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コンポーネント 要件

メモリ

空きディスク容量

1.4 GHz (64 ビット) 以上のプロセッサが必要プロセッサ

システム要件
● Windows Server 2012 R2 Datacenter/Standard

Windows Server 2012 R2 と System Center 2012 R2 の単体ライセンス

その他 ギガビット イーサネット アダプター (10/100/1000 baseT)、DVD ドライブ、Super VGA (1024 × 768) 以上の解像度を持つモニター キーボード、
Microsoft mouse (または互換性のあるポインティング デバイス)、インターネット接続 Internet access (別途料金が発生する場合があります)

実際のシステム要件は、お使いのコンピューターのシステム構成およびインストールするアプリケーションや機能によって異なります。
プロセッサのパフォーマンスは、プロセッサのクロック周波数だけでなく、コアの数とプロセッサのキャッシュ サイズの影響も受けます。システム パーティションに必要な空きディスク領域のサイズは目安です。

Windows Server 2012 R2 および System Center 2012 R2 をそれぞれ単体で購入する場合、プロセッサ単位でライセンスを購入します。両製品とも 1 ライセンスごとに 
2 プロセッサまで使用することができます。なお、Windows Server 2012 R2 にアクセスするユーザーまたはデバイスには、Windows Server 2012 CAL (クライアント アクセス 
ライセンス) が必要です。

規模で選べる 2 つのエディション

CIS Datacenter
ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて

無制限の仮想 OSE の実行と管理が可能

CIS Standard
ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて

2 つの仮想 OSE の実行と管理が可能

仮想化の活用とクラウドを構築するなら 物理環境での利用と単機能の仮想化なら
Datacenter エディション Standard エディション

■ Windows Server 2012 R2 
Standard

• 1 ライセンスで 2 つの仮想インスタンスを利用可能
• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要
• ライセンスごとに 2 つの仮想インスタンスを追加で
利用可能

■ System Center 2012 R2 
Standard

• 1 ライセンスで 2 つの OSE を管理可能
• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要
• ライセンスごとに 2 つの OSE を追加で管理可能

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●Microsoft、Active Directory、BitLocker、Hyper-V、RemoteFX、SharePoint、Windows、Windows Azure、Windows PowerShell、Windows Server、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。 
●本書は情報提供のみを目的としており、本書の内容について、Microsoft は、明示的あるいは非明示的ないかなる保証もいたしません。 ●本書に記載した情報は、将来予告なしに変更されることがあります。 ●本書を使用する場合のリスクまたは本書の
使用による結果について、Microsoft はいかなる責務も負うものではありません。 ●本書に記載されている会社、組織、製品、人物、イベントの例は架空のものです。実在の会社、組織、製品、人物、またはイベントとの関連を示唆するものではありません。 
●適用する著作権法のすべてにお客様は準拠いただく必要があります。 ●著作権上の権利に限定されることなく、本書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。 ●その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標
または商標です。 ●本書の内容は、2013 年 11 月現在のものです。

©2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 
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Microsoft System Center 2012 R2 
Standard

Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard

Microsoft System Center 2012 R2 
Datacenter

Microsoft Windows Server 2012 R2 
Datacenter

■ Windows Server 2012 R2 
Datacenter

• 1 ライセンスで無制限の仮想インスタンスを
利用可能

• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要

■ System Center 2012 R2 
Datacenter

• 1 ライセンスで無制限の OSE を管理可能
 ※パブリック クラウド環境では最大 8 つの OSE を管理可能

• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要

Windows Server と System Center が
セットになったお得なスイート ライセンス
CIS (Core Infrastructure Server Suite) は、Windows Server と 
System Center がセットになったプライベート クラウド、および大規模な
仮想データセンターに最適なスイート ライセンスです。単体ライセンス
よりも、お得な価格でご購入いただけます。

• CIS は、1 ライセンスから購入可能。1 ライセンスあたり 2 CPU まで使用いただけます。
利用環境の CPU 数に合わせてライセンスを購入ください。詳しくは、マイクロソフトの
ボリューム ライセンス ホームページをご覧ください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/

1 ライセンス
2 CPU まで

共通の機能と性能

● System Center 2012 R2 のシステム要件は次の URL を参照してください。
　 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn281925.aspx

● Windows Server 2012 R2 のシステム要件は次の URL を参照してください。
　 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303418.aspx

Windows Server 2012 R2 
System Center 2012 R2

Service ProviderOn-Premises

Windows Azure

Platform

製品版

すべてのクラウドを統合し、
1 つのプラットフォームとしてビジネスを支える Cloud OS

512 MB 以上

32 GB 以上

注: 仮想マシンを最小構成 (1 プロセッサ/512 MB メモリ) で作成する場合は、インストール時のみ 800 MB メモリを割り当てる必要があります。
その他、メモリ要件の詳細は下記 URL をご覧ください。

注: ネットワーク経由でインストールする場合、および 16 GB 以上のメモリを搭載したコンピューターにインストールする場合、
ページング、ハイバネーション、ダンプ ファイル用にさらにディスク スペースが必要になります。
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オンプレミス システムとクラウド インフラを 1 つに融合する
Microsoft Windows Server 2012 R2 が新登場

Hyper-V レプリカ機能により、遠隔地の Hyper-V サーバーに非同期で仮想マシンの複製を作成し、
電力障害や自然災害などへの対策を強化できます。運用サイトに障害が発生した際には、手動で
バックアップ サイトにフェールオーバーし、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。さらに、
更新された部分だけをコピーできる仮想ハード ディスクの増分バックアップ、SMB 透過フェール
オーバー、クラッシュ回復機能、NIC チーミングなど、ダウンタイムの削減に役立つ機能を提供します。

Hyper-V レプリカが強化され、複製タイミングを 30 秒から 15 分までの間隔で指定できると
共に、運用サイトからハードウェア構成が異なる 2 つのバックアップ サイトに複製することが
可能です。さらに、Hyper-V レプリカと Windows Azure、System Center 2012 R2 を組み
合わせる場合、 Windows Azure リカバリ マネージャーを使って、データセンターの稼動状態や
複製処理を継続的に監視し、運用サイトの停電時などには事前に指定した手順で仮想マシン
やサービスを自動的に回復することが可能です。

Hyper-V レプリカなどでビジネスの継続性を強化

2 3

R2
新機能

サイト間 VPNサイト間 VPN

企業 A 企業 B

プロバイダーのクラウド

http://webmail.red.com
14.1.1.100

http://webmail.blue.com
14.1.1.100

192.168.0.0/24 192.168.0.0/24

Windows Azure 
Hyper-V 

リカバリ マネージャー

データセンター A
• Hyper-V レプリカ
• System Center

複製 データセンター B
• Hyper-V レプリカ
• System Center

• 稼動状態の監視
• 仮想マシンやサービスの自動回復

新しい Hyper-V は、最大 320 基の論理プロセッサ、4 TB の物理メモリ、仮想マシン
ごとに最大 1 TB のメモリ、64 基の仮想プロセッサをサポート。圧倒的なスケーラ
ビリティが安定したパフォーマンスを実現します。また、1 つのクラスターで最大 8,000 台
の仮想マシンを実行できます。さらに、大容量対応の新しい仮想ハード ディスク 
フォーマットである VHDX の採用、オーバーヘッドを抑えながら仮想マシンを移動できる
オフロード機能、仮想ファイバー チャネル、強化された動的メモリなどにより、要件が
厳しいプライベート クラウドに対応します。

エンタープライズ クラスの仮想化機能

ハイパフォーマンスなマルチテナント
環境を提供する Hyper-V

さらに進化したスケーラビリティにより安定したクラウド環境を実現

Windows Server 2012 R2 Datacenter/Standard は仮想化テクノロジである Hyper-V を標準搭載。 
32 ビットおよび 64 ビットの Windows Server、Windows クライアント、Linux など、さまざまな OS を
仮想化環境上で同時に実行することが可能です。

マルチテナント環境のシームレスなネットワーク接続を実現

マルチテナント VPN ゲートウェイ機能を利用することで、プロバイダーのクラウドと複数
の外部企業ネットワークをシームレスに接続できます。共有ネットワーク インフラ上の
仮想ネットワークをテナントごとに分離できるため、顧客ごとにゲートウェイを用意する
必要がありません。マルチテナント VPN ゲートウェイは、物理および仮想ネットワーク
間、企業データセンターとサービス プロバイダー間の接続に利用でき、ハイブリッド 
クラウドに求められる Software-Defined Networking (SDN) の構築を実現します。

R2
新機能

単一およびマルチサーバー環境の
管理を効率化

Windows Server 2012 R2 のシンプルな管理機能により、複数のサーバーを 1 つのサーバーから
管理できるため、システム管理にかかるコストと手間を削減できます。

マルチサーバー対応のサーバー マネージャー
グラフィカルな管理コンソールであるサーバー マネージャーでは、単一のインターフェイスから構成と
機能、バックアップ、イベント、パフォーマンスなどを集中管理できます。また、ローカル サーバーに加え
て、リモート サーバーやオフラインの仮想ハード ディスクに対しても役割と機能の追加が可能。日常の
管理タスクを効率化し、ニーズに応じた展開と構成を迅速に行えます。

管理タスクを自動化できる Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 は、デスク サイドに設置する手軽なサーバーとしても利用できます。チームや部署で使用するファイル & プリント サーバー、Web サーバーなどを容易
に構築できます。

手軽な単機能、シングル サーバーとしても利用可能

管理性の向上とクラスター機能強化

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、複雑な管理
タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。ネットワークの停止やシステムの再起動時でも
スクリプトを完了可能。また、高度な編集ツールと初心者用のツールを提供します。

サーバーの役割管理や管理タスクの自動化に対応する 3,000 以上のコマンドレットを提供。R2
新機能

高可用性に不可欠なフェールオーバー クラスタリング

ビジネスの継続性を強化する
高可用性を提供

Datacenter と Standard の両エディションでは、最大 64 ノードのフェールオーバー 
クラスタリングにより、ファイル サーバー、電子メール、データベース、基幹アプリケー
ションなどの可用性を向上できます。グラフィカルなコンソールやコマンド ラインから
クラスターの管理を行えると共に、ボリューム シャドウ コピー サービスへの対応に
よって、迅速にバックアップおよび復元を行えます。また、ウィザードによる事前検証、
複数のノードに対する一括設定などにより、クラスターの導入作業を大幅に簡素化
します。

ゲスト クラスタリング構成時の選択肢として、共有 VHDX ファイルが利用でき
ます。共有 VHDX は、スケールアウト ファイル サーバーや CSV (クラスター
共有ボリューム) に格納できます。

クラスター共有ボリュームの利用範囲を拡大

複数のノードが同時に同じ LUN (論理ユニット番号) にアクセスできる CSV (クラスター
共有ボリューム) を搭載。クラスター接続の可用性を向上しながら、LUN の設計と
管理を簡略化できます。また、共有名前空間によるノード間での構成情報の共有、 
SMB ダイレクトと SMB マルチパスとの統合などにより、ファイル サーバーのクラスター
化にも対応します。

R2
新機能

仮想マシンの移行によるダウンタイムを削減

ライブ マイグレーションにより、仮想マシンのサービスを停止せずに、実行先の物理ホストを移行できるため、ダウンタイムを削減できます。クラスター内の複数の仮想マシンを同時に
移行できると共に、ファイル共有を使ったホスト間での移行、ローカルな記憶域を使ったスタンドアロン ホスト間での移行など、幅広いシナリオに対応します。さらに、仮想マシンを実行
したまま、接続中の仮想ハード ディスクを移動できるため、配置や運用の柔軟性がさらに向上します。

