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ネットジャパンは、イメージバックアップソリューションである ActiveImage Protector を販売してい

る。通常のエンタープライズ用途に加えて、クラスタや FT サーバなど、ミッションクリティカル環境ま

でをカバーした製品群を備え、柔軟にバックアップ・リストア環境を構築できる点が最大の特徴だ。今回

紹介する ImageBoot は、ActiveImage Protector のバックアップイメージファイルから、OS を即時に起

動させることができる画期的な製品だ。ImageBoot は、ActiveImage Protector のユーザーに無償で提供

される。本ホワイトペーパーでは、ImageBoot の活用方法を主に解説する。 
 

1. はじめに 
 

ファイル単位のバックアップとは異なり、イメージバックアップでは、バックアップ対象のボリューム

やディスク全体を、ハードディスクの記録単位であるセクターの単位でバックアップできる。ここから作

成したイメージファイルを保存しておけば、デスクトップ PC なら、オペレーティングシステムの設定や

インストールしたアプリケーションなどもセットアップ済みの状態に、いつでもリストアすることがで

きる。クリーンインストールと比較すると、システムが破損した際から復旧までの時間は極めて短縮され

るし、バックアップした時点の状態まで確実にロールバックできる利点もある。 
 

エンタープライズ用途のサーバーなどでは、データベースやメールボックス、アプリケーションサーバー

などを構築済みの環境をバックアップすることもできる。システム管理者のように、専門的な知識を持っ

ていない一般ユーザーでも、システム障害の際には、イメージファイルから復元をおこなうことで、上記

のデータや設定を、バックアップ時点の状態までロールバックすることも可能である。 
 

上記の例からも、イメージバックアップは復旧の面でもコストメリットの高いバックアップ手段と言う

ことができるだろう。しかし、完全というわけではない。たとえば、システムディスクをリストアした後、

オペレーティングシステムが確実に起動できるかなどは、イメージファイルを実際に復元するまではわ

からない。イメージファイルからのリストアは相応の時間がかかるが、時間をかけてリストアした結果、

何らかの理由で起動しない、ということもあり得るのだ。バックアップの起動確認を定期的に行う運用を

している場合はこの確認作業は無視できない時間になる。 
 

そこで、ネットジャパンは、「バックアップファイルが間違いなく復元できて、ブート可能かをもっと簡

単に確認したい」、「仮想化の動作試験がしたい」、「緊急に一時的にバックアップファイルから起動し

たい」、という従来からのユーザーの要望に応えて、ImageBoot を開発した。ImageBoot は、ActiveImage 
Protector で作成したバックアップイメージファイルからリストアや仮想化変換作業をせずに、仮想マシ

ンとして即時（2 分以内に）起動できるソフトウェアである。ImageBoot は、ActiveImage Protector の
ユーザーに無償で提供される。次の章では、その機能や仕組みについて紹介・解説しよう。 
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2. ImageBoot™とは 
 

ネットジャパンは、ImageBoot を無償公開している。  

(URL: https://www.netjapan.com/jp/try/activeimage-protector) 
同社のバックアップソフトである ActiveImage Protector で作成したイメージファイルを利用して、イメージファイ

ルからのリストアや、仮想化変換を必要とせずに、イメージファイル上のオペレーティングシステムを、イメージフ

ァイルから直接起動させることを実現する製品だ。 

 
図 1 ImageBoot のダウンロードページ 

 

バックアップイメージファイルをリストアせずに、直接起動させるという新発想を実現することで、これまでにない

イメージバックアップの活用が期待できる。 
前章でもふれたように、イメージバックアップにより作成されたイメージファイルの内容やオペレーテ

ィングシステムの起動の可否は、イメージファイルを一見しただけではわからず、今までは実際に復元を

おこなう必要があった。ネットジャパンでは兼ねてからこの課題の解決を検討していた。 

https://www.netjapan.com/jp/try/activeimage-protector
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それに加えて、ActiveImage Protector の既存ユーザーからも、 
 

● バックアップファイルが間違いなく復元できて、ブート可能かをもっと簡単に確認したい 
● 仮想化の動作試験がしたい 
● 緊急に一時的にバックアップファイルから起動したい 
 

