
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Microsoft System Center 2016 

ホワイトペーパー 

 
IT プロフェッショナル向け技術概要 

2016 年 7 月 

 

 

 

 

  



Copyright 
 

このドキュメントに記載されている情報は、このドキュメントの発行時点におけるマイクロソフトの見解を反映したものです。

変化する市場状況に対応する必要があるため、このドキュメントは、記載された内容の実現に関するマイクロソフトの確約と

はみなされないものとします。また、発行以降に発表される情報の正確性に関して、マイクロソフトはいかなる保証もいたし

ません。 

 

このホワイトペーパーは情報の提供のみを目的としています。明示、黙示または法律の規定に関わらず、これらの情報につい

てマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

 

お客様ご自身の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願います。このドキュメントのいかなる

部分も、米国 Microsoft Corporation の書面による許諾を受けることなく、その目的を問わず、どのような形態であっても、

複製または譲渡することは禁じられています。ここでいう形態とは、複写や記録など、電子的な、または物理的なすべての手

段を含みます。ただしこれは、著作権法上のお客様の権利を制限するものではありません。 

 

マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財

産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれら

の特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。 

 

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

Microsoft、Microsoft Azure、SQL Server、Visual Studio、Windows、および Windows PowerShell は、Microsoft グルー

プの商標です。 

 

その他すべての商標は、該当する各社が所有しています。 



目次 
はじめに ....................................................................................................................... 4 

データセンターとクラウド管理の統合 .................................................................................. 5 

System Center 2016 の機能 ............................................................................................ 7 

インフラストラクチャのプロビジョニング ..................................................................................... 7 

堅牢な Linux サポートによるエンタープライズクラスの仮想化管理 ................................................................ 8 

Windows Server の規模とパフォーマンスのサポート .................................................................................. 9 

ファイバー チャネルによる SAN 接続....................................................................................................... 9 

記憶域の QoS 管理 ............................................................................................................................... 9 

シンプルなプロビジョニングおよび移行 .................................................................................................. 10 

マルチテナント クラウド インフラストラクチャ ....................................................................................... 11 

Microsoft Azure まで拡張された使い慣れた管理 ....................................................................................... 12 

インフラストラクチャの監視 ..................................................................................................... 12 

最適な Windows の監視、堅牢なクロスプラットフォーム サポート .............................................................. 13 

ネットワーク監視とクラウド インフラストラクチャの正常性 ....................................................................... 13 

高度な監視機能: ................................................................................................................................ 14 

ワークロード監視のベスト プラクティス ................................................................................................. 15 

自動化 .................................................................................................................................. 16 

サービスとプロセスの自動化と管理 ........................................................................................................ 16 

高度な自動化管理 ............................................................................................................................... 17 

自動化と統合によるアプリケーション層の規模の最適化 .............................................................................. 17 

バックアップと復旧: ............................................................................................................... 18 

インフラストラクチャのバックアップと復旧 ............................................................................................ 18 

ワークロード対応バックアップ ............................................................................................................. 19 

高度なバックアップ ............................................................................................................................ 19 

IT サービスの管理 .................................................................................................................. 20 

プライベート クラウドの容量に対するセルフサービス要求 .......................................................................... 20 

業界標準のサービス管理およびプロセス ワークフロー ................................................................................ 21 

ビジネスおよび運用の洞察 ................................................................................................................... 21 

まとめ ........................................................................................................................ 21 

次のステップ ............................................................................................................... 22 

 



 

はじめに 
ビジネス ニーズの高まりとテクノロジ イノベーションの進化により、IT プロフェッショナルが、より適切にビジネス要件に

応じた IT リソースを提供できるまたとない機会が訪れています。今日の組織は、IT インフラストラクチャを拡張して高い柔

軟性およびスケーラビリティを確保するために、ハイブリッド クラウドの採用を進めています。企業は、共有リソースだけで

なく、変化するビジネス ニーズに対応してオンデマンドで規模を拡大縮小する弾力性などのメリットを活用し、ダウンタイム

および障害発生の最小化とコスト効率の最大化を実現できる包括的なインフラストラクチャ管理ソリューションを求めていま

す。 

 

