
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Azure 自習書シリーズ 

Azure IaaS 入門編 

この自習書では、Microsoft が提供するパブリッククラウドサービスである Microsoft Azure を利

用し、Azure IaaS（仮想マシン）の基礎的な使い方をハンズオン形式で学習体験します。 
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更新履歴 

 

版数 発行日 更新履歴 

第 1 版 2017 年 8 月 ・初版発行 

第 1.1 版 2017 年 9 月 ・UI の更新に対応 

第 1.2 版 2017 年 10 月 
・UI の更新に対応 

・演習に画面イメージを追加 

第 1.3 版 2017 年 11 月 

・UI の更新に対応 

・仮想マシンの新しいサイズ

に対応 

第 1.4 版 2017 年 12 月 

・クラシックポータルを削除 

・仮想マシンのテンプレート

化を追加 

第 1.5 版 2018 年 1 月 ・UI の更新に対応 

第 1.6 版 2018 年 2 月 

・サポートを更新 

・価格改定に対応 

・UI の更新に対応 

第 1.7 版 2018 年 3 月 

・UI の更新に対応 

・演習のすべての画面を最新

のものに置き換え 

・演習に CloudShell を追加 

・演習にピアリングを追加 

第 1.8 版 2018 年 4 月 
・可用性ゾーンに対応 

・スライド部分を更新 

第 1.9 版 2018 年 5 月 
・テキスト部分を更新 

・UI の更新に対応 
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第 2.0 版 2018 年 6 月 ・UI の更新に対応 

第 2.1 版 2018 年 7 月 

・UI の更新に対応 

・ストレージアカウントを追

加 

第 3.0 版 2018 年 10 月 

・UI の更新に対応 

・新しい仮想マシンの作成方

法に対応 

第 3.1 版 2019 年 2 月 

・UI の更新に対応 

・Az PowerShell モジュールに

対応 
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Azure サイトの歩き方 

 

• 自習書は定期的に更新

Azure サイトの歩き方

 

 

 Azure サイトの歩き方（https://aka.ms/jp/azure）では Azure をはじめて利用される方からより

深く Azure を知りたい方まで Microsoft Azure の役立つ情報を発信しています。Azure サイトの

歩き方では、次のコンテンツを用意しています。 

 

・Azure が選ばれる理由 

・どんなソリューシュン/サービスがあるの？ 

・コストを計算したい 

・Azure について学習したい 

・自習書シリーズ 

・パートナーについて 

 

 この自習書についても、Azure サイトの歩き方でその最新版がダウンロードできます。 

 

  



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 6 - 

トレーニングを開始する前に 

 

 Microsoft Azure 自習書シリーズ「Azure IaaS 入門編」へようこそ。この Web ベースのトレー

ニングは、解説と演習を通じて、Microsoft Azure と Azure 仮想マシンの基礎を習得します。なお、

本演習をおこなうためには、演習用 PC、Microsoft Azure サブスクリプション、演習パラメータ

ーのそれぞれを準備する必要があります。 

 

●演習用 PC 

 演習では、次の条件を満たしている Windows PC または Mac が必要です。 

 

・Internet Explorer、Safari など HTML 5.0 に対応した最新の Web ブラウザー 

・有線または無線 LAN（Wi-Fi）を介して、インターネットにアクセス可能 

・Microsoft Remote Desktop（Mac を使用する場合、Mac App Store から別途インストールが必

要） 

 

ワンポイント 

 本演習の動作テストは、Windows 10 および Internet Explorer でおこなっています。 

 

●Microsoft Azure サブスクリプション 

 Microsoft Azure サブスクリプションとそのサブスクリプションのサービス管理者アカウント

が必要です。演習で使用する Microsoft Azure サブスクリプションを所有していない場合は、

https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/より 12 か月間、\22,500 のクレジット（使用権）を含む

無料評価版を取得し、使用することができます。 
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●演習パラメーター 

 演習では、次のパラメーターを使用するため、事前に検討して、次の表に値を記入しておきま

す。 

 

パラメーター 説明 値 

<Microsoft Azureが利用可能な

アカウント> 

Microsoft Azure のサービス

管理者のアカウント名とパ

スワード 

 

<自分の番号> 

一意な名前を要求するパラ

メーターにおいて衝突を避

けるためのランダムな 2ケタ

の番号（例 : 01） 

 

<演習用サブスクリプション> 

演習で使用する Microsoft 

Azure サブスクリプション名

（例 : 無料評価版） 

 

<演習用リージョン> 

演 習 使 用 す る Microsoft 

Azure リージョン（例 : 東南

アジア） 
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ワンポイント 

 無料評価版などの一部のサブスクリプションでは、利用できないリージョンがあります。な

お、本演習の動作テストは［東南アジア］リージョンでおこなっています。 
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第 1 章 Microsoft Azure の基礎 

 

Microsoft Azure

• マイクロソフトが提供する信頼性の高いセキュアなクラウドサー
ビス

• マイクロソフトが運営する
高品質なデータセンター

• 仮想マシンでは最大 99.99 %
の月次 SLAを実現

• 自由な言語とプラット
フォームが選択可能

• 必要なサイズで展開
• ニーズに合わせて、自由に

サイズを拡大縮小

• クラウドの強みを生かした
アプリの開発を支援

 

 

 Microsoft Azure は 2010 年 1 月より正式にスタートしたマイクロソフトが提供するクラウドサ

ービスです。マイクロソフトが全世界に展開しているデータセンターを利用し、利用者はアプリ

ケーションや仮想マシンなどのリソースを迅速にプロビジョニング、実行することができます。

企業は Microsoft Azure を利用することで、より早く、より多くのビジネス目標を達成でき、より

経費を節約できます。 

 

 Microsoft Azure には次の特徴があります。 

 

●常時稼働、常時接続 

 マイクロソフトが提供する高品質なデータセンターにより、高い可用性を誇り、仮想マシンの

場合、最大 99.99%の月次 SLA（サービス品質保証）を実現します。企業はインフラの構築と維持

管理に費用を割く必要がありません。 
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●オープン 

 マイクロソフトテクノロジーに依存することなく、利用者は自由に言語（.NET、Java、PHP、

Node.js、Python など）、プラットフォーム（Windows、Linux など）、ツール（Visual Studio、

PowerShell、CLI など）を選択することができます。 

 

●無制限のリソース 

 利用者はアプリのインフラを必要なリソースで無制限にプロビジョニングできます。また、ニ

ーズに合わせて、自由にサイズを伸縮できます。 

 

●豊富なアプリのサポート 

 リレーショナルデータベース型の SQL データベースや NoSQL 型のテーブルストレージ、動画

のストリーミング配信を実現するメディアサービスの提供など、クラウドの強みを生かしたアプ

リケーションの開発を支援します。 
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• Fortune 500 の企業の 90% が Microsoft Azure を採用

Microsoft Azure の現在

 

 

 Microsoft Azure は、Fortune 500（全米上位 500 社）の企業の 90%で採用されています。 
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Microsoft Azure データセンター

• 全世界 54ヶ所にデータセンターを展開

日本（2）

オーストラリア（4）ブラジル

カナダ（2）
北ヨーロッパ

米国（16）

インド（3）
東南アジア

ドイツ（4）

英国（2）

フランス（2）
韓国（2）

東アジア

西ヨーロッパ

中国（4）

南アフリカ（2）

※（カッコ）内はデータセンター数、新規発表分も含む

スイス（2）

UAE（2）

ノルウェー（2）

 

 

 Microsoft Azure は、マイクロソフトが運用するデータセンターで稼働しています。現在、デー

タセンターは世界中にあり、140 か国から利用可能です。これらのデータセンターは「リージョ

ン」と呼ばれる場所に配置されています。利用者は一部のリージョンを除き、任意のリージョン

のデータセンターを自由に選択し、使用することができます。 

 

リージョン 場所 

米国東部 バージニア州 

米国東部 2 バージニア州 

米国中部 アイオワ州 

米国中北部 イリノイ州 

米国中南部 テキサス州 

米国中西部 ワイオミング州 

米国西部 カルフォルニア州 

米国西部 2 ワシントン州 

米国政府バーシニア バージニア州 
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米国政府アイオワ アイオワ州 

米国政府アリゾナ アリゾナ州 

米国政府テキサス テキサス州 

米国防省東部 バージニア州 

米国防省中部 アイオワ州 

米国 SEC 東部 非公開 

米国 SEC 西部 非公開 

カナダ東部 ケベックシティ 

カナダ中部 トロント 

ブラジル南部 サンパウロ州 

北ヨーロッパ アイルランド 

西ヨーロッパ オランダ 

ドイツ中部 フランクフルト 

ドイツ北東部 マクデブルグ 

ドイツ北部 ドイツ北部 

ドイツ中西部 ドイツ中西部 

スイス北部 チューリッヒ 

スイス西部 ジュネーブ 

ノルウェー東部 ノルウェー 

ノルウェー西部 ノルウェー 

英国西部 カーディフ 

英国南部 ロンドン 

フランス中部 パリ 

フランス南部 マルセイユ 
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東南アジア シンガポール 

東アジア 香港 

オーストラリア東部 ニューサウスウェールズ州 

オーストラリア南東部 ビクトリア州 

オーストラリア中部 1 キャンベラ 

オーストラリア中部 2 キャンベラ 

中国東部 上海 

中国東部 2 上海 

中国北部 北京 

中国北部 2 北京 

インド中部 プネー 

インド西部 ムンバイ 

インド南部 チェンナン 

東日本 東京、埼玉 

西日本 大阪 

韓国中部 ソウル 

韓国南部 釜山 

南アフリカ西部 ケープタウン 

南アフリカ北部 ヨハネスブルグ 

UAE 中部 アブダビ 

UAE 北部 ドバイ 

 

ワンポイント 

 リージョンによって、提供されるサービスや料金は異なります。 
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Microsoft Azure の信頼されるクラウド

• 他のクラウド プロバイダーを上回る認定

HIPAA / 

HITECH Act
FERPA

GxP

21 CFR Part 11

ISO 27001 SOC 1 Type 2ISO 27018

CSA STAR

Self-Assessment

Singapore

MTCS
UK 

G-Cloud

Australia

IRAP/CC

SL

FISC Japan

New 

Zealand 

GCIO

China

GB 

18030

EU

Model 

Clauses

ENISA

IAF

Argentina 

PDPA

Japan 

CS Mark 

Gold

CDSA

Shared

Assessments

Japan My

Number Act

FACT UK GLBA

Spain

ENS

PCI DSS

Level 1 MARS-E
FFIEC

China

TRUCS

SOC 2 Type 2 SOC 3

Canada

Privacy 

Laws

MPAA

Privacy

Shield

ISO 22301

India

MeitY

Germany IT

Grundschutz

workbook

Spain

DPA

CSA STAR

Certification

CSA STAR

Attestation

HITRUST IG Toolkit UK

China

DJCP

ITAR

Section 508 

VPAT
SP 800-171

FIPS 140-2
High

JAB P-ATO CJIS
DoD DISA

SRG Level 2

DoD DISA

SRG Level 4

IRS 1075DoD DISA

SRG Level 5

Moderate

JAB P-ATO

ISO 27017

 

 

 マイクロソフトは、Microsoft Azure が信頼されるものになるように努力しています。オンライ

ンサービスの運用に関する長い経験において、開発プロセスにセキュリティとプライバシーを組

み込む基礎技術に大きな投資がおこなわれてきました。その結果、時間をかけて業界をリードす

るセキュリティ手段とプライバシーポリシーを開発し、他のクラウドプロバイダーを上回る多く

の国際的なコンプライアンスプログラム（日本の CS（クラウドサービス）ゴールドマークを含む）

の認定を取得しています。 

 

ワンポイント 

 Microsoft Azure が 取 得 済 み の コ ン プ ラ イ ア ン ス 認 定 に つ い て は

https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/trust-center/を参照してください。 
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Microsoft Azure の利用

• 無料評価版から開始して、課金制プランへアップグレード

Microsoft アカウント

組織 アカウント

 

 

 Microsoft Azure を利用するためには、契約が必要です。この契約方法には、いくつかの種類が

あります。ここでは、一般的な Azure ダイレクト（従量課金）の利用方法を紹介します。 

 

（ 1）アカウントの準備 

 Microsoft Azure の契約時、次のいずれかのアカウントでサインインする必要があります。その

ため、事前にアカウントを準備します。 

 

