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マイクロソフト システム センター 2012

●Microsoft、Active Directory、ActiveSync、Forefront、Hyper-V、SharePoint、SQL Azure、SQL Server、Visual Studio、Windows、Windows Azure、Windows Mobile、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、ロゴなどは、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。あらかじめご了承ください。 ●このカタログの内容は、2012 年 
12 月現在のものです。

製品とライセンスに関する詳細は http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/system-center/ をご覧ください。

クラウド、データセンターから生まれた新技術で、
複雑化しつづける運用の課題を解決

System Center 2012 のコンポーネントと機能概要

システム構成管理
従来からの Windows クライアント/サーバーの構成管理に加え、新たに iPhone や Android、組
み込み機器へと対象を拡大。管理者やユーザーの要求に基づいたアプリケーション配布を実現。

マルウェア対策機能
旧 Forefront Endpoint Protection を System Center のコンポーネントとして提供。
Configuration Manager を管理基盤とし、定義ファイルの自動配信やウイルス検知状態の確認な
どを実施。

システム稼働監視
サーバーの稼働監視に加えて、ネットワーク監視やアプリケーション性能に影響を及ぼすコードの
検知など、高度な監視機能 （旧 AVICode） を提供。
また、自社 Web アプリケーションに対する Web テストを Windows Azure 上のグローバル サー
ビス モニター (GSM) から実行可能。

仮想化環境管理
Hyper-V、VMware、XenServer、さらにストレージやネットワークなど、仮想化に関わる基盤全体
を包括的に管理。負荷に応じたリソースの自動最適化やアプリケーション レイヤーを意識したサー
ビスのプロビジョニングにも対応。

データ保護管理
アプリケーション、仮想化環境、サーバー、クライアントのデータをディスクやテープに対してバック
アップしつつ、高速なリカバリー機能を提供。BCP （業務継続計画） や DR （災害復旧） などの遠隔
地の環境を保護/復旧するシナリオにも対応。また、Windows Azure へのオンライン バックアップ
で災害対策の強化に対応。

IT プロセス管理
システム運用管理に伴うさまざまなタスクを Runbook （作業フロー） としてデザイン、および統合管理
し、IT プロセスの自動化を実現 （旧製品名称 Opalis）。また、Windows Azure 用の Integration 
Pack により、プロセスの自動化にクラウドを含めることが可能。

IT サービス管理
CMDB （構成管理データベース） を軸に ITIL ベースのインシデント管理、問題管理などの機能を提
供。他のコンポーネントと連携した総合的な IT サービス管理基盤とセルフサービス ポータルによ
るプライベート クラウド環境を提供。

プライベート & パブリック クラウド サービス管理
アプリケーション管理者にプライベート クラウドとパブリッククラウド (Windows Azure)、そして
サービス プロバイダー クラウドに対するシンプルなセルフサービス管理ポータルを提供。

システム管理コンポーネントの統合製品

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。

■ 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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データセンターからプライベート/パブリック クラウド、
クライアントまでを包括的に管理できる 
Microsoft System Center 2012
System Center 2012 は、従来のデータセンターやクライアント環境だけでなく、
プライベート/パブリック クラウドまでも統合管理できるソリューションです。 
System Center 2012 を導入することより、分散した IT 基盤 を統合し、サービス管理による
高度な信頼性と自動化による効率化を両立できるため、管理コストを削減しながら
アプリケーションとサービスをより迅速に展開、運用することが可能になります。
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データセンターとクラウドの管理
System Center 2012 は、従来のデータセンターの運用管理に加えて、プライベート クラウドの運用管理に求められる機能
を備えており、クラウドの使い分けやハイブリッドな運用など、ビジネス ニーズに応じて柔軟にクラウドを活用できます。
また、異種プラットフォームのサポート、既存 IT 資産の有効活用、単一のコンソールからの管理などにより、運用管理コスト
を削減します。

