
Microsoft System Center 2012 SP1 を社内システムに導入
Windows Azure とオンプレミスを連携させた運用の統合化や 
自動化、セルフ サービス化によって、運用負荷の軽減とさらなる 
業務品質の向上を目指す

独立系のシステム インテグレーターとして、幅広いサービスをワン ストップで提供している日本ビ
ジネスシステムズ株式会社。ここでは新たなシステム運用管理基盤として、System Center 2012 

SP1 が導入されています。その目的はシステム運用管理の統合化と自動化、セルフ サービス化を
実現することにあります。複雑化した運用管理プロセスをこれによってシンプルにし、作業負担の
軽減や対応スピードの向上を実現することを目指しています。また先行して導入された Windows 

Server 2012 の Hyper-V も、クラスター間でライブ マイグレーションが可能といった特長を持っ
ており、運用管理の柔軟性向上に貢献しています。今後、社内システムで得られた新たな運用管
理ノウハウを、新規サービスとしてお客様に提供することも計画。また Windows Azure™ などの
クラウド サービスとオンプレミス システムを連携させた、ハイブリッド型システムの実現も視野
に入っています。

導入背景とねらい
多様な製品の混在で運用管理が複雑化 
プロセスの共通化および標準化が重要課題に

情報技術の進歩と普及によって、企業システムは大規模化し、その構成も複雑さが増しています。
基幹業務システムはもちろんのこと、その周辺の各種業務システムや認証基盤、電子メールやドキュ
メント管理などの情報共有基盤、さらには SNS やユニファイド コミュニケーションといったコラ
ボレーション基盤に至るまで、実に多種多様なシステムが混在するようになっているのです。これ
に伴いシステム運用管理のしくみにも、多様な製品が組み込まれるようになっています。その結果、
運用管理業務は煩雑になり、人的負担の増大やアジリティの低下、システム障害リスクの増大といっ
た問題が顕在化しつつあります。

このような問題を解決するため、System Center 2012 SP1 の活用を進めているのが、日本ビジネ
スシステムズ株式会社 (以下、JBS) です。同社は 1990 年に設立された独立系のシステム インテ
グレーターであり、システム インフラの構築から保守、運用管理に至るまで、幅広いサービスを
ワン ストップで提供しています。お客様にとって最良かつ最善の IT サービスを実現するため、個々
の企業ニーズにきめ細かく対応すると共に、最新テクノロジーに対する取り組みも積極的に進め
られています。

「社内システムも、社内ユーザーにサービスを提供するためだけのもので
はなく、お客様に対するショーケースであるべきだと考えています」と言
うのは、日本ビジネスシステムズ株式会社 マーケティング本部 情報シ
ステム部 部長の田中 祐司 氏です。そのため多様な技術と製品が組み込
まれているのだと説明します。

JBS はマイクロソフト製品群を組み合わせた情報共有基盤「Ambient 

Office/アンビエントオフィス®」 (以下、Ambient Office） を提唱してい
ます。Ambient Office では Microsoft® SharePoint® Serverを中心に 

Microsoft® Exchange Server や Microsoft® Lync® Server、Microsoft 

Dynamics® CRM や Microsoft® SQL Server® といった製品を組み合わ
せることにより、スクラッチ開発に比べてコスト/導入期間を抑えた形

ソリューション概要

○プロファイル
日本ビジネスシステムズ株式会社は、1990 年に
設立された独立系のシステム インテグレーター
です。設立以来一貫して「お客様第一主義」をポ
リシーとし、コンサルティングから IT インフラ構
築、アプリケーション開発、運用管理、保守に
至るまで、上流から下流まで幅広くカバーしたソ
リューション サービスを提供。既存の価値観にと
らわれることなく、常に戦略的で実践的な情報シ
ステムを提案し、高い技術と豊富な実績に基づい
た高レベルの IT サービスを実現し続けています。

○ソフトウェアとサービス
・Microsoft® System Center 2012 SP1
・Windows Server® 2012 Hyper-V®

○メリット
・ System Center Configuration Manager と Windows 

Server Update Services の連携で、セキュリ
ティ更新プログラムの適用の作業負担が軽減

・ System Center Operations Manager と System 
Center Service Manager の連携で、システム
監視の結果を、その後の運用プロセスに統合
が容易になった