アカウント 説明 

Microsoft アカウント 

マイクロソフトが提供する Outlook.com や

OneDriveなどのコンシューマー向けサービス

で利用するアカウントです。以前は「Windows 

Live ID」と呼ばれていました。Microsoft アカ

ウ ン ト は Web サ イ ト

（https://signup.live.com/）より新規に作成す

ることができます。 

組織アカウント 

マイクロソフトが提供する Microsoft Intune

や Office 365 などのエンタープライズ向けサ

ービスで利用するアカウントです。組織アカウ
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ントは、Azure Active Directory（Azure AD）

アカウントです。すでに Microsoft Intune や

Office 365 を契約済みの場合、そのアカウント

を利用することができます。 

 

（ 2）無料評価版のサインアップ 

 Microsoft Azure をはじめて使用する場合、無料評価版へサインアップします。無料評価版は

Web ページ（https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/）より申し込みができます。申し込みには、

身分確認のため、携帯電話とクレジットカードが必要です。無料評価版には、Azure の 25 を超え

るサービスを自由に評価できる 1 ヶ月 \22,500 相当のクレジット（使用権）が含まれます。さら

に、仮想マシンやストレージ、SQL Database などの一部のサービスは 12 ヶ月無料で利用できま

す。 

 

（ 3）課金制プランへのアップグレード 

 Microsoft Azure の無料評価版の有効期限は 1 ヶ月です（一部例外があります）。マイクロソフ

トは、有効期限が切れる前にその旨を通知する電子メールを送信しますが、無料評価版から課金

制プランへの自動的なアップグレードはおこなわれません。必要に応じて Azure アカウントポー

タル（https://account.windowsazure.com/subscriptions）より、手動でアップグレードをおこなう

必要があります。なお、アップグレードをおこなっても無料評価期間内は、無料評価版で付与さ

れたクレジットが利用可能です。 
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アカウントとサブスクリプション

• Aアカウントは Microsoft Azure へのサインアップで登録

• サブスクリプションは Microsoft Azure の契約（課金と管理）単位

サブスクリプション サブスクリプション

アカウント

サービス管理者

アカウント管理者

サービス管理者 サブスクリプション サービス管理者

 

 

 Microsoft Azure へのサインアップが完了すると、アカウントが登録され、そのアカウントと関

連付けられたサブスクリプションが作成されます。 

 

●アカウント 

 アカウントは、追加やキャンセルなどサブスクリプションを管理する単位です。Microsoft Azure

へサインアップをおこなった Microsoft アカウントまたは組織アカウントが「アカウント管理者」

となり、アカウントを管理します。セキュリティ上の理由により、アカウント管理者を利用者自

身で変更することはできません。その変更は Microsoft Azure のサポート問い合わせによる対応

となります。 

 

●サブスクリプション 

 サブスクリプションとは、仮想マシンやストレージなどのリソースを管理する単位です。サブ

スクリプションには「サブスクリプション名」と一意な「サブスクリプション ID」が割り当てら

れます。なお、アカウント管理者は、サブクリプションでリソースを管理することはできず、管

理は「サービス管理者」がおこないます。1 つのアカウントには、最大 50 個のサブスクリプショ

ンを関連付けすることができます。複数のサブスクリプションを用意することで、サブスクリプ

ション単位で、課金や管理権限を分割して管理することが可能です。 

 



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 19 - 

ワンポイント 

 既定のサービス管理者は、アカウント管理者と同じです。ただし、Azure アカウントポータ

ルからサービス管理者を変更することができます。 
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Microsoft Azure の Web ベースの管理

• HTML 5.0 に対応した Web ブラウザーで操作可能

https://portal.azure.com https://account.azure.com

 

 

 Microsoft Azure には、Web ベースの管理ポータルが 2 種類あります。標準の HTML 5.0 で記

述されているため、Windows、Mac などの PC だけでなく、モバイルデバイスも含めた各種の Web

ブラウザーの最新バージョンで動作します。 

 

●Azure ポータル 

 仮想マシンやストレージなど Azure リソースの管理で使用するポータルです。

https://portal.azure.com でアクセスします。シンプルでカスタマイズ性に優れています。このポ

ータルは、サービス管理者または、アクセス権が割り当てられたアカウントがアクセス可能です。 

 

●Azure アカウントポータル 

 サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン や 請 求 書 の 管 理 を お こ な う ポ ー タ ル で す 。

https://account.azure.com/Subscriptions でアクセスします。このポータルはアカウント管理者の

みがアクセス可能です。 

 

ワンポイント 

 現在、Azure アカウントポータルの機能の多くは、Azure ポータルの［コストの管理と請求］

で利用可能です。 
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Azure PowerShell

• PowerShell による Microsoft Azure の操作

 

 

 Azure PowerShell は、スクリプトによる自動処理を実現する PowerShell のコマンドレット群で

す。Azure PowerShell の最新バージョンである Az モジュールは、PowerShell と PowerShell Core

に対応しており、マルチプラットォームで利用可能です。Az モジュールのインストールには次の

コマンドレットを実行します。 

 

Install-Module Az 

 

ワンポイント 

 Az モジュールは前バージョンである AzureRM モジュールと互換性があります。次のコマン

ドレットを実行すると、従来のコマンドレット名をエイリアスとして使用することができます。 

 

Enable-AzureRmAlias 
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Azure CLI

• マルチプラットフォームに対応したコマンドラインインターフェ
イス

 

 

 Azure CLIは、コマンドラインからMicrosoft Azureを操作するための管理ツールです。Windows

だけでなく、Mac と Linux にも対応しています。 

 

 現在、Azure CLI ではバージョン 2 が利用可能です。バージョン 2 では、Python がインストー

ルされている環境であれば、どのような環境にもインストールでき、動作させることができます。

Windows PC の 場 合 、 Azure CLI バ ー ジ ョ ン 2 の セ ッ ト ア ッ プ プ ロ グ ラ ム

（https://aka.ms/InstallAzureCliWindows）も用意されています。 
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デプロイモデル

• Azure の初期から利用
• バージョン 1 または Azure サービス管理（ASM）とも呼ばれる
• リソースマネージャーへの移行が可能

クラシック

• 2014 年から利用可能
• バージョン 2 とも呼ばれる
• クラシックへの移行は不可

リソースマネージャー

 

 

 デプロイモデルとは、Azure で、仮想マシンやストレージなどのリソースをデプロイする際に

指定可能な API セットの種類です。Microsoft Azure では、クラシックとリソースマネージャーの

2 種類の API セットを使用し、リソースをデプロイすることができます。 

 

●クラシック 

 従来のデプロイモデルです。バージョン 1 または Azure サービス管理（ASM）と呼ばれること

もあります。クラシックのリソースは、リソースマネージャーへ移行することができます。 

 

●リソースマネージャー 

 2014 年に登場した新しいデプロイモデルで、現在の主流です。バージョン 2 または Azure リソ

ースマネージャー（ARM）とも呼ばれます。リソースマネージャーのリソースは、クラシックへ

移行することはできません。 
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リソースマネージャー

• アプリケーションのインフラとなるリソースをまとめて管理

• JSON ファイルを使用した
一貫性のあるデプロイ

• 繰り返して利用可能

• 複数のリソースをまとめ
て管理

• リソースグループやリソース
単位でのアクセス制御

• 任意のコメントを追加
• 変更または削除を禁止

 

 

 新しいデプロイモデルであるリソースマネージャーには、次の特徴があり、クラシックよりも

簡単にデプロイと管理が可能です。 

 

●テンプレートによるデプロイ 

 ソリューションのデプロイと管理に ARM テンプレートが利用できます。ARM テンプレート

は、JSON（JavaScript Object Notation）形式で記述されており、一貫性のあるデプロイを繰り返

しておこなうことができます。ARM テンプレートは、デプロイと構成を自動化する「Infrastructure 

as Code」を実現します。 

 

ワンポイント 

 Azure ク イ ッ ク ス タ ー ト テ ン プ レ ー ト （ https://azure.microsoft.com/ja-

jp/resources/templates/）には、コミュニティ提供の様々な ARM テンプレートが公開されてい

ます。 

 

●リソースグループ 

 複数のリソースをまとめてグループ化し、一元的にデプロイ、管理、監視をおこないます。リ

ソースグループは、デプロイから削除に至るライフサイクル管理の境界として機能します。 
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●ロールベースアクセス制御（RBAC） 

 リソースに対して、必要最低限のロール（役割）ベースのアクセス権限の割り当て、厳密にセ

キュリティを制御することができます。 

 

●タグやロック 

 キーと値のペアをリソースに割り当て、検索やフィルタリングで利用するタグやリソースの変

更や削除を禁止するロックが使用できます。 
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リソースマネージャーのロールベースアクセス制御（RBAC）

サブスクリプション

リソースグループ

リソース
（仮想マシンなど）

所有者 共同作成者 閲覧者

アクセス権は継承

 

 

 セキュリティの基本原則は、「最小権限」です。この最小権限を実現するため、リソースマネー

ジャーでは、ロールベースアクセス制御（RBAC : Role Base Access Control）を提供しています。 

 

 ロールベースアクセス制御では、サブスクリプション、リソースグループ、リソースに対して、

ユーザーまたはグループに「役割」を割り当てることで実現します。主な役割には、次のものが

あります。また、利用者が役割そのものを作成することもできます。 

 

役割 説明 

所有者 

リソースへのアクセスを含めて、すべてを管理

できます。なお、サービス管理者は、そのサブ

スクリプションの所有者となります。 

共同作成者 
すべての管理ができますが、別のユーザーに

は、アクセス権限を付与できません。 

閲覧者 既存のリソースの表示だけができます。 

 

 なお、ロールベースアクセス制御には、継承の概念があり、例えば、サブスクリプションに割

り当てた役割は、その中のすべてのリソースグループ、そしてリソースに反映されます。 



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 27 - 

第 2 章 Azure 仮想マシン 

 

Azure 仮想マシン

• Azure データセンターで実行される仮想マシンのインスタンス

• Windows または Linux
• Marketplace から各ワーク

ロード向けイメージがダウ
ンロード可能

• 1 台から数千台規模まで自
由に拡大、縮小が可能

• ウイルス対策や暗号化
• 第三者による監視の実施と

情報開示の徹底

• ライセンス持ち込みで最大
40 % 割引

• 前払いで最大 72% 割引
• 両方で最大 82 % 割引

¥

 

 

 Azure 仮想マシン（仮想マシン）は、Microsoft データセンターで実行される仮想マシンのイン

スタンスです。利用者は Windows または Linux の仮想マシンを作成し、任意のワークロードを実

行することができます。 

 

 仮想マシンには、次の特徴があります。 

 

●豊富な選択肢 

 仮想マシンの作成元となる Windows や Linux のイメージ（OS イメージ）はあらかじめ、オン

ラインストアの Marketplace で公開されており、自由に選択し、使用することができます。さら

に SQL Server や Oracle といったミドルウェアやオープソースのアプリケーションがインストー

ル済みの OS イメージも用意されています。 

 

ワンポイント 

 基本的に仮想マシンで使用する OS（CAL を含む）やアプリケーションのライセンスは Azure

の料金に含まれるため、別途、ライセンスを購入する必要はありません。 
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●必要な規模への拡大と縮小 

 プロセッサやメモリなどの仮想マシンの性能はいつでも変更可能なため、ニーズに合わせて拡

大と縮小が可能です。また、テンプレートを用意すれば、複数台の仮想マシンも簡単に作成可能

です。 

 

●セキュリティとコンプライアンスの強化 

 仮想マシンを実行する Microsoft データセンターは、多層防御による高いセキュリティを確保

し、多くの国際的なコンプライアンスポリシーに準拠しています。また、定期的に第三者による

監査をおこない。その結果を開示しています。 

 

●豊富な割引オプション 

 Azure Hybrid Benefit では、自身が所有する Windows ライセンスを仮想マシンで使用すること

で、料金が最大 40 パーセントの割引が適用されます。また、Azure 予約 VM インスタンス（RI）

では、1 年または 3 年の前払いにより、最大 72 パーセント割引が適用されます。さらに、Azure 

Hybrid Benefit と Azure 予約 VM インスタンスを両方利用すれば最大 82 パーセントの割引を受

けることができます。 
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Azure 仮想マシンの作成

 

 

 Azure ポータルで仮想マシンを作成する場合、［リソースの差食い］から［Compute］をクリッ

クします。仮想マシンの作成では、仮想マシンのベースとなる Windows または Linux の OS イメ

ージを選択した後、次の 6 ページのブレードにまたがるウィザード形式となっています。 

 