System Center 2012 によるプライベート クラウドの実現
▲

クライアント
• Windows 
• Mac

▲

プライベート クラウド

▲

仮想化環境

▲

物理環境

▲

パブリック クラウド パートナー クラウド

▲

従来のデータセンター

PC VDI （デスクトップの仮想化） デバイス

アプリケーションの管理 サービスの展開と自動化 インフラストラクチャの管理

※ System Center 2012 の各コンポーネントについては本カタログの最終ページをご覧ください。
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データセンターとクラウドの管理

■ セルフサービス ポータルで 
IT コストを削減
セルフサービス ポータルにより、ヘルプデ
スクにかかるコストと時間を削減できます。
利用者は、ポータルを通してデバイスにイン
ストールするソフトウェアやプロビジョニン
グの要求、インシデント チケットの発行と
ステータスの確認、技術情報の参照や
チャットによるサポートなど、問題を解決す
るための情報にアクセスできるようになり
ます。セルフサービスによる解決、プロセ
スの自動化により、問題を正確かつ迅速に
解決できるため、利用者とヘルプデスクの双
方の生産性を高めることが可能です。

■ 複数のシステムを越えたプロセスを自動化
発行されたインシデントに、自動化処理を割り当てることで、IT 管理者の工数を割かずに運用を行
うことが可能になります。また、インシデント単位で処理された内容を事後確認できます。
Runbook デザイナーにより、スクリプトやプログラムをコーディングすることなく、さまざまなベン
ダーが提供する多様なシステムをまたぐタスクを自動化できます。
ドラッグ アンド ドロップによる開発手法とビジュアル化されたプロセスの表示により、簡単なプ
ロセスはもちろん、複雑な手順で構成されたプロセスも効率的に開発できます。

■ System Center 2012 で
ハイブリッド クラウドの運用管理コストを削減
Windows Server 2012 と Windows Azure を併用する
ハイブリッド クラウドは、まるで同じネットワーク上にある
かのように利用できます。たとえば、社内の Windows 
Server 2012 Hyper-V で稼 動中の Windows Server、
Linux、Unix の OS を含んだ各仮想マシンを Windows 
Azure に移動し、そのまま実行できます。
System Center 2012 は、ハイブリッド クラウドを利用す
る組織に対しても、稼働管理、構成管理、ソフトウェアの
展開、更新管理、運用監視、ログ収集、仮想環境の管理、
バックアップ、ウイルス対策など、システムの構築から安
定稼働、保護、復旧までを統合的に提供する管理ソリュー
ションを提供します。Windows Server はもちろん、マイ
クロソフト製以外のソフトウェアを含んだ社内の物理/仮
想環境、プライベート/パブリック クラウドの集中管理を
実現することで、ハイブリッド クラウドの運用管理コスト
を大幅に削減します。

サービスの展開と自動化

インフラストラクチャの管理

System Center 2012 は、サービスの柔軟な展開と自動化を実現すること
で、IT 基盤の簡略化と標準化を支援します。また、サービスの自動化に伴
い重要性が増すインシデント管理にも対応します。

■ ユーザーを中心にしたサービスの展開を支援
System Center 2012 には、各コンポーネントおよび Active Directory 
ドメイン サービスなどの企業インフラから構成などの情報を収集して
格納できる CMDB （構成管理データベース） が用意されています。
CMDB の情報を利用することで、人を中心にしたプロセスを定義し、
自動化されたサービスを利用者に提供できます。
また、インシデント管理、問題管理、変更管理などのプロセス管理に必
要なワークフロー、レポートなどの拡張を行える管理パックにより、企
業ルールやコンプライアンスへの対応を維持しながら、ビジネス ニー
ズに即したサービスの自動化を容易に図ることが可能です。

System Center 2012 は、物理および仮想化環境に展開された IT インフ
ラの設定、プロビジョニング、監視、操作を行える統合された管理ツールを
提供し、運用管理にかかるコストを削減します。