といった要望が過去にも多数、寄せられていた。そこで、これらに応えるべく開発されたソフトウェア

が、ImageBoot である。詳しい仕組みは後述するが、ImageBoot を使用することで、ActiveImage Protector 
のイメージファイルを、仮想ディスクフォーマットへの変換や、リストアすることなく、仮想マシン(VM)
にアタッチして直接起動させることができる。 
 

 

図 2 ImageBoot の仕組み 
 

ActiveImage Protector のイメージファイルと、対応するハイパーバイザー（仮想ソフトや仮想アプリケーション）、

そして、ImageBoot があれば、イメージファイルを、簡単に、しかも瞬時に仮想マシンにアタッチし、イメージファ

イル内のシステムボリューム上のオペレーティングシステムの起動確認などをスピーディにおこなうことができ

る。 
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まずは、動作環境（システム要件）から紹介しよう。 
● ImageBoot がサポートするハイパーバイザー 

ImageBoot がサポートするハイパーバイザーは、以下の通りである。 
 VMware Workstation 10、11、12 Pro 
 VMware Player 6、7、12 Player 
 Microsoft Hyper-V（Windows Server 2008 R2 の場合、あらかじめ Microsoft .Net Framework 4

以降が必要） 
 Oracle VirtualBox 5 

 

● セットアップ可能なオペレーティングシステム 
ImageBoot をセットアップして動作させることができるオペレーティングシステム(システム要件)
は、以下の通りである。 
 Windows 7（32bit・64bit）・Windows Server 2008 R2 以降 

 

● 仮想ゲストマシンにアタッチして、起動させることが可能なオペレーティングシステム 
仮想ゲストマシンにアタッチして起動させることが可能なオペレーティングシステムは、以下であ

る。 
 Windows XP（32bit・64bit）・Windows Server 2003（32bit・64bit）以降 

 

ActiveImage Protector と ImageBoot は、UEFI や 2TB 超えの HDD もサポートしており、これらの環境上に

セットアップされたオペレーティングシステムやボリュームも問題なく扱うことができる。バックアップしたイメージフ

ァイルを、そのまま仮想マシンとして起動する…これにより具体的にはどのようなことが実現可能になるだろう

か？ 繰り返しになるが、まずはバックアップ（イメージ）の有効性を確認することができる。あらかじめバックアッ

プを取得していたとしても、そのイメージが破損していたり、必要なファイルが失われていては意味がない。これ

らの確認が、イメージファイルの復元処理を要することなくおこなえることは非常に便利だ。イメージファイルから

仮想マシンへのフォーマット変換作業も、ImageBoot を使用すればユーザーの側では一切不要である。 
 

常時運用のサーバー上で物理・論理的な障害が発生し、サービスが停止した場合などを想定しても、復旧まで

のタイムラグは少ないほどよい。ActiveImage Protector のバックアップイメージと、ImageBoot を組み合わせれ

ば、実サーバーの復旧完了を待たずに、仮想ゲストマシン上で、サービスを即座に復旧し、実サーバーの復旧

までのあいだ、仮想マシンを代替機としてサービスを提供することもできる。代替機は、あくまでも、緊急時の暫

定的な対応用途とするのがシステム運用上は望ましいが、サービスのダウンタイムをほぼゼロにできる価値は、

ミッションクリティカルな用途のサーバーであればあるほど大きいだろう。 
 

次の章では、ImageBoot の仕組みを紹介しよう。 
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3. ImageBoot™の仕組み 
 

ImageBoot は、どのようにして ActiveImage Protector のバックアップイメージからの即時起動を実現し

ているのだろうか。 

 
 