ワンポイント 

 OS イメージは［おすすめ］または［Azure Marketplace］から選択できます。Azure Marketplace

は、マイクロソフトやサードパーティによる仮想マシンの OS イメージを取り扱うオンライン

ストアです。仮想マシンの OS イメージは、OS 単体のイメージだけでなく、ミドルウェアやオ

ープンソースのアプリケーションがインストールされたイメージなどもあります。 

 

（ 1）基本 

 仮想マシンの基本設定をおこないます。次のパラメーターが設定できます。 

 

パラメーター 説明 

サブスクリプション 
仮想マシンが作成されるサブスクリプション

です。 

リソースグループ 仮想マシンが作成されるリソースグループで
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す。 

仮想マシン名 

Azure ポータルに表示される管理上の仮想マ

シンの名前です。なお、Windows の場合、こ

の名前がコンピューター名となります。 

地域 

仮 想 マ シ ン が 作 成 さ れ る リ ー ジ ョ ン

（Microsoft データセンター）です。既定は、

リソースグループの場所と同じです。 

可用性オプション 
仮想マシンを可用性セットまたは可用性ゾー

ンに追加し、冗長性を構成します。 

イメージ 
仮想マシンのベースとなる Windows または

Linux の OS イメージです。 

サイズ 

仮想マシンのハードウェア性能を決定するサ

イズを指定します。詳細は［仮想マシンのサイ

ズ］を参照してください。 

ユーザー名 管理者アカウントの名前です。 

パスワード（パスワードの確認） 管理者アカウントのパスワードです。 

パブリック受信ポート 
インターネットからのアクセスの許可するか

否かを選択します。 

受信ポートを選択 
インターネットからアクセス可能なポート番

号を選択します。 

Windows Server のライセンスを既にお持ちの

場合 

Windows Server ライセンスを持ち込むかを選

択します。ライセンスを持ち込んだ場合、最大

40%割引となります。 

 

（ 2）ディスク 

 OS ディスクの種類と管理形式を選択します。次のパラメーターが設定できます。また、データ

ディスクの追加や作成もできます。 
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パラメーター 説明 

OS ディスクの種類 

OS ディスクのディスクの種類を、Standard 

HDD、Standard SSD、Premium SSD から選択

します。 

マネージドディスクを使用 

ディスクの管理形式として、マネージドディス

クまたはアンマネージドディスクを選択しま

す。 

 

（ 3）ネットワーク 

 仮想マシンのネットワークインタフェースと接続する仮想ネットワークの設定をおこないます。

次のパラメーターが設定できます。 

 

パラメーター 説明 

仮想ネットワーク 仮想マシンが接続する仮想ネットワークです。 

サブネット 
仮想マシンを接続する仮想ネットワークのサ

ブネットです。 

パブリック IP 
仮想マシンにパブリック IP アドレスを割り当

てます。不要な場合、［なし］も指定できます。 

NIC ネットワークセキュリティグループ 

ネットワークセキュリティグループを割り当

て方法として［なし］、［Basic］、［詳細］が選択

できます。 

高速ネットワーク 

（一部のサイズのみ）最大 30Gbps の SR-IOV

対応の高速なネットワークインタフェースを

有効化します。 

この仮想マシンを既存の負荷分散ソリューシ

ョンの後ろに配置しますか？ 

Application Gateway ま た は Azure Load 

Balancer による負荷分散を使用します。 
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（ 4）管理 

 仮想マシンの監視やトラブルシューティングのための管理設定をおこないます。次のパラメー

ターが設定できます。 

 

パラメーター 説明 

ブート診断 

起動時の問題を診断するために仮想マシンの

シリアルコンソール出力とスクリーンショッ

トをキャプチャします。 

OS のゲスト診断 
仮想マシンに診断エージェントを追加し、監視

します。 

診断ストレージアカウント 

（診断の有効時のみ）ブート診断とゲスト OS

の診断の監視データを格納するストレージア

カウントです。 

システム割り当てマネージド ID 
仮想マシンを Azure Active Directory に登録し

ます。 

自動シャットダウンを有効にする 
スケジュールに従い、仮想マシンを自動的にシ

ッャトダウンします。 

バックアップの有効化 
Azure Backup を使用して、仮想マシンを定期

的にバックアップします。 

 

（ 5）ゲストの構成 

 仮想マシンに新しい機能（アドオン）を追加します。詳細は、［拡張機能］を参照してください。 

 

（ 6）タグ 

 仮想マシンの作成時に生成されるすべてまたは一部のリソースに対して、タグを割り当てます。 
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Azure 仮想マシンのサイズ

Ev3 F G H L

NC NCv2 NV SAP

エントリーレベル
インスタンス

A シリーズよりも
最大 36% 値下げ

A シリーズよりも
60% 高速な CPU

D シリーズよりも
35% 高速な CPU

DV2 シリーズと
同じ CPU を
安価に提供

ストレージ
最適化インスタンス

ハイエンド
コンピューティング用

コア数とメモリの
最大サイズを提供

SAP HANA on
Azure

新しい世代の
D シリーズ

メモリ最適化
インスタンス

NVidia K80
計算

NVidia P100S
計算

NVidia P40s
ディープラーニング

NVidia M60
可視化

オススメ オススメ

A Av2 B D Dv2 Dv3

Fv2

ND

Skylake 搭載の
最速の仮想マシン

負荷増加に合わせて
CPU バースト可能

M

最高の
パフォーマンス

 

 

 仮想マシンの性能は、ファミリーとサイズの組み合わせにより決定されます。仮想マシンは、

このファミリーとサイズの組み合わせにより、A1 や D1v2 などで表現されます。 

 

●ファミリー 

 仮想マシンがデプロイされる Azure ホストの種類です。A や Dv2 などのアルファベットで表現

されます。例えば、Dv2 は、Intel Xeon E5-2673v3 プロセッサを搭載したホスト上にデプロイさ

れます。なお、DSv2 などのアルファベットの二文字目に S が付くものは、SSD 対応です。基本

的に仮想マシンの作成後、ファミリーを変更することはできません（例外はあります）。一般的な

仮想マシンでは、Dv2 または Dv3 を検討することをお勧めします。 

 

●サイズ 

 仮想マシンに搭載される CPU コア数やメモリサイズなどのハードウェアリソースのボリュー

ムです。1 や 2 などの数字で表現されます。例えば、D1v2 では、CPU コア数が 1 で、メモリサ

イズが 3.5GB となり、D2v2 では、CPU コア数が 2 で、メモリサイズが 7GB となります。同じ

ファミリーであれば、いつでもサイズを変更することができます。 
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（参考）Dv3のサイズによる性能

サイズ vCPU メモリ
一時

ストレージ
最大データ
ディスク数

最大
NIC 数

価格
（概算）※

D2_v3 2 8.0GB 50GB 4 2 17,742 円/月

D4_v3 4 16.00GB 100GB 8 2 35,484 円/月

D8_v3 8 32.00GB 200GB 16 4 70,968 円/月

D16_v3 16 64.00GB 400GB 32 8 141,936 円/月

※ 東南アジア、Windows 仮想マシン 1 円以下は切り上げ
 

 

ワンポイント 

 仮想マシンのサイズの詳細については https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-

machines/virtual-machines-windows-sizes を参照してください。 
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拡張機能

• Azure ポータルから追加可能な仮想マシンのアドオン

• マイクロソフトおよびサードパーティがアドオンを提供

Acronis Backup Site 24x7 Agent Custom Script
Extension

Datadog Agent

Deep Security Agent

ESET File Security
HPE Security Fortify
Application Defender

PowerShell Desired
State Configuration

Dynatrace Ruxit

Microsoft
Antimalware

Windows Chef
Extension

Puppet Agent Control-M Agent

 

 

 拡張機能（VM エージェント拡張機能）は、仮想マシンの作成時または作成後に、仮想マシン

内に容易にインストール可能なアドオンです。このアドオンは、マイクロソフトおよびサードパ

ーティから提供されており、主に監視やセキュリティ関連のエージェントプログラムが対応して

います。 

 

 Azure ポータルで作成した仮想マシンのゲスト OS には、「VM エージェント」と呼ばれるバッ

クエンドコンポーネントが既定でインストールされており、この VM エージェントが、Azure と

やり取りして、拡張機能のインストールとアンインストールを Azure ポータルから実現していま

す。 
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Azure 仮想マシンの管理

操作

設定の変更

 

 

 仮想マシンの作成後、仮想マシンの操作や設定などの管理作業は、Azure ポータルの［Virtual 

Machines］の［<仮想マシン名>］でおこないます。例えば、［<仮想マシン名>］ブレードの［概

要］には、次の操作コマンドが用意されています。 

 

コマンド 説明 

接続 
仮想マシンへ接続するためのRDPファイルの

ダウンロードや SSH の設定を表示します。 

開始 仮想マシンを開始します。 

再起動 仮想マシンを再起動します。 

停止 

仮想マシンをシャットダウンし、停止します。

停止により、仮想マシンの稼働時間に対する課

金は発生しません。 

キャプチャ 

（マネージドディスクのみ）仮想マシンからカ

スタムOSイメージを作成します。Windowsの

場合、事前に sysprep コマンドを実行しておく

必要があります。 

削除 仮想マシンを削除します。なお、仮想マシンの
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ディスク（VHD ファイル）は削除されないた

め、必要に応じて手動で削除します。 

 

 また、［<仮想マシン名>］ブレードの各メニューから、次の設定が用意されています。 

 

メニュー 説明 

概要 

仮想マシンの基本的な情報とメトリック（パフ

ォーマンス）を表示します。また、開始や停止

などの操作コマンドが利用できます。 

アクティビティログ 
Microsoft Azure の操作ログを表示します。仮

想マシンの操作ログも確認できます。 

アクセス制御（IAM） 仮想マシンのアクセス制御をおこないます。 

タグ 仮想マシンに任意のクダを追加します。 

問題の診断と解決 
Microsoft Azure プラットフォームの正常性を

表示します。 

設定 

ネットワーク 

現在のネットワークインターフェイスとネッ

トワークセキュリティグループを表示し、構成

します。 

ディスク 
仮想マシンに対して、データディスクの追加と

削除をおこないます。 

サイズ 仮想マシンのサイズを変更します。 

セキュリティ 

Azure Security Center によるセキュリティの

推奨事項とセキュリティ通知のをおこないま

す。 

拡張機能 
仮想マシンに対して、拡張機能の追加と削除を

おこないます。 

継続的デリバリー（プレビュー） 仮想マシンを Visual Studio Team Services 
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Release Management デプロイメントグループ

に追加します。 

可用性セット 
現在の可用性セットを表示します。変更はでき

ません。 

構成 
仮想マシンを Azure Active Directory に登録し

ます。 

ID 
システム割り当てマネージド ID を構成しま

す。 

プロパティ 
仮想マシンの情報（OS の種類や IP アドレス

など）を表示します。 

ロック 
仮想マシンが削除または変更できないように

ロックを設定します。 

Automation スクリプト 
同じ種類の仮想マシンをデプロイするための

テンプレートをダウンロードします。 

操作 

自動シャットダウン 
スケジュールに従い、決められた時間に仮想マ

シンを停止します。 

バックアップ 
Azure Backup を有効化して、仮想マシン全体

を保護します。 

ディザスターリカバリー 
Azure Site Recovery を有効化して、仮想マシ

ン全体を別リージョンに複製します。 

更新プログラムの管理 
Azure Log Analytics を利用して、仮想マシン

の更新プログラムを管理します。 

インベントリ 
Azure Log Analytics を利用して、仮想マシン

のインベントリを管理します。 

変更の追跡 
Azure Log Analytics を利用して、仮想マシン

の変更を管理します。 

構成管理（プレビュー） Azure Automation の DSC（Desired State 
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Configuration）による自動構成をおこないま

す。 

実行コマンド 

仮想マシン内で任意のスクリプトを実行しま

す。トラブルシューティング用のスクリプト集

も用意されています。 

監視中 

インサイト（プレビュー） 

VM Insight を使用し、仮想マシンの状態、パ

フォーマンス、ネットワーク依存関係を監視し

ます。 

警告 

アクティビティログまたはメトリックからア

ラートを生成するアラートルールを作成しま

す。 

メトリック 

仮想マシンのメトリックを表示します。ゲスト

OS 監視が有効な場合、多くのメトリックが監

視できます。 

診断設定 ゲスト OS 診断の有効化と、構成ができます。 

アドバイザーの推奨事項 

Azure Advisor を利用し、高可用性、セキュリ

ティ、パフォーマンス、コストの推奨事項を表

示します。 

ログ 
Log Analytics を使用し、Azure や仮想マシン

のゲスト OS のログを検索、表示します。 

接続モニター 

Network Watcher を使用し、接続の到達可能

性、待機時間、ネットワークトポロジの変更を

追跡します。 

サポート+トラブルシューティング 

リソース正常性 
Microsoft Azure プラットフォームの正常性を

表示します。 

ブート診断 
（ブート診断が有効の場合）現在の仮想マシン

のスクリーンショットを表示します。Linux の
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場合、ブートログも表示できます。 

