
Microsoft 公認の経験豊富なエンジ

ニアが、カスタマーエクスペリエン

スと Microsoft IT プロシージャに基

づいたプロアクティブ サービスを提

供します 

サーバ診断 

 サイト通信 

 Directory Counts 

 MOF バージョン確認 

 HTTP クエリ情報 

 MBSA スキャン 

 メタベース収集 

 MSAC ツール 

 パフォーマンス データ収集 

 ConfigMgr Hotfix 

 サービス情報 

 サイト境界 

 サイト ステータス情報 

仮想化 

 Hyper-V ホストとゲスト  

 構成とパフォーマンス 

環境構成 

 コレクション 

 パッケージ 

 OS 情報 

 サイト構成 

 サイト サマリ 

クライアント診断 

 提供情報 

 クライアント ステータス 

 クライアント重複 

 更新プログラムのスキャン 

 クライアントが「いいえ」 

 ハードウェア インベントリの問題 

 定期探索の問題 

 ソフトウェア インベントリの問題 

 不使用のクライアント 

SQL Server 

 データベース ファイル 

 データベース設定 

 SQL 情報 

 SQL プロパティ 

 システム構成 

Operational Excellence  

 監視 

 ディザスタ リカバリ 

 バックアップ 

 変更管理、構成管理、リリース管理 

 サービス レベル管理 

 環境依存の項目 

Microsoft® Services Risk and Health Assessment Program for System Center Configuration 
Manager は、サイトシステムやクライアントを含む Configuration Manager 階層の健全性、性能、効

率性を評価するための、プロアクティブな Premier サポートのサービスです。 

Risk and Health Assessment Program for Configuration Manager (CMRAP) は、1000 項目以上の
徹底的なチェックを行います。これらのテストでは、サーバ、クライアント、ネットワークの健全性に

直接影響を与える Configuration Manager アーキテクチャ、コンフィギュレーション、インストレー
ション問題を分析及び報告するとともに、それが推奨されるベストプラクティスから逸脱する設定では
ないかどうかを分析、報告します。  

これは、企業が、クライアントを管理するための信頼性の高い、パフォーマンスに優れた基盤を提供す
るために、Configuration Manager 階層が最適に構成・管理されているかどうかを確認します。 

Microsoft 製品への投資の価値を最大化 

Microsoft は、Configuration Manager の設定確認と分析のために、当社の経験豊富なエンジニアを派

遣いたします。オンサイト期間中、お客様の IT 担当者様も分析ツール (Risk Assessment and Diag-
nostic Tool for Configuration Manager) を使用したデータ収集に参加し、弊社のエンジニアから知識
や経験を得ることもできます。 

こういった知識をご担当者様と共有することによって、お客様自身が診断ツールを使用し、問題の識別
及びトラブルシューティングすることが可能となり、CMRAP 終了後も お客様のシステム基盤を継続的
に健全に管理することが可能になります。Microsoft のエンジニアは、お客様の投資の信頼性を最大化

する改善案も提供します。 

主な調査対象 

お客様の Configuration Manager 階層の膨大な情報を招集するデータ収集ツールを使用し、階層やク
ライアントに影響がある課題やリスクに焦点が当てられます。環境構成とデザイン、主要なサイトサー

バのパフォーマンス、セキュリティー、サーバ診断、クライアント診断、運用方法や日々のオペレー
ションにおいてのレビューも提供いたします。 

CMRAP Version 1.8 

 マルチ‐フォレスト(Multi-Forest) 認証サポート 

 SQL Server 新IP の追加  

 NLB コンフィギュレーション サポート 

 ConfigMgr Hotfixes リストの更新 

 UI 機能 とパフォーマンスの 改善 

 80 以上の問題およびルールの追加更新 

Risk and Health Assessment Program for  8.1 

18 ヶ月間のRisk Assessment 

and Diagnostic Tool（RADT) 

が含まれます。 

Released: January 2011 

Supported Systems 

 Configuration Manager 2007 

 Configuration Manager 2007 R2 

 Configuration Manager 2007 R3 

本製品には以下が含まれます。 

 エグゼクティブ サマリー報告 

 テクニカル調査報告 

 改善計画報告 

 18 ヶ月間のRADT License  

 

 

