産とな

るような重要なデータを保存しておき、それをどんな

プラットフォーム上でも展開できるように準備してお

けば、たとえ何かあっても事業を継続できます」と語

るのは、ネットジャパン執行役員営業本部本部長佐藤

尚吾氏だ。

プ対象は個別のマシンだ。これは組織内では「点」と

して独立して存在し、個別にバックアップされている。

それらを「線」で結んで運用、管理、活用していくの

がActiveVisorの役割だ。

物理・仮想・クラウドという混在環境が増えていく中

で、そのバックアップ管理を一元的に集約し、いつで

も、どんな環境でも、簡単にデータを復旧できること

をActiveImage Protectorは目指している。

最近では、クラウドへのデータ移行も進んでいる。

ActiveImage ProtectorでもAWSやMS Azureなどクラウ

ドに対応している。しかしデータ量が多い場合は、中

小企業だとクラウドでは予算が厳しいこともある。従

量課金制なので、月額10万円にもなってしまうケース

があるからだ。そのまま5年間クラウドを利用すると、

オールフラッシュストレージが購入できてしまう金額

ネットジャパン 執行役員 営業本部 本部長　佐藤 尚吾氏

狙われる重要データ、
不測の自然災害もリスクに

事業継続には
「どんなプラットフォーム上でも」が大事

になってしまう。

佐藤氏は「ネットジャパンの強みは、独自開発のソ

リューション群に加え、きめ細やかな顧客対応にもあ

ります。お客さまの予算とニーズに合わせ、コストの

かからないところからスタートし、より良い方法をき

め細やかにご提案しています。ActiveImage Protectorに

よって大切なデータを保存しておけば、いざというと

きでも戻し方は自由です。いろいろな方法でデータを

復旧できます。導入時の相談や導入後のサポートも丁

寧に対応します。お客さまが自力で復旧できるところ

までレクチャーしています。ご要望いただければ、

我々は他ベンダーが行かない地方都市にも、いつでも

伺って説明します」と強調する。

最後に佐藤氏は、データ保護に関し、「データを失っ

てしまったときは、自社の損害の状況と、耐えうるビ

ジネスのダウンタイムを見極めながら、事業継続がで

きるように、迅速にデータを復旧することが重要です。

もし、一度も実際に復旧作業を行ったことがなかった

ら、緊急時にスムーズに対応することはできません。

だからこそ、日ごろからデータを復旧させる訓練、練

習を重ねましょう」と語った。

来年には、ActiveImage Protectorの大幅なバージョン

アップも予定しているという。そのとき前出の

ActiveVisorが、ネットジャパン製品の運用の要となっ

ていくだろう。同社の今後のソリューション展開に期

待したい。
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するために“ActiveVisor”も提供しています」（佐藤氏）

