
データ センター事業を展開する株式会社ビットアイルでは、ビジネス ユースに対する
サービス拡大のために、マイクロソフトの新製品である Microsoft® System Center 

2012 と Windows Server® 2008 R2 Hyper-V® を組み合わせたクラウド サービス
「CLOUD CENTER for Windows」の提供を開始しました。このサービスはプライベー
ト クラウドを構築するためのもので、ユーザーは与えられたリソースを使って自由に仮
想サーバーを立ち上げ、既存のシステムとの連携を図ることができます。自由度を確保
しつつ、堅牢性やセキュリティを担保するためにはどうするか。数々の難題をクリアし
ながら開発が進められました。

 導入の背景とねらい
System Center 2012 の発売をきっかけに、マイクロソフトの製品を活用した
エンタープライズ向けクラウド サービスの開発に着手

株式会社ビットアイル (以下、ビットアイル) では "所有から利用へ" というコンピューターの利活

用の変化を察知し、クラウド サービスの提供を 2009 年に開始しました。ビットアイルのクラウ

ド サービスは当初、主にインターネット サービス事業者に利用されていましたが、現在は徐々に

一般企業の利用も拡大しています。その流れの中で注目したのが、ビジネス ユーザーのニーズ

に対応しやすいマイクロソフトのプロダクトを使ったサービスでした。

株式会社ビットアイル マーケティング本部長 高倉 敏行 氏が語ります。

「一般企業の社内システムの多くがマイクロソフトのプロダクトで構築されています。実際に当

社のデータ センターでも数多くの Windows Server システムをお預かりしており、Hyper-V を

使ったサービスに対する要望も多かったため、社内で検討を始めていました。ちょうどその頃、

System Center 2012 が発売されるという話を聞き、進化したSystem Center と Hyper-V を組

み合わせることで、これまでにないサービスが作れるのではないかと考えたのです」。

同社がサービスの開発を進めるパートナーとして選んだのは、マイクロソフトの製品を中心にシ

ステムの開発を手がけてきた日本ビジネスシステムズ株式会社 (以下、日本ビジネスシステムズ ) 

でした。日本ビジネスシステムズはビットアイルのデータ センターのユーザーであり、2011 年か

ら Microsoft® Office 365 を既存の Active Directory® 認

証基盤と連動させる「ID Link for Microsoft® Office 365 @ 

クラウド」の開発案件で協業している実績もありました。

日本ビジネスシステムズ株式会社 執行役員 ビジネス開発部長 

三浦 剛志 氏が語ります。

「当社は企業ユーザーのシステムをオンサイトで開発してきま

した。しかし、これからはデータ センターが提供するクラウ

ド サービスにおいても、マイクロソフトの製品の利用が拡大

していくことは明らかです。そのニーズにどう対応するかは、

当社にとっても大きな課題でした」。

ソリューション概要

○プロファイル
株式会社ビットアイルは、2000 年創業のデー
タ センター事業者。都市型のインターネット 
データ センターを展開し、すべてのデータ セ
ンターを自社で開設して運営しているのが大き
な特徴です。ニュートラルな立場から高品質な
サービスを提供し、ユーザー企業数は 615 社に
上ります (2012 年 7 月現在 )。ユーザーの約 6 
割が SNS など B to C のサービスを提供するイ
ンターネット サービス事業者で、一般企業向け
の約半分はシステム インテグレーター経由で利
用されています。現在は IaaS を中心にクラウド 
サービスに取り組み、データ センターとしての
クラウド サービスを強化しています。

○ソフトウェアとサービス
・ Microsoft® System Center 2012 
・ Windows Server® 2008 R2 Hyper-V®

○パートナー
日本ビジネスシステムズ株式会社

○メリット
・ System Center 2012 によって、既存の IT リ
ソースをまとめて運用管理できる

・ OS を含めたインフラの保守運用をデータ セ
ンターに任せられる

・ 初期コストを抑えながら、短期間での利用開
始が可能

○ユーザー コメント
「System Center 2012 と Hyper-V を組み合わ
せることで、自由度が高く、運用負荷の少ない、
エンタープライズ向けのクラウド サービスを提
供することができました。自社の LAN の延長
線上にある利便性の高い仮想化環境として、多
くの企業様に役立ていただきたいです」

株式会社ビットアイル
マーケティング本部長
高倉 敏行 氏

株式会社ビットアイル

Microsoft® System Center 2012 と Hyper-V® を組み合わ
せた、プライベート クラウド サービス「CLOUD CENTER 
for Windows」で、仮想サーバーの自由な運用管理と大幅な
効率化を実現

