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バックアップしたイメージファイルを集中管理できる高機能管理ツール

ImageCenter LE 
 

ネットジャパンは、バックアップソリューションの ActiveImage Protector のバックアップイメージファイルをリモー

トで管理できるツール、ImageCenter LE を配布しています。ImageCenter LE は、ActiveImage Protector ユー

ザーであれば、無償で利用できるツールです。 
 

レプリケーションとコンソリデーション 

 

ActiveImage Protector などのイメージバックアップソフトを運用していく上で、バックアップイメージファイルを管

理することの重要性を痛感することがあります。具体的には、バックアップ対象の PC やサーバーと同じ場所

に、そのバックアップイメージファイルを保存しない、ということです。東日本大震災のような災害が起きた場合や

ランサムウェアなどのマルウェアに感染した場合、PC、サーバー本体とバックアップイメージファイルが一か所に

保存されていたら、すべてを失ってしまうことになるからです。この対策として、バックアップイメージファイルのレ

プリケーションを遠隔地に行うことで、危機回避が可能です。 
ActiveImage Protector には増分バックアップの機能がありますが、一般的に増分バックアップではいくつかの

問題が指摘されていました。当然ですが、バックアップを行うたびに新しい増分バックアップファイルが作成され、

時間とともにその数が増えてくると管理も大変になります。また、1 つでも増分バックアップファイルを失ってしま

うと、完全に復元が行えなくなります。そこで、たくさんの増分バックアップファイルを 1 つに結合（コンソリデート）

することで、管理し易くするのが結合（コンソリデート）機能です。ActiveImage Protector のコンソール画面の左

ペインから「イメージ管理」を選ぶと、保存済のイメージ ファイルに対する操作が行えます。整合性検証、結合、

アーカイブ化、必要に応じて保存先の空き容量を増やすための削除もできます（図 1）。 

 
図 1 ActiveImage Protector のイメージ管理画面。ここから「結合」などのメニューが選択可能 
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ただし、ここでいくつかの不便な点もあります。まず、ActiveImage Protector 標準のレプリケーションやコンソリ

デーションは、機能の性質上、バックアップ終了後に保存したイメージファイルに対して ActiveImage Protector
から行う必要があります。つまりサーバーなどでは、バックアップ以外にも負荷がかかる処理を行う必要があると

いう点です。 
また、バックアップイメージファイルの保存先は、速度を考慮してまずはローカルドライブか、NAS に保存したい

ところです。しかし、このようにサーバーと物理的に近い場所に保存していると、上述のような災害時には両方を

同時に失ってしまうことになりかねません。バックアップ後の負荷とデーターの隔離性、この問題に対応するため

には、バックアップ作業とは別のところでコンソーリデーションやレプリケーションを行う必要があります。 
そのような要求に応えるのが、今回、ユーザーに無償で提供される ImageCenter LE です。 
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ダウンロードからセットアップまで 

 

ImageCenter LE のダウンロードは、ネットジャパンの Web ページから行えます。 
https://www.netjapan.asia/jp/try/imagecenter 

   
図 2 ネットジャパンの ImageCenter LE の申し込みページ 

 

［製品］のプルダウンメニューで ImageCenter LE を選択し、必要事項を記入し［送信］ボタンをクリックします。そ

の後、入力したメールアドレスにダウンロード先などが記載されたメールが届きます。ImageCenter LE の導入

にあたって、ActiveImage Protector を最新版にアップデートしておくことが必要です。以前のバージョンの

ActiveImage Protector と ImageCenter LE が混在している状態で、同じイメージファイルに対してコンソリデー

ションやレプリケーションを行うと、増分ファイルのリンクが適切に行われないことがあるためです。 
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セットアップは、ImageCenter LE を動作させるマシンに標準でインストールします。ActiveImage Protector のイ

メージの保存先が参照できるマシンに入れてください。別のところから ImageCenter LE のリモート管理を行い

たい場合は、セットアップタイプで［カスタム］を選択してください（図 3）。 

 
図 3 セットアップタイプで［カスタム］を選択 

 

そして、コンソール、エージェント、ファイアウォール設定の 3 つのコンポーネントがインストールされるかを確認

してください（図 4）。 

 
図 4 インストールコンポーネントの確認 

図 3 と図 4 は、リモート管理する PC 側でのインストールです。同様に、ImageCenter を動作させるマシンには

エージェントをインストールしておきます。ImageCenter LE を起動するとメイン画面は、図 5 のようになります。 
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図 5 ImageCenter LE のメイン画面 
 

別のマシンにインストールした ImageCenter のリモート管理を行う場合は、リモートエージェントと接続します。

左下の［接続先を追加］を選び、接続するコンピューターを選択します（図 6）。 

 