従来のデータセンターをプライベート クラウドに変えることで、俊敏性が高まり、リソースをより効率的に管理できるように

なります。また、ハイブリッド クラウド モデルを使用して、データセンターをパブリック クラウドに拡張することもできま

す。Microsoft ハイブリッド クラウドを使用すると、ワークロードをデータセンターから Microsoft Azure またはホスティン

グ サービス プロバイダーのデータセンターに簡単に移行でき、インフラストラクチャの状況も引き続き完全に把握できます。

オンプレミスとクラウドの両方のリソースを活用するハイブリッドアプリケーションを構築できます。また、より高い効率性

と低いコストで記憶域、バックアップ、および復旧オプションを活用できます。(Gartner レポート『By 2017, 50 percent 

of total IT spending will be sent out of the formal IT organizations』による) 

 

ビジネス ニーズに対応するためのデータセンターの最新化 
従来のインフラストラクチャ管理では、IT チームは、変化し続けるビジネス要件に応じて IT リソースを提供しなければなら

ないという重圧に常にさらされています。長期および短期を含めてさまざまなプロジェクトおよび部署の要件によって、IT リ

ソースの提供コストは日々増加しており、ビジネスの収益モデルに影響を及ぼしています。適切なソリューションがなければ、

インフラストラクチャの運用および管理は複雑化し、非効率化する可能性があります。 

 

インフラストラクチャ管理のためにビジネスが直面している一般的な課題のいくつかは、次のとおりです。 
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データセンターとクラウド管理の統合 
Microsoft は、その専門知識と経験を結集し、ハイブリッド クラウドに対する新しいアプローチの一環として最先端のエン

タープライズ オペレーティング システム、プラットフォーム、およびアプリケーションを提供します。製品およびサービスか

らなる最新のプラットフォームは、組織が現在のインフラストラクチャを、弾力性に富み、スケーラブルで信頼性のあるクラ

ウド インフラストラクチャに変換するために役立ちま

す。さまざまなプラットフォーム、場所、およびデバイ

スにわたって最新のアプリケーションを迅速かつ柔軟に

構築および管理し、場所やデバイスにとらわれることな

くユーザーの生産性を押し上げます。Microsoft は、独

自の立場から、企業のプライベート クラウド、ハイブ

リッド  クラウド、およびパブリック  クラウド 

(Windows Server 2016 および System Center 2016、

Windows Azure、Microsoft Azure Stack を使用した

サービス プロバイダーのパブリック クラウド製品な

ど) にわたって一貫性のある包括的な一連のクラウド機

能を提供しています。 

 

Microsoft System Center 2016 は、オンプレミス、サービス プロバイダー、および Windows Azure 環境にわたって統合さ

れた管理エクスペリエンスを提供します。これには、リソース プロビジョニング、構成、監視、自動化、サービス管理、エン

ドポイント保護、およびバックアップと復旧のためのインフラストラクチャ管理および DevOps の重要な局面が含まれます。

System Center 2016 は、一貫性のある統合された管理によってデータセンターを最新の IT に変革するために役立ちます。 

 

System Center 2016 は、Microsoft Operations Management Suite (OMS) によって拡張され、新しい管理機能を実現し、

すべてのデータセンターやクラウドにわたって完全なハイブリッド管理エクスペリエンスを提供します。System Center を使

用すると、IT チームは、オンプレミス、Azure、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドなど、どのようなインフラスト

ラクチャ プラットフォームも仮想的に管理できるようになります。Windows Server、Linux、VMware、または OpenStack 

での実行がサポートされます。 

 

 
 

図 1: 統合されたデータセンターおよびクラウド管理のための System Center 2016 

「Microsoft のクラウド インフラストラクチャを使用

することで、当社は、IT コストを 75% 削減し、多数

の IT スタッフを抱えたビジネスから脱却しました。」 

 

Craig Cuyar 

Global CIO、Cushman & Wakefield 
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向上したパフォーマンスと使いやすさ 

System Center 2016 は、シンプルで直感的な管理コンソールや、リアルタイムでインフラストラクチャ リソースを監視し

てアラートをアクティブ化する一元管理により、パフォーマンスが向上し、使いやすくなっています。また、事前定義済みテ

ンプレート、ワンクリック機能、アラートの調整、より効率的な構成管理および自動化のための優れた IT 管理によって、

ユーザー エクスペリエンスも向上しています。 

 

追加された展開および管理サポート 

System Center 2016 は、複数のハイパーバイザーおよびオペレーティング システムを含む異種環境を管理できます。

Windows Server 2016 と組み合わせることで、ソフトウェアによるデータセンター (SDDC) への変換をサポートし、コン

ピューティング、記憶域、ネットワーク、およびセキュリティを担うインフラストラクチャ リソースを展開、構成、および管

理します。 

 

