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概要 

本ガイドは、ActiveImage Protector IT Pro Edition を使用しての、Windows Server の ESXi仮想マ

シン変換、および ESXiホストのデータストアへの直接アップロードに対する以下の操作に関す

る情報を提供します。 

 物理環境からの変換 

 バックアップ イメージ ファイルからの変換 

このガイドは情報提供のみを目的としており、明示あるいは黙示に関わらず、本ガイドに関して

またはそれに含まれる情報について、株式会社ネットジャパンはいかなる責任も負わないものと

します。 
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1. 実行前の確認 

操作を実行する前に以下についてご確認ください。 

 ESXiホストのデータストアへの直接アップロードは、バージョン 4.0以上の ESXiホストに

対してのみ実行できます。 

 ESXiホストで以下の機能が有効になっていない場合は、直接アップロードはできません。 

 バージョン 5.x：Storage API 

 バージョン 4.x：vStorage API 

vSphere Client の［構成］タブを選択し、［ソフトウェア］の［ライセンス］をクリックする

ことによりこれらの機能の有無を確認できます。 

 ESXiホストに存在する同名の仮想マシンは作成できません。別の名前を指定するか、既存の

仮想マシンをデータストアから削除した後に操作を実行してください。 
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2. 物理環境からの直接変換 

Windows Server が稼働している物理環境を仮想マシンに変換し、ESXiホストのデータストアへ

直接アップロードすることができます。 

以下、Windows Server 2008 R2 環境を例に操作手順を解説します。 

操作手順 

1. ActiveImage Protectorの製品メディアを光学メディアに挿入します。 

2. 製品メディアから［Launch.exe］を実行します。 

3. 以下の起動ランチャーが表示されますので、［IT Pro Editionを起動する］をクリックしま

す。 
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以下のダイアログが表示されますので、［サービス モード］を選択して［適用］をクリック

します。 

 

4. 表示された ActiveImageコンソールの［ツール］を展開し［仮想変換ユーティリティ］をク

リックします。 

 

マウント ドライバーがインストールされていない場合、以下のダイアログが表示されます。

［OK］をクリックします。 
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5. ［仮想変換ウィザード］が表示されます。 

 

［VMwareファイル フォーマット（VMDK）］を選択して次へ進みます。 

6. 仮想ディスクを保存する場所を指定します。 

 

［ESXiサーバーに保存する］を選択します。 
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7. 変換する対象を選択します。 

 

［物理ディスクを変換する］を選択します。 

8. 変換対象のディスクを選択します。 

 

一度に変換可能なディスクは 1台のみです。 
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9. 仮想ディスクをアップロードする ESXiホストを指定します。vCenter Server 管理下の ESXi

ホストを指定することも可能です。 

 

ESXiホスト、または vCenter Server との接続が確立したら、アップロード先のホストとアッ

プロード形態を選択します。 

 

今回は［変換した仮想ディスクを使用して新規仮想マシンを作成する］を選択します。 

データ ディスクなどを変換して既存の仮想マシンに追加する場合は［既存の仮想マシンに変

換した仮想ディスクを追加する］を選択します。 
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10. 新規作成する仮想マシンの設定をします。 

 

11. 仮想ディスク オプションを設定します。 

 

［コントローラー］では、変換する仮想ディスクを接続する仮想ディスク コントローラーを

指定します。 
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 SCSI 

選択したコントローラーで仮想マシンを作成し、仮想ディスクを接続します。 

 

 IDE 

選択したポートに仮想ディスクを接続します。 

［ディスク オプション］では、仮想ディスクのプロビジョニング オプションを指定しま

す。 

 シン プロビジョニング 

データ使用量に応じて仮想ディスク ファイルを作成します。変換にかかる時間が短

くデータストアを有効に活用できますが、シック プロビジョニングほど高いパフォ

ーマンスは期待できません。 

 シック プロビジョニング（Lazy zero） 

あらかじめ仮想ディスクと同サイズの領域をデータストアに確保します。データは、

ブロックへ書き込む直前に”0”を書き込んだ後に書き込まれます。 

 シック プロビジョニング（Eagerly zero） 

あらかじめ仮想ディスクと同サイズの領域をデータストアに確保します。仮想ディス

ク ファイル作成時に全てのブロックに”0”を書き込むので、高いパフォーマンスを期

待できますが変換に時間がかかります。 
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12. 確認が表示されます。 

