
 

 © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. このデータシートは情報提供のみを目的としています。明示また

は黙示に関わらず、これらの情報についてマイクロソフトはいかなる保証も行いません。 

 

 

Microsoft System Center 2012 R2 を使

用すると、自社のデータセンター、サービス プロバ

イダーのデータセンター、および Windows 

Azure にわたって一貫した管理を行うことによっ

てマイクロソフト クラウド OS の利点を実現でき

ます。System Center 2012 R2 は以下を

実現する機能を提供します。 

  Windows Server 環境およびマイ

クロソフト ワークロード (SQL、

Exchange、および SharePoint) 

向けのクラス最高のパフォーマンスを備

えたエンタープライズ レベルの管理機

能の活用 

 インフラストラクチャのプロビジョニング、

管理、および運用の簡素化による

データセンターの複雑性の削減 

 アプリケーションおよびワークロードへの

継続的なフォーカスによる予測可能

なアプリケーション SLA の提供 

System Center 2012 R2 には以下のコン

ポーネントが含まれています。 

 App Controller 

 Configuration Manager 

 Data Protection Manager  

 Orchestrator  

 Operations Manager 

 Service Manager   

 Virtual Machine Manager  

 

 Microsoft System Center 2012 R2 を使用すると、顧客、サービス プロバイ

ダー、および Windows Azure のデータセンターにわたって一貫した管理を行うことに

よってマイクロソフト クラウド OS のビジョンを実現できます。 

 

System Center 2012 R2:  

クラウド OS 向けの統合管理  

グローバル エコノミーでの競争を勝ち抜き、急速なイノベーションのペースに歩調を合わせるに

は、IT 組織は、機能、柔軟性、および効率性の向上、そして管理コストの削減を実現して

変化し続けるビジネス ニーズに対応する必要があります。以下のことを達成するために、反

復可能なタスクの自動化、クロスプラットフォームの相互運用性、データベースにわたる最新

のセルフサービス型高可用性アプリケーションの作成展開を目的とした機能を活用できます。  

Windows Server インフラストラクチャおよびマイクロソフト ワークロードを管理するために 

System Center 2012 R2 に搭載されているクラス最高の機能を始めとするエンタープラ

イズ クラスの機能は、データセンターの変換を実現するために役立ちます。SAN ベースの記

憶域管理テクノロジを使用すれば、最も需要の高いワークロードを仮想化することも可能で

す。オープンで拡張可能な Web ベースのインターフェイスは、ポータルなどの既存の投資と

容易に統合することができます。System Center 2012 R2 では、アプリケーションとワー

クロードにライフサイクル全体にわたる最適化にも焦点が当てられています。リッチな診断およ

び洞察によって、クラウド全体にわたるアプリケーションの弾性的なスケールを始めとする予測

可能なアプリケーション SLA が可能になります。 
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エンタープライズ クラス 

異種データセンターの管理は複雑で非効率的なだけでなく、多くの

コストを要します。System Center 2012 R2 は、クラウド、サー

ビス プロバイダー、およびオンプレミスの環境をシームレスに統合しな

がら、最も重要なアプリケーションとワークロードを管理するための包

括的なエンタープライズ クラスの機能を提供します。 

System Center 2012 R2 は、Windows Server 環境を対

象としたクラス最高の仮想化管理機能を提供します。さらに、マイク

ロソフトは、Exchange、SQL、SharePoint などのマイクロソフト 

ワークロードのパフォーマンスおよび可用性を最適化するために役立

つ広範な組み込みのナレッジおよびベスト プラクティスを提供します。 

System Center 2012 R2 は、Hyper-V、VMware、および 

Citrix を始めとするマルチ ハイバーバイザー仮想化管理機能を提

供します。Linux の動的メモリの完全なサポートにより、System 

Center 2012 R2 は、異種データセンター ワークロードの堅牢な

サポートを提供します。 

最上位層のアプリケーションを仮想化するときは、ビジネス要件を満

たすために必要な規模とパフォーマンスを提供できる仮想化プラット

フォームおよび管理ソリューションが必要です。System Center 

2012 R2 では、バーチャル マシンを仮想ファイバー チャネル SAN 

に接続できるので、IT スタッフは、最も需要の高いワークロードを仮

想化して、最上位層の記憶域プラットフォームに直接接続すること

ができます。この機能は、ファイルおよびブロック記憶域に投資して 

 

 