ライブ マイグレーション時に圧縮および Remote Direct Memory Access (RDMA) で転送処理をハードウェアにオフロードする 2 つの移行機能を提供します。移行速度の
大幅な向上により、データセンター間で共有なしライブ マイグレーションを利用する場合にもダウンタイムなしで移行することが可能です。

R2
新機能

Linux ゲスト OS の対応強化でサーバー集約率をアップ
Linux ゲスト OS の対応が強化され、動的メモリをはじめ、オンライン バックアップをサポートします。Linux ゲスト OS で動的メモリを利用することで、より多くの Linux サーバーを 
Hyper-V 上に集約できるため、運用管理やハードウェアに関わるコストを削減することが可能です。また、主要な Linux ディストリビューションでは、Hyper-V 用最適化モジュールで
ある Linux Integration Services (LIS) を標準搭載する予定のため、別途ダウンロードすることなく、LIS の機能を利用できます。

R2
新機能

適正な導入と障害に強いクラスター構築を支援

スムーズな構築と運用後のトラブルを防止するために、クラスターに使用するハード
ウェア、OS、ストレージ、ネットワークの適合性を検証できるツールを提供します。また、
共有ディスクと各ノードがクォーラム リソースを格納することで、特定のノードや共有
ディスク上のクォーラム リソースを破損した場合でもクラスターを継続的に運用すること
ができます。

Windows Server 2012 R2 は、従来の社内設置型サーバー、プライベート クラウド、マイクロソフトやプロバイダー各社の
パブリック クラウドを 1 つに融合する一貫性のあるプラットフォームを提供。仮想化機能やストレージ機能、ハイブリッド クラウドの構築、
リモート アクセス機能などが強化されており、管理者や開発者の生産性を高め、ユーザーの利便性をさらに向上します。

Windows Azure との
組み合わせにより、
ハイブリッド クラウドを構築可能

最新の
ワークスタイルを実現

柔軟なストレージ機能

管理性の向上と
クラスター機能強化

エンタープライズ クラス
の仮想化機能

マルチテナント対応 
VPN ゲートウェイ

Windows Server 2012 R2 は、フェールオーバー クラスタリングの機能などを強化し、
さらなる高可用性を実現します。
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オンプレミス システムとクラウド インフラを 1 つに融合する
Microsoft Windows Server 2012 R2 が新登場

Hyper-V レプリカ機能により、遠隔地の Hyper-V サーバーに非同期で仮想マシンの複製を作成し、
電力障害や自然災害などへの対策を強化できます。運用サイトに障害が発生した際には、手動で
バックアップ サイトにフェールオーバーし、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。さらに、
更新された部分だけをコピーできる仮想ハード ディスクの増分バックアップ、SMB 透過フェール
オーバー、クラッシュ回復機能、NIC チーミングなど、ダウンタイムの削減に役立つ機能を提供します。

Hyper-V レプリカが強化され、複製タイミングを 30 秒から 15 分までの間隔で指定できると
共に、運用サイトからハードウェア構成が異なる 2 つのバックアップ サイトに複製することが
可能です。さらに、Hyper-V レプリカと Windows Azure、System Center 2012 R2 を組み
合わせる場合、 Windows Azure リカバリ マネージャーを使って、データセンターの稼動状態や
複製処理を継続的に監視し、運用サイトの停電時などには事前に指定した手順で仮想マシン
やサービスを自動的に回復することが可能です。

Hyper-V レプリカなどでビジネスの継続性を強化
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サイト間 VPNサイト間 VPN

企業 A 企業 B
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Windows Azure 
Hyper-V 

リカバリ マネージャー

データセンター A
• Hyper-V レプリカ
• System Center

複製 データセンター B
• Hyper-V レプリカ
• System Center

• 稼動状態の監視
• 仮想マシンやサービスの自動回復

新しい Hyper-V は、最大 320 基の論理プロセッサ、4 TB の物理メモリ、仮想マシン
ごとに最大 1 TB のメモリ、64 基の仮想プロセッサをサポート。圧倒的なスケーラ
ビリティが安定したパフォーマンスを実現します。また、1 つのクラスターで最大 8,000 台
の仮想マシンを実行できます。さらに、大容量対応の新しい仮想ハード ディスク 
フォーマットである VHDX の採用、オーバーヘッドを抑えながら仮想マシンを移動できる
オフロード機能、仮想ファイバー チャネル、強化された動的メモリなどにより、要件が
厳しいプライベート クラウドに対応します。

エンタープライズ クラスの仮想化機能

ハイパフォーマンスなマルチテナント
環境を提供する Hyper-V

さらに進化したスケーラビリティにより安定したクラウド環境を実現

Windows Server 2012 R2 Datacenter/Standard は仮想化テクノロジである Hyper-V を標準搭載。 
32 ビットおよび 64 ビットの Windows Server、Windows クライアント、Linux など、さまざまな OS を
仮想化環境上で同時に実行することが可能です。

マルチテナント環境のシームレスなネットワーク接続を実現

マルチテナント VPN ゲートウェイ機能を利用することで、プロバイダーのクラウドと複数
の外部企業ネットワークをシームレスに接続できます。共有ネットワーク インフラ上の
仮想ネットワークをテナントごとに分離できるため、顧客ごとにゲートウェイを用意する
必要がありません。マルチテナント VPN ゲートウェイは、物理および仮想ネットワーク
間、企業データセンターとサービス プロバイダー間の接続に利用でき、ハイブリッド 
クラウドに求められる Software-Defined Networking (SDN) の構築を実現します。

R2
新機能

単一およびマルチサーバー環境の
管理を効率化

Windows Server 2012 R2 のシンプルな管理機能により、複数のサーバーを 1 つのサーバーから
管理できるため、システム管理にかかるコストと手間を削減できます。

マルチサーバー対応のサーバー マネージャー
グラフィカルな管理コンソールであるサーバー マネージャーでは、単一のインターフェイスから構成と
機能、バックアップ、イベント、パフォーマンスなどを集中管理できます。また、ローカル サーバーに加え
て、リモート サーバーやオフラインの仮想ハード ディスクに対しても役割と機能の追加が可能。日常の
管理タスクを効率化し、ニーズに応じた展開と構成を迅速に行えます。

管理タスクを自動化できる Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 は、デスク サイドに設置する手軽なサーバーとしても利用できます。チームや部署で使用するファイル & プリント サーバー、Web サーバーなどを容易
に構築できます。

手軽な単機能、シングル サーバーとしても利用可能

管理性の向上とクラスター機能強化

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、複雑な管理
タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。ネットワークの停止やシステムの再起動時でも
スクリプトを完了可能。また、高度な編集ツールと初心者用のツールを提供します。

サーバーの役割管理や管理タスクの自動化に対応する 3,000 以上のコマンドレットを提供。R2
新機能

高可用性に不可欠なフェールオーバー クラスタリング

ビジネスの継続性を強化する
高可用性を提供

Datacenter と Standard の両エディションでは、最大 64 ノードのフェールオーバー 
クラスタリングにより、ファイル サーバー、電子メール、データベース、基幹アプリケー
ションなどの可用性を向上できます。グラフィカルなコンソールやコマンド ラインから
クラスターの管理を行えると共に、ボリューム シャドウ コピー サービスへの対応に
よって、迅速にバックアップおよび復元を行えます。また、ウィザードによる事前検証、
複数のノードに対する一括設定などにより、クラスターの導入作業を大幅に簡素化
します。

ゲスト クラスタリング構成時の選択肢として、共有 VHDX ファイルが利用でき
ます。共有 VHDX は、スケールアウト ファイル サーバーや CSV (クラスター
共有ボリューム) に格納できます。

クラスター共有ボリュームの利用範囲を拡大

複数のノードが同時に同じ LUN (論理ユニット番号) にアクセスできる CSV (クラスター
共有ボリューム) を搭載。クラスター接続の可用性を向上しながら、LUN の設計と
管理を簡略化できます。また、共有名前空間によるノード間での構成情報の共有、 
SMB ダイレクトと SMB マルチパスとの統合などにより、ファイル サーバーのクラスター
化にも対応します。

R2
新機能

仮想マシンの移行によるダウンタイムを削減

ライブ マイグレーションにより、仮想マシンのサービスを停止せずに、実行先の物理ホストを移行できるため、ダウンタイムを削減できます。クラスター内の複数の仮想マシンを同時に
移行できると共に、ファイル共有を使ったホスト間での移行、ローカルな記憶域を使ったスタンドアロン ホスト間での移行など、幅広いシナリオに対応します。さらに、仮想マシンを実行
したまま、接続中の仮想ハード ディスクを移動できるため、配置や運用の柔軟性がさらに向上します。

ライブ マイグレーション時に圧縮および Remote Direct Memory Access (RDMA) で転送処理をハードウェアにオフロードする 2 つの移行機能を提供します。移行速度の
大幅な向上により、データセンター間で共有なしライブ マイグレーションを利用する場合にもダウンタイムなしで移行することが可能です。

R2
新機能

Linux ゲスト OS の対応強化でサーバー集約率をアップ
Linux ゲスト OS の対応が強化され、動的メモリをはじめ、オンライン バックアップをサポートします。Linux ゲスト OS で動的メモリを利用することで、より多くの Linux サーバーを 
Hyper-V 上に集約できるため、運用管理やハードウェアに関わるコストを削減することが可能です。また、主要な Linux ディストリビューションでは、Hyper-V 用最適化モジュールで
ある Linux Integration Services (LIS) を標準搭載する予定のため、別途ダウンロードすることなく、LIS の機能を利用できます。

R2
新機能

適正な導入と障害に強いクラスター構築を支援

スムーズな構築と運用後のトラブルを防止するために、クラスターに使用するハード
ウェア、OS、ストレージ、ネットワークの適合性を検証できるツールを提供します。また、
共有ディスクと各ノードがクォーラム リソースを格納することで、特定のノードや共有
ディスク上のクォーラム リソースを破損した場合でもクラスターを継続的に運用すること
ができます。

Windows Server 2012 R2 は、従来の社内設置型サーバー、プライベート クラウド、マイクロソフトやプロバイダー各社の
パブリック クラウドを 1 つに融合する一貫性のあるプラットフォームを提供。仮想化機能やストレージ機能、ハイブリッド クラウドの構築、
リモート アクセス機能などが強化されており、管理者や開発者の生産性を高め、ユーザーの利便性をさらに向上します。

Windows Azure との
組み合わせにより、
ハイブリッド クラウドを構築可能

最新の
ワークスタイルを実現

柔軟なストレージ機能

管理性の向上と
クラスター機能強化

エンタープライズ クラス
の仮想化機能

マルチテナント対応 
VPN ゲートウェイ

Windows Server 2012 R2 は、フェールオーバー クラスタリングの機能などを強化し、
さらなる高可用性を実現します。



ノード 1

p.5 (中面/右)p.4 (中面/左)

複数の NIC を 1 つの NIC として扱える NIC チーミングにより、NIC 間で
トラフィックのフェールオーバーや負荷分散を行えるため、仮想マシンの通信の
可用性とパフォーマンスを向上できます。

ネットワーク トラフィックの可用性を高める NIC チーミング

4 5

Windows Azure との組み合わせにより、
ハイブリッド クラウドを構築可能

ハイブリッドに対応する
柔軟なプラットフォーム

Windows Server 2012 R2 は、オンプレミス、クラウド、または、その両方に存在するデータとアプリケーション
に対しても、コンピューター、ブラウザー、携帯電話、タブレット PC などのさまざまなデバイスから利用できる
柔軟なプラットフォームを提供します。