図 6 リモートエージェントに接続 
 

ここで Client01 が、リモート管理を行う ImageCenter の PC です。「接続」で追加されます。わかりやすい名前

に変更しても結構です。以上で、セットアップは完了です。 
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他の PC にレプリケーションしてみる 

バックアップイメージファイルをレプリケーションしてみましょう。ここでは、ActiveImage Protector でバックアップ

を行っている保存先の内容を、ネットワーク上の別 PC の共有フォルダーにレプリケーションします（図 7）。 

 
 

図 7 レプリケーションのイメージ 
 

まずは、バックアップイメージファイルの追加です。あらかじめサーバー側で、ファイル共有の設定をしておき、ダ

ッシュボードの画面（図 5）の［イメージフォルダーの追加］をクリックし、サーバーのバックアップイメージを選択し

ます（図 8）。 

 
図 8 イメージフォルダーの選択 
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新規のイメージファイルはメイン画面に ［管理対象外］ として追加されます（図 9）。 
管理したいイメージファイルを選択します。 

 
図 9 メイン画面にバックアップイメージファイルが追加 

 

次に、トップバーの ［レプリケーション］ ボタンをクリックします。ウィザード形式で、レプリケーションプロファイル

の作成が行われます（図 10）。 

 
図 10 レプリケーションプロファイルの作成 

 

レプリケーション先は、ローカルストレージ、ネットワーク共有フォルダー、SFTP、FTP、WebDAV、Amazon S3
から選択できます（図 11）。 
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図 11 ターゲットのプロトコル選択 

次に、ここでは、［プロトコル］で「共有フォルダー」を選びます。 
［ターゲット］の右端にある［…］で、ネットワーク PC からレプリケーション先として NAS 上の「Replication」フォル

ダーを選択します。（図 12） 
 

 
図 12 ターゲットフォルダーの選択 

 

これ以外にも、ターゲットを複数作成することができます。すぐにアクセスできる NAS に 1 つ、遠隔地への保存

として S3 ストレージへもう 1 つ、というように多重化が可能です。また、過去のイメージファイルをレプリケーショ

ン対象としない「増分バックアップのみをレプリケーションする」、レプリケーションするファイルをサブフォルダー

に保存する「レプリケーション時にサブフォルダーを作成する」といった設定も可能です。 
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次に、スケジュールは［即時］を選択します（図 13）。 

 
図 13 スケジュールの設定 

 

実際の運用では、バックアップを行ったらすぐにレプリケーションする［即時］が安心です。他に、［時間指定］（週

単位/ 月単位で指定した時間に）、増分バックアップが一定数になると実行する設定も可能ですので、サーバー

やネットワーク負荷を考慮して選択します。 
次に、オプションです（図 14）。 

 
図 14 オプション 
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［メール通知］は、タスクの終了時／タスクの失敗時／タスクの成功時 から選ぶことができます。優先度はプロ

セスの優先度、I/O パフォーマンスは実際の I/O の制限になります。どちらも高めに設定されていますが、バック

アップイメージファイルはサイズ的にも大きくなり易く時間がかかるため、I/O はこのままにしておくのがよいでし

ょう。最後に確認の画面です（図 15）。 

 
図 15 確認 

 

［エクスポート］は、ここまでの設定内容をファイルにエクスポートするものです。同じ設定を他のイメージで使用し

たいときのテンプレートとして、あるいは他のサーバーや PC で ImageCenter LE を使うときに利用して、作業効

率を上げることができます。 
［完了］をクリックすると、レプリケーションが開始され、ステータスに状況が表示されます（図 16）。 

 
図 16 レプリケーション中 
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図 17 でレプリケーション完了となります。 
 

 
図 17 レプリケーション完了 
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先ほど選択した NAS 上の Replication フォルダーに、バックアップイメージファイルが確認できます（図 18）。 
 

 

図 18 レプリケーション先のバックアップイメージファイル 
 

このレプリケーションでは、ActiveImage Protector でバックアップしているサーバー上では何の操作も行ってい

ません。つまり、サーバーに対しての負荷は、ネットワークの帯域を消費しているくらいで、ほとんどないに等しい

のです。また、図 13 の「スケジュールの設定」で、ネットワークの稼働率が低いタイミングを指定してレプリケー

ションを行うことも可能です。 
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コンソリデーション（結合）を試す 

 

コンソリデーションは「結合」とも訳されますが、複数の増分のバックアップファイルを 1 つのファイルにすることで

す（図 19）。 

 
図 19 コンソリデーション（結合）のイメージ 

コンソリデーション（結合）は、ActiveImage Protector のバックアップイメージにのみ対応しています。 
たとえば、増分バックアップを 7:00 から 21:00 まで 1 時間おきに作成すると、1 日で 14 個の増分バックアップ

が作成され、かなりの数となってしまいます。これらをうまく整理するのが、ImageCenter LE です。 
ActiveImage Protector のバックアップファイルは、図 20 のように 1 つの基本バックアップと 5 つの増分バック