・ System Center Data Protection Manager で
データ バックアップを行うことで、バックアッ
プ設計がシンプルになり、リストアの確実性が
向上

・ System Center Virtual Machine Manager、
System Center App Controller、System 
Center Service Manager、System Center 
Orchestrator の組み合わせによって、プロビ
ジョニングの自動化およびセルフ サービス化
も可能

・ Windows Server 2012 の Hyper-V は、クラス
ター間のライブ マイグレーションも可能。この
特長を活かすことで、オンプレミスとクラウド
を組み合わせたハイブリッド型システムも実現
しやすくなる

○ユーザー コメント
「新しい Hyper-V と System Center の組み合わ
せは完成度が高く、統合された運用管理プロセ
スの実現が容易。あらゆる企業にマッチする選
択肢です」
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で提供される情報共有基盤です。System Center は Ambient Office 

の統合管理ツールと位置付けられており、インフラ環境はもちろん、
Microsoft Dynamics CRM や SharePoint といったアプリケーションの
監視まで対応しています。

JBS の社内システムは社外のお客様向けのショーケースであるべきとい
う考え方に基づき、この Ambient Office を社内システムとして採用し、
導入を進めています。

サーバーは一部を除きほぼすべて仮想化されており、仮想化製品とし
ては、Windows Server Hyper-V と VMware が混在。Hyper-V 上で 

Microsoft® Exchange Server 2010 や Microsoft® SharePoint® Server 

2010、Microsoft® Lync® 2010 が動いている一方、VMware 上では一
部の業務システムが稼働しています。

社外向けのショーケースということもあり、システム管理にも複数の製
品が導入されています。データ バックアップやセキュリティ管理、仮想
環境の運用など、目的別に複数のベンダー製品を採用しているのです。

しかしこれによって JBS でも、運用管理の煩雑化という課題に直面する
ことになります。多様なベンダー製品が混在することで、運用管理プロ
セスの統合が困難になっていたのです。また人手に依存する作業も少な
くありませんでした。例えばセキュリティ パッチの適用は、毎月 3 人日
かけて実施していたと言います。

プロビジョニングの自動化やセルフ サービス化も、十分とは言えない
状況でした。日本ビジネスシステムズ株式会社 マーケティング本部 ソ
リューション＆テクノロジーセンター マネージャー 胡田 昌彦 氏は、「開
発や検証のために仮想マシンを立ち上げる場合でも、情報システム部に
申請して手作業で環境を整えてもらうため、平均で 2 ～ 3 日、担当者
が忙しい場合にはそれ以上のリード タイムがかかっていました」と説明
します。

「これらの課題に対応するには、運用管理プロセスに横串を通し、でき

る限り共通化および標準化することが必要です」と田中 氏。これによっ
て運用負担が軽減し、業務品質の向上も期待できると言います。もちろ
ん JBS にとって、これによって得られるメリットは、社内だけにとどまる
ものではありません。同様の問題を抱えるお客様に対して新たな解決策
を提示するうえでも、大きな意義を持つ取り組みなのです。

導入の経緯
Hyper-V と System Center のアップグレードで 
統合的な運用管理基盤の確立へ

JBS による運用管理システムの見直しは、Hyper-V をはじめとするマイ
クロソフト製品アップグレードの一環として実施されています。

JBS では 2008 年、リリースされたばかりの Windows Server® 2008 

を導入、Hyper-V によるサーバー仮想化に着手しており、この上で 

Exchange 2010 や SharePoint Server 2010 を動かしてきました。ま
た System Center も以前から導入されており、System Center Virtual 

Machine Manager (VMM) などの機能が活用されてきました。

ここでまず最初に行われたのが、最新の Windows Server の導入で
す。2013 年 1 月、既存の Windows Server 2008 環境を残したまま、
クラスター化された 4 台の物理サーバーが導入され、この上で新たに 