パフォーマンス診断（プレビュー） 

仮想マシンにパフォーマンス診断エージェン

トをインストールし、パフォーマンス問題のト

ラブルシューティングをおこないます。 

パスワードのリセット 
仮想マシン内の OS の管理者パスワードとリ

モートデスクトップ設定をリセットします。 

再デプロイ 
仮想マシンを新しい Azure コンピュートブレ

ードで再作成します。 

シリアルコンソール 
仮想マシンへの双方向シリアルコンソールア

クセスをおこないます。 

接続のトラブルシューティング 
Network Watcher を使用し、接続のトラブルシ

ューティングをおこないます。 

新しいサポート要求 
問題が発生した場合、サポート要求を発行し、

問題解決を依頼します。 
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Azure 仮想マシンへの接続

• リモートデスクトップによる接続
• コピーと貼り付けによるファイルの交換

• SSH による接続
• パスワードまたは SSH 公開キーによる認証

 

 

 Marketplace で提供されている OS イメージは、基本的な構成になっています。そのため、仮想

マシンの作成後に、仮想マシンへ接続し、初期設定をおこなう必要があります。仮想マシンへの

接続方法は、Windows と Linux で異なります。 

 

●Windows 

 リモートデスクトップを使用し、仮想マシンに接続します。Azure ポータルの仮想マシンの設

定ブレードの［概要］の［接続］コマンドからリモートデスクトップ接続ファイルをダウンロー

ドし、容易に接続することができます。 

 

●Linux 

 パスワードまたは証明書ベースの SSH（Secure Shell）を使用し、仮想マシンに接続します。

Windows クライアントから接続する場合、別途、PuTTY（http://www.putty.org/）などの SSH ク

ライアントを用意します。Azure ポータルの仮想マシンの設定ブレードの［概要］の［接続］コマ

ンドから SSH のコマンド例をコピーすることができます。 
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（参考）Azure 仮想マシンの日本語化

• Windows Server の場合、［コントロールパネル］の
［Language］より、日本語の言語パックを追加することで、日本
語化が可能

 

 

 Microsoft Azure の Marketplace で提供される OS イメージはすべて英語版です。ただし、

Windows Server の場合、OS に標準機能の言語パックをインストールするだけで、簡単にユーザ

ーインターフェイスを日本語へ変更することができます。言語パックのインストールは、［コント

ロールパネル］の［Language］でおこないます。 

 

ワンポイント 

 日本語化済みの仮想マシンをキャプチャし、テンプレート化しておくと、日本語化済みの仮

想マシンを素早くデプロイすることができます。 
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Azure 仮想マシンのテンプレート化

• 既存の仮想マシンから再利用可能なテンプレートの作成

ベースとなる
仮想マシン

新規の
仮想マシン

テンプレート

 

 

 カスタマイズされた仮想マシンをテンプレート化して、同じ構成の仮想マシンを素早く作成す

ることができます。マネージドディスクを使用した仮想マシンのテンプレート化は次の手順でお

こないます。 

 

（ 1）ベースとなる仮想マシンを準備します。例えば、仮想マシンの日本語化をおこなったり、

企業で必要なアプリをインストールしたりします。カスタマイズが完了したら、Sysprep を実行し

て、汎用化をおこない、仮想マシンをシャットダウンします。 

 

（ 2）Azure ポータルの［仮想マシン］からベースとなる仮想マシンをキャプチャし、テンプレ

ート化します。なお、仮想マシンに複数のデータディスクが接続されている場合、すべてのデー

タディスクがテンプレートに含まれます。また、テンプレート化が完了したタイミングで、ベー

スとなる仮想マシンを削除するオプションも用意されています。 

 

（ 3）Azure ポータルの［イメージ］からテンプレートを選択し、仮想マシンを作成します。な

お、仮想マシンの作成時、サブスクリプションと場所（リージョン）は変更できません。 
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ワンポイント 

 2018 年 10 月現在、テンプレートを異なるリージョンへコピーし、仮想マシンの作成で利用

可能とする Shared Image Gallery も限定パブリックプレビュー中です。 
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第 3 章 Azure ディスクストレージ 

 

仮想マシンのディスク

仮想マシン

• オプション
• 最大サイズは 4 TiB
• ホットアド対応
• データディスク数は仮想マシンサイズに依存

• キヤッシュ用のディスク
• 非永続化領域
• サイズは仮想マシンサイズに依存

• OS が含まれるディスク
• 既定サイズは 127 GB
• 最大 2 TiB まで拡張可

 

 

 仮想マシンを構成するディスクには、次の 3 種類があります。既定で仮想マシンに OS ディス

クと一時ディスクが接続されています。これらのディスクは、Windows Server の場合、C ドライ

ブ（OS ディスク）、D ドライブ（一時ディスク）として認識されます。 

 

●OS ディスク 

 OS が含まれるディスクです。マイクロソフトが提供する OS イメージの既定のサイズは 127 

GiB であり、最大 2 TiB まで拡張することができます。 

 

ワンポイント 

 マイクロソフトが提供する OS イメージの中で、［smalldisk］と記載されてるものは、例外的

に OS ディスクのサイズは 30 GiB となっています。 

 

●一時ディスク 

 キャッシュ用の特別なディスクです。OS のページファイルの格納場所として使用されていま

す。一時ディスクは非永続化領域です。例えば、仮想マシンの停止時、一時ディスクは初期化さ
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れるため、アプリやデータを格納することはできません。なお、一時ディスクのサイズは、仮想

マシンのサイズにより決定されます。 

 

●データディスク 

 アプリやデータを格納するオプションのディスクです。パーティション形式を GPT に変換す

ることで、最大 4 TiB までのサイズを指定することが可能です。なお、接続できるディスク数は、

仮想マシンのサイズにより決定されます。ホットアドに対応しているため、仮想マシンを停止す

ることなく追加と削除ができます。 

 

ワンポイント 

 仮想マシンの一時ディスク（D:）と DVD ドライブ（E:）のドライブレターは変更可能です。

なお、一時ディスクのドライブレターを変更した場合は、合わせて、ページファイルの場所も

変更してください。 
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ディスクの種類

HDD SSD

変換可能（一方向）

変換可能（双方向）

HDD SSD

 

 

 仮想マシンの OS ディスクとデータディスクの実体は容量固定の VHD ファイルです。これら

のディスクは、次の種類に分類されます。 

 

●アンマネージドディスク 

 Microsoft Azure のストレージアカウントを利用して、ディスクを管理します。別途、ストレー

ジアカウントの事前作成が必要です。HDD または SSD として作成可能です。 

 

●マネージドディスク 

 ディスクをリソースとして管理する新しい方法です。ストレージアカウントを作成する必要が

なく、シンプルです。HDD または SSD として作成可能です。マネージドディスクには次の特徴

があります。 

 

・標準（HDD）とプレミアム（SSD）間でディスクの種類が変換できる。 

・仮想マシンのカスタムイメージが作成できる（キャプチャ機能）。 

・仮想マシンの特定の時点の状態を保存できる（スナップショット機能）。 

・役割ベースアクセス制御（RBAC）により、ディスク単位でアクセス許可が割り当てられる。 

・可用性セットの信頼性が向上している。 
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ワンポイント 

 一時ディスクは、A シリーズのみ HDD であり、その他のシリーズは、すべて SSD となって

います。 
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ディスクの種類

• 低コスト
• IOPS 定義なし
• バックアップや

アーカイブ向け

• 高い費用対効果
• 最大 2,000 IOPS
• Web サーバーや

低い IOPS のアプリ
ケーションサーバー

• 高パフォーマンス
• 最大 80,000 IOPS
• SQL Server や Exchange

Server など運用環境向け

• 極めてスケーラブルな
パフォーマンス

• 最大 160,000 IOPS
• 最大 64 TiB
• 負荷が高くデータを

多用するワークロード

 

 

 仮想マシンの各ディスク（OS ディスク、データディスク）では、テストシナリオからミッショ

ンクリティカルなワークロードまで対応可能な次のディスク種類を選択できます。 

 

●Standard HDD 

 データへのアクセス頻度が低い、クリティカルではないワークロードで使用します。例えば、

バックアップやアプリケーションデータのアーカイブ用です。ディスクの IOPS とスループット

（帯域幅）はプロビジョニングされず、ディスクが接続された仮想マシンのサイズによりパフォ

ーマンスが決定します。 

 

●Standard SSD 

 Webサーバーなど低い IOPSワークロードで使用します。ディスクあたり、最大2,000の IOPS、

最大 500 MB/秒のスループットを提供し、Standard HDD よりも待ち時間が短縮されます。 

 

●Premium SSD 

 SQL Server、Oracle、Exchange Server、MySQL などのエンタープライズワークロードで使用

します。最大 80,000 の IOPS、最大 2,000 MB/秒のスループットを提供し、さらにキャッシュを

使用して高速化できます。 
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●Ultra SSD（プレビュー） 

 SAP HANA や SQL Server などの次世代のデータトリブンなアプリケーションに最適です。

IOPS とスループットを独自に指定でき、最大 160,000 の IOPS、最大 2,000MB/秒のスループッ

トを提供できます。また、唯一 64 TiB のディスクサイズが指定可能です。 
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第 4 章 Azure 仮想ネットワーク 

 

仮想マシンのネットワーク機能

• 仮想マシンは 1 枚以上のネットワークインターフェイスを搭載

• ネットワークインターフェイスは仮想ネットワークへ接続

• 同じ仮想ネットワーク上の仮想マシンはお互いアクセス可能

仮想マシン仮想マシン

仮想ネットワーク

ネットワーク
インターフェイス

ネットワーク
インターフェイス

 

 

 Microsoft Azure でデプロイした仮想マシンには、既定で 1 枚のネットワークインターフェイス

が搭載されており、指定した仮想ネットワークへ接続できます。同じ仮想ネットワークに接続さ

れた仮想マシンはお互い、通信することができます。 

 

 仮想マシンに複数のネットワークインターフェイスを搭載することもできます。搭載できるネ

ットワークインターフェイスの数は、仮想マシンのサイズによって異なりますが、最低でも 2 枚

のネットワークインターフェイスを搭載できます。 
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仮想ネットワーク

• 仮想マシンを接続するためのテナント独自のネットワーク

• 1つ以上のサブネットを含む

仮想ネットワーク
（アドレス空間 10.1.0.0/16 および 192.168.0.0/16）

サブネット
（アドレス範囲 10.1.0.0/16）

10.1.0.4 10.1.0.5

仮想マシン

10.1.0.6 192.168.1.4

仮想マシン

192.168.2.4

仮想マシン

サブネット
（アドレス範囲 192.168.1.0/24）

サブネット
（アドレス範囲 192.168.2.0/24）

 

 

 仮想ネットワークは、仮想マシンが接続されるネットワークです。同じ仮想ネットワークに接

続された仮想マシン同士は、自由に通信できますが、別の仮想ネットワークの仮想マシンとは通

信できません。 

 

 仮想マシンが接続する仮想ネットワークの条件として、仮想マシンと同じリージョンに作成す

る必要があります。また、デプロイモデルも同じにする必要があります。例えば、リソースマネ

ージャーの仮想マシンをクラシックの仮想ネットワークへ接続することはできません。 

 

 仮想ネットワークには、サブネットも必要です。サブネットは 1 つでも、複数でも構いません。

仮想マシンのネットワークインターフェイスは、このサブネットに接続します。なお、既定では、

同じ仮想ネットワーク内であれば、異なるサブネットに接続される仮想マシンもお互い通信する

ことができます。ただし、サブネットに割り当てられたルーティング情報を書き換えることで、

これを禁止することもできます。 

 

 この他、デプロイした仮想ネットワークには、DHCP、DNS、ゲートウェイの各サービスが、

暗黙的に配置されています。 
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●DHCP サービス 

 仮想マシンのプライベート IP アドレスを配布します。プライベート IP アドレスは、同じ仮想

ネットワーク上の仮想マシンと通信する際に使用します。配布する IP アドレスの範囲は、サブネ

ットの「アドレス範囲」で指定します。なお、Microsoft Azure ではユーザーが独自の DHCP サ

ービスを構築することは禁止されています。 

 