現在、ActiveImage ProtectorやHyperAgentのバックアッ

顧客の情報を使ったサービス・製品提供が一般化する

につれ、企業は名前、住所、電話番号といった個人情

報やカード情報など、重要なデータを保持するように

なった。同時に、企業は悪意のある者にとって、これ

まで以上に“狙い甲斐のある”データの宝庫になった。

「うちの会社は中小だから狙われない」と思っている

読者もいるかもしれない。しかし、いまは企業規模に

関わらず、サイバー攻撃を受けうる時代だ。ある中小

企業は、過去の複数年分の経営情報がランサムウェア

に狙われた。この企業は1年間の決算データしか手元に

残らず、ビジネスを進めるうえで大きなダメージを受

けたという。

企業のデータにまつわるリスクは攻撃だけではない。

自然災害もある。九州の豪雨、山形県沖地震など、日

本のように台風や地震などによる災害が頻繁に起こる

国では、どこにあるどんな企業でも、災害が降りかか

り、重要なデータを失う可能性がある。

サイバー攻撃や自然災害に見舞われても、重要なデー

タを守り、消失させない体制が重要だ。しかし、どう

すればよいのだろうか？

ここで求められるのがデータ保護ソリューションだ。

だが、一口にデータ保護といっても、世の中に多くの

製品やサービスが出回っている。中小企業の場合は、

あまり多くの費用をかけられない台所事情もあるだろ

う。またデータを保護するにも、データ保護ソリュー

ションを運用できる人材がいない企業もある。

「企業が持っている重要な情報、お客さまの財産とな

るような重要なデータを保存しておき、それをどんな

プラットフォーム上でも展開できるように準備してお

けば、たとえ何かあっても事業を継続できます」と語

るのは、ネットジャパン執行役員営業本部本部長佐藤

尚吾氏だ。

プ対象は個別のマシンだ。これは組織内では「点」と

して独立して存在し、個別にバックアップされている。

それらを「線」で結んで運用、管理、活用していくの

がActiveVisorの役割だ。

物理・仮想・クラウドという混在環境が増えていく中

で、そのバックアップ管理を一元的に集約し、いつで

も、どんな環境でも、簡単にデータを復旧できること

をActiveImage Protectorは目指している。

最近では、クラウドへのデータ移行も進んでいる。

ActiveImage ProtectorでもAWSやMS Azureなどクラウ

ドに対応している。しかしデータ量が多い場合は、中

小企業だとクラウドでは予算が厳しいこともある。従

量課金制なので、月額10万円にもなってしまうケース

があるからだ。そのまま5年間クラウドを利用すると、

オールフラッシュストレージが購入できてしまう金額

地方にも積極的に出向く
「サポートの手厚さ」

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

になってしまう。

佐藤氏は「ネットジャパンの強みは、独自開発のソ

リューション群に加え、きめ細やかな顧客対応にもあ

ります。お客さまの予算とニーズに合わせ、コストの

かからないところからスタートし、より良い方法をき

め細やかにご提案しています。ActiveImage Protectorに

よって大切なデータを保存しておけば、いざというと

きでも戻し方は自由です。いろいろな方法でデータを

復旧できます。導入時の相談や導入後のサポートも丁

寧に対応します。お客さまが自力で復旧できるところ

までレクチャーしています。ご要望いただければ、

我々は他ベンダーが行かない地方都市にも、いつでも

伺って説明します」と強調する。

最後に佐藤氏は、データ保護に関し、「データを失っ

てしまったときは、自社の損害の状況と、耐えうるビ

ジネスのダウンタイムを見極めながら、事業継続がで

きるように、迅速にデータを復旧することが重要です。

もし、一度も実際に復旧作業を行ったことがなかった

ら、緊急時にスムーズに対応することはできません。

だからこそ、日ごろからデータを復旧させる訓練、練

習を重ねましょう」と語った。

来年には、ActiveImage Protectorの大幅なバージョン

アップも予定しているという。そのとき前出の

ActiveVisorが、ネットジャパン製品の運用の要となっ

ていくだろう。同社の今後のソリューション展開に期

待したい。

クラウド

ActiveImage Protectorの総合管理ツール

バックアップバックアップ

物理マシン物理マシン

レプリケーション
（ImageCenter)
レプリケーション
（ImageCenter)

レプリケーション
（ImageCenter)
レプリケーション
（ImageCenter)

物理環境
AIP Server/Linux Edition 
物理環境
AIP Server/Linux Edition 

vSAN環境 
AIP Virtual Edition
vSAN環境 
AIP Virtual Edition

VMware Virtual SAN
（vSAN )　Datastore
VMware Virtual SAN
（vSAN )　Datastore

スタンドアロン環境
AIP Virtual Edition 
スタンドアロン環境
AIP Virtual Edition 

スタンドアロン環境
AIP for Hyper-V
Enterprise

スタンドアロン環境
AIP for Hyper-V
Enterprise

エージェントレス・バックアップ：
仮想マシンにエージェントのインストールなし
エージェントレス・バックアップ：
仮想マシンにエージェントのインストールなし

エージェントベースバックアップ：
物理/仮想マシンにエージェントのインストールあり
エージェントベースバックアップ：
物理/仮想マシンにエージェントのインストールあり