株式会社ビットアイル
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こうした背景のもと、ビットアイル、日本ビジネスシステムズ、そしてマイ

クロソフトの 3 社の連携による新しいクラウド サービスの開発が始まり

ました。

 導入の経緯
他社に先駆けるため、詳細発表前から検討を開始。
新機能の詳細を推測しながら自由度の高さにこだわった
サービスを開発

ビットアイルが CLOUD CENTER for Windows の開発に着手したのは

2011 年 7 月ごろで、クローズド β サービスの開始が 2012 年 2 月、

正式サービス開始が同年 4 月です。マイクロソフトが System Center 

2012 の提供を正式に開始したのが 2012 年 4 月なので、発売よりも相

当早いタイミングでの開発スタートでした。それだけに、独自で情報を収

集しながらプロジェクトは進められました。サービスの開発を担当した株

式会社ビットアイル クラウドビジネス本部 サービス開発部 主任 鎌田 健

太郎 氏が語ります。

「まだ製品が発売前の段階でのスタートでしたので、開発を進めるには相

応のリスクがあることは覚悟していました。しかし、他社に先駆けてサー

ビスを提供できることは大きなメリットです。リスクを踏まえて検証し、ト

ライ アンド エラーを繰り返しながらサービスの仕様を詰めていきました。

System Center 2012 ベータ版での最終的な検証には半年以上をかけま

した。正式発表前とあって手に入る情報が圧倒的に少ない状況ですから、

米マイクロソフトの Web ページ以外にも、エバンジェリストのブログを

見たり、直接問い合わせたりして情報収集に努めました」。

新機能を検討する際に役に立ったのが、パートナーである日本ビジネスシ

ステムズの豊富な経験でした。System Center 2012 には、自動化機能

や管理機能など、多くの新機能が追加される予定でした。しかし、開発

に必要な詳細な部分の情報までは伝わってきません。そんな状況でどの

ように開発を進めたのか、一緒にサービスの開発に当たった日本ビジネス

システムズ株式会社 ISS 本部 システムインテグレーション 1 部 アシスタ

ントマネージャー 田渕 亮平 氏が語ります。

「長年にわたって蓄積してきた System Center への知見を活かし、新機

能がどのようなもので、どのような動きをするのかを推測しながら、マイ

クロソフトのパートナーのコミュニティからの情報なども踏まえてご提案し

ました。特に難しかったのは、エンドユーザーに自由に使ってもらいながら、

同時にシステムへのリスクを回避することでした」。

System Center 2012 では、運用管理のための機能が豊富に提供されて

います。それらの機能をユーザーが自由に使えるということは同時に、シ

ステムを壊すリスクやセキュリティのリスクにもつながります。相反する要

件をどうクリアするのかが、大きな課題でした。

「Active Directory やネットワーク関連の設定には、特に注意しながら

サービスの仕様を作っていきました」（鎌田 氏 )。

こうして、2012 年 4 月に、CLOUD CENTER for Windows は一部サー

ビスの提供を開始し、翌 5 月には System Center 2012 の全機能によ

る提供を開始しました。System Center 2012 発売後、わずか 1 か月で、

他社に先駆けて、サービスの提供を開始したのです。

 システムの概要
Hyper-V 上で複数の仮想サーバーが使える自由度と
System Center による運用負荷の軽減を実現。

CLOUD CENTER for Windows の最大の特徴は、強固なデータ センター

内に専用の仮想化基盤が用意され、System Center 2012 の全機能を

利用して運用管理できる点にあります。あくまでもエンタープライズ用途

を前提に考えられたプライベート クラウド構築のための IaaS なのです。

そのメリットについて、鎌田 氏が語ります。

「サービスの基本構成としては Hyper-V ホスト マシン 2 台と System 

Center 2012 がインストールされている管理サーバー、Active Directory 

サーバーのセットをお客様の専用環境として提供します。お客様はリモー

ト デスクトップで管理サーバーにログインし、ホスト マシン上へ自由に仮

想サーバーを立てられるほか、Active Directory サーバーの機能を利用

することで自社のシステムなど他のマシンとの連携を取ることができます。

こうしたシステムの運用管理は煩雑で大変ですが、System Center 2012 

によって、容易な運用が可能となります」。

株式会社ビットアイル 
マーケティング本部長 
高倉 敏行 氏
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通常、パブリック クラウド サービスでは、管理者権限があるのは仮想サー