ワンポイント 

 サブネットのアドレス範囲とは別に、仮想ネットワークには「アドレス空間」があります。

これは、他のネットワークと通信するためのルーティング情報です。そのため、仮想ネットワ

ークの「アドレス空間」は、すべてのサブネットの「アドレス範囲」を包含する必要がありま

す。 

 

●DNS サービス 

 仮想マシンに対し、名前解決を提供します。この名前解決は、同じ仮想ネットワーク内の仮想

マシンとインターネットに限定されます。また、任意の DNS レコードを追加するなどのカスタマ

イズ機能はありません。そのため、オプションで、ユーザーが仮想マシンを作成し、独自の DNS

サービスを構築することもできます。 

 

●ゲートウェイサービス 

 既定で仮想マシンは、ゲートウェイサービス（システムゲートウェイ）を介して、インターネ

ットへアクセスすることができます。ゲートウェイサービスにより、仮想マシンはパブリック IP

アドレスが保持していなくても、インターネットアクセスが可能です。ただし、インターネット

側から仮想マシンへアクセスする場合（インターネットサービスを提供する場合）は、仮想マシ

ンにパブリック IP アドレスを割り当てるか、別途、Azure ロードバランサーをデプロイする必要

があります。 
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仮想マシンの IP アドレス

• プライベート IP アドレス
• 仮想ネットワーク内のアクセス、インターネットへのアクセスに使用

• 配布される IP アドレスはサブネットのアドレス範囲に準ずる

• 動的または静的の割り当て

• パブリック IP アドレス
• インターネットクライアントからのアクセスに使用

• オプション

• 配布される IP アドレスは Azure データセンターに準ずる

• 動的または静的の割り当て

• カスタム DNS 名（<ラベル名>.<リージョン名>.cloudapp.azure.com）を
割り当て可能

 

 

 仮想マシンのネットワークインターフェイスには、次の 2 種類の IP アドレスを割り当てること

ができます。 

 

●プライベート IP アドレス 

 仮想ネットワーク内の他の仮想マシンへのアクセスやゲートウェイサービスを介したインター

ネットへのアクセスで使用されます。プライベート IP アドレスは、既定で仮想マシンが接続され

る仮想ネットワークのサブネットのアドレス空間から動的に配布されますが（動的プライベート

IP アドレス）、DHCP の予約機能を利用し、サブネットのアドレス空間内から任意の IP アドレス

に固定化することもできます（静的プライベート IP アドレス）。 

 

ワンポイント 

 サブネットのアドレス空間のうち、最初の 3 つの IP アドレスは、Microsoft Azure が予約し

ます。例えば、アドレス空間が、10.0.0.0/11 の場合、10.0.0.1 から 10.0.0.3 までを Microsoft 

Azure が予約するため、仮想マシンに割り当てられる IP アドレスは、10.0.0.4 からとなります。 

 

●パブリック IP アドレス 

 仮想マシンへのリモートデスクトップ接続など、インターネットクライアントからのアクセス

で使用されます。パブリック IP アドレスは、オプションです。パブリック IP アドレスは、各 Azure
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データセンターが保持している IP アドレス範囲から動的に配布されますが（動的パブリック IP

アドレス）、一度、配布された IP アドレスを固定化することもできます（静的パブリック IP アド

レス）。また、インターネットクライアント向けの DNS サービス（iDNS）を使用し、カスタム

DNS 名を割り当てることも可能です。 

  



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 56 - 

仮想ネットワーク間の接続(ピアリング)

• 異なる仮想ネットワーク間の仮想マシンがお互いアクセス可能

• 同一リージョン内の仮想ネットワークを接続
• 異なるリージョン間の仮想ネットワークを接続
• 簡単な設定

仮想ネットワーク 仮想ネットワーク

データセンター内
ネットワーク仮想マシン 仮想マシン

 

 

 既定では、すべての仮想ネットワークは独立しており、異なる仮想ネットワークに接続された

仮想マシンはお互い通信することはでません。ただし、「ピアリング」により、仮想ネットワーク

間を接続することで、異なる仮想ネットワークに接続された仮想マシンがお互い通信することが

可能となります。 

 

 ピアリングされた仮想ネットワーク内の仮想マシンは、お互いプライベート IP アドレスで通信

することができ、その通信は、データセンター内ネットワークを使用するため、高速です。 
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オンプレミスと仮想ネットワークの接続

• オンプレミスネットワークと仮想ネットワークでアクセスが可能

組織 PC

VPN デバイス VPN ゲートウェイ

仮想マシン
インターネット

VPN

オンプレミス
ネットワーク 仮想ネットワーク

• 仮想ネットワークとオンプレミスネッ
トワークを接続

• 仮想ネットワークに VPN ゲートウェ
イを設置、オンプレミスネットワーク
に VPN デバイスを設置

VPN ゲートウェイ

仮想マシン

仮想ネットワークPC インターネット
VPN

• 単一の Windows、Linux、macOS マシン
を仮想ネットワークに接続

• 最大 128 台まで接続可能
• 仮想ネットワークに VPN ゲートウェイ

を設置

 

 

 仮想ネットワークに、VPN ゲートウェイを追加することで、オンプレミスネットワークや単一

の PC と仮想ネットワークを接続することもできます。 

 

●サイト間 VPN 

 インターネット VPN を使用し、オンプレミスのネットワークと仮想ネットワークを接続し、1

つのネットワークとして機能させます。サイト間 VPN では、仮想ネットワークに VPN ゲートウ

ェイ、オンプレミスネットワークに Microsoft Azure に対応した VPN デバイス

（https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-devices）が必要

です。サイト間 VPN によって、例えば、オンプレミスネットワークにある業務サーバーを仮想ネ

ットワークへ簡単に移動させることが可能となります。 

 

●ポイント対サイト VPN 

 インターネット経由で最大 128 台までの個々の Windows 、Linux、macOS コンピューターを

仮想ネットワークに接続します。ポイント対サイト VPN は、自宅や会議室などのリモート環境か

ら仮想ネットワークへ接続する場合や仮想ネットワークに接続するクライアント数が少ない場合

に便利です。ポイント対サイト VPN では、仮想ネットワークに VPN ゲートウェイをデプロイし

ますが、個々のコンピューターは OS 標準の VPN 機能を使用するため、特別なソフトウェアやデ

バイスの準備は不要です。 
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VPN ゲートウェイ

• インターネットを介して、Azure 仮想ネットワークとオンプレミ
スを接続

VPN デバイス

VPN デバイス

オンプレミスネットワーク
仮想ネットワーク

VPN ゲートウェイ

ゲートウェイ
サブネット

サブネット

インターネット

 

 

 VPN ゲートウェイは、インターネットを介して仮想ネットワークとオンプレミスネットワーク

を接続する仮想ネットワークゲートウェイです。各仮想ネットワークには、専用のサブネット

（GatewaySubnet）に VPN ゲートウェイを 1 つだけ作成することができます。 

 

 VPN ゲートウェイは、その帯域幅とトンネル数などに応じて、Basic、VpnGw1、VpnGw2、

VpnGw3 の 4 種類の SKU(Stock Keeping Unit)から選択します。なお、帯域幅、すべてのトンネ

ルで共有する点に注意が必要です。 

 

SKU 帯域幅 
サイト間 VPN 

トンネル数 

ポイント対サイト 

VPN トンネル数 

Basic 100 Mbps 最大 10 最大 128 

VpnGw1 650 Mbps 最大 30 最大 128 

VpnGw2 1 Gbps 最大 30 最大 128 

VpnGw3 1.25 Gbps 最大 30 最大 128 
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ワンポイント 

 SKU が Basic の VPN ゲートウェイは、テストと評価用のため、途中で SKU を変更すること

もできません。運用環境では、VpnGw1 から VpnGw3 のいづれかを使用してください。 
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Express Route

• インターネット VPN を使用しない、プライベートネットワーク
（閉域網）によるサイト間接続

Express Route
ゲートウェイ

仮想マシン

仮想ネットワーク

ExpressRoute 回線

組織 PC エッジ
ルーター

社内
ネットワーク

Express Route
ゲートウェイ

仮想マシン

仮想ネットワーク

L2 接続サービスまたは
L3 接続サービス

接続ポイント
（TOKYOまたはOSAKA）

 

 

 ExpressRoute は、オンプレミスネットワークと Microsoft データセンターをインターネット

VPN の代わりにプライベートネットワーク（閉域網）で接続するサービスです。ExpressRoute は、

インターネットを使用しないため、安定したパフォーマンスと高い安全性を実現します。 

 

 Microsoft データセンターへの接続に Express Route 回線を使用するには、日本国内の接続ポイ

ント（Tokyo または Osaka）まで、接続プロバイダーが提供する L2 接続サービスまたは L3 接続

サービスで接続します。 

 

●L2 接続サービス 

 接続ポイントに回線引き込み済みの接続プロバイダーの局内に自社の機材を導入（コロケーシ

ョン）し、オンプレミスネットワークから接続プロバイダーの局内まで任意のキャリアで接続し

ます。L2 接続サービスでは、ネットワークの自由な設計と管理が可能です。 

 

●L3 接続サービス 

 接続ポイントに回線引き込み済みの接続プロバイダーの WAN 回線を利用します。ネットワー

クの設定などは、接続プロバイダーでおこなうため、簡単に利用することができます。 

 

 既定では、1 本の Express Route 回線で、10 個の仮想ネッワークまで収容できます。Express 
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Route 回線に接続する仮想ネットワークには、VPN ゲートウェイと似た Express Route ゲートウ

ェイをデプロイしておく必要があります。 
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ネットワークセキュリティグループ（NSG）

優先度 名前 ポート プロトコル ソース 宛先 アクション

1000 default-allow-rdp 3389 TCP 任意 任意 許可

65000 AllowVnetInBound 任意 任意 VirtualNetwork VirtualNetwork 許可

65001
AllowAzureLoad
BalancerInBound

任意 任意
AzureLoad
Balancer

任意 許可

65500 DenyAllInBound 任意 任意 任意 任意 拒否

受信セキュリティ規則

送信セキュリティ規則

優先度 名前 ポート プロトコル ソース 宛先 アクション

65000
AllowVnet
OutBound

任意 任意 VirtualNetwork VirtualNetwork 許可

65001
AllowInternet

OutBound
任意 任意 任意 Internet 許可

65500 DenyAllOutBound 任意 任意 任意 任意 拒否

 

 

 ネットワークセキュリティグループ（NSG）は、仮想マシンの送受信トラフィックを制御する

（パーソナル）ファイアウォール機能を提供します。 

 

 ネットワークセキュリティグループは、複数のセキュリティ規則から構成されています。この

セキュリティ規則には、送信セキュリティ規則と受信セキュリティ規則があり、次のパラメータ

ーで構成されます。 

 

パラメーター 説明 

ソース 

パケットの送信元を指定します。［Any］（すべ

て）、［IP Addresses］（送信元の IP アドレス範

囲）、［Service Tag］（タグ）のいずれかを指定

できます。タグには、［Virtual Network］（すべ

ての仮想ネットワーク）、［Internet］（インター

ネット）、［AzureLoadBalancer］（Azure ロード

バランサー）などがあります。 

ソースポート範囲 

発信元のポートを指定します。単一ポートだけ

でなく、「1024-65535」などの範囲指定も可能

です。また、「*」により、すべてのポート範囲
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の指定可能です。 

宛先 
パケットの宛先を指定します。指定の方法は、

［ソース］と同じです。 

宛先ポート範囲 
宛先のポートを指定します。指定の方法は、［発

信元ポート範囲］と同じです。 

プロトコル 

プロトコルとして、［Any］（すべて）、［TCP］、

［UDP］が選択できます。なお、［Any］は ICMP

を含みます。 

アクション 
一致した規則に適用される動作として、［許可］

または［拒否］を選択します。 

優先度 

規則がチェックされる順番です。ルールが適用

されるとそれ以上のルールはチェックされま

せん。100 から 4096 までの範囲で指定でき、

数が少ないほど優先順位が高くなります。 

名前 規則の名前です。 

説明 規則の説明です。 

 

 なお、セキュリティ規則の作成中にコマンドメニューの［Basic］をクリックすると、より簡単

でシンプルな基本設定によるセキュリティ規則の作成が可能となります。 

 