スタンドアロン環境
AIP Virtual Edition 
スタンドアロン環境
AIP Virtual Edition 

＝ActiveImage Protector＝ActiveImage Protector

ESXiESXi ESXiESXi
NASNAS NASNAS

WANWAN

仮想環境
AIP Virtual Edition
(エージェントベース） 

仮想環境
AIP Virtual Edition
(エージェントベース） 

仮想環境
AIP Virtual Edition
(エージェントレス） 

仮想環境
AIP Virtual Edition
(エージェントレス） 

iSCSIマウントブート
イメージファイルからダイレ
クトにiSCSI接続で仮想環境
上で即時起動が可能。

iSCSIマウントブート
イメージファイルからダイレ
クトにiSCSI接続で仮想環境
上で即時起動が可能。

vStandby AIP (仮想スタンバイ）
イメージファイルを仮想環境上のスタンバ
イ仮想マシンとして待機。即時起動が可能。

vStandby AIP (仮想スタンバイ）
イメージファイルを仮想環境上のスタンバ
イ仮想マシンとして待機。即時起動が可能。

vSphere + VMware Virtual SAN ESXi

VMVM VMVM

ESXi

VMVM

Hyper-V

VMVMVM

AIP

VM

VM VM VM VM

バックアップデータはローカルエリアネットワーク
上のNASから拠点間のNASやクラウドストレージ
などに複製可能

AIP AIP AIP AIP AIP

AIP

AIP

＝HyperAgent＝HyperAgentHA

HA

HA

AIP AIP

ネットジャパン製品ソリューションマップ

VM VM

(エージェントベース）(エージェントベース）

(エージェントベース）(エージェントベース）
(エージェントベース）(エージェントベース）

(エージェントレス）(エージェントレス）

(エージェントベース）(エージェントベース）

ネットジャパン製品ソリューションマップ

統合監視コンソール「ActiveVisor」のメイン画面。「点」としてのActiveImage 
Protectorを「線」で結ぶための司令塔になる

ActiveImage Protector / ActiveVisor



こうした準備に最適なのが、ネットジャパンが提供する

データ保護ソリューション「ActiveImage Protector」

である。ActiveImage Protectorは、ストレージ上の情

報をセクター単位で、OS、アプリケーション、データ

を一括してバックアップ、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。

「最新バージョンのActiveImage Protector 2018 Update

Virtual Editionは、従来と同じく各マシンにバックアッ

プエージェントをインストールするエージェントベー

ス・バックアップに加え、仮想環境向けにホストにも

仮想マシンにもエージェントをインストールしない

「エージェントレス・バックアップ」が可能な“HyperAgent”