■ 物理および仮想に展開された混在環境を統合管理
Windows Server Hyper-V をはじめ、VMware vSphere や Citrix 
XenServer で構築された仮想化環境や、Windows Server、Linux、
Unix などの OS が混在する環境を統合管理できます。ベアメタル サー
バーへの Hyper-V の展開、OS や更新プログラムの展開も自動的に行
えるため、必要な環境をすばやく構築できます。また、セルフサービス
機能も提供し、アプリケーション所有者からの要求に応じて、新しいプ
ライベート クラウドのプロビジョニングを自動化できます。さらに、負
荷に合わせて仮想マシンを再配置できる Dynamic Optimization 
(DO)、消費電力を削減できる Power Optimization (PO) により、パ
フォーマンスとリソースの最適化も実現します。

サービスの自動化を支援

変更管理

申請管理

問題管理 リリース管理

インシデント管理

プロセス
管理パック

ユーザー IT 資産

Runbook

仮想化環境クラウド

稼動状態 CMDB

ワークフローセルフサービス 
ポータル

■ Windows Azure を使って、
自社アプリケーションをテストできる
グローバル サービス モニター (GSM) 
通常、Visual Studio で開発した Web アプリケーション
をテストする場合、開発者もしくはテスト担当者が手元
の PC でテストを実行します。System Center と共に提
供される GSM を利用すると、Visual Studio で作成した 
Web アプリケーションのテスト シナリオを Operations 
Manager 経由で GSM に送信し、世界中のクラウド 
データセンターから実運用中のアプリケーションに対す
る Web テストを実 行できます。実 行 結 果 は、
Operations Manager 経由で Visual Studio に送られ
るため、開発者は自分のデスクトップで可用性や応答性
などを確認できるのはもちろんのこと、グローバル化す
るビジネスの可用性をより簡単に確認することができる
ようになります。

アプリケーションの管理

System Center 2012 は、ビジネス ニーズに応じてサービスを俊敏に展開・
運用可能なアプリケーション管理機能を提供します。

■ さまざまなアプリケーションのバックアップに最適化
Hyper-V 上の仮想サーバーはもちろん、Active Directory や Exchange 
Server、SQL Server などのアプリケーションに最適化されたバック
アップ機能を提供します。また、サーバーやサービスの停止が不要な
バックアップ、アイテムごとの復旧などにより、ダウンタイムを大幅に短
縮します。 

■ アプリケーションやインフラを包括的に監視
.NET アプリケーションや J2EE （Java 2 Enterprise Edition） アプリ
ケーションのヘルス状態から、OS やネットワークなどのインフラ、さら
にレスポンスやブラウザー表示などのユーザー エクスペリエンスまでを
包括的に監視できます。
監視情報は、管理コンソール、Web コンソール、SharePoint に統合さ
れたダッシュボードでリアルタイムで確認できるため、トラブルにもすば
やく対応することが可能です。また、Microsoft Visual Studio との統
合によって、運用部門と開発部門のコラボレーション作業を促進し、よ
り短期間での改善を可能にします。

バックアップ
(SCDPM)

配布更新管理
(SCCM)

バッチ管理
(SCO)

変更問題管理
(SCSM)

運用監視
(SCOM)

仮想管理
(SCVMM)

仮想マシンは
無制限に追加可能

ホスト間で仮想マシンを
移動可能

さまざまな OS と仮想化基盤で
構成された混在環境を統合管理可能

物理ホスト
物理/仮想全体を管理

管理パック

アプリケーション

データベース

SQLDB‐01

認証サーバー フロント Web サーバー

LDAP‐01 WEB‐01  WEB‐02

使いやすいハイブリッド クラウド
• 仮想マシンをそのまま移動可能
• アプリケーションの連携に対応

共通のツールで統合的に管理

更新管理運用管理構成管理 バックアップ稼働管理 ウイルス対策ログ収集 仮想管理

社内のプライベート クラウド/
サービス プロバイダー クラウド

パブリック クラウド

仮想環境 仮想環境

Windows Azure

社内

Web テスト

テスト ステータス
テスト結果

Web テストと
スケジュール

テスト結果

実行中の 
Web アプリケーション

Web アプリ
呼び出し

テスト結果

グローバル
サービス モニター

(GSM)