図 3 ActiveImage Protector のバックアップイメージ 
 

上記のように、システム全体をバックアップしたバックアップイメージには、実環境のすべてのユーザー

データが格納されている。 
もちろん、イメージファイルには、スマートセクタバックアップなど、イメージファイルのサイズを節

約する仕組みや、重複排除や圧縮なども適用されているから、イメージファイル上のデータ配置は、バ

ックアップ元の HDD 上のセクターとは大きく異なる。そこで、ImageBoot は、①イメージファイル上

のデータ配置と、バックアップ元のデータ配置の差異を吸収した上で、②バックアップイメージファイ

ルを、ImageBoot が動作しているオペレーティングシステム上の物理ディスクとしてアタッチし、③次

に、上記を、仮想ゲストマシンにアタッチする操作までを自動的におこなっている。これらの処理の過

程で、P2V も完了している。③が完了した後に、仮想ゲストマシンを起動すれば、ActiveImage 
Protector のイメージファイルから、オペレーティングシステムを直接起動することが可能だ。 

 

図 4 仮想マシンにアタッチ 
 

一言で表現すれば、バックアップイメージを物理ディスクとしてマッピングして、それを仮想マシンにアタッチして

いると考えればいいだろう。ディスクだけではなく、ディスクをアタッチする仮想マシン自体を構成する必要もある
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が、これらの仮想マシンも、ImageBoot によって自動的に構成されるので、ユーザー側で仮想マシンを用意する

ためにハイパーバイザーを操作する必要はない。 

 

図 5 作成された仮想マシンの構成ファイルなど 
 

こうして、バックアップイメージ上のオペレーティングシステムを、仮想マシンにアタッチして、起動

することが可能になる。起動可能として構成可能なのは、ベース（フル）バックアップイメージに加え

任意の増分バックアップを指定して起動を構成することもサポートしている。 

 
図 6 任意の増分バックアップに対して起動構成が可能 

 

ところで、イメージファイル上からのオペレーティングシステムの起動に際して、ここで 1 つの疑問が

生ずる。それは、バックアップイメージとはいえ、一度、起動すれば Windows システムなどに変更が

必ず生じてしまう、つまり、バックアップイメージファイル（セット）の同一性が、オペレーティング

システムの起動構成後には変更され、失われるのではないか？という疑問である。結論から言えば、同

一性が損なわれることはない。ImageBoot は、オペレーティングシステムの起動中・起動後に発生した

更新を、専用の差分イメージファイルに格納することでこの疑問に回答している。起動構成したバック
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アップイメージファイル（aiv または aii）は読み取り専用として扱われ、内容が変更されることはな

い。そのため、バックアップイメージファイル（セット）の同一性は保証されているのである。 

 
図 7 差分イメージファイル 

 

次の章では、ImageBoot の操作手順を紹介しよう。 
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4. ImageBoot™の手順 
 

ここからは、実際に ActiveImage Prortector を使用して取得したバックアップイメージファイルを、仮想

マシンにアタッチして起動するまでの操作手順を紹介しよう（ここでは、前提として、ActiveImage 
Protector によるバックアップ作業やハイパーバイザーのインストールは完了しているものとします）。 
ImageBoot を起動すると、図 8 のように、「ようこそ画面」が表示される。 

 
図 8 ようこそ画面 

以前に ImageBoot で継続使用するとして起動したことがある仮想マシンは、停止した時点から再開が可

能である。 
 

［次へ］をクリックすると、「イメージファイルの選択」が表示される（図 9）。 

 
図 9 イメージファイルの選択 

ここでの操作は、用意したイメージファイルを選択して、［次へ］をクリックするだけだ。 
次の画面では、イメージファイルをアタッチする先の仮想マシンを構成するために、ハイパーバイザーを

選択する（図 10）。 
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図 10 ハイパーバイザーの選択 

 

ハイパーバイザーを選択したら、仮想マシンの設定を確認する。仮想マシン名は、特に変更する必要はな

いであろう。CPU とメモリについては、ホスト側のハードウェアリソースを考慮し、適切な設定をおこ

なってほしい。「この仮想マシンを継続使用する」をチェックしておけば、仮想マシン上で行った変更の

データを次回再利用することができる。以上で、起動設定に必要な操作は完了である。［次へ］をクリッ

クすると、P2V（物理環境から仮想化）が開始される（図 11）。 

 