Windows Azure のクラウド環境で Active Directory を活用
Windows Azure の IaaS 機能を利用することで、Active Directory ドメイン コントローラーが
インストールされた仮想マシンを Windows Azure 上で実行することができます。クラウド ベース
のユーザー、デバイス、アプリケーションの認証と接続を迅速、かつ容易に行えます。また、
社内と Windows Azure にそれぞれ展開されたアプリケーションに対するシングル サインオン
環境も構築できるため、ユーザーの生産性と ID の管理性を向上できます。

次のノードの
更新処理を開始

クラスターに
更新を適用

Orchestration
機能を実行する
サーバー

更新を適用

管理者

クラスター ノードの更新作業を自動化
クラスター対応更新 (CAU) により、クラスター ノードの更新適用プロセスを
自動化できます。更新適用時の人的ミスや予定外のエラーを防止できると
共に、自動的な再起動と透過的なフェールオーバーによってダウンタイムが
削減されます。

Windows Azure を利用したオンライン バックアップ

DirectAccess を
実行するサーバー

社内リソース

Active
Directory

• スマート カード認証に対応

最新のワークスタイルを実現

Windows Server 2012 R2 は、オープン ソース ソフトウェア
と ASP.NET に対応する Internet Information Services 
(IIS) 8.0 を搭載。Web 開発者は、.NET をはじめ、PHP、
Node.js、Python などのプログラミング言語を使って開発
することが可能です。また、IIS 8.0 は ASP.NET 4.5、HTML 5 
標準、マネージド WebSocket プロトコル アプリケーション
など、最新テクノロジをサポートし、強力かつオープンな 
Web プラットフォームを提供します。

堅牢なホスティング環境の構築に役立つ機能を提供強力かつオープンな 
Web プラットフォームを搭載 Windows Server 2012 R2 は、メモリ内分散キャッシング、Pub/Sub メッセージング、Server Name Indicator 

(SNI)、 IIS CPU スロットル、NUMA のサポートなど、マルチテナント対応アプリケーションのスケーラビリティと順応
性の向上に役立つフレームワーク、サービス、ツールを提供し、ホスティング環境の構築、プロビジョニング、管理を
支援します。

Windows Web App Gallery を利用すると、グローバルに公開されている Windows プラットフォーム用の
オープンな Web アプリケーションを容易に探索、発見、インストールすることができます。ユーザーの評価
やレビューから有用なソフトウェアをすばやく見つけことができると共に、開発者は簡単に最新バージョンの
ソフトウェアを配布できます。

高い拡張性と順応性に優れた
アプリケーション基盤を提供

Windows Server 2012 R2 は、 オープン ソース ソフトウェアと複数の言語をサポートする、
拡張性と順応性に優れたオープンなプラットフォームを提供します。

RDS により、サーバー上で実行しているアプリケーションをクライアントからローカルなアプリケーションのように利用でき
ます。アプリケーションを個別に展開する必要がなく、更新作業も一元的に行えます。また、デスクトップの仮想化 
(VDI) にも対応すると共に、アプリケーション ウィンドウのみの転送、ユーザー公開用の Web ページ、ゲートウェイなど、
遠隔地からの利用に必要な機能を提供します。さらに、セッションおよびデスクトップの仮想化に必要なサービスを
展開シナリオ ベースでインストールできます。

マルチデバイスに対応し、Windows、iPad、Mac OS X、Android を接続元端末として利用できます。

どこからでも、どのデバイスからでも
アクセスできる業務環境を提供

Windows Server 2012 R2 は、ブランチ オフィスやパブリック スペース、自宅など、どこからでも会社の作業環境
やデータにシームレスにアクセスできる環境を提供することで、多様化するワークスタイルに対応します。

R2
新機能

R2
新機能

アプリケーションとデスクトップを集中管理できるリモート デスクトップ サービス (RDS)

簡単、セキュアにリモート アクセスできる DirectAccess
DirectAccess は、VPN を使用せずに、社外からセキュアに社内ネットワークに
接続できる環境を提供します。初回設定後は、クライアント起動時に社内との
接続が確保されるため、毎回手動でログオンする必要がありません。通信の暗号
化、クライアントの検疫の対応などにより、強固なセキュリティを実現します。
また、リモート アクセス管理コンソール、IPsec トンネルの構成などの展開作業
の簡略化、IPsec ハードウェア オフロードのサポートなどの強化によって、
DirectAccess の利便性とパフォーマンスがさらに向上しています。

新しいサーバーの役割である Web アプリケーション プロキシを利用すると、安全に社内ネット
ワーク上のアプリケーションを社外ネットワークに公開することができます。ユーザーは、PC や
タブレット、モバイル端末などのさまざまなデバイスを使って、社外や自宅などからアクセスが
許可されたアプリケーションを利用できるため、居場所に関係なく業務を進めることが可能
です。また、管理者は、ユーザー、デバイス (ドメインで管理されたデバイスおよびユーザー所有
などの非管理デバイス)、ロケーション、アプリケーションなどに基づき、社外アプリケーション
および社内リソースへのアクセスをきめ細かく制御できるため、セキュアなリモート アクセス環境
を提供できます。

起動時に
社内に自動接続

Windows Azure Backup サービスを使用すると、社内の Windows 
Server 2012 R2 に格納されたデータやフォルダーを Windows Azure 
にバックアップできます。クラウド サービスへのバックアップにより、
バックアップ用機器の購入や管理が不要になると共に、クラウドに
接続可能なさまざまなロケーションの Windows Server 2012 R2 への
復元が可能になり、データ復旧の時間と手間、コストを削減できます。

共通のツールでシステムを管理

Windows Azure と Windows Server 2012 R2 は、共通の管理ツールとして System Center が
使用できるため、管理・監視を統一化し、クラウドをまたいだ運用の自動化を実現できます。

Windows Azure 
管理ポータル

サインアップ
課金登録

専用クライアント コンポーネント 
(エージェント)
 • バックアップ エージェント
 • 管理用ユーザー インターフェイス

Windows Server 2012 R2

管理者

Windows Azure 
Backup サービス

バックアップ/
リストア

Windows Azure と Windows Server 2012 R2 を利用すれば、ハイブリッド 
クラウドを簡単に構築できます。たとえば、Windows Azure の IaaS 機能により、
社内の Hyper-V で検証した Windows Server、Linux の OS を含んだ各仮想
マシンを Windows Azure に移動し、実行できます。また、社内と Windows 
Azure をセキュアに接続する VPN サービスである仮想ネットワークにより、データ
ベースやドメイン コントローラーなどのアプリケーション、サービス、リソースなど
が同じネットワーク上にあるかのように利用できます。さらに、サービス バスにより、
パブリック クラウドと社内システムにまたがる、ハイブリッド アプリケーションも
容易に構築できます。

Windows Azure の IaaS 機能で
ハイブリッド クラウドを簡単に構築

R2
新機能 社内アプリケーションを安全にユーザーへ公開できる 

Web アプリケーション プロキシ

Active Directory 
ドメイン サービス

多様なデバイスを利用可能
• ドメインで管理されたデバイス
• 非管理デバイス (ユーザー所有デバイスなど)

社内アプリケーションを
社外に公開し、AD FS との
連携でアプリケーションへの
シングル サインオンを提供

アクセスが許可された
ユーザー

インターネット

アプリケーション

アプリケーション

Active Directory 
フェデレーション サービス 
(AD FS)

社内
ネットワーク

Web アプリケーション プロキシ 
(Windows Server 2012 R2)

通信の
暗号化で
保護

社内
ネットワーク

記憶域プールにより、複数の物理ドライブの記憶域を 1 つの大きな記憶域として集約し、物理および仮想化
環境のストレージとして利用できます。また、実際の物理ドライブの総容量よりも大きなサイズを仮想ディスク
として利用できるなど、柔軟にストレージを管理および活用できます。

低コストで高可用性を実現する
ファイル ベースのストレージ機能

Windows Server 2012 R2 は、ハイパフォーマンスと高可用性を兼ね備えたファイル ベースの
ストレージ機能を提供。業界標準のハードウェアを活用できるため、増え続けるデータに合わせて
追加されるストレージのコストを削減します。

複数の物理ドライブを 1 つにまとめて大容量化

仮想マシンを実行中に、VHDX のサイズを動的に拡張および縮小することができます。リサイズ操作に伴う
ダウンタイムを気にする必要がなく、ストレージ管理の効率がアップします。

仮想マシンのダウンタイムなしで VHDX のサイズを変更R2
新機能

ファイル サーバーのクラスター化と透過的なフェールオーバー機能により、障害によるノードの停止や更新プロ
グラムの適用に伴う計画的な停止などを行う際にも、利用者のセッションを切断することなく、継続的にファイル 
サービスを提供できます。さらに、Hyper-V のストレージとして、スケールアウト ファイル サーバーを構成すること
で、すべてのノードをアクティブ化して複数のサーバーから同時にファイル サービスを提供することができます。

すべてのノードがアクティブなスケールアウト ファイル サーバーでは、自動的に負荷が分散されるため、
パフォーマンスが向上します。

継続的に使用できる高パフォーマンスなストレージを実現

ストレージの仮想化では、高速で低容量の Solid State Drives 
(SSD) と、低コストで大容量のハード ディスク (HDD) を同じ記憶
域プールに集約します。最も頻繁にアクセスされるファイル 
(ホット データ) を高速な SSD に、そうでないファイル (コールド 
データ) をハード ディスクに自動的に再配置することで、I/O 
スループットを向上します。

R2
新機能 SSD と標準的な HDD で

ストレージのパフォーマンスとコストを改善

R2
新機能

記憶域に保存されたデータの重複を検出し、そのデータの正確さや整合性を損なうことなく重複部分を削除
します。これにより記憶域容量を効率的に利用できます。

重複データを除去して記憶域の容量を節約

記憶域プール

SSD (高速、高コスト、低容量)

HDD (低速、低コスト、大容量)

柔軟なストレージ機能

使用頻度 "高"

使用頻度 "低"

1 つのノードを
オフライン化

システムの再開と
フェールバック

オフライン

ノード n

Windows Server フェールオーバー クラスター

階層化された
記憶域スペース



ノード 1

p.5 (中面/右)p.4 (中面/左)

複数の NIC を 1 つの NIC として扱える NIC チーミングにより、NIC 間で
トラフィックのフェールオーバーや負荷分散を行えるため、仮想マシンの通信の
可用性とパフォーマンスを向上できます。

ネットワーク トラフィックの可用性を高める NIC チーミング

4 5

Windows Azure との組み合わせにより、
ハイブリッド クラウドを構築可能

ハイブリッドに対応する
柔軟なプラットフォーム

Windows Server 2012 R2 は、オンプレミス、クラウド、または、その両方に存在するデータとアプリケーション
に対しても、コンピューター、ブラウザー、携帯電話、タブレット PC などのさまざまなデバイスから利用できる
柔軟なプラットフォームを提供します。

Windows Azure のクラウド環境で Active Directory を活用
Windows Azure の IaaS 機能を利用することで、Active Directory ドメイン コントローラーが
インストールされた仮想マシンを Windows Azure 上で実行することができます。クラウド ベース
のユーザー、デバイス、アプリケーションの認証と接続を迅速、かつ容易に行えます。また、
社内と Windows Azure にそれぞれ展開されたアプリケーションに対するシングル サインオン
環境も構築できるため、ユーザーの生産性と ID の管理性を向上できます。