クラウドへの管理の拡張 

インフラストラクチャをクラウドに拡張する場合も、System Center 2016 は、Microsoft Azure と AWS のいずれを使用し

ているかに関係なく、クラウド リソースの管理の統合に役立ちます。高度な統合の場合は、Operations Management Suite 

によって System Center が補完され、真のハイブリッド環境の管理および監視が可能になります。 
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System Center 2016 の機能 
System Center 2016 は、データセンターを変換するための 5 つの主要な機能を提供します。 

 

 
 

図 2: System Center 2016 の機能 

 

 

インフラストラクチャのプロビジョニング 
さまざまなビジネス要件に合わせて物理インフラストラクチャ、仮想インフラストラクチャ、およびクラウド インフラストラ

クチャなどのエンタープライズ リソースをプロビジョニングおよび管理します。異種プラットフォームでの System Center 

2016 のプロビジョニング機能により、1 つまたは複数のテナントにわたるビジネス ワークロードのスケーラビリティ、高可

用性、およびパフォーマンスが確保されます。これには、コンピューティング、記憶域、およびネットワーク リソースのプロ

ビジョニングが含まれます。 

 

 
 

図 3: Linux および Windows 仮想マシンのプロビジョニングのための高度な機能 
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堅牢な Linux サポートによるエンタープライズクラスの仮想化管理 
Microsoft は、継続的にオープン ソース ソフトウェア (OSS) サポートのさらなる強化に貢献しています。System Center 

2016 は、単一のコンソールで Hyper-V 上および Azure 上に Linux 仮想マシンをプロビジョニングする機能を提供します。

今日世の中で使われている System Center の事例の約 25% で Linux も管理されています。つまり、多様な環境を管理して

きた豊富な歴史があります。 

 

Microsoft の Linux Integration Services (LIS) チームは、対応する Linux ドライバーの開発を継続的に進めています。それ

らのドライバーは、Linux の上流カーネルと直接通信するため、CentOS、Debian、Red Hat、SUSE、Ubuntu などの主要な

ディストリビューションの今後のリリースと直接統合できます。 

 