Windows Server 2012 を動かしています。なおこの後でさらに 2 台の
サーバーが追加されており、これらにも Windows Server 2012 が導入
され、Hyper-V で仮想化されたテスト環境が運用されています。

2013 年 2 月には、この Windows Server 2012 上に、System Center 

2012 SP1 が導入されています。そのほとんどのコンポーネントは仮想
化されており、Hyper-V の上で動いています。また Exchange 2013 や 

SharePoint 2013、Lync 2013 も、この Hyper-V 上で稼働しており、今
後段階的にユーザーを移行していく予定になっています。

System Center 2012 SP1 には 8 種類の管理コンポーネントが用意され
ていますが、JBS ではこれらすべてが導入されており、それらの活用も
段階的に進められています。

まずサーバーやクライアントの構成管理には、System Center 

Configuration Manager (SCCM) が利用されています。現時点ではまだ
先行運用という位置付けであり、管理対象はサーバー 10 台 + クライア
ント 10 台に限定されていますが、今後は管理対象を拡大していく計画
です。また Windows Server Update Services (WSUS) と連携させ、毎
月のセキュリティ更新プログラムの適用作業を省力化する取り組みも行
われています。

システムの稼働監視は、System Center Operations Manager (SCOM) 

で行われています。現在は System Center の各コンポーネントと、
SharePoint 2013 が監視対象になっています。
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Hyper-V による仮想環境の管理は、SCVMM で行われています。ま
た将来的にハイブリッド管理を実現することも視野に入れ、これを 

System Center App Controller (SCAC) と連携させることで、Web ブ
ラウザーによる操作も実現しています。VMware vCenter を System 

Center の管理機能と連携させ、VMware 環境もカバーした統合管理を
実現することも検討されています。

インシデント管理は、System Center Service Manager (SCSM) で行わ
れています。手動作成のインシデントの管理はもちろんのこと、SCOM 

のアラートから自動的にインシデントを生成 /管理するといった取り組
みも、運用統合化の一環として進められています。

「今回のアップグレードは、マイクロソフトの新製品ラインアップが出揃
うタイミングに合わせて行うことになりましたが、Hyper-V と System 

Center は大幅に機能が強化され、使いやすくなっています。そのため
実運用への移行も、特に苦労することなく進めることができました」 (胡
田 氏 ) 。

導入効果
パッチ適用などの負担を大幅に軽減 
仮想マシン立ち上げの時間も短縮

田中氏も「Windows Server 2012 Hyper-V と System Center 2012 SP1 

の組み合わせは、非常に完成度の高いものになっています」と指摘。こ
れによって運用管理プロセスの統合化が容易になっていると言います。
まだすべての機能をフルに使っているわけではありませんが、一部の機

能を活用するだけでも、運用負担の軽減や業務スピードの向上といった
効果が得られると説明します。

その一例として挙げられているのが、セキュリティ更新プログラム適用
の効率化です。これを SCCM で自動化することで、作業負担は大幅に
削減されています。現在、SCCM によるセキュリティ更新プログラム適
用の対象となっているのは一部のサーバーだけですが、今後は全サー
バーに拡大することが計画されています。またウイルス対策ソリュー
ションも、現在は他社製品を利用していますが、これを System Center 

Endpoint Protection (SCEP) へと移行し、System Center の世界に統合
することも視野に入っています。

「システム監視の結果を、その後の運用フローへとスムーズにつなげて
いけることも、大きなメリットです」と言うのは、日本ビジネスシステム
ズ株式会社 マーケティング本部 情報システム部 主任 上代 悟史 氏です。
以前はシステム監視が独立した状態で機能しており、インシデント管理
につないでいくには手入力が不可欠でした。しかし現在では SCOM と 

SCSM を連携させることで、システム監視のアラートが自動的にインシ
デントとして登録されるようになっています。「これなら "1 つの大きな
基盤 " の上で運用を行っているのだという実感を持てます。最終的には
全ての管理情報をダッシュボードに集約することで、さらに便利になる
と思います」。

