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ActiveVisorの開発目的 

ActiveVisor は大規模な企業で膨大なクライアント PC を効率的に一元管理、監視することを目的として

開発されている統合管理ツール Centralized Management Console です。 

膨大なクライアント PC を管理するためには、企業はそのためのリソースを確保、配置しなくてはならな

りません。規模が大きくなればそれに伴ってコストは増大していきます。また、各クライアントのライセ

ンス管理も手作業で行っていると、サポート期限や使用期限の管理はどんどん煩雑になります。こうした

コストを低く抑えるために作業量を抑える、効率的な方法やツールを採用する必要があります。 

このような状況を解決するために、多数のクライアント PC を一括して効率的に統合管理、監視できる製

品の必要性が高まり、開発されたのが ActiveVisor です。 

ActiveVisor は、クライアント PC に ActiveImage Protector をインストールするとネットワーク上で統

合管理ができるようになります。ActiveImage Protector の基本機能であるバックアップ機能を中心に

組織のシステム全体の健全性を収集 Collect、監視 Monitor、修正 Correct の 3 つの視点を軸として管

理、監視、運用します。 

収集は文字通り各クライアントの情報を一か所に集めてデータの解析を行います。 

監視は情報を解析した結果から、明らかな異常状態のほかに平常と異なる状態にあるクライアントを発見

し、視覚的に認識しやすい形で表示します。異常なことが起きている、いつもと違うことが起きていると

いうことを簡単に認識できます。 

修正は問題や警告が発生したクライアントに対して、コンソールから適切な操作を行うことでバックアッ

プの不備を修正できます。いちいちクライアントの場所まで行かずともリモートで再設定できます。  
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ActiveVisorの製品概要 

クライアント PC の健全性という議論のなかで、バックアップの重要性は疑問の余地はないでしょう。ク

ライアント PC のバックアップが企業や組織ベースで議論されるとき、すべてのマシンのバックアップを

適切に行わなければならない、というのがミッションになります。そして、組織や企業には大量のマシン

があり、この大量のマシンのバックアップを一台一台実施しすべて管理する、のは言うは易くで、システ

ム管理者にとっては非常に手間のかかる悩ましい作業です。 

バックアップの設定や変更の度に一台一台現地のマシンの前に行き、ログオンしてアプリケーションを開

いて操作する、あるいは、一台のマシンから対象マシンにリモート接続して、一台ずつ操作する、という

ことをしなくてはなりません。 

 

さらに、継続的に確実にバックアップを取得していくためにはバックアップ保存先の空き容量の確保、ネ

ットワークの負荷分散、実行時間の平坦化などのバックアップだけではなくシステムの系全体の俯瞰的な

視点と管理が必要となります。業務やサーバー運用も含めた全体のリソースのバランスを考えてバックア

ップの本業に与えるインパクトが最小になるような調整が必要になるでしょう。  
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また、バックアップ計画の不備、対象マシンや保存先などのリソース不足などによりバックアップが適切

に実行されないこともあります。そのような重大な事態が起こったにもかかわらず、そのまま放置され、

障害が起きた時に初めてバックアップが作成されていなかったことに気が付いた、これではもう手の打ち

ようがない、という最悪の場合もありえます。こうしたバックアップの健全性を常に把握し継続運用でき

ていなければバックアップの意味もありません。 

バックアップ以外にも死活監視、OS のインストール状況などクライアントの現状を常に把握しておくこ

とはシステム管理者にとっては大事な仕事です。 

 

 

ActiveVisor を使うことで、ネットワーク上のクライアント PC の把握ができ、一台一台クライアント PC

のところまで行く必要はなく、デスクに座ったままで全てのクライアント PC の状態の確認が可能です。 

たとえば、ある部署で新しいクライアント PC を入れ替えた場合など新しく ActiveImage Protector をイ

ンストールする必要があります。ActiveVisor がなければ一台ずつインストールすることになりますが、

ActiveVisor を使えば、プッシュインストール機能で ActiveImage Protector がインストールされてい

ないクライアント PC を一覧から選択して一括して配信できます。インストールが完了すればすぐに

ActiveVisor で管理可能になります。また、廃棄になるクライアントにインストールされていたライセン
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スを新しいクライアントへ移行することも ActiveVisor から行えますのでスムーズな入れ替えができま