パラメーター 説明 

サービス 

よく使用されるサービスが登録されており、サ

ービスを選択することで、［ポート範囲］と［プ

ロトコル］を省略することができます。 

ポートの範囲 

（カスタムサービスのみ）宛先のポートを指定

します。単一ポートだけでなく、「1024-65535」

などの範囲指定も可能です。また、「*」により、

すべてのポート範囲も指定可能です。 
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優先度 

規則がチェックされる順番です。ルールが適用

されるとそれ以上のルールはチェックされま

せん。100 から 4096 までの範囲で指定でき、

数が少ないほど優先順位が高くなります。 

名前 規則の名前です。 

説明 規則の説明です。 

 

 作成したネットワークセキュリティグループは、仮想ネットワークのサブネットまたは仮想マ

シンのネットワークインターフェイスに関連付けが可能です。ただし、サブネットとネットワー

クインターフェイスに関連付けできるネットワークセキュリティグループはそれぞれ 1 つだけで

す。 
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付録 

 

Microsoft Azure の購入方法

お客様 Azure従量課金

請求、サポート

お客様 Azure年額コミット

請求、サポート

お客様 AzureCSP
従量課金

契約

請求、サポート

お客様 Azure

リセラー
クレジット購入

請求、サポート

従量課金

 

 

 Microsoft Azure の購入方法には、次のプランがあります。 

 

●Azure ダイレクト（従量課金） 

 一般的なプランです。毎月の使用量に基づき、支払いをおこないます。利用金額や期間に対す

る拘束はありませんので、いつでもキャンセルすることができます。支払いは、クレジットカー

ドまたはデビットカードですが、事前に認証されていれば、請求書による支払いも可能です。 

 

●Azure インオープン 

 Azure ダイレクトと似ていますが、支払い方法が異なります。あらかじめ、リセラーからプリ

ペイド式の 12 か月有効な\10,200 のクレジットを購入し、そのクレジットで支払います。Azure

インオープンには複雑な従量課金の見積もりを単純化できる利点があります。 

 

●Azure EA（エンタープライズ契約） 

 EA（Enterprise Agreement）を締結している大企業の場合、利用期間（3 年間）と前払いによる

料金のコミットメントが必要ですが、Microsoft Azure を低料金で利用できます。 
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●CSP（クラウドソリューションプロバイダー） 

 マイクロソフトではなく、CSP（クラウドソリューションプロバイダー）と契約して、Microsoft 

Azure を従量課金で利用します。サポートや請求は CSP が独自におこないます。なお、CSP では、

クラシックデプロイモデルは利用できず、リソースマネージャーデプロイモデルのみの利用とな

ります。 
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エンタープライズ契約の管理

• エンタープライズ管理者と部署管理者

• Azure エンタープライズポータル

 

 

 Azure EA では、大規模な組織内で Microsoft Azure を効率的に管理するために、従来のアカウ

ントとサブスクリプションの 2 階層による管理ではなく、エンタープライズ、部署、アカウント、

サブスクリプションの 4 階層で管理をおこないます。これに合わせて、エンタープライズ管理者

と部署管理者が作成できます。 

 

 また、この 4 階層の管理をおこなうために、Azure EA 固有の Azure エンタープライズポータル

（https://ea.azure.com）が用意されています。Azure エンタープライズポータルでは、次の操作

が可能です。 

 

・部署、アカウント、サブスクリプションの追加や削除などの管理 

・アカウント所有者間でのサブスクリプションの移行 

・料金シートの表示 

・サービス使用量のレポートの表示やダウンロード 
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Microsoft Azure のサポート

Developer Standard
Professional

Direct
Premier

24 時間 365 日体制、無制限のサポート ✓（メールのみ） ✓（メールと電話） ✓（メールと電話） ✓（メールと電話）

アーキテクチャサポート 一般的なガイダンス 一般的なガイダンス

ProDirect Delivery Manager 
が配信するベスト プラク
ティスに基づいたアーキ
テクチャ ガイダンス

おMicrosoft Azure テクニ
カル スペシャリストが提
供するお客様に特化した
アーキテクチャ サポート。
設計レビュー、パフォー
マンス チューニング、構
成や実装の支援など。

オペレーションサポート

オンボード サービス、
サービス レビュー、Azure 
Advisor コンサルテーショ
ン

テクニカル アカウント マ
ネージャーによるサービ
ス レビューとレポート

トレーニング Web セミナ
Web セミナー、オンデマ
ンド トレーニング

事前対応型ガイダンス ProDirect Delivery Manager
指定のテクニカル アカウ
ント マネージャー

最短の応答時間 8 時間以内 1 時間以内 1 時間以内
1 時間以内
（Azure Rapid Response 
では 15分以内）

最大重要度 C A A A

月額料金 ¥3,248/月 ¥11,200/月 112,000/月 お問い合わせ

 

 

 Microsoft Azure の技術的な問題に関してサポートを受ける場合、有償のサポートプランへの加

入が必要です。Microsoft Azure では、上図のサポートプランを用意しており、上位レベルのサポ

ートプランでは、初回の応答時間が早く、アドバイザリサポートや構成最適化レビューにアクセ

スすることができます。有償のサポートプランには、次の特徴があります。 

 

・日本語、英語をはじめとした 9 か国語でサポートを受けることができる。 

・一般提供（GA）またはパブリックプレビューのサービスに対してサポートを受けることができ

る。 

・日本語の場合、重要度 A に対して、24 時間 365 日体制でサポートを受けることができる。 

 

 実際にサポートを受けるには、Azure ポータルの［ヘルプとサポート］メニューより、サポート

リクエストを送信し、サポートエンジニアからの連絡を待つだけです。サブスクリプションに対

して、書き込みのアクセス権限をもつユーザーは、サポートリクエストを送信することができま

す。 

 

ワンポイント 

 課金、クォータの調整、アカウントの移転などのサブスクリプション管理については、サポ

ートプランに加入していなくてもサポートを受けることができます。 
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演習 1 Microsoft Azure の基礎操作 

 

作業 1 : Azure ポータルの利用 

1. Internet Explorer を起動し、https://portal.azure.com にアクセスします。 

2. サインイン画面が表示されます。<Microsoft Azure が利用可能なアカウント>でサインイン

します。 

 

3. Azure ポータルが表示されます。画面左の［ホーム］をクリックします。 

 

4. ［ホーム］が表示されます。画面左の［ダッシュボード］をクリックします。 
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5. ［ダッシュボード］が表示されます。画面中上の［新しいダッシュボード］をクリックしま

す。 

 

6. ［マイダッシュボード］の作成画面が表示されます。画面左の［タイルギャラリー］から［時

計］の［追加］をクリックし、画面右下の［完了］をクリックします。 

 

7. ダッシュボードに時計が追加されます。名前を「マイダッシュボード］から「MyPortal<自分
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の番号>」に変更し、画面中上の［カスタマイズ完了］をクリックします。 

 

8. ［MyPortal<自分の番号>］が表示されます。［時計］パネルがピン留めされたダッシュボー

ドが作成されたことを確認します。 

 

9. 画面右上の［設定］（歯車のアイコン）をクリックします。 

 

10. ［ポータルの設定］が表示されます。設定できる内容を確認し、［キャンセル］をクリックし
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ます。 

 

 

作業 2 : リソースグループの作成 

1. Azure ポータルの画面左の［リソースグループ］をクリックします。 

 

2. ［リソースグループ］ブレードが表示されます。コマンドメニューの［追加］をクリックし

ます。 
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3. ［リソースグループを作成します］ブレードの［基本］が表示されます。次のパラメーター

を指定し、［確認および作成］をクリックします。 

 

パラメーター 値 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

リソースグループ MyRG<自分の番号> 

リージョン <演習用リージョン> 

 

4. ［確認および作成］が表示されます。［作成］をクリックします。 
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5. リソースグループ「MyRG<自分の番号>」が作成されます。画面右上の［通知］（鐘のアイコ

ン）をクリックし、一覧の一番上に［リソースグループが作成されました］が表示されるま

で待機し、［ダッシュボードにピン留めする］をクリックしてから右上の［×］をクリックし、

［通知］を閉じます。 

 

6. 画面左の［ダッシュボード］をクリックします。 

 

ワンポイント 

 ダッシュボードは、Azure ポータルの画面左上の［Microsoft Azure］のロゴをクリックして

表示することもできます。 

 

7. ［MyPortal<自分の番号>］が表示されます。ダッシュボードに［リソース］パネルがピン留

めされていることを確認します（ただし、リソースはまだありません）。 
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作業 4 : Azure PowerShell の利用 

1. Azure ポータルの画面右上の［Cloud Shell］（プロンプトのアイコン）をクリックします。 

 

2. 画面下に［Azure Cloud Shell へようこそ］が表示された場合、［PowerShell］をクリックしま

す。 
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3. 画面下に［ストレージがマウントされていません］が表示された場合、［ストレージの作成］

をクリックします。Cloud Shell 用ストレージの作成には、最大 5 分かかります。 

 

4. 画面下に［PS Azure:\>］プロンプトが表示されます。画面右中の［最大化］をクリックしま

す。 

 

5. ［PS Azure:\>］プロンプトが最大化されます。 
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6. 次のコマンドを実行し、現在のサブスクリプション名を確認します。 

 

Get-AzSubscription  

 

 

7. 次のコマンドを実行し、作成済みのリソースグループを確認します。 

 

Get-AzResourceGroup  

 

 

8. 次のコマンドを実行し、CloudShell を終了します。 

 

exit  
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9. ［CloudShell がタイムアウトになりました］が表示されます。［終了］をクリックします。 

 

10. ［MyPortal<自分の番号>］が表示されます。画面右上の［<Microsoft Azure アカウント名>］

をクリックし、［サインアウト］をクリックします。 

 

11. ［アカウントからサインアウトされました］が表示され、サインイン画面が表示されます。

もう一度、<Microsoft Azure が利用可能なアカウント>でサインインします。 
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12. Azure ポータルが表示されます。画面左の［ダッシュボード］をクリックします。 

13. ［MyPortal<自分の番号>］が表示されます。 
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演習 2 Azure 仮想マシンの管理 

 

作業 1 : Azure ポータルによる仮想マシンの作成 

1. Azure ポータルの画面左の［リソースの作成］→［Compute］→［Windows Server 2016 

Datacenter］をクリックします。 

 

2. ［仮想マシンの作成］ブレードの［基本］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : 

ディスク］をクリックします。 

 

パラメーター 値 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

リソースグループ MyRG<自分の番号> 

仮想マシン名 MyWeb<自分の番号>A 

地域 <演習用リージョン> 

可用性オプション インフラストラクチャ冗長は必要ありません 

イメージ Windows Server 2016 Datacenter 

サイズ Standard DS1 v2 

ユーザー名 myadmin 

パスワード Pa$$w0rd1234 
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パスワードの確認 Pa$$w0rd1234 

パブリック受信ポート 選択したポートを許可する 

受信ポートを選択 RDP（3389） 

Windows Server のライセンスを既にお持ちの

場合 
いいえ 

 

 

3. ［ディスク］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : ネットワーク］をクリック

します。 

 

パラメーター 値 

OS ディスクの種類 Premium SSD 
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4. ［ネットワーク］が表示されます。次のパラメーターを指定します。 

 

パラメーター 値 

仮想ネットワーク 

［新規作成］をクリックし、次のパラメーター

を指定して［OK］をクリック 

・名前 : MyVNet<自分の番号>A 

・アドレス空間のアドレス範囲: 10.0.0.0/16 

・サブネット名 : Frontend 

・サブネットのアドレス範囲 : 10.0.1.0/24 

 

※［アドレス空間は仮想ネットワークと重なっ

ています］と表示されても問題ありません 

サブネット <既定値> 

パブリック IP <既定値> 

NIC ネットワークセキュリティグループ Basic 

パブリック受信ポート 選択したポートを許可する 

受信ポートを選択 <既定値> 

高速ネットワーク オフ 

この仮想マシンを既存の負荷分散ソリューシ

ョンの後ろに配置しますか？ 
いいえ 
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5. ［管理］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : ゲストの構成］をクリックしま

す。 

 

パラメーター 値 

ブート診断 オフ 

OS のゲスト診断 オフ 

マネージドサービス ID オフ 

自動シャットダウンを有効にする オフ 

バックアップの有効化 オフ 

 

 

6. ［ゲストの構成］が表示されます。そのまま、［次 : タグ］をクリックします。 
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7. ［タグ］が表示されます。そのまま、［次 : 確認および作成］をクリックします。 