も搭載され、エージェント・ベースとエージェント・レ

スを混在させたハイブリッド運用も可能になりました。

Windows Server 2008のサポート終了が近づいていま

すが、古いOSを使い続けたいユーザーもいます。物理

マシンのデータを仮想環境（VMware ESX、Hyper-V）に

移行する『P2V』（Physical to Virtual）の需要も増えていま

す。ActiveImage Protectorはこうしたニーズにも以前か

ら応えてきています」（佐藤氏）

ネットジャパンは、国内で開発、販売、サポートまで

を一貫してカバーする専業ベンダーであり、10年前に

開発をスタートしたActiveImage Protectorは、変化の

激しいITインフラ環境にあうようにブラッシュアップし、

いまも進化を続けている。データのバックアップ／リ

カバリはもちろん、データ移行やレプリケーションな

ど多種多様な用途に利用できる。

たとえば、バックアップ時にインラインでデータ重複

排除・圧縮を行う機能によって50％以上の圧縮を実現、

レプリケーション時に遠隔地のバックアップサイトや

データセンタにデータを短時間で転送でき、BCP対策も

可能だ。

同社では、バックアップしたデータをどう活用するか、

という点までActiveImage Protectorの視野を広げている。

たとえば、日々バックアップし、そのイメージファイ

ルから仮想環境に待機サーバを作成しておく。障害が

あったとき、このスタンバイ仮想マシンを起動させ、

迅速な復旧ができる「vStandby AIP」も用意している。

さらに最近では、vStandby AIPのように仮想環境でホス

ティングせず、NASに保存したイメージファイルをiSCSIター

ゲットとしてマウントし、そこから直接アタッチして仮想マシ

ンを起動することも可能になった（iSCSIマウントブート）。

ActiveImage Protector 2018 Update Virtual Edition

を採用し、本社のWindows Storage Server搭載のNAS

側にHyperAgentを導入。さらに遠隔サイトのNASに

データをレプリケートする。遠隔サイト側では、

vStandby AIPをオプション的に使い、NAS上のイメージ

ファイルをiSCSIでESX上の仮想マシンとして起動したり、

P2VでHyper-V上に仮想マシンを展開することもできる。

「iSCSIでマウントできるようになったことで可能性が

広がりました。これを遠隔サイトやクラウドなどにも

適用すると、もはやプラットフォームという考え方に

固執する必要もなくなります。重要なデータをどんな

プラットフォーム上でも展開できるのです。そういう

新しい活用法が進みつつあり、これらを統合的に管理

するために“ActiveVisor”も提供しています」（佐藤氏）

現在、ActiveImage ProtectorやHyperAgentのバックアッ

顧客の情報を使ったサービス・製品提供が一般化する

につれ、企業は名前、住所、電話番号といった個人情

報やカード情報など、重要なデータを保持するように

なった。同時に、企業は悪意のある者にとって、これ

まで以上に“狙い甲斐のある”データの宝庫になった。

「うちの会社は中小だから狙われない」と思っている

読者もいるかもしれない。しかし、いまは企業規模に

関わらず、サイバー攻撃を受けうる時代だ。ある中小

企業は、過去の複数年分の経営情報がランサムウェア

に狙われた。この企業は1年間の決算データしか手元に

残らず、ビジネスを進めるうえで大きなダメージを受

けたという。

企業のデータにまつわるリスクは攻撃だけではない。

自然災害もある。九州の豪雨、山形県沖地震など、日

本のように台風や地震などによる災害が頻繁に起こる

国では、どこにあるどんな企業でも、災害が降りかか

り、重要なデータを失う可能性がある。

サイバー攻撃や自然災害に見舞われても、重要なデー

タを守り、消失させない体制が重要だ。しかし、どう

すればよいのだろうか？

ここで求められるのがデータ保護ソリューションだ。

だが、一口にデータ保護といっても、世の中に多くの

製品やサービスが出回っている。中小企業の場合は、

あまり多くの費用をかけられない台所事情もあるだろ

う。またデータを保護するにも、データ保護ソリュー

ションを運用できる人材がいない企業もある。

「企業が持っている重要な情報、お客さまの財産とな

るような重要なデータを保存しておき、それをどんな

プラットフォーム上でも展開できるように準備してお

けば、たとえ何かあっても事業を継続できます」と語

るのは、ネットジャパン執行役員営業本部本部長佐藤

尚吾氏だ。

プ対象は個別のマシンだ。これは組織内では「点」と

して独立して存在し、個別にバックアップされている。

それらを「線」で結んで運用、管理、活用していくの

がActiveVisorの役割だ。

物理・仮想・クラウドという混在環境が増えていく中

で、そのバックアップ管理を一元的に集約し、いつで

も、どんな環境でも、簡単にデータを復旧できること

をActiveImage Protectorは目指している。

最近では、クラウドへのデータ移行も進んでいる。

ActiveImage ProtectorでもAWSやMS Azureなどクラウ

ドに対応している。しかしデータ量が多い場合は、中

小企業だとクラウドでは予算が厳しいこともある。従

量課金制なので、月額10万円にもなってしまうケース

があるからだ。そのまま5年間クラウドを利用すると、

オールフラッシュストレージが購入できてしまう金額

になってしまう。

佐藤氏は「ネットジャパンの強みは、独自開発のソ

リューション群に加え、きめ細やかな顧客対応にもあ

ります。お客さまの予算とニーズに合わせ、コストの

かからないところからスタートし、より良い方法をき

め細やかにご提案しています。ActiveImage Protectorに

よって大切なデータを保存しておけば、いざというと

きでも戻し方は自由です。いろいろな方法でデータを

復旧できます。導入時の相談や導入後のサポートも丁

寧に対応します。お客さまが自力で復旧できるところ

までレクチャーしています。ご要望いただければ、

我々は他ベンダーが行かない地方都市にも、いつでも

伺って説明します」と強調する。

最後に佐藤氏は、データ保護に関し、「データを失っ

てしまったときは、自社の損害の状況と、耐えうるビ

ジネスのダウンタイムを見極めながら、事業継続がで

きるように、迅速にデータを復旧することが重要です。

もし、一度も実際に復旧作業を行ったことがなかった

ら、緊急時にスムーズに対応することはできません。

だからこそ、日ごろからデータを復旧させる訓練、練

習を重ねましょう」と語った。

来年には、ActiveImage Protectorの大幅なバージョン

アップも予定しているという。そのとき前出の

ActiveVisorが、ネットジャパン製品の運用の要となっ

ていくだろう。同社の今後のソリューション展開に期

待したい。

お問い合わせ先

E-mailアドレス corporate@netjapan.co.jp 　ホームページ https://www.netjapan.com/jp

net japan_act ive imageprotector_ interv iew_jp_190830

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番 NCO神田紺屋町　TEL：03-5256-0877　FAX：03-5256-0878

ActiveImage Protector 2018 Update
Virtual Edition

ネットジャパン 執行役員 営業本部 本部長　佐藤 尚吾氏

ActiveImage Protector / ActiveVisor