仮想マシンの立ち上げに必要な時間も、大幅に短縮されると期待されて
います。前述のように、以前は仮想マシンを立ち上げるのに、申請から
平均で 2 ～ 3 日かかっていましたが、これがわずか数分で行えるように
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導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2013 年 6 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
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。
■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く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、Hyper-V、Lync、Microsoft Dynamics、SharePoint、SQL Server、Windows Aure、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。
＊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。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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なると考えられています。「そのためには SCVMM と SCAC だけではな
く、System Center Orchestrator (SCO） や SCSM との連携も必要です」
と胡田 氏。これによって高度な自動処理が可能になり、多様な要求に
対応できるセルフ サービス ポータルが実現できるはずだと言います。ま
たエンド ユーザーから寄せられたインシデントの管理も、SCO に統合
することでさらに効率化できると期待されています。

データのバックアップ 運 用も、System Center Data Protection 

Manager (SCDPM) で統合することで、大幅に省力化できると予測され
ています。

現在は複数のバックアップ手法が利用されており、これらを仮想マシン
上で動いているソフトウェアごとに使い分けています。しかしそのため
には複雑なバックアップ設計が必要であり、設計作業に数週間かかる
ことも珍しくありません。これに対して SCDPM によるバックアップは、
仮想マシン上で何が動いているのかを意識することなく、仮想マシンを
丸ごとバックアップできます。そのためバックアップ設計が容易になり、
復旧も確実に行えるのです。

また差分バックアップの機能が強化されているうえ、SCDPM からハー
ドウェア機能に直接アクセスすることも可能です。これによってバック
アップ時間の短縮や、バックアップ時のサーバー負荷軽減も実現できま
す。今後は他のバックアップ システムを廃止し、SCDPM で統一的にバッ
クアップ管理を行うことも検討されています。

運用管理の効率を高めているのは System Center だけではありません。
実は新しい Hyper-V も、大きな貢献を果たしていると胡田 氏は指摘し
ます。「仮想マシンのポータビリティが高まり、クラスター間でのライブ 

マイグレーションも可能になりました。そのためテスト用、本番用に分
けて仮想マシンを立ち上げる必要もありません。テスト用のクラスター
で立ち上げた仮想マシンを、そのまま本番用クラスターに移すことが可
能だからです。これによって本番環境への移行も、これまで以上のスピー
ド感で行えるようになっています」。

今後の展望
ハイブリッド型システムへの発展も容易 
あらゆる企業にマッチした選択肢に

今後はこの Hyper-V のポータビリティの高さを活用し、オンプレミスと
クラウドを融合した、ハイブリッド型システムの実現も視野に入ってい
ます。例えば社内システムのリソースが不足した場合、Windows Azure 

上に仮想マシンを移動し、サービス レベルを維持するといった運用が考
えられています。

また Windows Azure だけではなく、サード パーティのクラウドと連携
させるというアプローチも検討されています。JBS では株式会社ビット
アイルが提供するプライベート クラウド サービス「CLOUD CENTER for 

Windows」のインテグレーション パートナーになっており、 Windows 

Azure と共に活用することで、オンプレミス、プライベート クラウド、
パブリック クラウドを全て網羅することも可能になります。複数のシス
テム基盤を自由に行き来できれば、ディザスター リカバリーも容易にな
ります。

このようなシステムをお客様に提案する、新たなサービスの実現も計画
されています。オンプレミスとクラウドを柔軟に使い分けることができ
れば、システム構成の自由度が増し、TCO 削減にも大きな貢献を果た
すはずです。もちろん System Center による運用管理のノウハウも、こ
の中に組み込んでいく予定です。

「新しい Hyper-V と System Center の組み合わせは、あらゆる企業に
マッチする選択肢です」と田中 氏。導入してすぐに効果を得ることがで
きるうえ、各種機能を使いこなしていくことで、得られる効果をさらに
高められると言います。「最近は IT の進歩が早く、新しいテクノロジー
を導入しても使いこなせないのではないかと、懸念しているユーザー企
業が少なくありません。しかし Hyper-V と System Center が確実に効
果を上げられることは、JBS の社内システムで実証しています。お客様
のシステムでもぜひご活用いただきたいと考えています」と田中 氏は、
今後のお客様への展開について力強く語ってくれました。
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