 

8. ［確認および作成］が表示されます。［作成］をクリックします。 

 

9. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」が作成されます。作成には、最大 10 分かかります。

画面右上の［通知］（鐘のアイコン）をクリックし、一覧の一番上に［展開が成功しました］

が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 
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作業 2 : 仮想マシンへの接続 

1. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

 

2. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

 

3. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。コマンドメニューの［接続］

をクリックします。 
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4. ［仮想マシンに接続する］ブレードの［RDP］が表示されます。［RDP ファイルのダウンロ

ード］をクリックします。 

 

5. Internet Explorer の画面下に［portal.azure.com から MyWeb<自分の番号>A.rdp を開くか、

または保存しますか？］が表示されます。［ファイルを開く］をクリックします。 

 

6. ［Web サイトで、このプログラムを使って Web コンテンツを開こうとしています］が表示

された場合。［許可する］をクリックします。 
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7. ［このリモート接続の発行元は識別できません。接続しますか？］が表示された場合、［接続］

をクリックします。 

 

8. ［資格情報を入力してください］が表示されます。ユーザー名「myadmin」、パスワード

「Pa$$w0rd1234」でサインインします。 

 

9. ［このリモートコンピューターの ID を識別できません。接続しますか？］が表示された場

合、［はい］をクリックします。 
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10. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」にリモートデスクトップ接続されます。ここからの手

順は、リモートデスクトップ接続内でおこないます。 

11. 画面右に［Networks］が表示された場合、［No］をクリックします（［Yes］、［No］のどちら

かを選択、またはキャンセルしても演習に影響はありません）。 

 

12. Windows Server 2016 のデスクトップ画面が表示され、自動的に［Server Manager］が起動し

ます。 

13. ［Server Manager］の画面左の［Local Server］をクリックし、画面右の［ Installed 

memory(RAM)］が 3.5GB であることを確認します。 
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14. ［Server Manager］を閉じます。 

15. 画面下のタスクバーの［File Explorer］（フォルダーのアイコン）をクリックします。 

16. ［File Explorer］が起動します。画面左の［This PC］をクリックし、ディスクとして［Local 

Disk(C:)］（127GB）と［Temporary Storage(D:)］（7GB）の 2 つのドライブがあることを確

認します。 

 

17. ［File Explorer］を閉じます。 

18. 画面上のツールバーの［閉じる］（×のアイコン）をクリックします。 

 

19. ［リモートセッションは切断されます］が表示されます。［OK］をクリックします。 
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20. ［リモートデスクトップ接続］が終了します。 

 

作業 3 : 仮想マシンの開始と停止 

1. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

2. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

3. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。画面右の［状態］が［実行

中］であることを確認します。 

4. コマンドメニューの［停止］をクリックします。 

 

5. ［MyWeb<自分の番号>A を停止しますか？］が表示されます。［はい］をクリックします。 

 

6. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」が停止します。停止するまで数分かかります。画面右

上の［通知］（鐘のアイコン）をクリックし、一覧の一番上に［仮想マシンが正常に停止され
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ました］が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 

7. 画面右の［状態］が［停止済み（割り当て解除）］であることを確認し、コマンドメニューの

［開始］をクリックします。 

 

 

ワンポイント 

 仮想マシンの［状態］が［停止済み（割り当て解除）］になっている場合、仮想マシンの実行

時間による課金は発生しません。 

 

8. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」が起動します。画面右上の［通知］（鐘のアイコン）

をクリックし、一覧の一番上に［仮想マシンが起動されました］が表示されるまで待機し、

［通知］を閉じます。 

9. 画面右の［状態］が［実行中］であることを確認します。 

 

作業 4 : 仮想マシンのサイズの変更 

1. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

2. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

3. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［サイズ］を

クリックします。 
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4. ［サイズの選択］ブレードが表示されます。リストが表示されたら［検索］ボックスに「DS2」

と入力し、一覧から［DS2_v2 Standard］をクリックして、［サイズの変更］をクリックしま

す。 

 

5. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」のサイズが変更され、自動的に再起動されます。画面

右上の［通知］（鐘のアイコン）をクリックし、一覧の一番上に［仮想マシンのサイズが変更

されました］が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 

6. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードのメニューから［概要］をクリックし、コマンドメニュ

ーの［接続］をクリックします。 
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7. ［仮想マシンに接続する］ブレードの［RDP］が表示されます。［RDP ファイルのダウンロ

ード］をクリックします。 

8. Internet Explorer の画面下に［portal.azure.com から MyWeb<自分の番号>A.rdp を開くか、

または保存しますか？］が表示されます。［ファイルを開く］をクリックします。 

9. ［Web サイトで、このプログラムを使って Web コンテンツを開こうとしています］が表示

された場合。［許可する］をクリックします。 

10. ［このリモート接続の発行元は識別できません。接続しますか？］が表示された場合、［接続］

をクリックします。 

11. ［資格情報を入力してください］が表示されます。ユーザー名「myadmin」、パスワード

「Pa$$w0rd1234」でサインインします。 

12. ［このリモートコンピューターの ID を識別できません。接続しますか？］が表示された場

合、［はい］をクリックします。 

13. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>A」にリモートデスクトップ接続されます。ここからの手

順は、［リモートデスクトップ接続］内でおこないます。 

14. Windows Server 2016 のデスクトップ画面が表示され、自動的に［Server Manager］が起動し

ます。 

15. ［Server Manager］の画面左の［Local Server］をクリックし、画面右の［ Installed 

memory(RAM)］が 7GB であることを確認します。 
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ワンポイント 

 仮想マシンのサイズが［DS1_v2 Standard］の場合、メモリサイズは 3.5GB でしたが、［DS2_v2 

Standard］に変更すると、7GB に倍増していることがわかります。この他、プロセッサのコア

数も 1 から 2 に倍増しています。 

 

16. ［Server Manager］を閉じます。 

17. 画面上のツールバーの［最小化］（ アンダーバーのアイコン）をクリックします。 

 

18. ［リモートデスクトップ接続］が最小化されます。［リモートデスクトップ接続］は後の演習

で使用しますので、終了しないでください。 
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演習 3 Azure ディスクストレージの管理 

 

作業 1 : マネージドディスクの作成と仮想マシンへの接続 

1. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

2. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

3. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［ディスク］

をクリックします。 

4. ［ディスク］が表示されます。画面右の［データディスクの追加］をクリックします。 

 

5. ［データディスク］が追加されます。［名前］をクリックし［ディスクの作成］をクリックし

ます。 
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6. ［マネージドディスクの作成］ブレードが表示されます。次のパラメーターを指定し、［作成］

をクリックします。 

 

パラメーター 値 

名前 MyDataDisk<自分の番号> 

リソースグループ MyRG<自分の番号> 

場所 <演習用リージョン>（変更不可） 

可用性ゾーン なし（変更不可） 

アカウントの種類 Standard HDD 

ソースの種類 なし（空のディスク） 

サイズ（GiB） 64 

 

 

7. マネージドディスク「MyDataDisk<自分の番号>」が作成されます。画面右の［MyDataDisk<

自分の番号>］の［ホストキャッシュ］を［なし］から［読み取り/書き込み］に変更し、コ

マンドメニューの［保存］をクリックします。 
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8. 仮想マシンにマネージドディスク「MyDataDisk」が接続されます。画面右上の［通知］（鐘

のアイコン）をクリックし、一覧の一番上に［仮想マシンのディスクが正常に更新されまし

た］が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 

 

作業 2 : ボリュームの作成 

 

1. 最小化していた［リモートデスクトップ接続］を最大化します。ここからの手順は、［リモー

トデスクトップ接続］内でおこないます。 

2. 画面左下の［Windows］アイコンで右クリックし、［Disk Management］をクリックします。 

 

3. ［Disk Management］が起動し、［Initialize Disk］が表示されます。［OK］をクリックします。 
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4. ［Disk Management］を最大化し、画面下の［Disk2］の［64GB Unallocated］パネルで右ク

リックし、［New Simple Volume］をクリックします。 

 

5. ［New Simple Volume Wizard］の［Welcome to the New Simple Volume Wizard］が表示さ

れます。［Next］をクリックします。 
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6. ［Specify Volume Size］が表示されます。［Next］をクリックします。 

 

7. ［Assign Drive Letter or Path］が表示されます。［Next］をクリックします。 

 

8. ［Format Partition］が表示されます。［Next］をクリックします。 
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9. ［Completing the New Simple Volume Wizard］が表示されます。［Finish］をクリックしま

す。 

 

10. ディスクがフォーマットされます。画面下の［Disk2］にドライブ番号が割り振られるまで待

機し、［Disk Management］を閉じます。 

 

11. ［Do you want to format it?］が表示されます。［Cancel］をクリックします。 
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12. タスクバーの［File Explorer］（フォルダーのアイコン）をクリックします。 

13. ［File Explorer］が起動します。画面左の［This PC］をクリックし、［New Volume］（64GB）

があることを確認します。 

 

14. ［File Explorer］を閉じます。 

15. 画面上のツールバーの［最小化］（ アンダーバーのアイコン）をクリックします。 

16. ［リモートデスクトップ接続］が最小化されます。［リモートデスクトップ接続］は後の演習

で使用しますので、終了しないでください。 

 

  



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 102 - 

演習 4 Azure 仮想ネットワークの管理 

 

作業 1 : 仮想ネットワークの作成 

1. Azure ポータル（https://portal.azure.com）の画面左の［リソースの作成］→［ネットワーキ

ング］→［仮想ネットワーク］をクリックします。 

 

2. ［仮想ネットワークの作成］ブレードが表示されます。次のパラメーターを指定し、［作成］

をクリックします。 

 

パラメーター 値 

名前 MyVNet<自分の番号>B  

アドレス空間 

192.168.0.0/16 

※［アドレス空間は仮想ネットワークと重ねっ

ています］と表示されても問題ありません 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

リソースグループ MyRG<自分の番号> 

場所 <演習用リージョン> 

サブネット名 Frontend 

サブネットアドレス範囲 192.168.1.0/24 
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DDoS 保護 Basic 

サービスエンドポイント 無効 

ファイアウォール 無効 

 

 

3. 仮想ネットワーク「MyVNet<自分の番号>B」が作成されます。画面右上の［通知］（鐘のア

イコン）をクリックし、一覧の一番上に［展開が成功しました］が表示されるまで待機し、

［通知］を閉じます。 

4. 画面左の［仮想ネットワーク］をクリックします。 

5. ［仮想ネットワーク］ブレードが表示されます。一覧から［MyVNet<自分の番号>B］をクリ

ックします。 

 

6. ［MyVNet<自分の番号>B］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［サブネット］

をクリックします。 



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 104 - 

7. ［サブネット］が表示されます。コマンドメニューの［サブネット］をクリックします。 

 

8. ［サブネットの追加］ブレードが表示されます。次のパラメーターを指定し、［OK］をクリ

ックします。 

 

パラメーター 値 

名前 Backend 

アドレス範囲 192.168.2.0/24 

ネットワークセキュリティグループ なし 

ルートテーブル なし 

サービスエンドポイント 0 項目が選択されました 

サブネットをサービスに委任 なし 
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9. サプネット「Backend」が作成されます。画面右上の［通知］（鐘のアイコン）をクリックし、

一覧の一番上に［サブネットが正常に追加されました］が表示されるまで待機し、［通知］を

閉じます。 

 

作業 2 : 新しい仮想ネットワークでの仮想マシンの作成 

1. Azure ポータルの画面左の［リソースの作成］→［Compute］→［Windows Server 2016 

Datacenter］をクリックします。 

2. ［仮想マシンの作成］ブレードの［基本］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : 

ディスク］をクリックします。 

 

パラメーター 値 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

リソースグループ MyRG<自分の番号> 

仮想マシン名 MyWeb<自分の番号>B 

地域 <演習用リージョン> 

可用性オプション インフラストラクチャ冗長は必要ありません 

イメージ Windows Server 2016 Datacenter 

サイズ Standard DS1 v2 

ユーザー名 myadmin 

パスワード Pa$$w0rd1234 

パスワードの確認 Pa$$w0rd1234 

パブリック受信ポート 選択したポートを許可する 

受信ポートを選択 RDP（3389） 

Windows Server のライセンスを既にお持ちの

場合 
いいえ 
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3. ［ディスク］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : ネットワーク］をクリック

します。 

 

パラメーター 値 

OS ディスクの種類 Premium SSD 

 