す。 

ActiveVisor ではタスク等の設定をクライアントに配布する場合、再利用可能なテンプレートを使用しま

す。構成が全く同じクライアントのみを管理するのであれば固定した設定ファイルを作成しで配布しても

問題はありません。しかし複数の構成の違っている可能性のあるクライアント PC にたいしてはそういう

わけにもいきません。また、クライアント PC のタイプ毎に設定ファイルを複数作っておくのも管理が面

倒です。 

テンプレートという形で大まかな設定、状況に応じた設定を作成しておきクライアントに配布していけば

効率的な設定の配布ができます。 

バックアップタスクのテンプレートではバックアップ対象のドライブあるいはボリューム、重複排除圧縮

などのバックアップオプション、スクリプトなどの基本的なバックアップ設定を作成します。作成したテ

ンプレートはクライアント PC に配布を行うと、クライアントの ActiveImage Protector の設定として

取り込まれます。クライアント PC 毎のドライブ構成の違いなどの微妙な差異を処理したり、同じ時間に

バックアップが開始しないように自動的に設定したりできます。 

スケジュールテンプレートでは ActiveImage Protector と同様のスケジュールを設定することができま

す。 

クライアント設定のテンプレートはクライアントの基本的な設定や機能制限の設定が可能です。配布され

たテンプレートは ActiveImage Protector のタスクとなり、バックアップならばスケジュールに従って

実行されるようになります。 
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ActiveVisor のクライアントリストでは、各クライアントの詳細を開くことで、詳細な情報を確認できま

す。バックアップタスクの実行時にはプログレスバーが表示され、バックアップの即時実行、一時停止、

中止といったバックアップタスクのコントロールが可能になります。  

クライアント一覧のアラートカラムには、バックアップが失敗した、長期間バックアップが作成されてい

ないなどのなにか問題や警告は発生したときにアラートが表示されるので、すぐになにかおかしいと気が

付きます。 気が付けば、クライアント詳細を開けば詳しい情報がわかり、すぐに対応して修正が可能で

す。 たとえば、保存先容量が足りなければ保存先の不要なファイルを削除して容量を回復、 ネットワー

クの輻湊が問題であればスケジュールを個別に調整、ActiveImage Protector の新バージョンへのアッ

プデートがあれば、プッシュインストールを行うというように、同じコンソールから集中して操作を行う

ことができます。 
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ActiveVisorの製品構成 

ActiveVisor はエージェント、コンソール、データベースの 3 つで構成されています。 

エージェントとデータベースは ActiveVisor 用のコンピューターにインストールし、管理サーバーとして

動作します。 

最初に管理サーバーはアクティブディレクトリ、ワークグループのすべてのコンピューターの探索を行い

ます。 

リストアップされた各クライアント PC の Windows WMI API およびクライアントエージェント

（ActiveImage Protector のエージェント）と常に通信し情報を更新し、クライアントの状態の監視、ロ

グの収集、コマンドの発行を行います。 

ActiveVisor のデータベースには各クライアントの情報、探索結果などを保存します。軽量のデータベー

スを採用していますので負荷は低く、専用のサーバーや設定等も必要ありません。一般的な管理サーバー

では別途データーベースサーバーを用意して情報を保存することが多いですが、ActiveVisor は

ActiveImage Protector の統合管理を中心に行うので、ログの検索がほぼ中心のタスクとなるため軽量の

もので構成しています。 

管理サーバーはクライアントから収集したデータ、蓄積したログを元に統計的情報の生成、死活監視、警

告の発生、リアルタイムな状態監視やバックアッププロファイルとスケジュールの配布、コマンド発行を

行ないます。 これにより、バックアップ計画を一元的に管理、運用できるようになります。 

管理サーバーの集めた情報は量的にも内容もそのままでは人間が見てすぐ理解できる形ではありません。

そこで ActiveVisor コンソールが情報を見やすく加工して表示します。たとえば、ユーザーはコンソール

上でアラートや状況をすぐに確認できます。 もちろん、確認だけではなく、バックアップタスクの設

定、配布などクライアントに対する設定、バックアップの実行などの操作も一元的に管理できます。 
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機能解説 

管理サーバー 

ActiveVisor を動作させる PC にはエージェントをインストールします。 

エージェントがインストールされたマシンは管理サーバーとして各クライアント PC やライセンスサーバ

ーと通信を行い、クライアント PC の情報収集やクライアントエージェントに対する操作、ライセンス情

報の取得などを行います。クライアントエージェントは実は ActiveImage Protector のサービスそのも

のです。サービスに ActiveVisor の機能も統合されています。この視点で見れば、ActiveImage 

Protector の単なるリモートバックアップにとどまりません。また一般的な監視ソフトのエージェントは

監視するだけで他の有用な機能はありませんので、バックアップ機能が最初からはいっている

ActiveImage Protector のエージェントを管理に使用するというのは筋のよい構造だと思います。 

さて、ActiveImage Protector のサービスは、当然ですが ActiveImage Protector の全動作をコントロ

ールしています。ローカル動作の GUI、リモート接続の GUI、コマンドライン版、といったインターフェ

ースからの操作はサービスに送られ実行されます。 

ActiveVisor もリモート接続して一つ一つのクライアントエージェントに指示を出す点では同じです。

ActiveImage Protector サービスはクライアント PC 上でサービスとして動作しているため、

ActiveImage Protector でできることは原理的には全てが可能ですが、ActiveVisor の現バージョンでは

状態監視の他に特定クライアントに対するタスク作成、複数クライアントへのバックアップ、vStandby

タスクの作成、配布の部分を実装しています。 

また、管理サーバーはネットジャパンのライセンスサーバーとも通信を行います。ライセンスサーバーは

プロダクトキーベースの管理サーバーで、プロダクトキーを元に様々な情報を提供たり、アクティベーシ

ョンを行います。ActiveVisor ではライセンス情報も扱いますが、特に有効なサポート期限が重要な情報

になります。 ActiveVisor 自体は無償での提供ですが、管理できるクライアントエージェントは

ActiveImage Protector のサポート契約が有効な期間内のものに限られます。つまり、サポートに入っ
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ていない、サポート期限切れのクライアント PC は管理対象外になるため、使用中にうっかりサポート期