!
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発行されたインシデントに、自動化処理を割り当てることで、IT 管理者の工数を割かずに運用を行
うことが可能になります。また、インシデント単位で処理された内容を事後確認できます。
Runbook デザイナーにより、スクリプトやプログラムをコーディングすることなく、さまざまなベン
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問題管理 リリース管理

インシデント管理

プロセス
管理パック
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■ Windows Azure を使って、
自社アプリケーションをテストできる
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強力なデバイス管理機能とアプリケーションの配布

■ Windows クライアントに対する強力な管理機能を提供
資産管理に役立つインベントリ情報の収集、OS やソフトウェアの展
開の自動化、更新プログラムのチェックと展開、構成評価と設定の
強制など、Windows クライアントに対する強力な管理機能で IT 部
門の負担を軽減します。

■ 多様なクライアント デバイスに対応
Microsoft Windows 7/8 などのデスクトップはもちろん、Exchange 
ActiveSync に接続する Windows RT、Windows Phone 、Windows
Mobile、iOS、Android などの各種モバイル デバイスをサポート。ユー
ザーは、使用デバイスに制限を受けることなく、IT 部門の管理下で安
心して仕事を進めることができます。Windows Intune と SCCM の
連携により、Windows RT や iOS をクラウド上の Windows Intune 
で管理することもできます。

■ ユーザーごとに最適化されたアプリケーションの配布
ユーザー ID、デバイスの種類、ネットワークの機能を自動的に識別し、
ローカルへのインストール、ストリーミングによる配信、リモート デスク
トップ サービス形式での配信など、最適な方法でアプリケーションを
配布できます。また、アプリケーションの Web カタログにより、ユー
ザー自身が必要なアプリケーションをセルフサービスでプロビジョニン
グできるため、管理者の負担が軽減されます。

■ 物理および仮想化環境、モバイルを統合管理
リッチ クライアントから、シンクライアント、モバイル デバイス、仮想
デスクトップまで、すべてのクライアントを単一のツールで管理できる
ため、管理対象ごとにツールを使い分ける必要がありません。

■ どこでも業務環境を利用できる VDI （仮想デスクトップ） の
管理機能を提供
VDI では、自宅や外出先から Hyper‐V 上の仮想化された Windows 
にアクセスできるため、どこからも業務環境を利用することができま
す。System Center では、OS イメージの展開、パッチ管理、仮想アプ
リケーションの配信、ホストや仮想クライアントの正常性監視など、
VDI に不可欠な管理機能を提供します。

■ 問題解決までの時間を短縮
物理および仮想クライアントの詳細なインベントリ情報、IT プロセス
の自動化、セルフサービス ポータルにより、原因の特定から問題解決
までの時間を短縮し、ユーザーの生産性を高めることができます。

■ 運用管理のさらなる効率化
仮想クライアントを含んだ仮想マシンをテンプレート化できるため、役
割や所属部門に応じたプロビジョニングや管理を簡略化できます。ま
た、物理および仮想デスクトップの設定をチェックし、基準を満たして
いないクライアントに対して設定を強制できるなど、容易に理想的な
構成を企業全体で徹底できます。

■ マルウェア対策とコンプライアンス対策を統合
ウイルスやルートキットなどのマルウェア対策、脆弱性の修復、企業ポ
リシーに準拠しないデバイスの可視化など、包括的なセキュリティ管理
機能が統合されており、クライアントとデータ資産の安全性を大幅に
強化できます。

■ 混在 OS 環境を単一のマルウェア対策で保護
Configuration Manager にはマルウェア対策機能を提供するEndpoint 
Protection が統合されています。Windows 7/8 や Windows Server 
2008/2012 などの Windows OS はもちろん、Mac や Linux にも対応
し、マルウェア対策の展開とライセンス管理を簡略化できます。