次のノードの
更新処理を開始

クラスターに
更新を適用

Orchestration
機能を実行する
サーバー

更新を適用

管理者

クラスター ノードの更新作業を自動化
クラスター対応更新 (CAU) により、クラスター ノードの更新適用プロセスを
自動化できます。更新適用時の人的ミスや予定外のエラーを防止できると
共に、自動的な再起動と透過的なフェールオーバーによってダウンタイムが
削減されます。

Windows Azure を利用したオンライン バックアップ

DirectAccess を
実行するサーバー

社内リソース

Active
Directory

• スマート カード認証に対応

最新のワークスタイルを実現

Windows Server 2012 R2 は、オープン ソース ソフトウェア
と ASP.NET に対応する Internet Information Services 
(IIS) 8.0 を搭載。Web 開発者は、.NET をはじめ、PHP、
Node.js、Python などのプログラミング言語を使って開発
することが可能です。また、IIS 8.0 は ASP.NET 4.5、HTML 5 
標準、マネージド WebSocket プロトコル アプリケーション
など、最新テクノロジをサポートし、強力かつオープンな 
Web プラットフォームを提供します。

堅牢なホスティング環境の構築に役立つ機能を提供強力かつオープンな 
Web プラットフォームを搭載 Windows Server 2012 R2 は、メモリ内分散キャッシング、Pub/Sub メッセージング、Server Name Indicator 

(SNI)、 IIS CPU スロットル、NUMA のサポートなど、マルチテナント対応アプリケーションのスケーラビリティと順応
性の向上に役立つフレームワーク、サービス、ツールを提供し、ホスティング環境の構築、プロビジョニング、管理を
支援します。

Windows Web App Gallery を利用すると、グローバルに公開されている Windows プラットフォーム用の
オープンな Web アプリケーションを容易に探索、発見、インストールすることができます。ユーザーの評価
やレビューから有用なソフトウェアをすばやく見つけことができると共に、開発者は簡単に最新バージョンの
ソフトウェアを配布できます。

高い拡張性と順応性に優れた
アプリケーション基盤を提供

Windows Server 2012 R2 は、 オープン ソース ソフトウェアと複数の言語をサポートする、
拡張性と順応性に優れたオープンなプラットフォームを提供します。

RDS により、サーバー上で実行しているアプリケーションをクライアントからローカルなアプリケーションのように利用でき
ます。アプリケーションを個別に展開する必要がなく、更新作業も一元的に行えます。また、デスクトップの仮想化 
(VDI) にも対応すると共に、アプリケーション ウィンドウのみの転送、ユーザー公開用の Web ページ、ゲートウェイなど、
遠隔地からの利用に必要な機能を提供します。さらに、セッションおよびデスクトップの仮想化に必要なサービスを
展開シナリオ ベースでインストールできます。

マルチデバイスに対応し、Windows、iPad、Mac OS X、Android を接続元端末として利用できます。

どこからでも、どのデバイスからでも
アクセスできる業務環境を提供

Windows Server 2012 R2 は、ブランチ オフィスやパブリック スペース、自宅など、どこからでも会社の作業環境
やデータにシームレスにアクセスできる環境を提供することで、多様化するワークスタイルに対応します。

R2
新機能

R2
新機能

アプリケーションとデスクトップを集中管理できるリモート デスクトップ サービス (RDS)

簡単、セキュアにリモート アクセスできる DirectAccess
DirectAccess は、VPN を使用せずに、社外からセキュアに社内ネットワークに
接続できる環境を提供します。初回設定後は、クライアント起動時に社内との
接続が確保されるため、毎回手動でログオンする必要がありません。通信の暗号
化、クライアントの検疫の対応などにより、強固なセキュリティを実現します。
また、リモート アクセス管理コンソール、IPsec トンネルの構成などの展開作業
の簡略化、IPsec ハードウェア オフロードのサポートなどの強化によって、
DirectAccess の利便性とパフォーマンスがさらに向上しています。

新しいサーバーの役割である Web アプリケーション プロキシを利用すると、安全に社内ネット
ワーク上のアプリケーションを社外ネットワークに公開することができます。ユーザーは、PC や
タブレット、モバイル端末などのさまざまなデバイスを使って、社外や自宅などからアクセスが
許可されたアプリケーションを利用できるため、居場所に関係なく業務を進めることが可能
です。また、管理者は、ユーザー、デバイス (ドメインで管理されたデバイスおよびユーザー所有
などの非管理デバイス)、ロケーション、アプリケーションなどに基づき、社外アプリケーション
および社内リソースへのアクセスをきめ細かく制御できるため、セキュアなリモート アクセス環境
を提供できます。

起動時に
社内に自動接続

Windows Azure Backup サービスを使用すると、社内の Windows 
Server 2012 R2 に格納されたデータやフォルダーを Windows Azure 
にバックアップできます。クラウド サービスへのバックアップにより、
バックアップ用機器の購入や管理が不要になると共に、クラウドに
接続可能なさまざまなロケーションの Windows Server 2012 R2 への
復元が可能になり、データ復旧の時間と手間、コストを削減できます。

共通のツールでシステムを管理

Windows Azure と Windows Server 2012 R2 は、共通の管理ツールとして System Center が
使用できるため、管理・監視を統一化し、クラウドをまたいだ運用の自動化を実現できます。

Windows Azure 
管理ポータル

サインアップ
課金登録

専用クライアント コンポーネント 
(エージェント)
 • バックアップ エージェント
 • 管理用ユーザー インターフェイス

Windows Server 2012 R2

管理者

Windows Azure 
Backup サービス

バックアップ/
リストア

Windows Azure と Windows Server 2012 R2 を利用すれば、ハイブリッド 
クラウドを簡単に構築できます。たとえば、Windows Azure の IaaS 機能により、
社内の Hyper-V で検証した Windows Server、Linux の OS を含んだ各仮想
マシンを Windows Azure に移動し、実行できます。また、社内と Windows 
Azure をセキュアに接続する VPN サービスである仮想ネットワークにより、データ
ベースやドメイン コントローラーなどのアプリケーション、サービス、リソースなど
が同じネットワーク上にあるかのように利用できます。さらに、サービス バスにより、
パブリック クラウドと社内システムにまたがる、ハイブリッド アプリケーションも
容易に構築できます。

Windows Azure の IaaS 機能で
ハイブリッド クラウドを簡単に構築

R2
新機能 社内アプリケーションを安全にユーザーへ公開できる 

Web アプリケーション プロキシ

Active Directory 
ドメイン サービス

多様なデバイスを利用可能
• ドメインで管理されたデバイス
• 非管理デバイス (ユーザー所有デバイスなど)

社内アプリケーションを
社外に公開し、AD FS との
連携でアプリケーションへの
シングル サインオンを提供

アクセスが許可された
ユーザー

インターネット

アプリケーション

アプリケーション

Active Directory 
フェデレーション サービス 
(AD FS)

社内
ネットワーク

Web アプリケーション プロキシ 
(Windows Server 2012 R2)

通信の
暗号化で
保護

社内
ネットワーク

記憶域プールにより、複数の物理ドライブの記憶域を 1 つの大きな記憶域として集約し、物理および仮想化
環境のストレージとして利用できます。また、実際の物理ドライブの総容量よりも大きなサイズを仮想ディスク
として利用できるなど、柔軟にストレージを管理および活用できます。

低コストで高可用性を実現する
ファイル ベースのストレージ機能

Windows Server 2012 R2 は、ハイパフォーマンスと高可用性を兼ね備えたファイル ベースの
ストレージ機能を提供。業界標準のハードウェアを活用できるため、増え続けるデータに合わせて
追加されるストレージのコストを削減します。

複数の物理ドライブを 1 つにまとめて大容量化

仮想マシンを実行中に、VHDX のサイズを動的に拡張および縮小することができます。リサイズ操作に伴う
ダウンタイムを気にする必要がなく、ストレージ管理の効率がアップします。

仮想マシンのダウンタイムなしで VHDX のサイズを変更R2
新機能

ファイル サーバーのクラスター化と透過的なフェールオーバー機能により、障害によるノードの停止や更新プロ
グラムの適用に伴う計画的な停止などを行う際にも、利用者のセッションを切断することなく、継続的にファイル 
サービスを提供できます。さらに、Hyper-V のストレージとして、スケールアウト ファイル サーバーを構成すること
で、すべてのノードをアクティブ化して複数のサーバーから同時にファイル サービスを提供することができます。

すべてのノードがアクティブなスケールアウト ファイル サーバーでは、自動的に負荷が分散されるため、
パフォーマンスが向上します。

継続的に使用できる高パフォーマンスなストレージを実現

ストレージの仮想化では、高速で低容量の Solid State Drives 
(SSD) と、低コストで大容量のハード ディスク (HDD) を同じ記憶
域プールに集約します。最も頻繁にアクセスされるファイル 
(ホット データ) を高速な SSD に、そうでないファイル (コールド 
データ) をハード ディスクに自動的に再配置することで、I/O 
スループットを向上します。

R2
新機能 SSD と標準的な HDD で

ストレージのパフォーマンスとコストを改善

R2
新機能

記憶域に保存されたデータの重複を検出し、そのデータの正確さや整合性を損なうことなく重複部分を削除
します。これにより記憶域容量を効率的に利用できます。

重複データを除去して記憶域の容量を節約

記憶域プール

SSD (高速、高コスト、低容量)

HDD (低速、低コスト、大容量)

柔軟なストレージ機能

使用頻度 "高"

使用頻度 "低"

1 つのノードを
オフライン化

システムの再開と
フェールバック

オフライン

ノード n

Windows Server フェールオーバー クラスター

階層化された
記憶域スペース
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アクセス デバイス

• Windows クライアント
• シン クライアント

VDI を補完する製品

アプリケーション管理

システム管理

Microsoft Application Virtualization

System Center

ユーザー接続管理

仮想デスクトップ OS

仮想化プラットフォーム

Windows Server 2012 R2 Hyper-V

マイクロソフト VDI

Windows Server 2012 R2
リモート デスクトップ サービス

ユーザー認証基盤

Windows Server 2012 R2
Active Directory

BitLocker でドライブ全体を暗号化で保護
BitLocker は、システム ファイルやデータを格納するドライブ全体を暗号化できる情報
保護機能です。アプリケーション データが保存されたハード ディスクが持ち出された際
にも、データの機密性を維持できるため、情報漏えいのリスクを低減できます。また、
暗号化操作をハードウェアにオフロードすることで、パフォーマンスを高めると同時に、
CPU 使用率と電力消費を低減します。

社内とクラウドにシングル サインオンでアクセス
Active Directory フェデレーション サービスにより、クラウドシステムで利用される ID 
を、社内で利用している Active Directory に統合できます。社内とクラウドのアプリ
ケーションをシングル サインオンで利用できると共に、複数の ID とパスワードの使い
分けが不要になり、パスワードの紛失や漏えいによる不正アクセスのリスクを低減でき
ます。また、社内で利用しているパスワード ポリシーを利用できるなど、クラウド システム
でも社内と同様のコンプライアンスを維持することが可能です。

いつものデスクトップをどこからも利用可能

VDI により、仮想化された Windows デスクトップとアプリケーションを集中管理し、自宅や出張先での業務、テスト環境の構築などのニーズに応じて、迅速にクライアントを展開でき
るようになります。ユーザーはどこからでも業務環境を利用できるため、多様なワークスタイルに対応できます。また、更新などのメンテナンス、セキュリティ管理に伴う作業を軽減でき、
費用対効果に優れたクライアント環境を構築できます。

仮想ハード ディスク (VHD/VHDX) ファイルの重複データ
除去により、VDI ストレージのスペースを節約できると共に、
ファイルの読み込みと書き込みを最適化して高速化を図る
ことができます。