間が終わってしまうとその日から管理不能になってしまいます。 サポート契約の期間は証書に記載され発

行していますが、台数が多いと数も多くなり、追加で購入していると期限の時期もまちまちになってしま

う、とそのライセンス管理だけでも手間と時間がかかってしまいます。 

管理サーバーはインターネットに接続してオンライン状態であればライセンスサーバーと通信をしてライ

センス情報を取得して更新するので、どのプロダクトキーがサポート期限間近なのかはすぐにわかるた

め、警告をだすことができます。 ライセンス形態も把握していますので、MSP、サブスクリプション情報

もライセンスサーバーから取得し期限前にアップデート通知を行います。また、オフライン状態でも使用

するライセンスキーを収録した、オフラインライセンスバンドルをファイルとして ActiveVisor に取り込

むことで管理が可能になります。 

対応するクライアントエージェントは ActiveImage Protector 2018 SP2 以降のバージョンから全機能

を使うことができます。 それ以前のものは機能が制限され、そのバージョンに存在する機能あるいは監視

のみができます。 

管理サーバーは複数の PC に独立してインストールできますが、独立して動作します。ActiveVisor には

Web サーバーとしての機能もあります。Web ブラウザーで接続してローカルコンソールと変わらない操

作できますので、複数サイトの管理はブラウザーを使って行うことができます。 
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コンソール 

管理サーバーが収集した情報を視覚的に表示したり、エージェント経由でクライアントに対するバックア

ップ設定、バックアップ開始など操作指示をしたりするにはコンソールを使用します。コンソールでは、

バックアップ、スケジュール、vStandby、クライアント設定、デプロイ、プッシュインストール、新規

コンピューターの追加、ネットワーク探索、ライセンス、モニタリングと、各種情報をタブ切り替えやト

ップボタンで切り替え、表示するので簡単に知りたい情報へアクセス、操作ができます。コンソールの下

半分は各種イベントログの表示、上半分はタブによってダッシュボード、クライアント、保存先、ライセ

ンス管理を切り替えて表示します。各機能を説明していきます。 

 

  



 

14 

 

サイト設定 

 

サイト設定はこの管理サーバーの ActiveVisor のエージェントの設定を行います 

 一般 

ログの自動整理、ネットワークの自動探索、プロキシの設定を行います。ネットワークの自動探索

はネットワークに新しくコンピューターが追加されたり、なくなったりした場合に反映させる頻度

です。デフォルトでは一日１回探索に行きリストを更新します。手動で更新するときにはトップの

ネットワーク探索ボタンで行います。 
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 通知 

メールによる通知の設定を行います。タスクサマリで送信する内容はテンプレートを使ってカスタ

マイズが可能です。 

 

 ネットワーク認証 

ネットワーク認証は、ネットワーク探索で使用するアカウントを設定します。ドメインアドミン、

Windows ネットワークではクライアントにアクセス権を持つ管理者のアカウントを設定します。

権限が足りないと情報を正確に取得できません。 
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 ストレージデバイス 

バックアップタスクをデプロイする際に保存先を設定します。クライアントから収集したログから

見つけた保存先も自動的に登録されます。 

 

 

 ハイパーバイザー 

vStandby タスクテンプレートを作成するときに候補として表示するハイパーバイザーを登録して

おきます。 

 アラート 

アラートの詳細設定を行います。アラートは ActiveVisor の重要な機能です。なにか異常があった

とき、普段とは違うことが起きたとき、重要な通知があったときなどにアラートを出してユーザー

の注意を喚起します。 

使用する状況や組織によってアラートの重要度も違いますので、アラートの有無、頻度などをカス

タマイズすることができます。アラートの頻度が多すぎる、自分が重要だと考えるものだけを表示

したい、などの要望に応えられます。 

たとえば、ライセンスの期限切れは１週間ではなく１か月前に通知してほしい、アップデートの通

知は必要ない、など細かい設定ができます。 
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 コンソール 

コンソールの位置やサイズを記憶するかどうかの設定をします。 
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バックアップ 

クライアントに配布するバックアップタスクのプロファイルのテンプレートの作成ウィザードを起動しま

す。バックアップテンプレートは複数台のクライアントに配布することを前提に考える必要があります。

クライアント毎に構成は少しずつ違う可能性があります。特にバックアップソフトですので、ハードディ

スクやボリュームの構成の違いは問題になってきます。 

ディスク全体、ボリューム単位に加えて選択したクライアントの現在の構成をインポートとしてテンプレ

ートを作成できます。 
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保存先では、クライアントローカル、ネットワーク共有フォルダ選択、圧縮、パスワード設定などを行い