アップができた状態になっています。 

 
図 20 バックアップファイルの構成 
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まずバックアップイメージファイルを選択します。今回は右クリックメニューから［タスクの作成］-［結合］を選びま

す（図 21）。 

 

図 21 バックアップイメージファイルを追加し、［タスクの作成］-［結合］を選択 
 

こちらも、ウィザード形式でプロファイルの作成を行います（図 22）。ウィザード形式で進みますので、設定がわ

からなくなることはありません。 

 

図 22 結合プロファイルの作成 
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次に結合のスケジュールとなります（図 23）。 

 

図 23 結合のスケジュール 
 

ここでは、［即時］に設定しました。これですべての増分バックアップが作成と同時に結合されることになります。

また、最新の 3 つの増分を残してそれ以前の増分バックアップは結合する、といった設定（図 24）も可能です。 

 
図 24 最新の増分ファイルを残して、それ以外を結合 

 

［3 個の新しいイメージが作成されるたびに実行する］で指定できます。これは最近の増分は細かくアクセスした

いが、古いものはおおまかでよい、というような場合に重宝します。スケジュールも設定可能です。時間指定は 1
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日 1 回ですので、1 日の増分バックアップの回数が多い場合などは、増分イメージが一定数で結合するような設

定をしたほうが使い易いです。 
次に結合の設定です（図 25）。以下の設定が可能です。 
スマートコンソリデーションを使用する／他のエージェントでの結合を許可する／結合された増分ファイルを 
xx 個保持する／最新の増分ファイルを xx 個残す／元のイメージ ファイルを保持する 

 

図 25 結合の設定 
 

次にオプションです。（図 26） 

 

図 26 オプション 
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オプションでは、メール通知やパフォーマンスの設定を行うことができます。パフォーマンスもデフォルトで問題あ

りません。最後に確認画面が表示されます（図 27）。 

 

図 27 確認 
 

［完了］で、コンソリデーション（結合）が開始されます（図 28）。 

 

図 28 結合中 
 

結合が完了した図 20 は、図 29 のようになります。 
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図 29 結合が完了したバックアップフォルダー 

 

5 つあった増分バックアップファイルが、dev-7X64-pc@win7x64_inc_d00_00001_i00005 の 1 つだけになっ

ていることがわかります。 
 

ActiveImage Protector と機能を分離したことで、より自由度が増し、サーバー側の負荷も大幅に軽減できるよう

になりました。また、リモート管理を行うことで、複数のサーバーのバックアップイメージを統合的に管理すること

ができます。このような無償ツールを用意することで、より使いやすいバックアップソリューションとなったと言える

でしょう。 
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イメージブートテスト機能を試す 

Hyper-V ホスト上で ImageCenter LE を使用すると、バックアップイメージが確実に起動できる状態であること

を即座にテストできる、イメージブートテスト機能があります（図 30）。ネットジャパンが開発した ImageBoot の技

術を使ってイメージファイルから直接起動しますので、確認のために仮想マシンのクローン作成をおこなう必要

はなく、低リソース、短時間で起動確認が完了します。物理マシンのイメージファイルでも P2V を自動的におこな

いますので、起動確認が可能です。 

 
図 30 イメージブートテスト機能 

ステータス表示のイメージブートテストにチェックマークが付き、テストが成功したことがわかります（図 31）。 

 
図 31 イメージブートテストの成功画面  
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検証機能（Verify）を試す 

イメージファイルが壊れていないかどうかを検証する機能を自動化できます。 
自動的に検証を行いたいイメージファイルを選択して、検証タスクを作成します（図 32）。 

 
図 32 イメージファイルの検証を開始 

 

次にスケジュールを選択します（図 33）。バックアップファイル作成直後に行う［即時］と時間を遅らせて行う「時

間指定」があります。ここでは、［即時］を選択します。 

 
図 33 検証プロファイルの作成時のスケジュール設定 

次に設定です（図 34）。 設定画面では「ベースイメージの検証をスキップする」、「最新のイメージファイルのみ

を検証する」があります。ベースイメージは最初のバックアップイメージですので、サイズが大きいため検証時間
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がかかる可能性があります。また、すでにバックアップ済の増分ファイルが存在している場合、再度全てを検証

する必要はありませんので、最新の増分ファイルだけを検証対象にすることができます。検証をスキップすること

で想定外の長時間検証が行われるのを回避します。

 
図 34 検証プロファイルの作成時の設定画面 

 

次にオプションを設定します。（図 35） 

 
図 35 検証プロファイルの作成のオプション設定 

 

最後に確認画面です（図 36）。 
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図 36 確認画面 

 

検証が成功すると、ダッシュボードで結果を確認できます（図 37）。 
 

 
図 37 検証成功時のダッシュボード画面 
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