 仮想プロセッサのスケーラビリティ: System Center 2016 は、Linux オペレーティング システム上で実行されるコ

ンピューティング集約型ワークロードに対してスケーラビリティおよびさまざまな性能を提供します。現時点では、

Linux を実行している仮想マシンに最大 64 の仮想プロセッサを追加できます。Linux オペレーティング システムに

よってサポートされる仮想プロセッサの数は、それより少ない場合があります。詳細については、個々のオペレー

ティング システムについて公開されている情報を参照してください。 

 統合 2D フレーム バッファー ドライバー: 統合フレーム バッファー ドライバーによって、Hyper-V 上で実行されて

いる Linux 仮想マシンのグラフィックス性能が大きく向上します。このドライバーによって、Hyper-V 上でデスク

トップ モードでホストされている Linux ゲストはフル HD (1920x1080) 解像度を実現できます。 

 動的メモリ: System Center 2016 は、Linux ワークロードに対して動的メモリ サポートを提供します。Linux 動的

メモリ ドライバーは、Linux 仮想マシン上のメモリ使用量を継続的に監視し、定期的にレポートします。仮想マシン

の動的メモリは自動的に割り当ておよび割り当て解除できます。これらのドライバーは、ホット アドとバルーニング

の両方をサポートし、Start、Minimum RAM、Maximum RAM などのパラメーターを使用して構成できます。 

 Linux kdump/kexec のサポート: Hyper-V インフラストラクチャは、対応記憶域およびネットワーク ドライバー

を使用してクラッシュ ダンプをシームレスに作成できるように拡張されており、特別な構成は不要になりました。

Linux ユーザーは、ネットワーク上で、またはアタッチされた記憶装置を使用して、自由にコアをダンプできます。 

 マスク不可能割り込み (NMI) のサポート: NMI は、アプリケーションの不具合により応答しなくなったオペレー

ティング システムのクラッシュ ダンプの取得に役立ちます。Linux 仮想マシンが応答しない場合、NMI を使用して

システムをパニック状態にするためのオプションが用意されています。これは、カーネルまたはユーザー モード コ

ンポーネントが原因でデッドロックが発生したシステムを診断するために非常に役立ちます。 

 メモリマップ I/O (MMIO) ギャップの指定: MMIO によって、仮想アプライアンスの製造元は使用可能な RAM に

対する詳細な制御が可能になります。MMIO ギャップは、通常、アプライアンスの Just Enough Operating System 

(JeOS) とアプライアンスを稼働させている実際のソフトウェア インフラストラクチャとの間で、使用可能な物理メ

モリを分割するために使用されます。 

 Linux セキュア ブート: Hyper-V 上の第 2 世代仮想マシン上で動作する Linux OS を、セキュア ブート オプショ

ンを有効にして起動します。このセキュア ブート オプションでは、UEFI ベースのセキュア ブート モードが使用さ

れて、UEFI データ ストアに格納されているシグネチャでオペレーティング システム コンポーネントが検証されま

す。仮想マシンを初めて起動する前に、Microsoft UEFI Certificate Authority を使用するように仮想マシンを構成し

ます。これは、Hyper-V マネージャーまたは System Center 2016 Virtual Machine Manager から、あるいは 

Windows PowerShell を使用して行えます。 

 オンライン Linux VHDX のサイズ変更: Hyper-V 上で動作している Linux 仮想マシンの容量固定の仮想ハード 

ディスク (VHD) を動的にサイズ変更して、容量固定形式のパフォーマンス上のメリットを維持しながら、より多く

の記憶域を割り当てることができます。 
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Windows Server の規模とパフォーマンスのサポート 
System Center 2016 は、Windows Server 2016 などの Windows Server のプロビジョニングおよび管理のネイティブ サ

ポートを提供します。System Center は、ゲスト オペレーティング システムとして Windows Server を使用する仮想マシ

ンを管理するための高度な機能を備えています。 

 

 ホットアド メモリおよびネットワーク アダプター: 第 1 世代と第 2 世代の両方の仮想マシンに構築された稼働中の

仮想マシンに割り当てられるメモリを変更します。また、第 2 世代の仮想マシンに構築された稼働中の仮想マシンに

ネットワーク アダプターを追加することもできます。 

 Nano Server のライフサイクル管理: Windows Server 2016 の新しいインストール オプションである Nano 

Server の以下を含むライフサイクル管理を実行します。 

o System Center 2016 の Virtual Machine Manager (VMM) 用に Nano Server ベースのホストを準備する。 

o ベアメタル マシンを Nano Server ベースのホスト、コンピューティング クラスター、および記憶域クラ

スター (非集約型とハイパーコンバージドの両方) として構成する。 

o 既存の Nano Server ベースのスタンドアロン ホスト、コンピューティング クラスター、および記憶域クラ

スター (非集約型とハイパーコンバージドの両方) を VMM を使用して追加および管理する。 

 仮想マシンのチェックポイント: 稼働中の仮想マシンの状態、データ、およびハードウェア構成をキャプチャするた

めの多様なチェックポイントを仮想マシンに提供します。 

o 運用チェックポイントは、仮想マシンの "特定の時点" のイメージであり、後で、すべての運用ワークロー

ドで完全にサポートされている方法で復元できます。これは、保存された状態テクノロジを使用する代わり

にゲスト内のバックアップ テクノロジを使用してチェックポイントを作成することで実現されます。 

o 運用専用チェックポイントは、1 つの大きな違いを除いて運用と同じです。それは運用チェックポイントを

作成できない場合はチェックポイントが作成されないことです。これが、運用では異なり、運用チェックポ

イントを作成できない場合は、代わりに標準チェックポイントが作成されます。 

o 標準チェックポイントは、実行中の仮想マシンの状態、データ、およびハードウェア構成をキャプチャする

ものであり、開発およびテスト シナリオでの使用を意図したものです。標準チェックポイントは、問題をト

ラブルシューティングするために、実行中の仮想マシンの特定の状態を再現する必要がある場合に特に役立

つことがあります。 

 オンライン VHDX のサイズ変更では、Hyper-V 上の実行中の仮想マシンの仮想ハード ディスクをサイズ変更するこ

とによってスケーラビリティを高めることができます。オンラインのサイズ変更を実行するには、.VHDX ファイルが 

SCSI コントローラーにアタッチされている仮想マシンが必要です。この機能は、.VHD ファイルまたは IDE コント

ローラーではサポートされていません。 

 

ファイバー チャネルによる SAN 接続 
System Center 2016 では、ファイバー チャネルの統合のサポートが向上しています。ファイバー チャネル SAN デバイス

の統合、検出、追加をシームレスに実行でき、それと同時に iSCSI およびファイバー チャネル機能を一元的に管理できます。

接続後は、LUN の作成と割り当て、ディスクの初期化、パーティションとボリュームの作成、容量の削除、ボリュームのマウ

ント解除、LUN のマスクなど高度な記憶域管理を実行できます。 

 