ます。 

 

オプションなどを設定し、サマリで確認したあと、テンプレートを保存して終わるか、保存して続けてデ

プロイするかを選択できます。 
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保存してデプロイすると続けてデプロイウィザードが起動して、設定とデプロイを行うことができ、操作

の流れが途切れません。 
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スケジュール 

クライアントに配布するバックアップのスケジュールのテンプレートの作成ウィザードを起動します。 

ActiveImage Protector のバックアップは、表には見えていませんが、バックアップの設定を保持する

プロファイルとバックアップの実行タイミングを決定するスケジュールで一つのバックアップタスクを構

成しています。 ActiveVisor ではテンプレートを用いるので、プロファイルとスケジュールを別々に作

成して本来の形に近いバックアップタスクの構成を行うことができます。ActiveImage Protector と同

様、月単位週単位、イベントバックアップといったクライアント側の ActiveImage Protector で設定可

能な項目を設定できます。 
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vStandby 

クライアントに配布する vStandby タスクの作成ウィザードを起動します。 

ActiveImage Protector の vStandby 機能を設定できます。 vStandby は元々単体製品で発売してい

た、仮想マシンにスタンバイサーバーを作成し、定期的にボリュームの更新を反映しするというコンセプ

トの製品でした。一般的な FT、HA などのボリュームのリアルタイム同期を行うソリューションではハー

ドウェアの障害にフォーカスされており、障害時にも継続して運用ができます。もちろんそちらも大事な

のですが、一方でソフトウェア障害、たとえば少し前に流行したランサムウェアなどには対応できませ

ん。ソフトウェア障害も含めて同期しているため、障害以前の状態に戻すには結局バックアップから復元

することになります。vStandby ではハードディスクの更新をスケジュールで行います。ハードディスク

の複製を非同期にすることでこうしたソフトウェア障害に対抗できます。さらに単なる複製ではなく、一

定期間毎にソースコンピュータのディスクの更新部分を仮想ディスクのブートポイントとして仮想変換を

して更新をします。ブートポイントは仮想変換済なので仮想マシンのチェックポイントとしてなんの手順

も必要なくロールバックが可能です。バックアップ的な視点からみれば、チェックポイント付きで仮想マ

シンに増分バックアップを自動的に復元し仮想変換をしているのと同等の状態になります。 

この vStandby は ActiveImage Protector 2018 の機能として統合されましたので、ActiveVisor から

ActiveImage Protector の機能として扱えます。 
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クライアント設定 

クライアントエージェントの設定のテンプレートを作成します。クライアント側で動作している

ActiveImage Protector の設定を行います。実際にバックアップを行うのはクライアントにインストー

ルされた ActiveImage Protector ですので、基本的な動作の設定を配布して更新したい場合に作成しま

す。こうした設定も一括して更新出来なければ、クライアント毎に設定して回る必要がでてきます。設定

項目には一般、プロキシ、E メール通知、重複排除、アラート、機能ロックの設定があります。基本的に

は ActiveImage Protector の設定と同じ項目ですが、機能ロックは ActiveVisor のみの項目です。設定

の更新では、ある設定は変更したいが、他は現在の設定の内容はそのままにしておきたいという場合がよ

くあります。設定のテンプレートでは、必要な設定項目にチェックをいれておけば、それだけを変更する

テンプレートを作成できます 

 一般 

ログの保持期間、バックアップオプション、デフォルトパフォーマンスの設定をします。 

 

 プロキシ 

クライアントエージェントがプロキシを使用してインターネットに接続する場合の設定です 
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 E メール通知 

クライアント側での E メール通知の設定です。ActiveVisor 側で行うものとは別のものです。 

 重複排除 

クライアント側の重複排除圧縮のデフォルト設定を行います。 

 アラート 

クライアント側のダッシュボードのアラート設定を行います。 

 機能ロック 

ActiveVisor でクライアントを統合して管理する、ということは逆に言えばユーザーに勝手な変更

をされると困る場合もあるということです。 

事前に全体を考えて設定したスケジュールを変更されたり、バックアップファイルを削除したり、

ライセンスを削除したり、動作が重いという理由でアンインストールしたりと管理者が想像してい

ない行為を行うかもしれません。 

機能ロックを使えば、ユーザーが使用できる機能を制限できるようになります。 
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デプロイ 

バックアップ、スケジュール、vStandby タスク、クライアント設定で作成したテンプレートを管理対象

クライアントへ配布します。 複数のクライアントを選択し一括で配布が可能です。バックアップ、スケジ

ュールのテンプレートは組み合わせて配布が可能です。 

ActiveImage Protector では内部的にはプロファイル（バックアップ設定）とスケジュールを別々に管

理しています。バックアップテンプレートではプロファイルを、スケジュールではスケジュール設定を作

成し、各々を配布、結び付けることでバックアップタスクになります。 同じプロファイルを使って違う

スケジュールを割り当てることもシンプルな操作でできるわけです。 

 