VDI (仮想デスクトップ インフラストラクチャ ) 
に最適な基盤を提供

Windows Server 2012 R2 では、容易に VDI 環境を構築することができます。
さらに、System Center による運用管理、アプリケーションの仮想化などを
組み合わせることで、より柔軟性の高い VDI 環境を実現できます。

重複データ除去で VDI ストレージを節約
1 つのマスター イメージを仮想マシン プール内のすべてのユーザーで共有できます。管理対象のイメージが 1 つに
なるため、記憶域の容量と管理負担が最小化され、展開と更新に伴うコストを削減できます。また、ユーザーごとに
別個の仮想マシンを提供することも可能です。個人用仮想マシンでは、ユーザーごとのデスクトップ環境が保存
されるため、物理マシンと同じようにユーザーが管理できます。

仮想マシンの展開と更新を簡略化R2
新機能

ID とアクセスを制御できるドメイン サービス 管理タスクが集約された Active Directory 管理センター
Active Directory ドメイン サービスは、 ID の一元管理、強固な認証機能、構成や
電力設定などの集中管理を実現するグループ ポリシーなどのセキュリティ管理基盤を
提供します。また、既存のドメイン コントローラーをコピーするように、物理および仮想
化上に追加のドメイン コントローラーを展開できるため、クラウドやハイブリッド環境への
スケールアップも容易に行えます。

さまざまな関連サービスを Active Directory に統合
Active Directory には、ドメイン サービスを中心に、電子証明書を管理できる証明書
サービス、デジタル情報に対する操作を制御できる Rights Management サービス、
組織を越えた ID とアクセス管理基盤の連携を行えるフェデレーション サービス、軽量
な LDAP ディレクトリ サービスであるライトウェイト ディレクトリ サービスが統合されており、
相互に連携させながら展開することが可能です。

Active Directory 管理センターは、組織単位 (OU)、ユーザー、グループなどの追加と
削除、パスワードのリセットなどの操作が集約されており、頻繁に使用する管理タスクに
すばやくアクセスできます。選択したオブジェクトに関連する管理タスクを表示すること
で管理作業を簡略化します。

より簡単なセキュリティとコンプライアンス Windows Server 2012 R2 は、ID 管理とアクセス制御に関連する各種サービスを統合した 
Active Directory サービスを搭載。また、クライアントに対する検疫、ハード ディスクの暗号化
などにより、組織のシステムとデータ資産を守ります。

BYOD を実現する新しいリモート アクセス機能を提供
ワークプレイス ジョイン機能により、ユーザーは任意のデバイスを Active Directory に登録し、登録
したデバイスを使ってそれまでドメインに参加している PC 以外からは使用できなかった企業リソースに
アクセスすることが可能になりました。管理者はセキュリティ ポリシーなどを使って、アクセスをきめ細
かく管理することができます。また、ワーク フォルダー機能では、社内ファイル サーバーと登録デバイスを
同期できるため、いつでも最新の業務データを利用できます。Active Directory Rights Management 
サービスとの統合により、同期されたデータを保護できます。

R2
新機能

データセンター、プライベートおよびパブリック クラウド、そして多様な
クライアントを統合管理できる Microsoft System Center 2012 R2

Windows Server 2012 R2 は WAN 用の RemoteFX により、帯域幅
に制限のある回線でも、サーバー側で処理されたグラフィックを最適な
パフォーマンスで利用できます。また、RemoteFX はマルチタッチおよび
ジェスチャのリモート処理にも対応しており、ユーザーは Windows 8 
搭載のタブレット デバイスを使って、タッチによる入力でアプリケーション
をリモートから操作できます。

Windows 8 のマルチタッチに対応する RemoteFX

System Center 2012 R2 を構成する各製品の特長

• パブリック クラウド
• パートナー クラウド

データセンターとクラウドの管理

クライアントとセキュリティの管理

System Center 
App Controller

● クラウド管理

System Center 
Virtual Machine Manager

● 仮想環境一元管理

ハイブリッド
な運用

System Center 2012 R2 は、Windows Server 2012 R2 に対応し、オンプレミス環境、ホスティング サービス プロバイダー、 
Windows Azure をカバーする包括的なクラウドおよびデータセンター管理ソリューションを提供します。
System Center 2012 R2 は、従来のデータセンターに加えて、プライベート クラウドや
ハイブリッド クラウドの運用管理に必要な機能を備えており、管理のコストを削減しながら
対象の環境にアプリケーションやサービスを迅速に展開、運用することができます。

プライベート
クラウド

仮想化
環境

従来型
データ
センター

物理環境

マルウェア
対策

マルチ
デバイス

VDI
(デスクトップ
仮想化)

PC

System Center App Controller
System Center App Controller (SCAC) は、プライベート クラウドと Windows Azure パブリック クラウド、そしてサービス プロバイダーのクラウドを一元管理できる、アプリ
ケーション オーナー向けの統合管理環境を提供します。アプリケーション オーナーは App Controller のシンプルなセルフサービス ポータルを使って、多様なクラウドの
構成を透過的に設定、管理できます。アプリケーション オーナーは、IT 管理者が用意したサービス、仮想マシン テンプレート、および開発者が用意したアプリケーション 
パッケージをセルフサービス ポータル上で構成することが可能です。

アプリケーション
オーナー

SCAC

単一のコンソールから統合管理
• 社内と Windows Azure の環境を単一のコンソールからまとめて参照
• 社内と Windows Azure のサービスの起動、停止も可能
• 事前定義済みのテンプレートを使用して、サービスのデザイン、構築、構成、展開が可能

プライベート クラウド
(Hyper-V)

IT 管理者
サービスや仮想マシン 
テンプレートの提供

開発者
パッケージ

データセンター管理者
コンプライアンスの
確認と権限の委譲

パブリック クラウド
(Windows Azure)

サービス プロバイダー 
クラウド

クラウド管理

System Center 
Service Manager

● IT サービス管理

System Center 
Orchestrator

● IT プロセス オートメーション

System Center 
Data Protection Manager

● バックアップと復元

System Center 
Operations Manager

● 稼働監視/ログ収集

System Center 
Configuration Manager

● 構成管理/更新管理

System Center 
Endpoint Protection

● マルウェア対策
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アクセス デバイス

• Windows クライアント
• シン クライアント

VDI を補完する製品

アプリケーション管理

システム管理

Microsoft Application Virtualization

System Center

ユーザー接続管理

仮想デスクトップ OS

仮想化プラットフォーム

Windows Server 2012 R2 Hyper-V

マイクロソフト VDI

Windows Server 2012 R2
リモート デスクトップ サービス

ユーザー認証基盤

Windows Server 2012 R2
Active Directory

BitLocker でドライブ全体を暗号化で保護
BitLocker は、システム ファイルやデータを格納するドライブ全体を暗号化できる情報
保護機能です。アプリケーション データが保存されたハード ディスクが持ち出された際
にも、データの機密性を維持できるため、情報漏えいのリスクを低減できます。また、
暗号化操作をハードウェアにオフロードすることで、パフォーマンスを高めると同時に、
CPU 使用率と電力消費を低減します。

社内とクラウドにシングル サインオンでアクセス
Active Directory フェデレーション サービスにより、クラウドシステムで利用される ID 
を、社内で利用している Active Directory に統合できます。社内とクラウドのアプリ
ケーションをシングル サインオンで利用できると共に、複数の ID とパスワードの使い
分けが不要になり、パスワードの紛失や漏えいによる不正アクセスのリスクを低減でき
ます。また、社内で利用しているパスワード ポリシーを利用できるなど、クラウド システム
でも社内と同様のコンプライアンスを維持することが可能です。

いつものデスクトップをどこからも利用可能

VDI により、仮想化された Windows デスクトップとアプリケーションを集中管理し、自宅や出張先での業務、テスト環境の構築などのニーズに応じて、迅速にクライアントを展開でき
るようになります。ユーザーはどこからでも業務環境を利用できるため、多様なワークスタイルに対応できます。また、更新などのメンテナンス、セキュリティ管理に伴う作業を軽減でき、
費用対効果に優れたクライアント環境を構築できます。

仮想ハード ディスク (VHD/VHDX) ファイルの重複データ
除去により、VDI ストレージのスペースを節約できると共に、
ファイルの読み込みと書き込みを最適化して高速化を図る
ことができます。

VDI (仮想デスクトップ インフラストラクチャ ) 
に最適な基盤を提供

Windows Server 2012 R2 では、容易に VDI 環境を構築することができます。
さらに、System Center による運用管理、アプリケーションの仮想化などを
組み合わせることで、より柔軟性の高い VDI 環境を実現できます。

重複データ除去で VDI ストレージを節約
1 つのマスター イメージを仮想マシン プール内のすべてのユーザーで共有できます。管理対象のイメージが 1 つに
なるため、記憶域の容量と管理負担が最小化され、展開と更新に伴うコストを削減できます。また、ユーザーごとに
別個の仮想マシンを提供することも可能です。個人用仮想マシンでは、ユーザーごとのデスクトップ環境が保存
されるため、物理マシンと同じようにユーザーが管理できます。

仮想マシンの展開と更新を簡略化R2
新機能

ID とアクセスを制御できるドメイン サービス 管理タスクが集約された Active Directory 管理センター
Active Directory ドメイン サービスは、 ID の一元管理、強固な認証機能、構成や
電力設定などの集中管理を実現するグループ ポリシーなどのセキュリティ管理基盤を
提供します。また、既存のドメイン コントローラーをコピーするように、物理および仮想
化上に追加のドメイン コントローラーを展開できるため、クラウドやハイブリッド環境への
スケールアップも容易に行えます。

さまざまな関連サービスを Active Directory に統合
Active Directory には、ドメイン サービスを中心に、電子証明書を管理できる証明書
サービス、デジタル情報に対する操作を制御できる Rights Management サービス、
組織を越えた ID とアクセス管理基盤の連携を行えるフェデレーション サービス、軽量
な LDAP ディレクトリ サービスであるライトウェイト ディレクトリ サービスが統合されており、
相互に連携させながら展開することが可能です。

Active Directory 管理センターは、組織単位 (OU)、ユーザー、グループなどの追加と
削除、パスワードのリセットなどの操作が集約されており、頻繁に使用する管理タスクに
すばやくアクセスできます。選択したオブジェクトに関連する管理タスクを表示すること
で管理作業を簡略化します。

より簡単なセキュリティとコンプライアンス Windows Server 2012 R2 は、ID 管理とアクセス制御に関連する各種サービスを統合した 
Active Directory サービスを搭載。また、クライアントに対する検疫、ハード ディスクの暗号化
などにより、組織のシステムとデータ資産を守ります。

BYOD を実現する新しいリモート アクセス機能を提供
ワークプレイス ジョイン機能により、ユーザーは任意のデバイスを Active Directory に登録し、登録
したデバイスを使ってそれまでドメインに参加している PC 以外からは使用できなかった企業リソースに
アクセスすることが可能になりました。管理者はセキュリティ ポリシーなどを使って、アクセスをきめ細
かく管理することができます。また、ワーク フォルダー機能では、社内ファイル サーバーと登録デバイスを
同期できるため、いつでも最新の業務データを利用できます。Active Directory Rights Management 
サービスとの統合により、同期されたデータを保護できます。

R2
新機能

データセンター、プライベートおよびパブリック クラウド、そして多様な
クライアントを統合管理できる Microsoft System Center 2012 R2