Microsoft® Risk and Health Assessment Program for System Center  

Configuration Manager  

このサービスは 2012 年中にリリース予定となっており、記載されたサービス内容の一部が変更される場合がございます。 



Risk Assessment and Diagnostic Tool for 

Configuration Manager をお客様に提供 

サービスの一部として、弊社のエンジニアは、お客様が Configuration Manager

用にRisk Assessment and Diagnostic Tool の利用法を習得できるようにしま

す。 このツールは 18ヶ月間お客様の組織内でご利用いただき、分析対象のコン

ポーネントに関連したデータを、容易に読み取り、理解、フィルタ処理ができる

ようになります。この情報は、特定のデータを選択すれば、直ちに確認すること

ができます。 

サポート費用の削減 

サポート費用の削減を目的として、CMRAP はお客様の環境のデザイン、サイト 

システム、クライアント、業務プロセスの脆弱性を発見し、お客様に影響が出る

前に、改善するための設定や手法を提案します。このプロアクティブな診断は、

単にシステムのダウンタイムや発生する問題数の減少だけでなく、サポート費用

の削減にもつながります。 

効率性の改善 

Microsoft に蓄積されたお客様からのプロアクティブ (問題の防止) 及びリアク

ティブのお問い合わせへの対応から得られたナレッジを利用して、CMRAP はパ

フォーマンスを向上させ、お客様のビジネスの信頼性と生産性目標の達成を支

援、システム ダウンタイムを減少させることを目標に設計されています。  

診断と改善計画 

CMRAP では、お客様のビジネス要件と優先度によって順位つけられた詳細な改

善計画書を作成することができます。 この改善計画のサービスには、重要なビジ

ネス意思決定者、Microsoft のテクニカル アカウント マネージャー(TAM) 及び

必要に応じた技術リソースとともに問題解決、リスク軽減のために結果の確認及

び改善策の提案を行います。 

Risk and Health Assessment Program では、Configuration Manager コンポーネントについての

報告履歴と改善状況を詳細に含んだインベントリーも提供いたします。また、お客様の環境での統

計データを付した総括的なダッシュボードや、平均的な顧客層と比べたランキングなども提供いた

します。 

最小限のビジネスインターフェイス 

Risk and Health Assessment Program for Configuration Manager に使用されて

いるツールセットはサーバーパフォーマンスや日々の業務に対する影響を最小限に抑

える実運用環境で起動するように設定されています。 

本サービスの事前準備 

Risk and Health Assessment Program for Configuration Manager は、お客様の

環境の複雑性に適したサイズで配信いたします。オンサイトの日数も階層のサイズを

もとに決定いたします。サイズにつきましては、CMRAP Tiering Script を使用して

自動的に確認することが可能です。 CMRAP Tiering Scriptは、下記サイトからダウ

ンロードできます。http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?

FamilyID=bb0ce933-68eb-44b4-a569-19e9e274489f. 

Risk and Health Assessment Program for Configuration Manager は、単一の System Center Configuration Manager 

階層にのみ実施されます。確実な結果を抽出するため、検証中はすべてのサーバをオンラインにし、アクセス可能な状態

にしてください。 

推奨事項の提案 

弊社のエンジニアは、各問題やリスクに対する改善推奨事項を提案いたします。当社

のエンジニアはサイト システム、クライアント、環境構成、配置などを評価後、お

客様のクライアントの信頼性を高める改善推奨事項のロードマップを作成いたしま

す。Microsoft® Office PowerPoint® によるプレゼンテーションや Office Excel® 

のレポートも調査及び改善段階のコミュニケーション ツールとして含まれます。  

2011 © Microsoft Corporation. All rights reserved. This data sheet is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY. 
Microsoft, Windows, PowerPoint, Excel, Visio, and Visual Studio are registered trademarks of the Microsoft group of companies. 

このデータシートは2012年3月に更新されたものです。確実な最新版(英語)を入手
するには、以下のURLをご参照ください。 

http://download.microsoft.com/download/1/C/1/1C15BA51-840E-498D-

86C6-4BD35D33C79E/Datasheet_CMRAP.pdf 

Risk Assessment and Diagnostic Tool for Configuration Manager は、お客様がアセスメント段階で発見し

た複雑なリスクや問題を解決するのに役立つよう、Microsoftが提供しているサービスの有益な情報を提供いた

します。 

www.facebook.com/MicrosoftRAPs 

お問い合わせ  

Microsoft からのコンサルティング、サポート ソリュー

ションにつきましては、お客様の担当または下記サイト

をご確認ください。http://www.microsoft.com/ja-jp/

services/ 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=bb0ce933-68eb-44b4-a569-19e9e274489f
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