ActiveVisor ならではの設定として、配布するスケジュールが同一時間での設定でも、自動的にずらし

てクライアントに配信する機能があります。大量のクライアントが同時にバックアップに入るとネットワ

ーク回線が重くなってしまいます。これを回避するためにバックアップ開始時間が衝突しないように順次

遅らせて設定することができます。 
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また、クライアント設定はデプロイ時に追加の項目を設定して配布ができますので、特定のクライアント

をまとめて設定の微調整が可能です。 
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プッシュインストール 

クライアント PC 管理のフル機能を使うには、ActiveImage Protector 2018 SP2 以降のエージェント

がクライアント側にインストールされている必要があります。それ以前のバージョンを使っている場合、

ある程度の管理はできますが、機能ロックなどの ActiveVisor のより高度な機能を 100％使うことはでき

ません。ActiveImage Protector のアップデートには自動アップデートを使う方法が標準的ですが手間

はかかります。アップデートをクライアントから一斉に行った場合。ネットワークトラフィックの問題も

あります。また、エディションの違い、ライセンス種別の違いもあります。そもそも ActiveImage 

Protector がインストールされていないクライアントもあり、ActiveVisor で管理するために

ActiveImage Protector をインストールする必要があります。 

ActiveVisor のプッシュインストール機能を使えばこうした問題は解決します。プッシュインストールで

は、配布するセットアップファイル、プロダクトキー、オプションを設定して複数のクライアント PC に

配布できます。 

セットアップは ActiveImage Protector のインストーラーやアップデータです。プロダクトキーは購入

時に取得したものです。各々あらかじめ追加しておき再利用が簡単にできるようになっています。 

配布するターゲットクライアント PC を選択して配布すると、すぐにインストールが始まります。 アッ

プグレードなどで再起動が必要な場合は自動的に再起動まで行いますので注意が必要です。 

プッシュインストールは「通常インストール」と「アップグレードインストール」があります。アップグ

レードインストールの場合、対象クライアントにインストール済のプロダクトキーを使用するので入力す

る必要はありません。 
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コンピューターの追加 

探索に出てこないコンピューターや、まだ導入されていないがあらかじめ追加しておきたいクライアント

を追加できます。 
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ネットワーク探索 

ActiveVisor でクライアント管理を行うためには、管理するコンピューターを登録する必要があります。

登録するコンピューターはシステム管理者が情報を管理していれば IP アドレスなどでも登録できるでしょ

うが、せっかく管理ツールを使っているので追加可能なコンピューター一覧から選択したほうが楽でしょ

う。 

ネットワーク探索はアクティブディレクトリ、ワークグループ内の全コンピューターを探索しクライアン

トリストに追加します。同一ドメイン、ワークグループ上のコンピューターを探索し接続可能なクライア

ント PC をリストアップします。探索されたコンピューターは OS の種類、ActiveImage のエージェン

ト、エディション、バージョン等の情報とともに一覧に表示します。探索は初期インストール時や適当な

タイミングで実行されます。最初は管理対象外クライアントとして追加されます。 

探索にはドメインのアドミン権限やワークグループの管理者権限が必要です。また、短時間にネットワー

クとファイル更新を行うため一部のアンチウィルスソフトの干渉もありますので、ActiveVisor のインス

トールフォルダをアンチウィルスソフトの除外対象に追加することをお勧めします。 

クライアントエージェント（ActiveImage Protector エージェント）がインストールされているコンピュ

ーターは「管理対象クライアント」に移動することで ActiveVisor でのコントロールが可能になります。 

クライアントエージェントがインストールされていないコンピューターは管理対象クライアントに移して

も完全な管理はできませんが、基本的な情報を表示したり、クライアントエージェントをプッシュインス

トールしたりすることができます。 

クライアントエージェントをプッシュインストールすればすぐに管理対象クライアントとしてフル機能を

使うことができるようになります。 

また、コンピューター名の変更も可能ですが、変更をする場合はクライアントエージェントとして

ActiveImage Protector 2018SP2 以上がインストールされているか ActiveVisor 管理サーバーに

netdom.exe がインストールされている必要があります。通常の Windows サーバーOS ならはインスト

ールされていますが、デスクトップ OS で管理サーバーを使用する場合は注意が必要です。 
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モニタリング 

指定したクライアント PC の状態を別の監視専用のトレイに追加して監視することができます。重要なサ

ーバーなどの状態を常にデスクトップに張り付けて目視できるため、なにかが起こればすぐに管理者が気

付くことができます。アイコン表示、詳細表示があります。アイコン表示はアラートが一目でわかるよう

になっています。詳細は進捗などのクライアントの状況を逐一監視することができます。 
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情報表示タブ 

コンソールの上半分は各種情報をタブ切り替えで表示できるようになっています。 

ダッシュボードタブ 

サイトのサマリ、収集したデータの統計情報、イベント、ストレージの状態等を視覚的にわかりやすく表

示して素早く状態や情報を把握できます。 データーソースは取得したログや定期的に更新される内部デー

タベースを使いますので都度クライアントに問い合わせをしてネットワークに不要なトラフィックをかけ

ることはありません。 

 