Windows Server 2012 R2 は WAN 用の RemoteFX により、帯域幅
に制限のある回線でも、サーバー側で処理されたグラフィックを最適な
パフォーマンスで利用できます。また、RemoteFX はマルチタッチおよび
ジェスチャのリモート処理にも対応しており、ユーザーは Windows 8 
搭載のタブレット デバイスを使って、タッチによる入力でアプリケーション
をリモートから操作できます。

Windows 8 のマルチタッチに対応する RemoteFX

System Center 2012 R2 を構成する各製品の特長

• パブリック クラウド
• パートナー クラウド

データセンターとクラウドの管理

クライアントとセキュリティの管理

System Center 
App Controller

● クラウド管理

System Center 
Virtual Machine Manager

● 仮想環境一元管理

ハイブリッド
な運用

System Center 2012 R2 は、Windows Server 2012 R2 に対応し、オンプレミス環境、ホスティング サービス プロバイダー、 
Windows Azure をカバーする包括的なクラウドおよびデータセンター管理ソリューションを提供します。
System Center 2012 R2 は、従来のデータセンターに加えて、プライベート クラウドや
ハイブリッド クラウドの運用管理に必要な機能を備えており、管理のコストを削減しながら
対象の環境にアプリケーションやサービスを迅速に展開、運用することができます。

プライベート
クラウド

仮想化
環境

従来型
データ
センター

物理環境

マルウェア
対策

マルチ
デバイス

VDI
(デスクトップ
仮想化)

PC

System Center App Controller
System Center App Controller (SCAC) は、プライベート クラウドと Windows Azure パブリック クラウド、そしてサービス プロバイダーのクラウドを一元管理できる、アプリ
ケーション オーナー向けの統合管理環境を提供します。アプリケーション オーナーは App Controller のシンプルなセルフサービス ポータルを使って、多様なクラウドの
構成を透過的に設定、管理できます。アプリケーション オーナーは、IT 管理者が用意したサービス、仮想マシン テンプレート、および開発者が用意したアプリケーション 
パッケージをセルフサービス ポータル上で構成することが可能です。

アプリケーション
オーナー

SCAC

単一のコンソールから統合管理
• 社内と Windows Azure の環境を単一のコンソールからまとめて参照
• 社内と Windows Azure のサービスの起動、停止も可能
• 事前定義済みのテンプレートを使用して、サービスのデザイン、構築、構成、展開が可能

プライベート クラウド
(Hyper-V)

IT 管理者
サービスや仮想マシン 
テンプレートの提供

開発者
パッケージ

データセンター管理者
コンプライアンスの
確認と権限の委譲

パブリック クラウド
(Windows Azure)

サービス プロバイダー 
クラウド

クラウド管理

System Center 
Service Manager

● IT サービス管理

System Center 
Orchestrator

● IT プロセス オートメーション

System Center 
Data Protection Manager

● バックアップと復元

System Center 
Operations Manager

● 稼働監視/ログ収集

System Center 
Configuration Manager

● 構成管理/更新管理

System Center 
Endpoint Protection

● マルウェア対策
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System Center Virtual Machine Manager
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) は、仮想化ホスト、ネットワーク、ストレージなどのリソース (ファブリック) の構成と管理、仮想マシンやサービスの
作成と展開など、仮想化環境を統合管理します。また、ファブリック管理に加えて、仮想マシンの配置や電源管理の最適化、プライベート クラウドの管理権限の委任、更新
プログラムの展開、アプリケーションの動的な配布など、クラウド コンピューティングに求められる機能とサービスを提供します。

混在する仮想化テクノロジーを統合管理
• Hyper-V　• VMware vSphere　• XenServer

仮想マシンの迅速な作成と展開
• テンプレートからの
仮想マシン展開
• 仮想マシンの
テンプレート化

管理権限の委譲
• 許可された仮想マシンのみの表示とリソース配分
• ユーザー自身による仮想マシンの作成

ハードウェアの使用率を向上
• ホストの性能と使用率に合わせた展開
• ハードウェア使用率の傾向を分析できるレポート機能

SCVMM の特長 プライベート クラウドを容易に構築

Hyper-V のベアメタル展開
仮想ハード ディスクからホストを起動。Hyper-V をベアメタルで展開し、
SCVMM の管理する仮想化ホストとして追加可能

SCVMM

仮想マシンの動的な再配置、動的な節電に対応
Dynamic Optimization (DO)
リソースの使用状況に応じた仮想マシンの動的配置
※ PRO (Performance and Resource Optimization) 機能も利用可能 

Hyper-V ホスト、ネットワーク、ストレージ、仮想マシンの
配置、電源管理などをファブリックとして管理

Power Optimization (PO)
利用率が低い時間帯にサーバーの電源をオフ

仮想化環境の集中管理
• 複数のサーバーに格納された仮想マシン、テンプレート、
スクリプト、ISO イメージをライブラリで管理

マルチテナント インフラの提供
• 仮想ネットワークによるテナントの分離
• マルチテナント エッジ ゲートウェイのプロビジョニング

R2
新機能

仮想環境一元管理

System Center Service Manager
System Center Service Manager (SCSM) は、ITIL (IT Infrastructure Library) および MOF (Microsoft Operations Framework) に基づく IT サービス管理のベスト 
プラクティスの導入を支援し、問題解決、構成変更、資産のライフ サイクル管理に必要なプロセスを提供します。Service Manager のスキーマ拡張が容易な CMDB (構成
管理データベース) により、Operations Manager、Configuration Manager、Active Directory のデータを自動的に連携させることができます。

SCSM のセルフサービス ポータルにより、 
トラブルの報告と申請、自己解決に必要な情報を提供可能

お知らせ
システム停止の連絡など
管理者からの通知

自分のリクエスト
問い合わせの
進捗状況を確認

サポート関連記事
FAQ などで問題の
自己解決を促進

SCSM のコンソールでは、リクエストとインシデントの管理、追跡、
技術担当者へのエスカレーションなどが可能

技術担当者

ヘルプデスク
インシデント処理
リクエスト/インシデントの処理、
担当者へのエスカレーション

問題管理
システム障害の調査を
サーバー管理者へ
エスカレーション

IT サービス管理

System Center Orchestrator
System Center Orchestrator (SCO) は、さまざまなタスクを相互に接続することで、IT プロセスの自動化と標準化を実現します。SCO によって、繰り返し行う単純作業を
減らして運用コストを節約できると共に、作業の定型化によって人的ミスを削減しサービスの品質を向上できます。SCO は、多様な IT ベンダー製のソフトウェアとハードウェア
に対応しており、混在ベンダーで構成されたシステムも、IT サイロを超えてプロセスの自動化と標準化を図ることができます。また、統合パックと Runbook Designer により、
OS やミドルウェア、管理製品ごとに個別の開発を行うことなく、ドラッグ アンド ドロップによる直感的な操作で、タスク連携やプロセスの統合に必要な処理を定義できます。
さらに、Service Provider Foundation (SPF) を利用することで、プロバイダーや自社が提供する IaaS 機能をセルフサービス ポータルに組み込めるため、IT サービスの処理
を容易にカスタマイズできます。

既存の IT サービス
問題選別 診断 エスカレーション 修復 レポート

7 分 20 分 10 分 3 分 7 分 3 分

SCO で IT サービスを自動化すれば、作業時間が大幅に短縮

問題選別 診断 エスカレーション 修復 レポート

1 分 1 分 1 分 数秒 3 分 1 分 数秒

アラートの
取込み

サービス
状態の
チェック

既存の 
CI の
確認

変更予定
の確認

サービス
チケット
オープン

アラート
ステータス
更新

サービス
再起動

サービス
状態の
チェック

アラート
クローズ

サービス
チケット
クローズ

Runbook Designer では、
ドラッグ & ドロップで個別処理の
コンポーネントを接続できるため、
直観的にワークフローをデザイン可能

SCO のセルフサービスによる仮想マシンの展開例

セルフサービス 
ポータルから申請

SCSM SCVMM SCCM SCOM

新規作成の
申請と承認

仮想マシンの
作成

ソフトウェアの
展開

仮想マシンの
監視

SCO

Windows Azure 統合パックで
ハイブリッド環境に対応した IT サービスを実現
Windows Azure 統合パックを利用すれば、Windows Azure 上の
仮想マシンやストレージのプロビジョニング、仮想マシンの開始や停止などの
管理操作を Runbook に組み込むことができます。　

IT プロセス オートメーション

System Center Data Protection Manager
System Center Data Protection Manager (SCDPM) は、ディスク ベースおよびテープベースのバックアップ/復元を実現する、Windows 環境において最も費用対効果
の高いデータ保護ソリューションです。マイクロソフトのサーバー製品からクライアント PC まで、ビジネス基盤を包括したデータ保護対策に対応。組織内の物理環境だけ
でなく、仮想化環境やリモート接続にも、高速なバックアップと復元機能を提供し、大切なデータ資産とシステム環境を保護します。

• 高速なディスク ベースのバックアップ/復元
• 自動的な整合性チェック
• ウィザード形式で簡単バックアップ
• オンライン バックアップでダウンタイムを削減

保護したデータの安全性を強化

Windows Azure Backup (D2D2C)
クラウド環境へのバックアップで災害対策

遠隔地の SCDPM に複製
バックアップの冗長化と災害対策

テープ バックアップ (D2D2T)
バックアップの長期保管と災害対策

ネットワーク トラフィック調整機能
拠点システムを WAN 経由でバックアップ/復元

Exchange Server

SharePoint Server

SQL Server

仮想ホスト 
(Hyper-V/Virtual Server)

ファイル サーバー
(Windows Server)

クライアント
(Windows 8/7/Vista/XP)

SCDPM

リモート ユーザーのクライアントを保護
VPN 経由のバックアップ

バックアップと復元

SCSM

リクエスト管理

インシデント管理

問題管理

変更管理

ナレッジ管理

構成管理

構成
データベース

(CMDB)

自動的にデータ連携

SCO
IT サービスの
自動化

SCVMM
仮想マシンの
プロビジョニング

SCCM
構成情報

SCOM
エラー イベント

Active
Directory
ID とアクセス管理
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System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) は、仮想化ホスト、ネットワーク、ストレージなどのリソース (ファブリック) の構成と管理、仮想マシンやサービスの
作成と展開など、仮想化環境を統合管理します。また、ファブリック管理に加えて、仮想マシンの配置や電源管理の最適化、プライベート クラウドの管理権限の委任、更新
プログラムの展開、アプリケーションの動的な配布など、クラウド コンピューティングに求められる機能とサービスを提供します。

混在する仮想化テクノロジーを統合管理
• Hyper-V　• VMware vSphere　• XenServer

仮想マシンの迅速な作成と展開
• テンプレートからの
仮想マシン展開
• 仮想マシンの
テンプレート化

管理権限の委譲
• 許可された仮想マシンのみの表示とリソース配分
• ユーザー自身による仮想マシンの作成

ハードウェアの使用率を向上
• ホストの性能と使用率に合わせた展開
• ハードウェア使用率の傾向を分析できるレポート機能

SCVMM の特長 プライベート クラウドを容易に構築

Hyper-V のベアメタル展開
仮想ハード ディスクからホストを起動。Hyper-V をベアメタルで展開し、
SCVMM の管理する仮想化ホストとして追加可能

SCVMM

仮想マシンの動的な再配置、動的な節電に対応
Dynamic Optimization (DO)
リソースの使用状況に応じた仮想マシンの動的配置
※ PRO (Performance and Resource Optimization) 機能も利用可能 

