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D&Iサイトナビでは
こんなに役立つ情報が満載！ D&Iサイトナビ 検 索

移行に最適なサーバーはこれだ！

物理サーバーの移行も仮想化サーバーへの移行も

D&Iにおまかせ！

移行特集Windows  
Server
2003

Lenovoになったけど問い合わせ先は
どうなったの？

2014年10月1日より、日本アイ・ビー・エム株式会社のx86サーバー事業は、
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社が承継し、営業を開始いたしました。



D&I 活用ガイド2 

Windows Server 2003 End Of Support

2015年7月15日 Windows Server 2003サポート終了!!

サポート切れOSを使い続けるとどうなる！？
その脅威とリスクとは… ▶ 3ページ

最新OSでリスク回避！！
Windows Server 2012のここがすごい！！

物理サーバーへの移行ならこれ！
Windows Server 2012 の機能で運用・保守がここまで変わる!!

ファイルサーバーなら
ファイル転送時間を大幅短縮 !!

業務用アプリケーション
サーバーなら

負荷低減で作業効率アップ !!

アクティブディレクトリー
サーバーなら

ファイルアクセスの統制と
セキュリティの向上 !!

SPEEDY! POWERFUL!

仮想サーバーへの移行ならこれ!!
サーバー仮想化のメリットを徹底追及!!

仮想化導入の
様々なメリットを紹介 !!

運用台数の集約でコスト削減 !

簡単冗長構成で
メンテナンス性も向上！

ハードウェアに依存しない
簡単冗長化

システムの拡張もらくらく！
仮想サーバーをファイル管理で
らくらく複製 !! システム拡張に

掛かる時間も大幅短縮

OS

仮想化ソフトウェア
OS

OS

OS

APP

OS

APP

▶ 4ページ

▶ 6ページ



サポートの切れたOSを使い続けると様々なリスクを背負うことになります。
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Windows Server 2003 を使い続けるリスク

サポートが切れたOSと、老朽化
したサーバーを使い続ける脅威

サポート切れOSを使い続けるリスク
サポートが切れ、セキュリーティホールが広がったOSは、都度進化する
サーバー攻撃や不正な遠隔操作等のクラッキングへの対応が出来なく
なります。
ウイルスに感染した状態での運営は、顧客情報の流出や重要なデータ
の破損など、企業にとって大きな損失を被る原因となります。

物理サーバーへ移行は次ページへ

新規OSへの移行は必須!! 一時延命にもコストは必要！
移行に近道は存在しないため、基本に忠実に、現状を把握し、優先順位を決め、一時的延命対策を含めた
移行作業を進めていく必要があります。

だから

現状把握
◦台数
◦アプリケーション
◦サーバー・ロール
◦運用方法 など

検討・準備
◦優先度
◦移行先
◦移行手順
◦スケジュール など

移行実施

◦構築・導入
◦動作確認
◦ユーザー移行

古いサーバーを使い続けるリスク
ITに消極的な中小企業などでは、予算、運用面などから老朽化が進ん
だサーバーを使い続けているケースが多くあります。長期間古いサー
バーを使い続けていると、経年劣化によってハードウェアのトラブルが
発生したり、また、パーツの生産が終了しているため、交換修理が出来な
くなるなど、重要なデータを突然失うような事態も起こりかねません。

LOG

Windows脆弱性に対するセキュリティパッチは、WindowsOS共通の脆弱性であることが多いのですが、サポー
ト切れのOSは対象から外されるためセキュリティパッチが当てられず修正が行われません。
そのため、修正されたセキュリティパッチの内容が、サポート切れOSの脆弱性を知らしめる形となる場合があります。

Windowsの修正パッチが、古いサーバーOSを使い続けると
リスク増加につながる！？知識

豆



Windows Server 2003から物理サーバーへの移行　

Windows Server 2003から最新OSへの
移行で物理サーバーの性能が上がる！！

さらに提案に便利な、
おすすめサーバーをご紹介！！

Windows Server 2012ではSMBマルチチャンネルという機能の追加により、同時に複数のネットワークアダプ
ターを使って送受信することができます。
これにより、利用できるすべてのネットワーク帯域をフル活用し、高速化を実現するとともに、ネットワーク障害に対
しても高い回復力を維持することができます。

SMBマルチチャンネル
Pick
up

ファイル転送に掛かる時間を大幅短縮!!
最新のWindows Server 2012では従来のSMB（ファイル共有プロトコル）に比べ大きく改良が加えられ、
管理機能の強化やファイル転送速度が大幅に向上しています。
ファイルサーバーを使った業務などでは、速度パフォーマンスの向上により仕事の効率が格段に上がります。

Point

1 ファイルサーバー 生産性の向上 !!

ファイルアクセスの統制とセキュリティ
従来のアクセス管理ではファイル製作者がアクセスに必要な権限を自由に設定できたため、セキュリティ面の脆
弱性が課題となっていました。
Windows Server 2012では「ダイナミックアクセス制御」と呼ばれる、ファイルのアクセス権限を一元管理
できる機能が追加されました。
これにより管理環境が一元化されると同時に、アクティブディレクトリーの導入で、より強固なセキュリティ対策
が可能になります。

Point

2 アクティブディレクトリーサーバー セキュリティの向上 !!