サイト名、ロケーションといったサイトの情報、左側のグラフエリアでは、検出クライアント数、クライ

アントインストール、管理対象クライアント、タスク実行の状態をドーナツ形のグラフで表示します。タ

スク実行のグラフに赤い部分があればなんらかのタスク実行に失敗しているとすぐにわかります。管理対

象クライアントに入っていない PC があれば部署に新しくマシンが追加されたのか、何らかの理由でなく

なってしまったのかという推測をあらかじめたててから現地で詳しく調査することができます。 
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クライアントタブ 

ドメイン、ワークグループに所属するクライアントコンピューターの一覧を表示します。コンピューター

名、エディション、バージョン、最後のイベント実行、次回のイベント実行予定、ステータス、アラー

ト、サポート期間などが一覧で表示されます。グループによる管理も可能です。 

管理対象、管理対象外クライアント 

管理対象とするクライアント PC は管理対象クライアントフォルダに移動します。ドラッグアンドドロッ

プでも複数選択して右クリックメニューからでも移動が可能です。管理対象クライアントに移動したクラ

イアント PC はクライアントエージェントを通じて情報の収集、ファンクションの実行などを行うことが

できるようになります。また、クライアント一覧ではフォルダによる分類、フィルター項目による分類で

簡単に対象のクライアント PC を探すことができます。 管理対象外クライアントにあるクライアント PC

は存在や基本的な情報のみ表示可能で、監視、操作はできません。フィルターツリーではあらかじめ設定

されたフィルター項目毎に管理対象クライアントが分類されている。たとえば、ライセンス状態の期限切

れ間近、アラートが発生しているもの、などで分類されているのですぐに対象クライアントにアクセスが

可能です。 

管理対象クライアント 

 

管理対象クライアントは詳細表示を開くことで、バックアップステータス、現在のタスク、タス

クログ、タスク、ディスク情報、保存先、アラートをクライアント毎に表示できます。 

 コンピューター情報 

クライアント PC の詳細情報を表示します。ホーム画面には、各タブ内の項目をピン止めしておい

てみたい情報を素早く表示することができます。詳細カテゴリには、ユーザー、コンピューター、

ステータス、ネットワーク、ソフトウェアがあります。 
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 クライアントの状態 

クライアント PC のバックアップステータスが表示されます。アラート設定で設定された日数に従

ってバックアップが作成されていない場合にアイコンが変わるなどの警告で注意を促します。 

 現在のタスク 

現在クライアントで実行中のタスクを表示します。プログレスバーなどで進行状況が一目でわかり

ます。 

 タスクログ 

クライアントで実行された過去のタスクのログの一覧です。ActiveImage Protector と同様、ログ

ID から詳細なログをみることができます。 

 タスク 

クライアントに設定されたタスクの一覧が表示されます。タスクの右クリックメニューから、バ

ックアップ、増分の実行、一時停止、無効化、編集、削除が可能です。 

 

タスクをダブルクリックするとタスクの詳細が開きます。ここで各々の項目の編集画面に移動す

ることも可能です。 
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 ディスク情報 

クライアントに接続されているハードディスクの情報を表示します。ディスクマップで状態を見る

ことができます。 

 

 保存先 

クライアントのバックアップタスクで使用しているバックアップイメージの保存先を表示します。

保存先毎に関連タスク、容量、使用領域、空き容量が表示されますので容量の不足などを確認でき

ます。 

 アラート 

タスクの実行、実行中のタスクの停止、キャンセル、編集もここから可能です。 
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コンテキストメニュー 

クライアントリスト上で右クリックするとコンテキストメニューが開きクライアント PC に対する操作を

行えます。 

 

 全て選択 

現在表示されているグループのクライアント PC をすべて選択状態にします 

 更新 

クライアントリストを更新します。 

 コピー 

クライアント情報をクリップボードにコピーします。コンピューター名、ドメイン、IP アドレス、

OS、ActiveImage Protector のエディション、バージョン、ライセンス形式がコピーされます。 
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 ネットワーク探索 

ネットワークを探索してクライアントリストを更新します。 

 プッシュインストール 

選択したクライアント PC が対象クライアントリストに追加された状態でプッシュインストールの

ダイアログを開きます。 

 アンインストール 

選択したクライアント PC から一括して ActiveImage Protector のアンインストールを行います 

 デプロイ 

選択したクライアント PC が対象クライアント PC に追加された状態でデプロイダイアログを開き

ます。 

 タスクの作成 

対象クライアントに対して直接タスクを作成します。 

 Ping の送信 

クライアントに接続可能かどうかを確認します。 

 クライアントエージェントの再起動 

クライアントエージェントを再起動します。 

 サポート情報の取得 

サポートを依頼する時に必要なクライアント PC の ActiveImage Protector サポート情報を生成

します。生成したデータは zip ファイルでダウンロードできます。 
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 コマンドラインインターフェースの起動 