Hyper-V ホスト、ネットワーク、ストレージ、仮想マシンの
配置、電源管理などをファブリックとして管理

Power Optimization (PO)
利用率が低い時間帯にサーバーの電源をオフ

仮想化環境の集中管理
• 複数のサーバーに格納された仮想マシン、テンプレート、
スクリプト、ISO イメージをライブラリで管理

マルチテナント インフラの提供
• 仮想ネットワークによるテナントの分離
• マルチテナント エッジ ゲートウェイのプロビジョニング

R2
新機能

仮想環境一元管理

System Center Service Manager
System Center Service Manager (SCSM) は、ITIL (IT Infrastructure Library) および MOF (Microsoft Operations Framework) に基づく IT サービス管理のベスト 
プラクティスの導入を支援し、問題解決、構成変更、資産のライフ サイクル管理に必要なプロセスを提供します。Service Manager のスキーマ拡張が容易な CMDB (構成
管理データベース) により、Operations Manager、Configuration Manager、Active Directory のデータを自動的に連携させることができます。

SCSM のセルフサービス ポータルにより、 
トラブルの報告と申請、自己解決に必要な情報を提供可能

お知らせ
システム停止の連絡など
管理者からの通知

自分のリクエスト
問い合わせの
進捗状況を確認

サポート関連記事
FAQ などで問題の
自己解決を促進

SCSM のコンソールでは、リクエストとインシデントの管理、追跡、
技術担当者へのエスカレーションなどが可能

技術担当者

ヘルプデスク
インシデント処理
リクエスト/インシデントの処理、
担当者へのエスカレーション

問題管理
システム障害の調査を
サーバー管理者へ
エスカレーション

IT サービス管理

System Center Orchestrator
System Center Orchestrator (SCO) は、さまざまなタスクを相互に接続することで、IT プロセスの自動化と標準化を実現します。SCO によって、繰り返し行う単純作業を
減らして運用コストを節約できると共に、作業の定型化によって人的ミスを削減しサービスの品質を向上できます。SCO は、多様な IT ベンダー製のソフトウェアとハードウェア
に対応しており、混在ベンダーで構成されたシステムも、IT サイロを超えてプロセスの自動化と標準化を図ることができます。また、統合パックと Runbook Designer により、
OS やミドルウェア、管理製品ごとに個別の開発を行うことなく、ドラッグ アンド ドロップによる直感的な操作で、タスク連携やプロセスの統合に必要な処理を定義できます。
さらに、Service Provider Foundation (SPF) を利用することで、プロバイダーや自社が提供する IaaS 機能をセルフサービス ポータルに組み込めるため、IT サービスの処理
を容易にカスタマイズできます。

既存の IT サービス
問題選別 診断 エスカレーション 修復 レポート

7 分 20 分 10 分 3 分 7 分 3 分

SCO で IT サービスを自動化すれば、作業時間が大幅に短縮

問題選別 診断 エスカレーション 修復 レポート

1 分 1 分 1 分 数秒 3 分 1 分 数秒

アラートの
取込み

サービス
状態の
チェック

既存の 
CI の
確認

変更予定
の確認

サービス
チケット
オープン

アラート
ステータス
更新

サービス
再起動

サービス
状態の
チェック

アラート
クローズ

サービス
チケット
クローズ

Runbook Designer では、
ドラッグ & ドロップで個別処理の
コンポーネントを接続できるため、
直観的にワークフローをデザイン可能

SCO のセルフサービスによる仮想マシンの展開例

セルフサービス 
ポータルから申請

SCSM SCVMM SCCM SCOM

新規作成の
申請と承認

仮想マシンの
作成

ソフトウェアの
展開

仮想マシンの
監視

SCO

Windows Azure 統合パックで
ハイブリッド環境に対応した IT サービスを実現
Windows Azure 統合パックを利用すれば、Windows Azure 上の
仮想マシンやストレージのプロビジョニング、仮想マシンの開始や停止などの
管理操作を Runbook に組み込むことができます。　

IT プロセス オートメーション

System Center Data Protection Manager
System Center Data Protection Manager (SCDPM) は、ディスク ベースおよびテープベースのバックアップ/復元を実現する、Windows 環境において最も費用対効果
の高いデータ保護ソリューションです。マイクロソフトのサーバー製品からクライアント PC まで、ビジネス基盤を包括したデータ保護対策に対応。組織内の物理環境だけ
でなく、仮想化環境やリモート接続にも、高速なバックアップと復元機能を提供し、大切なデータ資産とシステム環境を保護します。

• 高速なディスク ベースのバックアップ/復元
• 自動的な整合性チェック
• ウィザード形式で簡単バックアップ
• オンライン バックアップでダウンタイムを削減

保護したデータの安全性を強化

Windows Azure Backup (D2D2C)
クラウド環境へのバックアップで災害対策

遠隔地の SCDPM に複製
バックアップの冗長化と災害対策

テープ バックアップ (D2D2T)
バックアップの長期保管と災害対策

ネットワーク トラフィック調整機能
拠点システムを WAN 経由でバックアップ/復元

Exchange Server

SharePoint Server

SQL Server

仮想ホスト 
(Hyper-V/Virtual Server)

ファイル サーバー
(Windows Server)

クライアント
(Windows 8/7/Vista/XP)

SCDPM

リモート ユーザーのクライアントを保護
VPN 経由のバックアップ

バックアップと復元

SCSM

リクエスト管理

インシデント管理

問題管理

変更管理

ナレッジ管理

構成管理

構成
データベース

(CMDB)

自動的にデータ連携

SCO
IT サービスの
自動化

SCVMM
仮想マシンの
プロビジョニング

SCCM
構成情報

SCOM
エラー イベント

Active
Directory
ID とアクセス管理
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Windows Azure Pack
Windows Azure Pack では、Windows Server 2012 R2 と System 
Center 2012 R2、さらに低コストな業界標準のハードウェアと
マイクロソフト自身が提供する Windows Azure の技術を組み合
わせ、マルチテナントに対応する費用対効果の高いクラウド インフラ 
サービスを実現できます。

サービス プロバイダーや大規模な組織は、Windows Azure Pack を
利用することで、Windows Azure のテクノロジとスケーラビリティ
を容易に自社のデータセンターおよびビジネスに取り込むことができ
ます。

新機能

管理ポータル/API

Web サイト 仮想マシン サービス バス

高いスケーラビリティと
信頼性を備えた 

Web アプリケーション基盤

インフラストラクチャ 
サービス (IaaS)

高い信頼性を備えた
メッセージ配信、

パブリッシュとサブスクライブ

セルフサービス エクスペリエンス

テナント用の管理ポータル画面例
Windows Azure の管理ポータルと同様に、ユーザーは
アイテムの状態の確認、新しいアイテムのプロビジョニング
などをセルフサービスで行えます。

仮想マシンの管理画面例
Windows Azure の仮想マシン サービスと同様に、ユーザー
が仮想マシンのテンプレートを作成し、ライブラリに保存する
ことができます。また、仮想マシンのギャラリーから、新しい
仮想マシンを簡単に作成できます。

Windows Azure Pack

インストール (無償ダウンロードで提供)

データセンター
• サービス プロバイダー
• 大規模企業

Windows Server 2012 R2
System Center 2012 R2

Windows Azure のテクノロジを凝縮

SCCM

• 構成情報の収集
• インベントリ情報
• セキュリティ設定

管理対象の
ライフサイクル全体を管理

更新管理

Microsoft Update

ソフトウェア開発元

会社の PC
通常のインストール用
アプリを配布

モバイル デバイス
モバイル用
アプリを配信

管理対象

OS の展開を自動化
• OS イメージを展開
• OS のマスター イメージに更新を適用

更新プログラムの適用
• プッシュ型の強制インストール
• ユーザーによるプル型インストール

電源管理
• クライアントの電源関連項目を一括設定

ユーザーの状況に最適化された
アプリケーション配信

System Center Configuration Manager
System Center Configuration Manager (SCCM) は、OS とアプリケーションの展開、ハードウェアとセキュリティに関する構成情報の収集、更新プログラムの管理、
マルウェア対策など、デバイスの導入から運用まで、ライフ サイクル全体にわたり運用管理を効率化します。また、ユーザー中心のサービス管理により、会社 PC、自宅 PC、
一時的に使用する PC など、ユーザーの利用形態に合わせて、アプリケーションを柔軟に配布することが可能です。

一時使用の PC
サーバー側で実行する
アプリを配信
(RDS Remote App)

自宅の PC
インストールが不要な
App-V アプリを
ストリーミング配信

構成管理/更新管理

System Center Operations Manager
System Center Operations Manager (SCOM) は、障害やパフォーマンスの監視、問題を未然に防ぐプロアクティブな管理、ログ監査など、IT 基盤を統合的に管理、
監視、運用するための機能を提供します。運用管理ノウハウが集約された管理パックにより、専門的な知識がなくても、物理および仮想環境、各種プラットフォーム上の
アプリケーション、ネットワーク機器、ハイブリッド クラウドを監視し、問題の検出から解決までの時間を短縮できます。

管理パック

アプリケーション・OS を
運用管理するためのノウハウ

サーバー /クライアント/ネットワーク機器/
仮想環境/アプリケーションの監視・管理
• サービス指向型監視
• マシンの稼動状態監視
• イベント収集
• セキュリティ イベント ログ収集
• パフォーマンス収集
• 適切なアラート
• ナレッジを活用した対処法の提供

SCOM

Unix/Linux の監視に対応
HP-UX、Oracle Solaris、
Red Hat Enterprise Linux、
IBM AIX サーバーなど

大規模環境への対応
• 冗長性
• 拡張性
• 信頼関係のない
ドメインを越えた監視

管理の操作性、レポーティング
• 応答・タスクの自動化
• Windows PowerShell
• Web ベースの管理レポート

サーバー、クライアント PC の監視
• OS、アプリケーション例外を監視
• 対処法を提供することで
ユーザーの自己解決を支援
• エージェントレス監視に対応

ハイブリッド クラウドに対応
• Windows Azure の仮想マシンと
ストレージの可用性とパフォーマンス
を監視
• Windows Azure 管理パックで
ビューを追加可能

運用管理の効率化
• アラート
• 監査・パフォーマンス 
レポーティング
• 監査・監視データベース

業務システム/ネットワーク機器/
独自開発アプリケーション 
(.NET, J2EE) の監視

R2
新機能 GSM 

(グローバル サービス モニター)

Operations Manager 経由で
グローバルな Windows Azure の
データセンターから Web テストを
実行可能

稼働監視/ログ収集

Windows Azure と同じリッチなエクスペリエンスやセルフサービス ポータルを利用可能

System Center Endpoint Protection
System Center Endpoint Protection (SCEP) は、ウイルス、スパイウェア、ルートキットなど、既知および未知の脅威からデスクトップとサーバーを保護するマルウェア対策
ソリューションです。System Center 2012 では、SCEP と SCCM の統合によって、デスクトップ管理とセキュリティ管理を 1 つに集約しています。デスクトップ管理者は、単一
のコンソールを通して、デスクトップ構成とマルウェア対策を制御し、セキュリティとコンプライアンスの状態をすばやく改善できるため、クライアント管理に費やすコストと時間を
削減できます。

SCEP で
エンドポイントを保護

ウイルス検知などのイベント

• 定義ファイル
• 設定情報 (スキャンや
更新のスケジュールなど) 