 

設定内容を確認し、［完了］をクリックすると変換が開始されます。 
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vSphere Client から確認すると、仮想マシンが作成されていることを確認できます。 

 

13. 変換処理が終了すると、変換した仮想ディスクを元に作成した仮想マシンを使用することが

できるようになります。 

 

Vmware Toolsのインストールなど、必要な設定を行ってください。 
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3. バックアップ イメージ ファイルからの変換 

バックアップ イメージ ファイルから仮想マシンに変換し、ESXiホストのデータストアへ直接ア

ップロードすることができます。 

以下、Windows Server 2008 R2 の環境を例に操作手順を解説します。 

操作手順 

1. ActiveImage Protectorの製品メディアを光学メディアに挿入します。 

2. 製品メディアから［Launch.exe］を実行します。 

3. 以下の起動ランチャーが表示されますので、［IT Pro Editionを起動する］をクリックしま

す。 
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以下のダイアログが表示されますので、［サービス モード］を選択して［適用］をクリック

します。 

 

4. 表示された ActiveImageコンソールの［ツール］を展開し［仮想変換ユーティリティ］をク

リックします。 

 

  



15 

 

マウント ドライバーがインストールされていない場合、以下のダイアログが表示されます。

［OK］をクリックします。 

 

5. ［仮想変換ウィザード］が表示されます。 

 

［VMwareファイル フォーマット（VMDK）］を選択して次へ進みます。 
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6. 仮想ディスクを保存する場所を指定します。 

 

［ESXiサーバーに保存する］を選択します。 

7. 変換する対象を選択します。 

 

［イメージ ファイルを変換する］を選択します。 
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8. 変換対象のイメージ ファイルを選択します。 

 

イメージ ファイルを指定すると、イメージに含まれるディスクがリストに表示されます。 

 

一度に複数台のディスクを変換できます。 
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9. 仮想ディスクをアップロードする ESXiホストを指定します。vCenter Server 管理下の ESXi

ホストを指定することも可能です。 

 

ESXiホスト、または vCenter Server との接続が確立したら、アップロード先のホストとアッ

プロード形態を選択します。 

 

今回は［変換した仮想ディスクを使用して新規仮想マシンを作成する］を選択します。 

データ ディスクなどを変換して既存の仮想マシンに追加する場合は［既存の仮想マシンに変

換した仮想ディスクを追加する］を選択します。 
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10. 新規作成する仮想マシンの設定をします。 

 

14. 仮想ディスク オプションを設定します。 
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［コントローラー］では、変換する仮想ディスクを接続する仮想ディスク コントローラーを

指定します。 

 SCSI 

選択したコントローラーで仮想マシンを作成し、仮想ディスクを接続します。 

 

 IDE 

選択したポートに仮想ディスクを接続します。 

［ディスク オプション］では、仮想ディスクのプロビジョニング オプションを指定しま

す。 

 シン プロビジョニング 

データ使用量に応じて仮想ディスク ファイルを作成します。変換にかかる時間が短

くデータストアを有効に活用できますが、シック プロビジョニングほど高いパフォ

ーマンスは期待できません。 

 シック プロビジョニング（Lazy zero） 

あらかじめ仮想ディスクと同サイズの領域をデータストアに確保します。データは、

ブロックへ書き込む直前に”0”を書き込んだ後に書き込まれます。 

 シック プロビジョニング（Eagerly zero） 

あらかじめ仮想ディスクと同サイズの領域をデータストアに確保します。仮想ディス
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ク ファイル作成時に全てのブロックに”0”を書き込むので、高いパフォーマンスを期

待できますが変換に時間がかかります。 

11. 確認が表示されます。 
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設定内容を確認し、［完了］をクリックすると変換が開始されます。 

 

vSphere Client から確認すると、仮想マシンが作成されていることを確認できます。 
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変換処理が終了すると、変換した仮想ディスクを元に作成した仮想マシンを使用することができ

るようになります。 

 

Vmware Toolsのインストールなど、必要な設定を行ってください。 
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