クライアント PC にコマンドラインによるリモート接続を行います。エキスパート向け。 

 認証情報の変更 

クライアント PC の情報取得のためには管理者権限が必要です。クライアント PC の管理者が別に

設定されている場合は変更できます。 

 コンピューター名の変更 

コンピューター名の変更をします。この機能を使うためには、クライアントに ActiveImage 

Protector 2018 SP2 以降がインストールされているか、管理サーバーに netdom.exe がインスト

ールされている必要があります。 

 モニタリング対象に追加 

モニタリング対象に追加します。 

 パワーオン 

クライアント PC の電源を Wake On LAN を使ってオンにします。 

 システム再起動 

クライアント PC の再起動をします 

 シャットダウン 

クライアント PC の電源をオフにします 

 管理対象外に移動 

選択したクライアントを管理対象外に移動します。 
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フィルター 

クライアントリストはネットワーク上のすべてのクライアント PC をリストアップします。大規模なシス

テムではクライアント PC も膨大な数になります。リストのソートやグループ化で分類は可能ですが、リ

ストを論理的な分類方法で分ければ、目的毎に適切なクライアント PC リストを得ることができます。ク

ライアントエージェントがインストールされていない、ライセンス期限が間近に迫っている、アラートが

発生しているなどのクライアント PC の一覧を表示したい時にあらかじめ設定されたフィルターによって

の分類が自動的に行われているので目的に応じたクライアントリストをすぐに表示できます。フィルター

にはバックアップスケジュールなし、物理マシン、仮想マシン、クラスター、未インストール、ライセン

ス期限切れなどがあります。 
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保存先タブ 

バックアップタスクで使用している保存先の情報を表示します。保存先の容量や、同じ保存先にどの程度

のタスクに関連付けられているかを把握できます。多数のタスクが同じ保存先をつかっているとパフォー

マンスに影響もありますし、空き容量もすぐになくなってしまいバックアップに失敗してしまいます。 

あらかじめサイト設定から登録しておいたものと、タスクログを解析して追加されたものがあります。保

存先ストレージの容量、転送速度、関連クライアントなどを確認することができる。 空き容量が足りずバ

ックアップが失敗し続けるという事態を察知して、能動的に対策を打つことができます。保存先は収集し

たクライアントログから自動的に生成して追加されますので、保存先全体を横断的に把握できます。 

 タスクログ 

この保存先に保存したタスクのログ一覧を表示します。 

 タスク 

この保存先に関連付けられているタスクを表示します。 

 バックアップスループット 

この保存先にイメージを保存した際のスループットをグラフで表示します。 
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ライセンス管理タブ 

プロダクトキーを管理します。クライアントで使用している、使用する予定あるいはこれから使用するた

めに登録したプロダクトキーを一元的に管理できます。プロダクトキーの種別、使用期限、アクティベー

ション、サポート期限などの情報、クライアント PC の割り当て状況、アクティベート、ディアクティベ

ート等のライセンス情報の表示、操作全般を行えます。プロダクトキーに関連付けられたクライアントは

リストアップされていますので、ここで違うプロダクトキーに移行したり、解除したりできます。 

新規のプロダクトキーをあらかじめ登録しておけば、クライアントが追加されたり、異動されたりしたと

きにプロダクトキー毎にクライアントを振り分けることができます。 

管理サーバーはネットジャパンのライセンスサーバーと通信し、プロダクトキーに関連付けられた最新の

情報を取得します。MSP キーやサブスクリプションキーなどの期限付きのキーの期限情報やサポート情報

の更新もライセンスサーバー側で対応したものが自動的に反映されます。ActiveVisor がオンラインであ

ることはこの面を見ても重要なことですので、管理サーバーだけでもインターネット接続が可能にしてお

くことをお勧めします。エージェントはマルチ NIC 対応していますので、LAN 側とインターネット側の

間に ActiveVisor のマシンを設置しておけば問題ありません。オフライン環境で使用する場合は、オフラ

インライセンスバンドルを使用した管理が可能です。 
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メニュー項目 

一般的なWindowsアプリケーションではウィンドウのトップにメニュー項目があり、そこから各種操作を選ぶこ

とができます。基本的な操作はボタンとして配置されていますが、メニュー項目のみにある機能もあります。 

操作 

テンプレート作成、デプロイなどの操作です。基本的にはボタンメニューやコンテキストメニューから行

うことができます。以下の項目があります。 

 

 バックアップテンプレートの新規作成 

 スケジュールテンプレートの新規作成 

 vStandby テンプレートの新規作成 

 クライアント設定テンプレートの新規作成 

 テンプレートのデプロイ 

 クライアントプッシュインストール 

 コンピューターの追加  

 終了 
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表示 

コンソールの表示に関するメニューです。 

 

