
 

Microsoft System Center 2012 R2 の 
Configuration Manager と Windows Intune 
コンプライアンスに基づく  
IT のコンシューマー化の 
強化 

 ユーザー 

• 自分で選んだデバイスを使用したい 

• 場所を選ばない接続性と生産性を期待 

IT 

• コンプライアンスの維持とデータ保護の 
必要性 

• 不統一な管理インフラストラクチャに伴う 
複雑さと高コストの回避の必要性 

統計データ 

• スマート接続のデバイス領域は世界規模で拡
大を続けている。2015 年終わりには、出荷総
数は 20 億台を突破し、市場価格は 7,351 億
ドルになると予測。1 

• グローバル企業の 61% が、企業所有のス
マートフォンおよびタブレットに対して IT 
サポートを提供。2011 年と比較してわずか 
27% の増加にとどまる。一方、社員所有のス
マートフォンおよびタブレットのサポートは 
17%。2 

• 企業所有のスマートフォンの場合、社内でセ
キュリティ ポリシーが策定され、十分なツー
ルが備わっていると回答した意思決定者はわ
ずか 55%。35% はツールの用意がないと回
答しており、6% はセキュリティ ポリシーも
ツールも用意していないと回答している。2 

• 社員所有のスマートフォンに対してポリシー
と十分なツールを用意していると回答した企
業はわずか 30%。15% はポリシー自体決
まっていない。2 

1 IDC プレス リリース「Tablet Shipments Forecast to 
Top Total PC Shipments in the Fourth Quarter of 2013 
and Annually by 2015, According to IDC」、2013 年 9 
月 11 日。 

2 「 Mobile Workers Use Personal Apps to Solve 
Customer Problems-Is IT Ready, Willing, And Able To 
Assist? A September 2012 commissioned study 
conducted by Forrester Consulting on behalf of 
Unisys」 

 

IT のコンシューマー化が勢いを増し、支持を得るようになると、使用するデバイス
の選択をユーザーに許可した組織は、企業のデータ保護およびコンプライアンス要件
を満たしながら、デバイスを適切なアプリケーション セットにアクセスさせるとい
う調整に苦労するようになりました。 

市場をリードするクライアント管理となりつつある、マイクロソフトの一元化された
デバイス管理ソリューションは、System Center 2012 R2 Configuration Manager 
と Windows Intune の組み合わせにより、社内接続、クラウドベースに関係なく、
クロスプラットフォームでアプリケーションを展開し、ユーザー デバイスを管理す
る包括的かつユーザー中心な手段を提供します。 

Configuration Manager と Windows Intune を組み合わせて使用することで、組
織はユーザーにデバイスを選択させたうえで、管理インフラストラクチャを一元化す
ることが可能になるため、IT 管理業務が容易になります。IT は、ユーザーが多様
なデバイスを使用していても、社内 ID、ネットワーク接続、およびデバイス タイ
プに基づき、一日を通して一貫したアプリケーション エクスペリエンスを実現、管
理できます。1 つのインフラストラクチャおよび管理コンソールの使用により、IT 
は Windows、Windows RT、Windows Phone、Mac OS X、iOS および Android 
など、異なるプラットフォームに分散する PC やモバイル デバイスやエンドポイン
ト保護、仮想マシンを管理できます。 

サーバーおよびクライアントの展開の簡素化、更新作業の効率化、レポート機能の統
合により、IT スタッフはモバイル、物理、および仮想クライアント環境を容易に管
理でき、包括的なアプリケーションおよびデバイス管理によりコストを削減し、高い
効率性を得ることができます。System Center Endpoint Protection などの一元化
されたセキュリティは企業情報を保護し、更新プログラムやマルウェア対策の定義
ファイルの PC への展開のほか、モバイル デバイスの選択的ワイプ機能を有効にす
ることで、リスクをより効率よく管理できます。 



 

社内アプリケーション運用の支援 
ユーザーは企業ポータルを使用してアプリケーションをセルフプロビジョニングできます。ユーザーは、企業の LOB アプリケーショ
ンや Web アプリケーションなどの社内アプリケーションを一覧表示したり、デバイスに対して一括してインストール、実行したりで
きるほか、公共のアプリケーション ストアで入手できる IT 推奨のアプリケーションをリンクさせることもできます。 

アプリケーションへの 
一貫したセルフサービス  
アクセス 

ユーザーは、異なるデバイスおよびプラットフォーム間で統一されたポータル サイトからアプリケーショ
ンをインストールできます。 

アクセス設定の自動化 エンド ユーザーに社内リソースへのアクセスを許可する、VPN、Wi-Fi のプロファイル設定、認証設定の
自動化、証明書の管理と配布を行います。 

IT 管理インフラストラクチャの一元化 
Configuration Manager と Windows Intune は、あらゆるクライアント管理とセキュリティを 1 つのインフラストラクチャに統合
することで、運用を効率化できます。 

一元化されたデバイス管理 
Windows PC や Mac、および Unix/Linux サーバーの管理のほか、Windows Phone 8 および Windows 
RT、iOS、および Android が動作するモバイル デバイスを 1 つのインフラストラクチャおよび管理コン
ソールから管理できます。 

包括的な設定管理 
構成の設定および適用、コンソール アラートの出力、充実したレポート機能、事前作成された業界標準のベー
スライン テンプレートの活用による機能強化が図られています。また、IT は、ジェイルブレイクやルート
検出などによる危険な状態にある iOS や Android デバイスを見つけやすくなります。 

統合されたマルウェア保護と 
管理 

デスクトップ セキュリティとコンプライアンス管理を統合し、System Center 2012 R2 Endpoint 
Protection によるマルウェアからの保護、脆弱性の修正、更新プログラムの展開を行います。 

インフラストラクチャ要件の 
緩和 

物理サーバーの台数、プライマリおよびセカンダリ サイト数を削減し、スケーラビリティを強化します。コ
ンソールに組み込みの監視機能を使用し、ソフトウェアの配布の追跡、インフラストラクチャ稼働率のレポー
ト出力により、コストの削減と複雑さの軽減を実現します。 

IT 管理の簡素化 
Configuration Manager と Windows Intune を使用することにより、システムの確実な管理とコンプライアンスの維持が容易で素
早く実施できるようになります。 

アプリ配布 
IT は、使用されるプラットフォームに応じて最も適したデバイスへの配布メカニズムをアプリケーションご
とに定義しながら、アプリケーションをユーザーに提供できます。また、社内デバイスと個人デバイスごと
に異なるアプリケーションをインストールすることも可能です。 

ソフトウェアの更新管理 最新の状態ではないデバイスを特定し、必要な更新プログラムを配布、インストールし、レポートを通知し
ます。 

役割ベースの管理 IT は、活動の範囲および制御のスパンに応じたツールおよび情報を利用できます。 

複数 OS の展開手段の 
サポート 

PXE ベース、マルチキャスト ネットワークベースのインストール、スタンドアロン メディア、およびステー
ジング済みのメディア展開をサポートします。 

クライアントの 
アクティビティとヘルス 

クライアントの正常性、しきい値によるコンソール アラート、HW/SW のインベントリおよびステータス、
修復をコンソールから一元的に参照できます。 

Configuration Manager の詳細については、http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products/system-center-2012-r2- 
configuration-manager/default.aspx#fbid=hEdVsioxyW0 を参照してください。 
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