管理者 1 管理者 2

ポリシー

A B C

権限設定 権限設定

D E F A B C D E F

ドメインコントローラー
アクセス権を設定

管理者 1

D&I 活用ガイド4 

Windows
Server
２００３

をお使いの方

必見！！



Windows Server 2003から物理サーバーへの移行

業務用アプリケーションサーバーの負荷低減で作業効率アップ!!
技術の進歩と同時に扱うデータも年々大きくなっています。必然的にサーバーへ求められる処理能力も上がり、
低スペックの古いサーバーでは対処しきれないケースが増えてきました。2003導入当時と比べ、性能が大幅に
向上したWindows Server2012と最新のサーバーを使うことで、日常業務における作業効率があがるととも
に、企業運用性の向上にもつながります。

Point

3 業務用アプリケーションサーバー 処理能力の向上

重いデータの
移動は、
フリーズする
かも…

移動も
コピーも
楽々♪

古いサーバー 最新のサーバー

作業
効率

UP
生産性

UP

運用性
UP コスト
パフォーマンス

UP

アプリケーションサーバを移行するには、多くの検討課題や改修作業が必要になります。
サポート終了の7月を見据え、サポート切れで起こるデメリットと、業務への支障を防ぐためにも
早期の移行準備が必要です。!
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型番 5457PAF

■OS：Windows Server 2012 R2
■CPU:インテル Xeon プロセッサー（4コア）
■メモリ：4GB

型番 5458EGJ

■OS：Windows Storage Server 2012
■CPU：インテルXeon プロセッサー（4コア）
■メモリ：4GB 　■HDD：1TB  ｘ 8
■RAID5　■冗長電源

仮想サーバーへ移行は次ページへ

http://www.d-par.com/d/dm05uもしくはD&I サイトナビ 検 索詳しくは

AD・業務用アプリケーションサーバーの移行なら、お得な構成済みモデル

ファースト・セレクトがおすすめ

具体的な提案方法を　D&Iサイトナビ　営業力+1　で詳しく紹介中!!

ファイルサーバーの移行なら、信頼のSystem xをベースにした

System x NASがおすすめ

物理サーバーへの移行をスムーズに行うならコチラ!!そこで

Scene004
新しいサーバーへの移行を提案しよう

Scene003
ファイルサーバーへの移行を提案しよう

System x3100 M5 System x3250 M5

Lenovo
ダイレクト価格 191,000円 Lenovo

ダイレクト価格 926,300円



Windows Server 2003から仮想サーバーへの移行　

高い信頼性を誇るSystem xで
手軽に仮想環境を構築！！
サーバー仮想化※における仮想環境移行へのメリットをご紹介 !!

Windows Server ２００３からの移行なら仮想化がおすすめ！！
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運用台数の集約でコスト削減！
仮想化を導入すると、リソースの効率化やコスト削減につながり、また可動台数を減らすことで節電やCO2削減
など、環境へ対策も実現できます。

システム拡張もらくらく！
物理環境ではシステムを拡張する場合、サーバー
の手配やセットアップなど、物理環境の分だけで多
くの時間がかかっていました。
仮想環境なら仮想サーバーをファイルとして管理
できるので複製も簡単。システム拡張の時間とコ
ストを大幅に削減できます。特に小規模な仮想化
の場合、サーバーリソースに余裕があるので、より
効果的です。

簡単冗長構成でメンテナンス性も向上！
ハードウェア面の規約が多く、ハードルの高かった
冗長構成も、ハードウェアに依存しない仮想マシン
なら簡単に実現できます。
近年の高スペックなサーバーなら、リソースに余裕
があるため、導入後のシステム冗長化も十分可能
です。
また冗長構成では、他のホストとの間で相互に仮
想サーバーの移動が可能なため、ホストの定期メ
ンテナンスやパーツ交換の際にダウンタイムをな
くすことができます。

サーバー仮想化・・・ 1台の物理サーバーに複数台のサーバーを仮想的に集約し、それぞれをあたかも独立した
サーバーのように使用することが出来ます。

管理者 1

APP

OS

管理者 1

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

管理者 3

APP

OS

管理者 2

APP

OS
管理者 4

APP

OS
Hyper-V

スペース、電気代、人件費
保守コストの削減！

物理環境

仕様確定

仕様確定

所要時間

仮想マシン
設計

キッティング
ラッキング

OS・APP
セットアップ

システム
起動

OS・APP
セットアップ

システム
起動

購入手続き
（見積・稟議・
発注）

仮想環境

約15分

1ヶ月
以上

仮想化
ソフトウェア

APP

OS

仮想化
ソフトウェア

APP

OS



仮想環境を手軽に構築できるこのモデルがおすすめ！！そこで

Windows Server 2003から仮想サーバーへの移行

高い信頼性を誇る IBM System x　ここが安心 !!
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http://www.d-par.com/d/dm05uもしくはD&I サイトナビ 検 索詳しくは