クライアントとセキュリティの管理
System Center 2012 は、単一のコンソールからデスクトップやモバイル デバイスなどの物理クライアント、
さらに仮想化されたクライアントを一元管理できるソリューションを提供します。System Center 2012 により、
企業のコンプライアンスとセキュリティを維持しつつ、多様なデバイスを使って、
どこからでもワークスペースにアクセスできるため、生産性を高めることが可能です。

• OS イメージやアプリケーションの展開
• ホスト、Hyper-V、仮想マシンのパッチ管理
• テンプレートによる効率的な
仮想クライアントのプロビジョニング

• インベントリ情報の収集
• ホスト、仮想クライアントの正常性を監視
• 仮想クライアントの最適な再配置

VDI プラットフォーム

仮想クライアント

System Center 
2012

クライアントを守るマルウェア対策ソリューション

作業するデバイスの多様化

ユーザー作業環境の変化と組織のニーズ
ワークスタイルが多様化し、オフィスだけではなく、自宅や外出先、移動中にもユーザーが仕事が進められる
作業環境が必要不可欠になっています。また、デスクトップ、ノート PC、スレート PC、スマートフォンなど、

デバイスに左右されずに作業できる環境も要求され、そのセキュリティ管理が必須となります。

作業する場所の変化

オフィス 訪問先自宅 移動中

デスクトップ PC

シン クライアントタブレット PC

ノート PC

スマートフォン

デバイスの活用による
ユーザーの利便性向上

デバイスのセキュリティ対策
および管理×

デバイス管理
アプリケーション配布

Endpoint 
Protection を統合

 マルウェア対策

System Center 
Configuration Manager

管理対象デバイス

管理コンソールの
連携が可能

Windows PC Mac OS X
Unix、Linux

Windows
Embedded

• Windows RT
• Windows Phone
• iOS

Windows Intune

System Center 2012

Windows、Mac、Linux の
混在環境をしっかりと保護

System Center 2012

Active 
Direcory

App-V

個人所有のノート PC
（管理されていない PC）

同じユーザー、同じアプリケーションでも
利用条件によって最適な方法で配信可能

App-V で仮想化された
アプリケーションをストリーミングで配信

msi ファイルで
ローカルにインストール
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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。

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、単一のコンソールと統合された操作を通して、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。

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。

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。

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

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

SCEP で
エンドポイントを保護

ウィ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

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

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)

SCOM

異種環境の監視に対応
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

エージェント レスの監視
• 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

• 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 Online Backup
オンライン 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

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

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

モバイル デバイス
モバイル用
アプリを配信

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

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 2012 を構成する各製品の特長
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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。

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、単一のコンソールと統合された操作を通して、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。

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。

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。

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

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

SCEP で
エンドポイントを保護

ウィ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

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

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)

SCOM

異種環境の監視に対応
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

エージェント レスの監視
• 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

• 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 Online Backup
オンライン 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

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

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

モバイル デバイス
モバイル用
アプリを配信

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

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 2012 を構成する各製品の特長
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System Center 2012 を構成する各製品の特長

System Center Virtual Machine Manager
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) により、物理ホスト、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できます。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。

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。

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、Integration Pack 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。

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 ファブリックをセルフサービス ポータル上で構成することが可能です。

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

仮想マシンの迅速な作成と展開
• 既存物理サーバーの
仮想化 (P2V)
• 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、
ファブリックに追加可能

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 

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

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

Active
Directory
ID とアクセス管理

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

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

SCCM 
からの構成情報

SCOM 
からのエラー 
イベント

技術担当者

ヘルプデスク

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

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
• 社内のと 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、停止なども可能
• 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

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

構成
データベース

(CMDB)

申請メニュー
IT 部門が提供する
サービスの利用申請

インシデント処理
リクエスト/インシデントの処理
問題管理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