記憶域の QoS 管理 
Windows Server 2016 および System Center 2016 Virtual Machine Manager は、記憶域サービス品質 (QoS) ポリシー

による効率的な記憶域リソース管理のための新機能を提供します。これらのポリシーを使用することで IT チームは、しきい

値を管理して記憶域リソースの QoS を保証できます。これらのしきい値には、最小、または最大の IOPS、あるいは MB/s 単

位の最小または最大の帯域幅を使用できます。任意の単一の仮想マシン、または仮想マシンのグループにカスタムの QoS ポリ

シーを定義できます。 
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シンプルなプロビジョニングおよび移行 
System Center 2016 は、データセンター内およびクラウド上のインフラストラクチャ リソースのプロビジョニングの簡素

化を実現します。これらの機能には、仮想マシン、SAN デバイス、ネットワーク デバイスなどのリソースのプロビジョニン

グが含まれます。System Center は、簡単な方法によるオンプレミスのデータセンターからクラウドへの仮想マシンの移行も

可能にします。 

 

 スケールアウト ファイル サーバーおよび記憶領域の展開: スケールアウト ファイル サーバーは、ファイル ベースの

サーバー アプリケーション記憶域用に継続的に使用可能なスケールアウト ファイル共有を提供します。スケールア

ウト ファイル共有によって、同じクラスターの複数のノードから同じフォルダーを共有できます。サーバー メッ

セージ ブロック (SMB) スケールアウトを使用しているマルチノード ファイル サーバー クラスターがある場合、

Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 を実行しているコンピュー

ターは、4 つのノードのいずれからでもファイル共有にアクセスできます。これは、新しい Windows Server の

フェールオーバー クラスタリング機能と Windows ファイル サーバー プロトコル SMB 3.0 の機能を使用すること

で実現されます。System Center 2016 は、ベアメタル上のスケールアウト ファイル サーバー クラスターの展開お

よび管理を可能にします。 

 クラスター OS のローリング アップグレード: クラスター OS のローリング アップグレードは、Windows Server 

2016 の新機能であり、Hyper-V または スケールアウト ファイル サーバーのワークロードを停止することなく、ク

ラスター ノードのオペレーティング システムを Windows Server 2012 R2 から Windows Server 2016 にアップ

グレードできます。ノードのドレインから、ノードの削除、オペレーティング システムの再インストール、および

ノードをクラスターに再び追加するまでのワークフローを調整します。クラスターをアップグレードするために追加

のハードウェアは必要ありません。アップグレード プロセスは、すべてのクラスター ノードで Windows Server 

2016 が実行されているときに顧客が "帰還不能点" を選択するまでは元に戻せます。また、混在 OS モードで稼働し

ている間の修正プログラムの適用やメンテナンス操作もサポートされています。 

 テンプレートベースのプロビジョニング: 事前定義済みテンプレートを使用して仮想マシンをプロビジョニングする

ことで、手作業を軽減し、誤りが発生する可能性を排除します。System Center 2016 の  Virtual Machine 

Manager では、標準化されたアプリケーションのブループリントを定義できます。このブループリントを使用すると、

共有リソース プールにアプリケーション サービスを自動的に展開して、アプリケーションのプロビジョニングを簡

素化することができます。これらのテンプレートは、Windows と Linux のどちらを実行している仮想マシンのプロ

ビジョニングにも使用できます。 

 シールドされた VM と保護されたファブリック: シールドされた VM と保護されたファブリックを構成することで、

管理者への悪意のある攻撃およびマルウェアから仮想マシンを保護し、より安全な環境を提供します。さらに、悪意

のあるソフトウェアを実行している仮想マシンからホストや他の仮想マシンを保護し、侵害されたホストから仮想マ

シンを保護します。 

o シールドされた VM は、仮想 TPM を持つ第 2 世代 (Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、