図 11 P2V 処理中 
以上のように、必要な操作は非常に少なく、はじめてこの操作を実行するユーザーも戸惑うことはない

だろう。こうして、バックアップイメージファイルから起動した仮想マシンは、図 12 のようになる。 
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図 12 起動した仮想マシン 
 

次の章では、ImageBoot を使用したイメージファイルからのオペレーティングシステムの起動に要した

時間を計測した結果をお伝えしよう。 
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5. ImageBoot™の実測値（ベンチマーク） 
 
ImageBoot を使用したイメージファイルからのオペレーティングシステムの起動には、実際にどのくら

いの時間を要するのだろうか。以下の 2 つの環境で実機測定をおこなってみたので紹介しよう。 
 

<ベンチマークテスト 1＞ 
コンピューター Hewlett-Packard 製 HP Pavilion dv6 Notebook PC 

CPU Intel Core i7-2760QM CPU（2.40GHz） 

メモリ 8MB メモリ 

ハードディスク INTEL SSDSC2BW240A4（240GB） 

OS Microsoft Windows 8.1 Enterprise（64bit） 

イメージファイルサイズ 4.5GB（ユーザーデータ含まず） 

 

このマシンで、ActiveImage Prortector でバックアップした Windows Server 2008 R2 のバックアップイ

メージファイルからの起動時間を測定した。計測の開始～終了のタイミングは、図 10 で［起動］ボタン

をクリックしてから、仮想マシンとして立ち上がり、ログイン画面（【Ctrl】＋【Alt】＋【Del】を押す指

示がでるまで）が表示されるまでとした。 
合計 3 回計測したが、起動に要した時間は、47 秒、45 秒、48 秒といずれも 1 分未満の値となった。こ

の結果に関しては、SSD を使用していることも影響していると思われる。Windows Server 2008 R2 は、

ほぼクリーンインストールに近い状態のものをバックアップしたため、運用状態のサーバーPC ならば、

サービスの起動などではもう少し時間がかかる可能性もあると考察している。 
 

<ベンチマークテスト 2＞ 
コンピューター Supermicro H8QGi-F 

CPU Opteron 6128 (2GHz) x4 ソケット (32 コア, 32 スレッド) 

メモリ 16GB DDR3 

ハードディスク HighPoint Rocket RAID 2720 上に構成した RAID0 ボリューム 

OS Windows Server 2008 R2 

イメージファイルサイズ 797GB（ユーザーデータ含む） 

同様の計測方法を用いて、上記マシンで、ActiveImage Prortector でバックアップした Windows Server 
2008 R2 の起動時間を測定した。合計 3 回ほど計測したが、75 秒といずれも 2 分未満であった。 
 

＜ベンチマークテスト 1＞と＜ベンチマークテスト 2＞の結果からもわかるように、表題にある「2 分以内で

即時起動」は間違いないと言えるだろう。 
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6. ImageBoot™の活用例 
 

バックアップは、デスクトップ用途・サーバー用途にかかわらず、非常に重要なものであると言える。シ

ステム管理者は、ハードウェアの物理的な故障、誤った操作によるデータ消失、自然災害など突発的に発

生する事態に備え、十分なバックアップ体制をとっていることが予想されるが、ここに、さらに

ImageBoot を活用することで、どんなことが実現できるのだろうか。いくつかの事例を紹介したい。 
 

● 事例1：ディザスターリカバリーの動作検証を気軽に実行 

 

自然災害等によってシステムが大規模な被害を受けた際に、迅速にシステムを復旧する仕組みを用意し

ておくことは、もはや欠かせない時代と言っても良いだろう。そこで、導入されるのが別拠点間のレプリ

ケーションや冗長化に代表されるディザスターリカバリーである。下記の例では、実運用中のシステムと

同じ構成のシステム構成を、バックアップとして、運用中のシステムとは地理的に異なる拠点に設置し

て、ネットワーク経由でリアルタイムにデータを同期させる。これにより、実運用システムに被害や障害

が発生した際には、速やかにバックアップシステムに移行する仕組みである。 
（1）障害発生時のシステムの切り替え 

 
（2）従来のディザスターリカバリーと ImageBoot との違い 

 
図 13 ディザスターリカバリー 
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スタンバイ構成には、ホットスタンバイやウォームスタンバイなどの環境があるが、コストのかからない