11

プライベート クラウド
(Hyper-V)

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

SCO

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
ファブリック

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
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System Center 2012 を構成する各製品の特長

System Center Virtual Machine Manager
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) により、物理ホスト、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できます。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。

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。

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、Integration Pack 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。

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 ファブリックをセルフサービス ポータル上で構成することが可能です。

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

仮想マシンの迅速な作成と展開
• 既存物理サーバーの
仮想化 (P2V)
• 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、
ファブリックに追加可能

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 

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

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

Active
Directory
ID とアクセス管理

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

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

SCCM 
からの構成情報

SCOM 
からのエラー 
イベント

技術担当者

ヘルプデスク

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

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
• 社内のと 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、停止なども可能
• 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

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

構成
データベース

(CMDB)

申請メニュー
IT 部門が提供する
サービスの利用申請

インシデント処理
リクエスト/インシデントの処理
問題管理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
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プライベート クラウド
(Hyper-V)

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

SCO

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
ファブリック

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
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●Microsoft、Active Directory、ActiveSync、Forefront、Hyper-V、SharePoint、SQL Azure、SQL Server、Visual Studio、Windows、Windows Azure、Windows Mobile、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、ロゴなどは、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。あらかじめご了承ください。 ●このカタログの内容は、2012 年 
12 月現在のものです。

製品とライセンスに関する詳細は http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/system-center/ をご覧ください。

クラウド、データセンターから生まれた新技術で、
複雑化しつづける運用の課題を解決

System Center 2012 のコンポーネントと機能概要

システム構成管理
従来からの Windows クライアント/サーバーの構成管理に加え、新たに iPhone や Android、組
み込み機器へと対象を拡大。管理者やユーザーの要求に基づいたアプリケーション配布を実現。

マルウェア対策機能
旧 Forefront Endpoint Protection を System Center のコンポーネントとして提供。
Configuration Manager を管理基盤とし、定義ファイルの自動配信やウイルス検知状態の確認な
どを実施。

システム稼働監視
サーバーの稼働監視に加えて、ネットワーク監視やアプリケーション性能に影響を及ぼすコードの
検知など、高度な監視機能 （旧 AVICode） を提供。
また、自社 Web アプリケーションに対する Web テストを Windows Azure 上のグローバル サー
ビス モニター (GSM) から実行可能。

仮想化環境管理
Hyper-V、VMware、XenServer、さらにストレージやネットワークなど、仮想化に関わる基盤全体
を包括的に管理。負荷に応じたリソースの自動最適化やアプリケーション レイヤーを意識したサー
ビスのプロビジョニングにも対応。

データ保護管理
アプリケーション、仮想化環境、サーバー、クライアントのデータをディスクやテープに対してバック
アップしつつ、高速なリカバリー機能を提供。BCP （業務継続計画） や DR （災害復旧） などの遠隔
地の環境を保護/復旧するシナリオにも対応。また、Windows Azure へのオンライン バックアップ
で災害対策の強化に対応。

IT プロセス管理
システム運用管理に伴うさまざまなタスクを Runbook （作業フロー） としてデザイン、および統合管理
し、IT プロセスの自動化を実現 （旧製品名称 Opalis）。また、Windows Azure 用の Integration 
Pack により、プロセスの自動化にクラウドを含めることが可能。

IT サービス管理
CMDB （構成管理データベース） を軸に ITIL ベースのインシデント管理、問題管理などの機能を提
供。他のコンポーネントと連携した総合的な IT サービス管理基盤とセルフサービス ポータルによ
るプライベート クラウド環境を提供。

プライベート & パブリック クラウド サービス管理
アプリケーション管理者にプライベート クラウドとパブリッククラウド (Windows Azure)、そして
サービス プロバイダー クラウドに対するシンプルなセルフサービス管理ポータルを提供。

システム管理コンポーネントの統合製品

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。

■ 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） 

SP1 対応版