および Windows Server 2012 でサポートされる) であり、BitLocker で暗号化され、ファブリック内の正

常な承認されたホストでのみ動作可能です。 

o 保護されたファブリックは、1 つ以上の保護されたホストおよび一連のシールドされた仮想マシンを持つ 1 

つのホスト ガーディアン サービス (HGS) (通常は 3 つのノードからなるクラスター) で構成されます。

HGS は、保護されたファブリックの 2 つの異なる展開 (構成証明モード) をサポートします。第一に、ハー

ドウェアベースの TPM によって信頼される構成証明をお勧めします。それがより強い保証を提供するため

です (ただし、それには Hyper-V ホストが TPM 2.0 を搭載している必要があります)。第二に、現在 TPM 

2.0 を所有していない場合、HGS は、管理によって信頼される構成証明 (AD ベース) もサポートします。 

 ホストの動的最適化: System Center 2016 の Virtual Machine Manager は、動的最適化と電力の最適化の両方の

機能を備えており、ホスト クラスターに対してオンデマンドで動的最適化を実行します。 

o 動的最適化により、ホスト クラスター内の仮想マシンを移行して、ホスト間の負荷分散を改善し、仮想マシ

ンの配置制約違反を修正することができます。ホスト グループで動的最適化を構成し、ホスト クラスター

内の仮想マシンを、指定した頻度およびアグレッシブ レベルで移行できます。アグレッシブ レベルによっ

て、動的最適化中に移行の開始が必要とされる負荷の不均衡の量が決まります。動的最適化設定を指定でき

るリソースは、CPU、メモリ、ディスク I/O、およびネットワーク I/O です。 
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o 電力の最適化は、ホスト クラスター内のリソース要件を満たすために必要とされなくなったホストをオフに

して、必要になったときにオンに戻すことで、エネルギーの節約に役立ちます。この機能がオンになってい

る間、電力の最適化は常時実行されます。ただし、1 週間のうち電力の最適化を実行する時間および曜日を

スケジュールできます。電力の最適化設定には、CPU、メモリ、ディスク領域、ディスク I/O、およびネッ

トワーク I/O があります。 

 記憶域スペース ダイレクト: System Center 2016 によって、非集約型およびハイパーコンバージド トポロジで、

記憶域スペース ダイレクト (S2D) を使用して記憶域クラスターを展開および管理できます。記憶域スペース ダイレ

クトは、Microsoft Windows Server のソフトウェアによる記憶域 (SDS) の機能です。これによって、ローカル記憶

域で高可用性を備えたスケーラブルな記憶域システムの構築が可能になり、SATA や NVMe ディスク デバイスなど、

以前は共有ディスクを持つクラスター化記憶域スペースでは使用できなかった新しいクラスのディスク デバイスの使

用が可能になります。S2D によって、共有 SAS ファブリックの必要性とその複雑さが排除されますが、さらにコス

トの削減に役立つ SATA ソリッドステート ドライブや、パフォーマンスが向上する NVMe ソリッドステート デバイ

スなどのデバイスの使用も可能になります。 

 入れ子になった仮想化: 入れ子になった仮想化により、Hyper-V ホスト自体を仮想化し、Hyper-V ホストを Hyper-

V 仮想化環境内の仮想マシンとして実行できます。これにより、個別のハードウェアを必要とせずに、仮想化環境で 

Hyper-V ラボを実行するための強固なシナリオが実現されます。また、これによって、ハードウェア仮想化サポート 

コンポーネント (Intel VT-x や AMD-V など) をゲスト仮想マシンに公開し、入れ子になった仮想化を実現できます。 

 

マルチテナント クラウド インフラストラクチャ 
System Center 2016 は、マルチテナント モードで機能し、顧客ごとにインフラストラクチャ リソースを完全に分離できる

ように設計されています。また、可視性が強化され、詳細なチャージバック レポートによって顧客ごとのインフラストラク

チャ リソースの使用に対する詳細な洞察を得ることができます。System Center には、独自のビジネス要件に合わせてハイ

パーバイザー プラットフォームを選択できる柔軟性があります。 

 