いる場合に SAN 記憶域およびその他のプラットフォームへの投資を

最適化するために大いに役立ちます。 

Windows Server は、基盤となる物理ハードウェアからネットワー

クを抽象化して高度な柔軟性を実現するための組み込みのネット

ワーク仮想化プラットフォームを提供します。 System Center は、

スケールに応じた仮想ネットワークのプロビジョニングと管理を提供す

るので、仮想ワークロードに合わせて仮想ネットワークのリソースを調

整できます。 この組み合わせによって、バーチャル マシンを柔軟に配

置し、同じ IP アドレスを引き続き使用することができるので、既存

のデータセンターをサードパーティ製のデータセンターに容易に拡張で

きます。そのようなハイブリッドの接続性を実現するために、System 

Center 2012 は物理ネットワークと仮想ネットワークをつなぐマルチ

テナント エッジ ゲートウェイのプロビジョニングおよび構成を提供する

ので、データセンター内だけでなくデータセンターとクラウド間でのワー

クロードの移動が可能になります。System Center 2012 R2 は、

Windows Server 2012 R2 と Windows Azure の間での

バーチャル マシンの移植性をトリガーする App Controller コン

ポーネントを介して、柔軟なワークロードのモビリティを実現します。  

ハイブリッド データセンター環境の最も効率的な監視を実現するに

は、データセンターのインフラストラクチャ全体を網羅する一元化され

たビューが必要です。System Center 2012 R2 には、オンプレミ

ス、サービス プロバイダー、および windows Azure インフラストラ

クチャをカバーする単一のビューを提供する統合された監視機能が 

  

System Center はクラウド OS のための統合された管理を提供します。 

顧客 

Virtual machine Manager 

Operations Manager 

Configuration Manager 

Data Protection Manager 

インフラストラクチャのプロビジョニング 

アプリケーション パフォーマンス監視 

インフラストラクチャ監視 

App Controller 

Service 

Manager 

セルフサービス 

サービス モデル 

自動化 

IT サービス管理 

マイクロソフト 
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管理者 
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搭載されています。この独自のアプローチでは、パブリック クラウド 

(Windows Azure) のインテリジェンスおよびスケールが System 

Center Operations Manager の監視エクスペリエンスで活用さ

れます。 

シンプルながらも高いコスト効果 
多くの企業は、限られた IT の予算でインフラストラクチャの複雑さを

削減し、データセンターを効率的に管理する方法を模索しています。

System Center 2012 R2 では、インフラストラクチャ サービスの

効率的で効果的なプロビジョニング、管理、および運用が可能にな

るので、データセンター環境を簡素化することができます。 

Windows Server のファイル ベースの記憶域および記憶域ス

ペースのサポートによって、ベア メタル プロビジョニング、スケールアウ

ト ファイル サーバー クラスターのクラスター作成、物理ディスクの探

索、および記憶域プールとファイル共有の作成が可能になるので、

管理性および運用の効率性が大きく向上します。標準ベースの最

高のネットワーク スイッチ構成は、基盤となる物理ハードウェアから記

憶域、コンピューティング、およびネットワーク リソースを抽象化するこ

とによってデータセンターを革新し、標準化された方法でリソースを管

理することを可能にします。System Center 2012 R2 Virtual 

Machine Manager (VMM) の新しいプラグインは、OMI をサ

ポートするクラス最高のネットワーク スイッチを管理する機能を提供

します。 

複数の顧客層にサービスを提供するエンタープライズおよびサービス 

プロバイダーの場合、顧客のリソース消費を可視化しながら、顧客

層ごとのスケールに応じた分離を実現する必要があります。

System Center 2012 R2 に搭載されたサービス テンプレートお

よび Runbook を使用すると、多くの専門知識を必要とせずに 

System Center コンポーネントをすばやく展開できるだけでなく、

構成エラーも最小限に抑えることができます。 

System Center の機能にアクセスするための Web ベースのイン

ターフェイスは、パネルやポータルなどの既存のインフラストラクチャ投

資をバックエンドの System Center インフラストラクチャにすばやく

統合するために役立ちます。この統合は、System Center の機

能を公開する Web サービス API のセットである Service 

Provider Foundation (SPF) によって可能になります。 

IT スタッフが IT サービスのスムーズな稼働の維持ではなく戦略的

な IT プロジェクトに集中できるようにするには、自動化テクノロジへ 

 

 