最新の定義ファイル

SCEP

Microsoft Update

SCCM と統合されたマルウェア対策
• クライアント管理とセキュリティ対策を一元化

• ドメイン非参加のコンピューターも保護可能

• マルウェア検出時のアラートの高速化、レポート機能を強化

• 定義ファイルやエージェント設定などの自動配信

• セキュリティ管理に限定した権限を付与

システムをマルウェアや脆弱性から保護
• ウイルス、スパイウェア、ルートキット、トロイの木馬などのマルウェアからシステムを保護

• 脆弱性検査により、セキュリティ更新プログラム適用漏れや危険な設定を検知

マルウェア対策
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Windows Azure Pack
Windows Azure Pack では、Windows Server 2012 R2 と System 
Center 2012 R2、さらに低コストな業界標準のハードウェアと
マイクロソフト自身が提供する Windows Azure の技術を組み合
わせ、マルチテナントに対応する費用対効果の高いクラウド インフラ 
サービスを実現できます。

サービス プロバイダーや大規模な組織は、Windows Azure Pack を
利用することで、Windows Azure のテクノロジとスケーラビリティ
を容易に自社のデータセンターおよびビジネスに取り込むことができ
ます。

新機能

管理ポータル/API

Web サイト 仮想マシン サービス バス

高いスケーラビリティと
信頼性を備えた 

Web アプリケーション基盤

インフラストラクチャ 
サービス (IaaS)

高い信頼性を備えた
メッセージ配信、

パブリッシュとサブスクライブ

セルフサービス エクスペリエンス

テナント用の管理ポータル画面例
Windows Azure の管理ポータルと同様に、ユーザーは
アイテムの状態の確認、新しいアイテムのプロビジョニング
などをセルフサービスで行えます。

仮想マシンの管理画面例
Windows Azure の仮想マシン サービスと同様に、ユーザー
が仮想マシンのテンプレートを作成し、ライブラリに保存する
ことができます。また、仮想マシンのギャラリーから、新しい
仮想マシンを簡単に作成できます。

Windows Azure Pack

インストール (無償ダウンロードで提供)

データセンター
• サービス プロバイダー
• 大規模企業

Windows Server 2012 R2
System Center 2012 R2

Windows Azure のテクノロジを凝縮

SCCM

• 構成情報の収集
• インベントリ情報
• セキュリティ設定

管理対象の
ライフサイクル全体を管理

更新管理

Microsoft Update

ソフトウェア開発元

会社の PC
通常のインストール用
アプリを配布

モバイル デバイス
モバイル用
アプリを配信

管理対象

OS の展開を自動化
• OS イメージを展開
• OS のマスター イメージに更新を適用

更新プログラムの適用
• プッシュ型の強制インストール
• ユーザーによるプル型インストール

電源管理
• クライアントの電源関連項目を一括設定

ユーザーの状況に最適化された
アプリケーション配信

System Center Configuration Manager
System Center Configuration Manager (SCCM) は、OS とアプリケーションの展開、ハードウェアとセキュリティに関する構成情報の収集、更新プログラムの管理、
マルウェア対策など、デバイスの導入から運用まで、ライフ サイクル全体にわたり運用管理を効率化します。また、ユーザー中心のサービス管理により、会社 PC、自宅 PC、
一時的に使用する PC など、ユーザーの利用形態に合わせて、アプリケーションを柔軟に配布することが可能です。

一時使用の PC
サーバー側で実行する
アプリを配信
(RDS Remote App)

自宅の PC
インストールが不要な
App-V アプリを
ストリーミング配信

構成管理/更新管理

System Center Operations Manager
System Center Operations Manager (SCOM) は、障害やパフォーマンスの監視、問題を未然に防ぐプロアクティブな管理、ログ監査など、IT 基盤を統合的に管理、
監視、運用するための機能を提供します。運用管理ノウハウが集約された管理パックにより、専門的な知識がなくても、物理および仮想環境、各種プラットフォーム上の
アプリケーション、ネットワーク機器、ハイブリッド クラウドを監視し、問題の検出から解決までの時間を短縮できます。

管理パック

アプリケーション・OS を
運用管理するためのノウハウ

サーバー /クライアント/ネットワーク機器/
仮想環境/アプリケーションの監視・管理
• サービス指向型監視
• マシンの稼動状態監視
• イベント収集
• セキュリティ イベント ログ収集
• パフォーマンス収集
• 適切なアラート
• ナレッジを活用した対処法の提供

SCOM

Unix/Linux の監視に対応
HP-UX、Oracle Solaris、
Red Hat Enterprise Linux、
IBM AIX サーバーなど

大規模環境への対応
• 冗長性
• 拡張性
• 信頼関係のない
ドメインを越えた監視

管理の操作性、レポーティング
• 応答・タスクの自動化
• Windows PowerShell
• Web ベースの管理レポート

サーバー、クライアント PC の監視
• OS、アプリケーション例外を監視
• 対処法を提供することで
ユーザーの自己解決を支援
• エージェントレス監視に対応

ハイブリッド クラウドに対応
• Windows Azure の仮想マシンと
ストレージの可用性とパフォーマンス
を監視
• Windows Azure 管理パックで
ビューを追加可能

運用管理の効率化
• アラート
• 監査・パフォーマンス 
レポーティング
• 監査・監視データベース

業務システム/ネットワーク機器/
独自開発アプリケーション 
(.NET, J2EE) の監視

R2
新機能 GSM 

(グローバル サービス モニター)

Operations Manager 経由で
グローバルな Windows Azure の
データセンターから Web テストを
実行可能

稼働監視/ログ収集

Windows Azure と同じリッチなエクスペリエンスやセルフサービス ポータルを利用可能

System Center Endpoint Protection
System Center Endpoint Protection (SCEP) は、ウイルス、スパイウェア、ルートキットなど、既知および未知の脅威からデスクトップとサーバーを保護するマルウェア対策
ソリューションです。System Center 2012 では、SCEP と SCCM の統合によって、デスクトップ管理とセキュリティ管理を 1 つに集約しています。デスクトップ管理者は、単一
のコンソールを通して、デスクトップ構成とマルウェア対策を制御し、セキュリティとコンプライアンスの状態をすばやく改善できるため、クライアント管理に費やすコストと時間を
削減できます。

SCEP で
エンドポイントを保護

ウイルス検知などのイベント

• 定義ファイル
• 設定情報 (スキャンや
更新のスケジュールなど) 

最新の定義ファイル

SCEP

Microsoft Update

SCCM と統合されたマルウェア対策
• クライアント管理とセキュリティ対策を一元化

• ドメイン非参加のコンピューターも保護可能

• マルウェア検出時のアラートの高速化、レポート機能を強化

• 定義ファイルやエージェント設定などの自動配信

• セキュリティ管理に限定した権限を付与

システムをマルウェアや脆弱性から保護
• ウイルス、スパイウェア、ルートキット、トロイの木馬などのマルウェアからシステムを保護

• 脆弱性検査により、セキュリティ更新プログラム適用漏れや危険な設定を検知

マルウェア対策
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コンポーネント 要件

メモリ

空きディスク容量

1.4 GHz (64 ビット) 以上のプロセッサが必要プロセッサ

システム要件
● Windows Server 2012 R2 Datacenter/Standard

Windows Server 2012 R2 と System Center 2012 R2 の単体ライセンス

その他 ギガビット イーサネット アダプター (10/100/1000 baseT)、DVD ドライブ、Super VGA (1024 × 768) 以上の解像度を持つモニター キーボード、
Microsoft mouse (または互換性のあるポインティング デバイス)、インターネット接続 Internet access (別途料金が発生する場合があります)

実際のシステム要件は、お使いのコンピューターのシステム構成およびインストールするアプリケーションや機能によって異なります。
プロセッサのパフォーマンスは、プロセッサのクロック周波数だけでなく、コアの数とプロセッサのキャッシュ サイズの影響も受けます。システム パーティションに必要な空きディスク領域のサイズは目安です。

Windows Server 2012 R2 および System Center 2012 R2 をそれぞれ単体で購入する場合、プロセッサ単位でライセンスを購入します。両製品とも 1 ライセンスごとに 
2 プロセッサまで使用することができます。なお、Windows Server 2012 R2 にアクセスするユーザーまたはデバイスには、Windows Server 2012 CAL (クライアント アクセス 
ライセンス) が必要です。

規模で選べる 2 つのエディション

CIS Datacenter
ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて

無制限の仮想 OSE の実行と管理が可能

CIS Standard
ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて

2 つの仮想 OSE の実行と管理が可能

仮想化の活用とクラウドを構築するなら 物理環境での利用と単機能の仮想化なら
Datacenter エディション Standard エディション

■ Windows Server 2012 R2 
Standard

• 1 ライセンスで 2 つの仮想インスタンスを利用可能
• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要
• ライセンスごとに 2 つの仮想インスタンスを追加で
利用可能

■ System Center 2012 R2 
Standard

• 1 ライセンスで 2 つの OSE を管理可能
• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要
• ライセンスごとに 2 つの OSE を追加で管理可能

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●Microsoft、Active Directory、BitLocker、Hyper-V、RemoteFX、SharePoint、Windows、Windows Azure、Windows PowerShell、Windows Server、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。 
●本書は情報提供のみを目的としており、本書の内容について、Microsoft は、明示的あるいは非明示的ないかなる保証もいたしません。 ●本書に記載した情報は、将来予告なしに変更されることがあります。 ●本書を使用する場合のリスクまたは本書の
使用による結果について、Microsoft はいかなる責務も負うものではありません。 ●本書に記載されている会社、組織、製品、人物、イベントの例は架空のものです。実在の会社、組織、製品、人物、またはイベントとの関連を示唆するものではありません。 
●適用する著作権法のすべてにお客様は準拠いただく必要があります。 ●著作権上の権利に限定されることなく、本書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。 ●その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標
または商標です。 ●本書の内容は、2013 年 11 月現在のものです。

©2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

1597-NOC2

Microsoft System Center 2012 R2 
Standard

Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard

Microsoft System Center 2012 R2 
Datacenter

Microsoft Windows Server 2012 R2 
Datacenter

■ Windows Server 2012 R2 
Datacenter

• 1 ライセンスで無制限の仮想インスタンスを
利用可能

• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要

■ System Center 2012 R2 
Datacenter

• 1 ライセンスで無制限の OSE を管理可能
 ※パブリック クラウド環境では最大 8 つの OSE を管理可能

• 3 プロセッサから追加のライセンスが必要

Windows Server と System Center が
セットになったお得なスイート ライセンス
CIS (Core Infrastructure Server Suite) は、Windows Server と 
System Center がセットになったプライベート クラウド、および大規模な
仮想データセンターに最適なスイート ライセンスです。単体ライセンス
よりも、お得な価格でご購入いただけます。

• CIS は、1 ライセンスから購入可能。1 ライセンスあたり 2 CPU まで使用いただけます。
利用環境の CPU 数に合わせてライセンスを購入ください。詳しくは、マイクロソフトの
ボリューム ライセンス ホームページをご覧ください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/

1 ライセンス
2 CPU まで

共通の機能と性能

● System Center 2012 R2 のシステム要件は次の URL を参照してください。
　 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn281925.aspx

● Windows Server 2012 R2 のシステム要件は次の URL を参照してください。
　 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303418.aspx

Windows Server 2012 R2 
System Center 2012 R2

Service ProviderOn-Premises

Windows Azure

Platform

製品版

すべてのクラウドを統合し、
1 つのプラットフォームとしてビジネスを支える Cloud OS

512 MB 以上

32 GB 以上

注: 仮想マシンを最小構成 (1 プロセッサ/512 MB メモリ) で作成する場合は、インストール時のみ 800 MB メモリを割り当てる必要があります。
その他、メモリ要件の詳細は下記 URL をご覧ください。

注: ネットワーク経由でインストールする場合、および 16 GB 以上のメモリを搭載したコンピューターにインストールする場合、
ページング、ハイバネーション、ダンプ ファイル用にさらにディスク スペースが必要になります。


