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環境復元システム／管理コンソール

項目 説明

CPU 利用OSの推奨スペックに準拠 ※ARM CPUには対応していません。

メモリ容量 本システム用に最低256MB以上の容量 ※OSや他アプリケーションの必要量は除きます。

ディスク容量
最低20GB以上、推奨30GB以上の空き容量
※空き容量の一部を環境復元用の揮発領域として使用します。

NIC 有線または無線 ※クローニング機能を利用する場合は、1Gbps以上の有線NICが必須です。

対応OS

Windows 10 [20H2/21H1/21H2/22H2] ⽇本語版（64bit）
Windows 11 [21H2/22H2] ⽇本語版（64bit）
対応エディション：Home、Pro、Enterprise
※ その他のWindowsバージョンはご相談ください。
※ Windows⼤型アップデートを適用する場合は、本システムがWindows該当バージョンに対応していることを

適用前に必ず確認してください。

その他
・Bitlocker対応 : BitLocker（ディスク暗号化）機能が有効な状態でも環境復元機能を利用できます。
・無線LAN環境やNAT環境のクライアントは、電源ON（Wake On LAN）を利用できません。
・V-Recover ネットワーク版のクローニング機能を利用する場合、UEFI対応が必須です。

V-Recover インストールPC（クライアント）

項目 説明

CPU Dual Core 1.8GHz以上

メモリ容量 8GB以上

ディスク容量 空き容量20GB以上

NIC 有線または無線 ※クローニング機能を利用する場合は、1Gbps以上の有線NICが必須です。

対応OS
Windows 10（64bit）/Windows 11（64bit）
Windows Server（64bit） ※Windows Serverをご利用の場合はCALが必要です。詳細はMicrosoftにお問い合わせください。

ネットワーク環境

・クローニング機能でマルチキャスト配信を利用する場合、管理コンソールとクライアント間のネットワーク機器に
マルチキャスト導通の設定が必要になります。

・電源制御機能でWake On LAN を利用する場合、管理コンソールとクライアント間のネットワーク機器にWake On LAN
パケット導通の設定が必要になります。

その他
・スケジュール実行機能を利用する場合は、常時起動可能なサーバ機を推奨します。
・クローニング機能でイメージの配信を実施する場合は、PXEブートを実施するため、別途DHCPサーバが必要です。

V-Recover ネットワーク版（管理コンソール）

※詳細及び制約事項は弊社ホームページ（https://www.alpha.co.jp/biz/products/v-recover/specifications/）をご参照ください

・V-Recover は、サーバの導⼊を必要とせずスタンドアロン構成で動作する、軽量なシステムです。
・V-Recover に関する設定変更は、各 PC の設定ファイルを編集しておこないます。
・V-Recover ライセンスは最小で10ライセンスからの販売となります。
・ライセンスサポート（保守）（別途有償）の購⼊は1年目は必須となります。

・V-Recover ネットワーク版は、V-Recover クライアントを運用管理するWebブラウザベースの管理コンソールです。
・V-Recover ネットワーク版を利用するには V-Recover ライセンスとは別にネットワーク版のライセンス（別途有償）が必要です。

Made in

KAWASAKI

開発・導⼊

自社サポートメンバ

神奈川県川崎市の自社で
開発・サポートまで実施

製品サポートもすべて自社の社員が行っています。東証プライム
市場上場の組織力で、将来にわたり手厚くサポートいたします

導⼊後のサポートも安心

主な導入実績

⚫ 教育委員会様
⚫ ⼤学様
⚫ 高等専門学校様
⚫ 独立行政法人様
⚫ 監査法人様
⚫ 金融機関様
⚫ システム開発会社様

必要な情報だけを残す

WindowsUpdate

アプリアップデート

ウィルス定義ファイル

WindowsUpdate

ファイル作成

アプリアップデート

PC の設定変更

ウィルス定義ファイル

ファイル作成

PC の設定変更

残す

破棄

V-Recover は管理者権限で変更された情報は残し、それ以外の変更をPC の再起動またはシャットダウン時に破棄する
環境復元システムです。
Windows Update やウイルス定義ファイルの更新など復元させたくない情報を保持できるため、メンテナンスの手間を
⼤幅に削減することができます。

製品の詳細や導入事例・試用版申し
込み・お問合わせはこちらから

効率的な
PC運用

管理画面で
簡単操作

サーバ不要、シンプル構成＆安価 PC集中管理、クローニング機能

環境復元システム 管理コンソール

再起動・シャットダウンで簡単に元通り！
PCメンテナンスの手間をぐっと削減

ご活用シーン
◼ 学校などのPC教室、貸出PC
◼ 図書館や学校施設の共有PC
◼ GIGAスクール端末
◼ 会社の事務系PC、研修用PC
◼ テレワーク用の貸出PC
◼ 自治体のマイナポータル用PC
◼ ネットカフェのPC

無償試用版
あります！

https://www.alpha.co.jp/biz/products/v-recover/
https://www.alpha.co.jp/biz/products/v-recover/specifications/