4. ［ネットワーク］が表示されます。次のパラメーターを指定します。 

 

パラメーター 値 

仮想ネットワーク MyVNet<自分の番号>B 

サブネット ［Backend］ 

パブリック IP アドレス <既定値> 

ネットワークセキュリティグループ Basic 

パブリック受信ポート 選択したポートを許可する 

受信ポートを選択 RDP 

高速ネットワーク オフ 

この仮想マシンを既存の負荷分散の後ろに配

置しますか？ 
いいえ 

 

5. ［管理］が表示されます。次のパラメーターを指定し、［次 : ゲストの構成］をクリックしま

す。 

 

パラメーター 値 

ブート診断 オフ 

OS のゲスト診断 オフ 

マネージドサービス ID オフ 
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自動シャットダウンを有効にする オフ 

バックアップの有効化 オフ 

 

6. ［ゲストの構成］が表示されます。そのまま、［次 : タグ］をクリックします。 

7. ［タグ］が表示されます。そのまま、［次 : 確認および作成］をクリックします。 

8. ［確認および作成］が表示されます。［作成］をクリックします。 

9. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>B」が作成されます。作成には、最大 10 分かかります。

画面右上の［通知］（鐘のアイコン）をクリックし、一覧の一番上に［展開が成功しました］

が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 

 

ワンポイント 

 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>B」の作成を待つ間に、次の［作業 3 : ピアリングの追加］

と［作業 4 : 仮想マシンへの IIS のインストールと Windows ファイアウォールの無効化］をお

こなうことができます。 

 

作業 3 : ピアリングの追加 

1. Azure ポータルの画面左の［仮想ネットワーク］をクリックします。 

2. ［仮想ネットワーク］ブレードが表示されます。一覧から［MyVNet<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

 

3. ［MyVNet<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［ピアリン
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グ］をクリックします。 

4. ［ピアリング］が表示されます。コマンドメニューの［追加］をクリックします。 

 

5. ［ピアリングの追加］ブレードが表示されます。次のパラメーターを指定し、［OK］をクリ

ックします。 

 

パラメーター 値 

名前 MyVNet<自分の番号>AtoB 

仮想ネットワークのデプロイモデル Resource Manager 

リソース ID を知っている <チェックなし> 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

仮想ネットワーク MyVNet<自分の番号>B 

仮想ネットワークアクセスを許可する 有効 

転送されたトラフィックを許可する <チェックなし> 

ゲートウェイ転送を許可する <チェックなし> 

リモートゲートウェイを使用する <チェックなし> 

 



Microsoft Azure 自習書シリーズ Azure IaaS 入門編 

- 109 - 

 

6. 仮想ネットワーク A から B へのピアリングが追加されます。Azure ポータルの画面左の［仮

想ネットワーク］をクリックします。 

7. ［仮想ネットワーク］ブレードが表示されます。一覧から［MyVNet<自分の番号>B］をクリ

ックします。 

8. ［MyVnet<自分の番号>B］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［ピアリング］

をクリックします。 

9. ［ピアリング］が表示されます。コマンドメニューの［追加］をクリックします。 

10. ［ピアリングの追加］ブレードが表示されます。次のパラメーターを指定し、［OK］をクリ

ックします。 

 

パラメーター 値 

名前 MyVNet<自分の番号>BtoA 

仮想ネットワークのデプロイモデル Resource Manager 

リソース ID を知っている <チェックなし> 

サブスクリプション <演習用サブスクリプション> 

仮想ネットワーク MyVNet<自分の番号>A 

仮想ネットワークアクセスを許可する 有効 

転送されたトラフィックを許可する <チェックなし> 

ゲートウェイ転送を許可する <チェックなし> 

リモートゲートウェイを使用する <チェックなし> 
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11. 仮想ネットワーク B から A へのピアリングが追加されます。 

 

作業 4 : 仮想マシンへの IIS のインストールと Windows ファイアウォー

ルの無効化 

 

1. 最小化していた［リモートデスクトップ接続］を最大化します。ここからの手順は、［リモー

トデスクトップ接続］内でおこないます。 

2. 画面左下の［Windows］アイコンをクリックし、スタートメニューから［Windows PowerShell］

をクリックします。 

 

3. ［Windows PowerShell］が起動します。次のコマンドを実行し、Web サーバー（IIS）をイン
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ストールします（△は半角スペースを意味します）。この設定は後の演習で使用します。 

 

Install-WindowsFeature△web-server  

 

 

4. 次のコマンドを実行し、Windows Firewall のプライベート設定とパブリック設定を無効化し

ます。この設定は後の演習で使用します。 

 

Set-NetFirewallProfile△-Profile△Private△-Enabled△False  

Set-NetFirewallProfile△-Profile△Public△-Enabled△False  
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5. ［Windows PowerShell］を閉じます。 

6. 画面上のツールバーの［閉じる］（X のアイコン）をクリックします。 

7. ［リモートセッションは切断されます］が表示されます。［OK］をクリックします。 

8. ［リモートデスクトップ接続］が終了します。 

9. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

10. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>A］をクリ

ックします。 

11. ［MyWeb<自分の番号>A］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［ネットワー

ク］をクリックします。 

12. ［ネットワーク］が表示されます。ネットワークインターフェイスの［パブリック IP アドレ

ス］と［プライベート IP アドレス］を記録します。この IP アドレスは後の演習で使用しま

す。 

 

パラメーター 値 

MyWeb<自分の番号>A のパブリック IP アド

レス 

 

 

MyWeb<自分の番号>A のプライベート IP ア

ドレス 
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作業 5 : ピアリングによる仮想マシン間の接続の確認 

1. Azure ポータルの画面左の［Virtual Machines］をクリックします。 

2. ［Virtual Machines］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分の番号>B］をクリ

ックします。 

3. ［MyWeb<自分の番号>B］ブレードの［概要］が表示されます。コマンドメニューの［接続］

をクリックします。 

4. ［仮想マシンに接続する］ブレードの［RDP］が表示されます。［RDP ファイルのダウンロ

ード］をクリックします。 

5. Internet Explorer の画面下に［portal.azure.com から MyWeb<自分の番号>B.rdp を開くか、

または保存しますか？］が表示されます。［ファイルを開く］をクリックします。 

6. ［Web サイトで、このプログラムを使って Web コンテンツを開こうとしています］が表示

された場合。［許可する］をクリックします。 

7. ［このリモート接続の発行元は識別できません。接続しますか？］が表示された場合、［接続］

をクリックします。 

8. ［資格情報を入力してください］が表示されます。ユーザー名「myadmin」、パスワード

「Pa$$w0rd1234」でサインインします。 

9. ［このリモートコンピューターの ID を識別できません。接続しますか？］が表示された場

合、［はい］をクリックします。 

10. 仮想マシン「MyWeb<自分の番号>B」にリモートデスクトップ接続されます。ここからの手

順は、リモートデスクトップ接続内でおこないます。 

11. 画面右に［Networks］が表示された場合、［No］をクリックします（［Yes］、［No］のどちら

かを選択、またはキャンセルしても演習に影響はありません）。 

12. Windows Server 2016 のデスクトップ画面が表示され、自動的に［Server Manager］が起動し

ます。［Server Manager］を閉じます。 

13. 画面左下の［Windows］アイコンをクリックし、スタートメニューから［Windows PowerShell］

をクリックします。 

14. ［Windows PowerShell］が起動します。次のコマンドを実行し、異なるリージョンの仮想ネ

ットワーク間で通信が可能であることを確認します。 
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ping△<MyWeb<自分の番号>A のプライベート IP アドレス>  

 

 

15. タスクバーの［Internet Explorer］（アルファベットの e のアイコン）をクリックします。 

16. Internet Explorer が起動し、［Setup Internet Explorer］が表示されます。［OK］をクリックし

ます。 

 

17. http://<MyWeb<自分の番号>A のプライベート IP アドレス>にアクセスします（この URL

は http://を省略せずに入力してください）。 

18. IIS の既定ページが表示されることを確認し、Internet Explorer を閉じます。 
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19. 画面上のツールバーの［閉じる］（X のアイコン）をクリックします。 

20. ［リモートセッションは切断されます］が表示されます。［OK］をクリックします。 

21. ［リモートデスクトップ接続］が終了します。 

 

作業 6 : ネットワークセキュリティグループの構成 

1. Internet Explorer で［Shift］と［Ctrl］と［p］を同時に打鍵します。 

2. Internet Explore（InPrivate ブラウズ）が起動します。http://<MyWeb<自分の番号>A のパ

ブリック IP アドレス>にアクセスします（この URL は http://を省略せずに入力してくださ

い）。 

3. ［このページを表示できません］が表示されます。 

 

4. Internet Explorer を Azure ポータルに切り替え、画面左の［すべてのサービス］→［ネット

ワーキング］の［ネットワークセキュリティグループ］をクリックします。 
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5. ［ネットワークセキュリティグループ］ブレードが表示されます。一覧から［MyWeb<自分

の番号>A-nsg］をクリックします。 

 

6. ［MyWeb<自分の番号>A-nsg］ブレードの［概要］が表示されます。メニューから［受信セ

キュリティ規則］をクリックします。 

7. ［受信セキュリティ規則］が表示されます。コマンドメニューの［追加］をクリックします。 
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8. ［受信セキュリティ規則の追加］ブレードが表示されます。最初にコマンドメニューの［Basic］

をクリックしてから、次のパラメーターを指定し、［追加］をクリックします。 

 

パラメーター 値 

サービス HTTP 

ポート範囲 80（変更不可） 

優先度 100 

名前 HTTP 

説明 <なし> 

 

 

9. 受信セキュリティ規則「HTTP」が作成されます。画面右上の［通知］（鐘のアイコン）をク

リックし、一覧の一番上に［セキュリティ規則が作成されました］が表示されるまで待機し、

［通知］を閉じます。 

10. Internet Explorer を［このページを表示できません］に切り替え、［F5］キー（最新の情報に

更新）を押します。 

11. IIS の既定ページが表示されることを確認し、Internet Explorer（InPrivate ブラウズ）を閉じ

ます。 
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ワンポイント 

 IIS の既定のページが表示されない場合、しばらく待ってから、もう一度、［F5］キー（最新

の情報に更新）を押して確認するか、一度、Internet Explorer（InPrivate ブラウズ）を再起動

して、確認します。 
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トレーニングを終了する前に 

 

 トレーニング参加者は、これまでの演習で仮想マシンをはじめとした Microsoft Azure のリソ

ースを複数作成しています。これらは課金の対象です。不要な課金を抑えるため、演習が完了し

たら、すべてのリソースを削除します。演習では、すべてのリソースを単一のリソースグループ

に格納しているため、リソースグループを削除することで、簡単にすべてのリソースを削除する

ことができます。ただし、個人用ダッシュボード（非課金）はリソースグループを削除しても、

削除されないため、手動で削除します。 

 

作業 1 : リソースグループの削除 

1. Azure ポータル（https://portal.azure.com）の画面左の［リソースグループ］をクリックしま

す。 

 

2. ［リソースグループ］ブレードが表示されます。一覧から［MyRG<自分の番号>］をクリッ

クします。 
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3. ［MyRG<自分の番号>］ブレードの［概要］が表示されます。コマンドメニューの［リソー

スグループの削除］をクリックします。 

 

4. ［”MyRG<自分の番号>”を削除しますか？］ブレードが表示されます。［リソースグループ名

を入力してください］に「MyRG<自分の番号>」と入力し、［削除］をクリックします。 

 

5. リソースグループ「MyRG<自分の番号>」が削除されます。画面右上の［通知］（鐘のアイコ
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ン）をクリックし、一覧の一番上に［リソースグループ “MyRG<自分の番号>”を削除しまし

た］が表示されるまで待機し、［通知］を閉じます。 

 

ワンポイント 

 演習により「cloud-shell-storage-<リージョン名>」や「NetworkWatcherRG」が作成されて

いる場合があります。不要な場合、これらのリソースグループも削除します。なお、これらの

リソースグループの削除の完了を待つ間に、次の［作業 2 : 個人用ダッシュボードの削除］を

おこなうことができます。 

 

作業 2 : 個人用ダッシュボードの削除 

1. Azure ポータルの画面左の［ダッシュボード］をクリックします。 

2. ［MyPortal<自分の番号>］が表示されます。画面中上の［削除］をクリックします。 

 

3. ［このダッシュボードを削除しますか？］が表示されます。［OK］をクリックします。 

 

4. ダッシュボード「MyPortal<自分の番号>」が削除されます。 

 