バーのみですが、「CLOUD CENTER for Windows」では、ホスト マシ

ン自体に対する管理者権限も付与されるため、System Center 2012 と

Hyper-V ホスト マシンを連携させる機能をご利用いただくことも可能で

す。あたかも自社のデータ センターのリソースを運用しているかのように、

仮想化環境を利用できるのです (図 )。

この自由度を支えているのが System Center 2012 で用意された各機能

です。

「これらの System Center 2012 の各イメージ ファイルは管理サーバー

のライブラリに格納されており、お客様の必要に応じて展開し利用でき

ます。このサービスでは、同じ設定の仮想サーバーを複数台まとめて起

動したり、そのスペックを必要に応じて CPU やメモリーをフレキシブルに

変更することができます。ここまで高い自由度を提供できるクラウド サー

ビスは画期的です」(鎌田 氏 )。

 サービスの特長
短期間での導入が可能なほか、TCO 削減に効果。
自社システムの延長線上に仮想化環境を構築

CLOUD CENTER for Windows は、短期間で導入できることに加え、運

用管理の負荷が少なく、インフラにかかるコストの大幅な圧縮が可能で

あるといったコスト メリットのほか、他のプライベート クラウド サービ

スに類を見ない "ホスト サーバーからユーザーに管理者権限を付与する" 

という高い自由度を提供しています。これはインフラとアイデアを持つパー

トナー企業と、マイクロソフト製品による開発実績を持つパートナー企業

が協業し、System Center 2012 と Hyper-V を組み合わせることによっ

て実現されました。

「私たちは、このサービスの中だけでユーザー企業のシステムがすべて完

結するとは考えておりません。既存の社内 LAN の延長線上で活用してい

ただくことも想定しています。ディザスター リカバリー環境としての利用

もその 1 つです。既に利用されている自社の物理サーバーと連携させる

場合、セキュアなネットワーク環境が必要となりますが、それも用意でき

るのがデータ センター事業者である私たちの強みです。実際、このサー

ビスと自社内のシステム環境を組み合わせた、ハイブリッド型の利用ニー

ズは高いです」(高倉 氏 )。

システムによっては、入出力上の制約などから仮想化環境には向かないも

のも多くありますが、そうしたシステムも含めて、最適化したいという要望

が高まっています。そのため、System Center 2012 の機能によってさま

ざまなシステムに対応し運用管理の簡素化を実現した CLOUD CENTER 

for Windows への期待もますます高まると予想されます。
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図 サービス構成図

・ System Center 2012 Operations Manager : システムの稼働監視

・ System Center 2012 Configuration Manager : 構成管理

・ System Center 2012 Data Protection Manager : バックアップ

・ System Center 2012 Service Manager : IT サービスの管理

・ System Center 2012 Virtual Machine Manager : 仮想化環境管理

・ System Center 2012 Endpoint Protection : セキュリティ管理

・ System Center 2012 Orchestrator : 運用ワークフローの自動化

・ System Center 2012 App Controller : パブリック クラウド 
 (Windows Azure™) のインスタンス管理
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〒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

導入についてのお問い合わせ

5363-WI1

本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2012 年 8 月) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
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 今後の展望
マイクロソフトの製品提供に合わせてサービスを拡充。
エンタープライズ市場でのクラウド サービスの利用拡大を図る

今後はサービス メニューの拡充が課題です。2012 年 4 月にサービス イ

ンしたばかりですが、Windows Server® 2012 の登場に向けて、既に次

のステップへの準備も始まっています。

「Windows Server 2012 に対応した新サービスを検討中です。マイクロ

ソフトさんが新製品を出すタイミングで、当社のサービスもバージョンアッ

プしていく予定です。また、パブリック クラウドとの連携についても、技

術的な評価を進めています。データのやりとりだけでなく、アプリケーショ

ン レベルでも連携できるようなサービスを提供していきたいと考えていま

す」(鎌田 氏 )。

ワーク スタイルの多様化によってシステムへのアクセス手段が複数必要と

されるようになり、データ センターに求められるサービスも変化しつつあ

ります。それらへの対応も今後の課題です。

「スマート デバイスが活用されるようになることで、クラウド上にシステム

を展開するメリットは大きくなります。しかし、そこには新しい問題も生じ

てきます。システムへのアクセスをどう管理するか、ネットワーク的な利便

性をどう提供するか、といったことです。もちろん当社だけで解決できる

問題ではありませんから、さまざまな企業と協力してより利用しやすいサー

ビスを追求していきたいです。今回の開発をきっかけに、今後もさらにマ

イクロソフトの製品によるエンタープライズ マーケット向けサービスの提

供に注力していきます。マイクロソフトさんにはこれからも新しい技術や

製品を私たちがサービス化しやすくするようなご支援を希望しております」

(高倉 氏 )。