コールドスタンバイタイプも近年増加している。ディザスターリカバリーの導入時には、バックアップシ

ステムへの切り替えテストなどが入念におこなわれる。しかし、導入後の時間経過とともに、バックアッ

プファイルが蓄積され、実際にバックアップシステムにリカバリを実行し、正しく動作するかを確認する

のは、やや手間がかかるようになる。そんな場合にも、ImageBoot を使えば、バックアップイメージから

即時起動することで、復元、起動テストをおこなうことができる。 
 

● 事例 2：不具合の原因究明も、各バックアップファイルから即時起動で時間短縮 
システムのアップデートや長期の継続運用などで、システムに不具合が発生することはめずらしくな

い。不具合の発生時は、復旧と共に原因究明が必要となるが、一定の間隔で、定期的にバックアップを

実施していれば、各増分バックアップを調べることで、不具合がどの時点で発生したのかを確認するこ

とができる。下図を例として、増分バックアップのファイル n と n+1 の間で障害が発生したとする。こ

の場合、不具合の原因を特定するには、バックアップファイルをひとつずつ、あるいは、ある程度見当

をつけて復元し起動する必要がある。従来は、一回あたりの復元に要する時間は、数時間を要すること

もあり、最終的な不具合の発見までは数日を要することもあったが、ImageBoot を使えば毎回の起動は

2 分弱で済むので、大幅に作業時間を短縮できる。 

 

図 14 バックアップからトラブルの原因を究明 
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● 事例 3：仮想化の事前検証でストレスフリーの移行を実現 
 

ディザスターリカバリーを実施する際、現在の本番環境と同じ実環境をバックアップシステムとして用

意するのが信頼性が高く、最善の方法であるが、一般的にコスト高になる。そこで、バックアップシステ

ムを仮想マシンとして構築する方法も検討されることになるが、その場合、実環境から仮想マシンへ変換

し、正常に起動することを事前にテストする必要がある。これは、一般的には、P2V（物理から仮想へ）

と呼ばれる作業である。ActiveImage Protector を使用すれば、物理マシンやイメージファイルを起動可

能な仮想ディスクに P2V することが可能となる。また、VMware vCenter コンバーターなど、仮想環境

のベンダーが公開しているツールを利用することもできる。 
 

 
図 15 仮想マシンの移行方法（仮想 HDD からは、V2V と呼ばれる） 

 

新規に仮想マシンを作成する際は、データの移行のみを考えればよいということになるが、実環境を仮

想マシンに移行する際には、注意すべき点がある。たとえば、物理マシンと仮想マシンという異なるハ

ードウェア上で動作させることにより、デバイスドライバーやハードウェア情報（UUID や MAC アドレ

スなど）が変更され、OS の動作に影響が発生することを考慮する必要がある。（特にネットワーク環

境などはトラブルの原因になる）。ハードウェア構成が変わることで、Windows のライセンス認証が再

度必要になることもある。ImageBoot を使用すれば、P2V による移行が実現可能であるかを事前に確認

することができる。合わせて、仮想マシンを使うことによる運用の変更点なども ImageBoot で使って確

認することができる。それらを踏まえた上で、実際に ActiveImage Protector の移行ツールを使って仮想

化をおこなえば、仮想環境への移行を確実に成功させることができる。 
図 15 で紹介した移行ツールでは、実環境にインストールすることで、稼働中でも仮想マシンの作成が

できる。しかし、サーバー構成によっては、非常に多くの作業が必要となることがある。しかし、

ImageBoot を使えば、バックアップファイルさえあれば、仮想化のテストは、十分可能である。忙しい

管理者にとっては、朗報ともいえるだろう。 
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ImageBoot は、非常にユニークなツールであるため、ここで紹介した事例以外にも有効活用の方法があ

るかもしれない。ネットジャパンでは、追加の活用事例についても情報を更新していくとのことであ

る。今後、ImageBoot がユーザーのシステム運用上の利便性を向上させるツールとして大いに利用され

ることを期待したい。 
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