 言語 

コンソールの表示言語を切り替えます。 

 ダッシュボード 

 クライアント 

 保存先 

 ライセンス管理 

各々のページを表示します。 

 モニタリング 

モニタリングパネルを表示します。 

 更新 

コンソール画面を最新の状態にするために、各種情報を再取得して更新します。 
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環境設定 

サイト設定（14 ページ）と同等の内容です。以下の項目があります。 

 

 一般 

ログの自動整理、ネットワークの自動探索、プロキシの設定を行います。 

 通知 

メールによる通知の設定を行います。 

 ネットワーク認証 

ネットワーク認証は、ネットワーク探索で使用するアカウントを設定します。 

 ストレージデバイス 

バックアップタスクをデプロイする際に保存先を設定します。 

 ハイパーバイザー 

vStandby タスクテンプレートを作成するときに候補として表示するハイパーバイザーを登録して

おきます。 

 アラート 

アラートの詳細設定を行います。 

 コンソール設定 

コンソールの位置やサイズを記憶するかどうかの設定をします。  
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ツール 

ActiveVisor から外部ツールを起動します。エキスパート向けです。以下子の項目があります。 

 

 ActiveImage Protector コンソールの起動 

管理サーバーに ActiveImage Protector がインストールされている場合、ActiveImage 

Protector のコンソールを開きます。ActiveVisor だけでは管理できない機能を使いたい場合一対

一での接続を行い、クライアント側を直接操作することができます。 

 Run ImageCenter LE 

管理サーバーに ImageCenter LE がインストールされている場合、ImageCenter を起動します。

ImageCenter の詳細はネットジャパンのホームページの製品概要をご覧ください。 

 ReZoom It! の起動 

管理サーバーに ReZoom It!がインストールされている場合、起動します。 

 ImageBoot の起動 

管理サーバーに ImageBoot がインストールされている場合、起動します。 

 コマンドラインインターフェースの起動 

ActiveVisor のコマンドラインインターフェースを起動します。ネットジャパンのサポート向けで

す。 

  

https://www.netjapan.com/jp/products/imagecenter/imagecenter-le
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ヘルプ 

ヘルプの表示やサポート情報の取得を行います。以下のメニューがあります。 

 

 ヘルプの表示 

製品のオンラインヘルプを表示します。 

 サポート情報の取得 

ネットジャパンのサポートを受ける場合に、サポートからの指示で情報を取得していただく場合が

あります。その場合、ここから作成してください。 

 アップデートの確認 

ActiveVisor のアップデートが存在するかを確認します。アップデートがある場合、自動アップデ

ートを行うことができます。 

 プロダクトキーの変更 

ActiveVisor のプロダクトキーを変更します。 

 バージョン情報 

ActiveVisor のバージョンを表示します。製品、コンソール、エージェント、ライセンス情報が表

示されます。 
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インターネットオフラインモード 

ActiveVisor はオンラインでの使用が推奨となっていますが、セキュリティ上の要請や組織のポリシ

ーのためネットワークから外部に出られない状況もあります。 その場合でも ActiveVisor だけオンラ

インであれば、クライアント PC が外部と通信できない状態でも管理できますが、完全に通信できな

い環境でもインターネットオフラインモードを使用して管理できます。 

 

オフラインモードでは、アクティベーションサーバーの替わりにオフラインライセンスバンドルを認

証に使用します。クライアントはライセンスサーバーの代わりに ActiveVisor にアクティベーション

認証を要求し、ActiveVisor はオフラインライセンスバンドルの内容に従って認証を行います。 

オフラインライセンスバンドルのファイルは ActiveVisor の初期画面で提示される URL を使ってネ

ットジャパンのページにアクセスして取得します。 一度オフラインモード用にプロダクトキーを登録

するとそれ以降はオフラインモード専用となり申請した ActiveVisor 固有の ID で管理されるように

なります。 申請した ActiveVisor でのみ管理、アクティベーションが可能になるので、組織全体での

厳密なライセンスの管理が可能になります。 
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Web コンソール 

ActiveVisor のエージェントには Web サーバー機能があります。 Web ブラウザー（Chrome 推奨）で

接続することでローカルコンソールとほとんど変わらない操作が可能です。 

Web ブラウザーからアクセスできるので、遠隔地からの接続や複数のサイトの管理が可能です。 
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※ActiveVisor 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 

 

 

 

本ソフトウェアと付属ドキュメントは株式会社ネットジャパンに所有権および著作権があります。 

Copyright(c) 2018 NetJapan, Inc. 無断複写・転載を禁止します。 

ActiveImage Protector、ActiveImage Protector Server、ActiveImage Protector Desktop、
ActiveImage Protector IT Pro、ActiveImage Protector for Hyper-V Enterprise、ReZoom it!、
ActiveImage Protector Linux、ActiveImage Protector Virtual、ActiveImage Protector Cluster、
ActiveImage Protector Cloud、ActiveImage Protector Basic、ImageBoot、ImageCenter LE、
BootCheck、ActiveImage Deploy USB、ActiveVisor は株式会社ネットジャパンの商標です。 

本ガイド中のその他のブランド名及び製品名は、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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