メンテナンス作業に

負担を感じている

PC 利用者の勝手な

設定変更に困っている

PCを利用不可にさせず

に常時使用したい

定期メンテナンス作業レス PC利用者の操作を確実にリセット PC をいつでも利用可能に

PC を利用している間に、メンテ

ナンスに関するファイルが更新さ

れるので、手動でのメンテナンス

がほとんど必要ありません。

PC 利用者の操作はシャットダウ

ン・再起動でリセットされるので、

リカバリー作業をしなくても整備

されたPC 環境をキープできます。

メンテナンスに伴う PC の停止が

不要なので、ユーザはいつでも PC 

を利用できます。

従来製品一般的な環境復元システム

定期メンテナンスのたびに環境復元機能の

ON・OFF の切り替え作業や、アップデートイ

メージを長時間かけて配信する必要があり、メ

ンテナンスに手間がかかります。

V-Recover 

ユーザに PC を使ってもらうだけで、メンテナ

ンスに必要なファイルを自動でアップデートで

きるので、復元機能の切替やイメージ配信など

の管理者による作業は必要ありません。

クローニング
サーバ

メンテナンスモードの切替に
1台1台手間がかかる

クローニングに
時間がかかる

メンテナンスモードの切替
は不要！

PC 利用中に
自動でアップデート！

VS

インターネット

V-Recover ネットワーク版は、V-Recover をインストールした複数の PC を遠隔で一元管理できるWebブラウザベースの管理
コンソールです。管理コンソールに登録した PC の電源制御や設定変更などができ、PC のメンテナンスに活用できます。

システム構成例

V-RecoverインストールPC（クライアント）

PC教室など

V-RecoverインストールPC（クライアント）

貸出PCなど
V-Recover

ネットワーク版
（管理コンソール）※2

事務室/サーバ室
クラウド基盤など※1

※3

※1 動作実績のあるクラウド基盤は以下の通りです。
・Amazon Web Services
・Microsoft Azure

※2 管理コンソールは、専用のPCや管理者が
利用中のPC、または専用サーバにインストール
して運用します。

※3 無線LAN環境の場合は、クローニング機能や
電源ON（Wake On LAN）を利用できません。

✓ 各PCの電源制御を一括実施したい

✓ 環境復元などPCの各種設定を一括で変更したい

✓ Windows Updateの適用状況を管理したい

✓ OS設定を多台数のPCに複製したい

※ V-Recover ネットワーク版を利用するには V-Recover
ライセンスとは別にネットワーク版のライセンスが必要です。

環境復元システム 管理コンソール

機能 説明

クライアント一覧表示
各V-RecoverインストールPC（クライアント）の状態を一覧で確認
（起動状態・OS・Windows Update適用状況など）
クライアントは任意のグルーピングをおこない、グループ単位で管理可能

クライアント登録

管理コンソールに登録するクライアントは、次の方法から選択して登録
- PC一覧情報のCSVインポート
- クライアント上で操作して登録要求の通知
- 指定ネットワークのクライアントを検索して登録

電源制御/サインイン 選択したクライアントに対し、電源ON/OFF・サインイン/サインアウトを一括実施

クローニング

特定のクライアントからイメージを抽出して他のクライアントに複製
複製は、ネットワーク経由で複数のクライアントに配信、またはUSB媒体（外付けディスク
等）を用いて個別のクライアントに複製が可能
PCメーカーを限定せずにクローニング可能

アプリカスタマイズ配信
選択したクライアントのOS及びアプリの設定変更をコマンドレスで一括実施
アプリインストールも一部対応

パッチ適用支援
（Windows Update連携）

選択したクライアントのWindows Updateの設定（クライアントOSにお任せ/管理コンソール
で制御）や適用状況の確認、Windows Updateの実行を一括適用
環境復元機能を無効に切り替えることなく適用可能

スケジュール実行 各種一括操作をスケジューリングし実行

リモートコマンド実行 指定したコマンドを選択したクライアント上で一括実行

リモート設定変更 選択したクライアントのV-Recoverの設定変更を一括実施（環境復元モードの変更など）

Wake On LAN中継
※別途専用ハードウェアが必要。

管理コンソールから送信されるマジックパケットが届かないネットワーク環境のクライアント
に、Wake On LAN中継機を介してマジックパケットを送信・起動

管理者アカウント 複数の管理者アカウントを作成可能。また、複数同時に管理コンソールを利用可能

V-Recover設定・一括アップ
デート

V-Recoverの設定項目を管理コンソールで一括設定・一括アップデート実施
設定項目）環境復元や自動アップデート有効/無効、復元対象外フォルダ、貸出モードなど

機能 説明

環境復元

利用者の編集したファイルや設定変更をシャットダウンまたは再起動でPC利用前
の状態に環境復元
Bitlockerで暗号化したPCも環境復元可能。また、Bitlockerが有効な状態で環境復元
モードの有効/無効を切り替え可能

復元・非復元振り分け
管理者ユーザの操作は復元しない（標準ユーザ操作は復元する）など、ユーザ権
限で復元/非復元領域を振り分け可能

復元・非復元設定
（ドライブ/フォルダ/レジストリ）

復元対象のドライブや、非復元対象とするフォルダパス/レジストリ配下を設定

自動アップデート・ライセンス更新
V-Recoverの自動アップデートやライセンスの自動更新をインターネット経由で
実施可能

Windows Update/ウイルス定義
ファイル適用

PC利用中でも環境復元モードの有効/無効を切り替えることなく適用

貸出モード
環境復元を一時的に無効化することで、PCの貸出中は再起動やシャットダウンし
ても利用者のデータを保持し、貸出終了後にPCの状態を貸出前の状態に復元

V-Recover は管理者権限で変更された情報は残し、それ以外の変更をPC の再起動またはシャットダウン時に破棄する
環境復元システムです。Windows Update やウイルス定義ファイルの更新など復元させたくない情報を保持できるため、
メンテナンスの手間を⼤幅に削減することができます。

メンテナンス中