 マルチハイパーバイザー インフラストラクチャ: System Center 2016 Virtual Machine Manager (VMM) では、

VMware vCenter Server と直接統合することで、VMware ESXi ホストなど複数のハイパーバイザー プラット

フォームにわたる仮想マシンとサービスの展開および管理が可能です。VMM では、複数ハイパーバイザーのリソー

スを管理したり提供したりすることも、それらのリソースをプライベート クラウドの展開に使用できるようにするこ

とも、すべて共通ユーザー インターフェイスと共通コマンド ライン インターフェイス (CLI) から行えます。Virtual 

Machine Manager から ESXi ホストの検出および管理など VMware の日常の運用を実行し、ESXi ホストで仮想マ

シンを作成、管理、格納、および配置します。 

 仮想ネットワーク管理: System Center 2016 は、ソフトウェアによるネットワーク制御 (SDN) のための統合管理

を実現します。事前に定義されたカスタマイズ可能なサービス テンプレートを使用して、ネットワーク コントロー

ラー、ゲートウェイ、およびソフトウェア ロード バランサー (SLB) などの SDN コンポーネントを容易に展開しま

す。従来のゲートウェイ クラスターの代わりに柔軟なゲートウェイ プールを作成および管理し、より少ない数の仮

想マシンで高可用性を実現し、ポート アクセス制御リスト (ポート ACL) を使用して仮想マシンで送受信するネット

ワーク トラフィックを制御できます。 

 マルチテナント エッジ ゲートウェイ: System Center 2016 は、複数のホスト間 VPN テナント接続、ゲートウェイ 

NAT 機能によるテナント仮想マシンのインターネット アクセス、およびプライベート クラウド実装のための転送

ゲートウェイ機能をサポートするマルチテナント ゲートウェイ ソリューションを提供します。Hyper-V ネットワー

ク仮想化は、NVGRE を使用してテナント仮想ネットワークの分離を提供します。これによって、テナントは独自の

アドレス空間を使用でき、ホスティング プロバイダーは分離に VLAN を使用する場合に比べて高いスケーラビリ

ティを実現できます。 

 IP アドレス管理: IPAM は、企業またはクラウド サービス プロバイダー (CSP) のネットワーク上の IP アドレスと 

DNS インフラストラクチャを管理および監視する高度にカスタマイズ可能な機能を提供します。IPAM を使用するこ

とで、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) およびドメイン ネーム システム (DNS) を実行しているサーバーを監視、

監査、および管理できます。VMM で、Windows Server 2012 R2 または Windows Server 2016 を実行する IP ア

ドレス管理 (IPAM) サーバーをリソースに追加できます。IPAM サーバーを追加した後は、VMM で論理ネットワー
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クおよび仮想マシンネットワーク (VM ネットワーク) に関連付けられている IP アドレス設定は、IPAM サーバーに

格納されている設定と同期を維持します。Windows Server 2016 では、IPAM に多数の新機能および機能の向上が

含まれています。たとえば、DNS サービス管理の強化、複数の Active Directory フォレストのサポート、使用量

データの消去、役割ベースのアクセス制御のための Windows PowerShell サポート、強化された IP アドレス管理、

統合された DNS、DHCP、および IP アドレス (DDI) 管理などです。 

 

Microsoft Azure まで拡張された使い慣れた管理 
System Center 2016 は、データセンターまたは Azure 環境内で実行される仮想マシンをプロビジョニングおよび管理する

ための統合ソリューションです。また、オンプレミスから Azure インフラストラクチャへの仮想マシンの移行も可能にします。 

 

 Azure に移行されたワークロード: System Center 2016 Data Protection Manager (DPM) は、保存と障害復旧を

目的とした、オンプレミスの物理マシンおよび仮想マシンからクラウドへの移行を可能にします。DPM にバックアッ

プされたデータは、テープにもディスクにも格納でき、Microsoft Azure Backup を使用して Azure にバックアップ

することもできます。System Center 2016 および更新プログラム 3 を適用済みの System Center 2012 R2 では、

DPM を Azure 仮想マシンとして展開できます。DPM が Azure 仮想マシンとして展開されている場合、データを 

DPM Azure 仮想マシンにアタッチされている  Azure ディスクにバックアップすること、つまり、Recovery 

Services コンテナーにバックアップしてデータ記憶域をオフロードすることができます。 

 Azure インスタンスの管理: System Center 2016 は、オンプレミスや Azure 環境全体の仮想マシンの統合された

プロビジョニングおよび管理を実現します。Azure サブスクリプションを VMM コンソールに追加することで、

Azure 内で実行されている仮想マシンに対して、インスタンスの起動、停止、再起動などの基本操作を実行し、RDP 

を介してインスタンスを接続できます。追加した Azure サブスクリプションごとに、コンソールを使用して、そのサ

ブスクリプションのすべての展開グループのすべての役割インスタンスを表示できます。 

 

インフラストラクチャの監視 
インフラストラクチャの監視は、インフラストラクチャ管理の重要な局面です。企業は、データセンター内、物理、仮想、ク

ラウドなどのすべての展開、およびビジネスに重要なアプリケーションのワークロードなど、インフラストラクチャ リソース

の包括的な監視を求めています。 
 

 
 

図 4:インフラストラクチャとワークロードの詳細な監視と洞察 
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最適な Windows の監視、堅牢なクロスプラットフォーム サポート 
System Center 2016 は、インフラストラクチャとアプリケーションの両方のレベルでかつてないほどの洞察を可能にします。