System x 仮想化推奨モデルをおすすめするワケ
System x仮想化推奨モデルは、初期状態でWindows Server 2012 （2012R2） がプリロードされています。
また、 Windows Server の仮想化機能「Hyper-V」があらかじめ設定された状態で出荷されますので、仮想化
環境を手軽に構築することができます。また、高い信頼性を誇るIBM System xサーバーを採用していますので、大
規模な仮想化環境への展開も安心です。

万一の障害発生時には、診断LEDが障害箇所を指示
万一、部品に障害が発生した場合は、その発生箇所をLEDが点滅
して指示する『診断LED』を装備しています（PCサーバー本体の
基板上に搭載）。診断ツールを使わなくても、障害発生箇所が一
目瞭然で、迅速に安定稼働状態へ戻すことができます。

PFA（障害予知）機能で、計画的に保守作業が可能
これまで突然起こるものと考えられていたハードウェア障害を、IBMの研究により事前に予知することに成功。障
害が発生する24～48時間前に、管理者に通知します。管理者は、実際に障害が発生する前の段階でこれを知り、計
画的に保守を行うことで、サーバーのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、ホットスワップ対応の
HDD搭載モデルの場合は、稼働中にHDDの交換が可能です。

不意に起こる障害にも、IBM System x なら迅速な対応と、予防対策まで可能です。

プリロードモデル
の場合

仮想化推奨モデル
の場合

納品 ハードウェア設定 Hyper-Vの導入

Hyper-V
（ハイパーバイザー）

ハードウェア

仮想マシンの導入

Hyper-V
（ハイパーバイザー）

ハードウェア

OS仮想マシン

完了

Hyper-V
（ハイパーバイザー）

ハードウェア

OS OS

納品 仮想マシンの導入

Hyper-V
（ハイパーバイザー）

ハードウェア

OS仮想マシン

完了

Hyper-V
（ハイパーバイザー）

ハードウェア

OS OS1ステップで
仮想化環境
作成！！

平常時

障害発生を予知

一般的なサーバーの、サーバー停止から復旧までのプロセス

System x ならPFA（障害予知）により、「突然のサーバー停止」を回避

計画的なサーバー停止なので速やかに復旧できる

ご利用再開原因の調査

ダウンタイム（サービス停止）

メンテナンス
突然のサーバー停止なので
復旧に時間がかかる

メンテナンス ご利用再開

ダウンタイム（サービス停止）

H/W障害が発生しそうなコンポーネントを約24時間～48時間前に予知して通知

！

突然の
H/W障害

Scene001
サーバー統合提案をしよう

具体的な提案方法を
D&Iサイトナビ　営業力+1 で詳しく紹介中!!



ダイワボウ情報システム株式会社 取り扱い店　印

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出
力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。 ●画面ははめ
込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は２０１４年12月24日現在のも
のです。 ●製品、サービス等詳細についてはダイワボウ情報システム株式会社の営業担当者
にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている価格および料金は、２０１４年12月24日現
在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インター
ネット・ホームページをご参照ください。  ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添
付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されて
いるものとは異なる場合があります。
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レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ

お問い合わせ窓口一覧

IBMサービス・ライン
System x とサービスをご購入されたお客様のためのサポート総合窓口です。

☎0120-34-0000 受付時間：24時間(お客様のご契約内容により個々
の窓口の受付時間は異なります)

障害受付窓口 法人の
お客様向け

レノボ・パートナー・ポータル 営業支援
ポータルサイト

販促活動支援サイト
各パートナー様がより自信をもって、レノボの製品・サービスをお客様へとご提案いただけるよう、
タイムリーな情報提供と日常的な販促活動の支援を行なっています。

http://www.partners.lenovo.com/
初回ログイン時には、登録が必要となります。上記サイト内よりご登録頂いたのちご利用ください。

総合お問い合わせ窓口 ビジネス
パートナー様向け

パートナーコンタクトセンター
ハードウェア・ソフトウェア・サービス製品など、販売中製品のご相談と技術的な質問に関する
お問い合わせについてご支援します。

☎0120-07-2004 月曜～金曜 9:00～12:00 および13:00～18:00
(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

ご利用にはIBM PartnerWorldへの
加入(無料)が必要です。 http://www.ibm.com/partnerworld/jp/

サーバー、ストレージ、IT サービス、保守サービス、その他のご質問

PartnerWorld についてのご質問

サーバー (System x、LES OEM ストレージ製品 ) に関するご質問

販売される際の製品に関する営業相談

販売される際の製品に関する技術相談
※17:00受付終了

ご購入後の導入・セットアップ方法に関する
技術相談 ※17:00受付終了

営業ご担当者からの、製品、仕様、価格、システム構成作成時のご相談などを
お受けいたします。

技術者からの製品機能、提案構成に関する技術Q&Aなどをお受けいたします。

技術者からのSystem xオプション取り付け、IBM版OSのインストール、
ドライバー導入に関するお問い合わせをお受けいたします。
PartnerWorld Webサイトに記述の暗証番号が必要となります。

❶

❷

❸

お電話の
流れ

☎