の投資を行い、人的エラーの可能性を軽減しながら予測可能な展

開を確実にする必要があります。System Center 2012 R2 で

は、多くのシステム タスクを自動化することが可能で、サービス プロ

バイダーおよびエンタープライズ IT がテナントとビジネスのニーズに高

い精度ですばやく効果的に対応するための拡張可能なサービス管

理の自動化および統合を実現できます。Orchestrator コンポー

ネントに組み込まれたこれらのワークフローおよび API によって、さま

ざまな IaaS (サービスとしてのインフラストラクチャ) およびサービス

管理タスク (VMM 用の REST API カバレッジ、オーケストレーショ

ン、監視タスクなど) が自動化されます。 

これらのワークフローおよび API は、外部の管理システムだけでなく

既存のサービス プロバイダー システムへの緊密な統合も提供します。 

Hyper-V Recovery Manager は、プライマリ データセンターの

継続的な正常性監視も提供し、プライマリ データセンターが停止し

た場合に適切な復旧を自動化することによって、ワークロードを保護

します。 

アプリケーション重視 

ビジネスの重要なアプリの可用性を維持し、定義された SLA ごとに

信頼性の高いパフォーマンスを提供する必要があります。System 

Center 2012 R2 では、予測可能なアプリケーション SLA を促

進する優れた洞察を提供することによってアプリケーションおよびワー

クロードを最適化することが重要視されています。 

System Center 2012 R2 は、アプリケーションの可用性とパ

フォーマンスを最大化するために Operations Manager 

で .NET および Java アプリケーションの詳細な監視および診断を

提供します。使いやすいレポートおよびダッシュボードでは SLA を効

果的に追跡および公開できるので、予測可能な SLA を実現する

ことができます。サーバー側の監視、クライアント側の監視、エンド 

ユーザー エクスペリエンスの監視、総合的なトランザクション監視など、

複数の観点に対して豊富なパフォーマンスおよび可用性の測定基

準を活用することもできます。さらに、Operations Manager は、

運用スタッフがアプリケーション スタック トレースおよびパフォーマンス

例外を詳しくドリルダウンして、問題となっているコード行を識別する

機能を提供します。 

Operations Manager は、コネクタ経由で Microsoft Visual 

Studio と統合して、開発と運用の生産性の高いコラボレーションを 
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可能にします。コネクタを使用することによって、Operations 

Manager で提供される詳細な診断と洞察を開発者の作業キュー

に容易に直接送信することできます。  

アプリケーションをグローバルに展開するアプリケーション所有者には、

エンドユーザー エクスペリエンスの正確なビューが必要です。グローバ

ル サービス モニター (GSM) および System Center Advisor 

は、クラウドに統合され、アプリケーションのパフォーマンスおよび可用

性を評価するために役立つアプリケーションおよびワークロードの洞察

を提供します。使い慣れた Operations Manager コンソール内

でマイクロソフト ワークロードのベスト プラクティス構成ガイダンスを活

用することもできます。System Center のお客様向けにソフトウェ

ア アシュアランス特典として提供される GSM は、Windows 

Azure のグローバル ポイントに基づく “外側からのビュー” を提供し

ます。そして、System Center Advisor は、マイクロソフトのカス

タマー サポートの実績から生成されたナレッジ ベースに基づく包括

的な構成ガイダンスを提供します。 

Operations Manager の管理パックには、Exchange、SQL、

SharePoint などのマイクロソフト ワークロードだけでなく SAP など

のサードパーティ製エンタープライズ LOB アプリケーションの包括的

なナレッジが組み込まれています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

System Center 2012 R2 の

エディション 

 System Center 2012 R2 Datacenter: 高度
に仮想化されたデータセンターおよびクラウド環境向け 

 System Center 2012 R2 Standard: 物理環
境または最小限の仮想化が行われた環境向け 

 

 

 

 

 

 

次のステップ 
 System Center 2012 R2 に関するその他のリソース: 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-

cloud/products/system-center-2012-r2/ 

 System Center 2012 R2 (TechNet) 

http://www.microsoft.com/technet 

 System Center 2012 R2 のダウンロードおよび評価:  

 http://technet.microsoft.com/ja-

jp/evalcenter/dn205292?wt.mc_id=social_r2_

r2_general 

 System Center Marketplace (英語):  

http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com 

 ブログ (英語): 

http://blogs.technet.com/server-cloud 

 

.NET アプリケーションへの深い洞察により、根本原因となるコード行を

突き止めて、問題をすばやく解決することができます。 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx
http://www.microsoft.com/technet
http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com/
http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com/
http://blogs.technet.com/server-cloud