Windows Server 環境と非 Windows Server 環境のいずれに展開されたワークロードに対しても監視が可能です。System 

Center 2016 Operations Manager には、Windows Server インフラストラクチャおよびクロスプラットフォーム インフラ

ストラクチャ リソースを監視するためのビルトイン管理パックが用意されています。 

 

System Center 2016 は、さまざまなオペレーティング システム プラットフォーム向けに次の監視機能を備えています。 

 

 Windows Server の監視: Windows Server のビルトイン管理パックでは、System Center は、Windows Server 

2008/2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2、および Windows Server 2016 を含むさまざまなオペレー

ティング システム バージョンに対して詳細な監視機能を提供します。System Center は、Windows Server マシン

の自動検出機能を備えており、正常性、可用性、Windows サービス、パフォーマンス データ、ネットワーク リソー

ス、および記憶域リソースなど主要なコンポーネントを監視します。 

 クロスプラットフォームの監視: System Center 2016 Operations Manager は、クロスプラットフォーム環境内に

展開されたインフラストラクチャ リソースの監視をサポートします。以前のサポート規模に比べて、管理サーバーご

とに 2 倍の Linux/Unix エージェントを監視します。Operations Manager は、WSMAN 同期 API の代わりに新し

い非同期 Windows 管理インフラストラクチャ (MI) API を使用するようになりました。UNIX、RedHat/SUSE 

Linux、Oracle Solaris、HP-UX、および IBM AIX の環境全体の監視がサポートされます。 

 統合された Microsoft Cloud Platform System (CPS) の監視: System Center 2016 は、Microsoft CPS との

シームレスな統合を提供します。Operations Manager は、CPS の一部としてインストールおよび構成され、CPS 

を監視します。クラウド リソースの正常性およびアラートのビジュアル化のための一元化されたダッシュボードを備

えています。 

 データのビジュアル化: System Center 2016 の一元化されたダッシュボードでは、ホストおよび仮想マシン レベル

で正常性と可用性、リソース使用率、アラート、パフォーマンスなどのカテゴリ別に、ナビゲーション ウィジェット

を操作でき、直感的なビジュアル化ができます。System Center 2016 Operations Manager は、Operations 

Management Suite と統合することで、オンプレミスおよびパブリック環境、ホストされた環境、およびハイブリッ

ド クラウド環境にわたるデータおよびアプリケーションに対する可視性および制御が強化されます。OMS は、ログ

分析によって Operations Manager の機能を強化しており、Operations Manager の使用を継続しながら、OMS の

その他の機能を活用できます。 

o Operations Manager で IT サービスの正常性を引き続き監視する。 

o インシデントおよび問題管理をサポートする ITSM ソリューションとの統合を維持する。 

o Operations Manager を使用して監視する、オンプレミスおよびパブリック クラウドのサービスとしての

インフラストラクチャ (IaaS) の仮想マシンに展開されたエージェントのライフサイクルを管理する。 

 

ネットワーク監視とクラウド インフラストラクチャの正常性 
System Center 2016 には、企業のネットワーク リソースおよびトポロジをプロアクティブに監視する機能があります。こ

れは、ネットワーク デバイスの検出および正常性の監視に役立ちます。System Center は、ネットワーク監視機能が強化さ

れており、簡素化されたダッシュボードで、ロード バランサー、ネットワーク プール、ネットワーク使用率などのネットワー

ク リソースを可視化できます。また、System Center は、インフラストラクチャ リソースが Azure と AWS のいずれの環境

に展開されているのかに関係なく、パブリックまたはハイブリッド クラウド リソースを監視する柔軟性も備えています。 

 

 ネットワーク リソースの監視: System Center 2016 Operations Manager は、ネットワークデバイスのさまざま

な局面の監視を実現します。これには、ネットワーク接続の正常性、VLAN の正常性、ポートやインターフェイスの

監視、ホット スタンバイ ルーター プロトコル (HSRP) グループの監視、ネットワーク リソース使用率の監視などが

あります。System Center 2016 Operations Manager を使用することで、顧客は、新しい NetMonMPGenerator 

ツールを使用して独自の管理パックを作成し、Microsoft デバイス証明を必要とせずに、新規および既存のデバイス

の監視を拡張できます。 
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 Windows Azure 用 System Center 管理パック: Azure 用の System Center 2016 Operations Manager 管理

パックを使用することで、Azure リソースの可用性およびパフォーマンスを監視できます。この管理パックは、仮想

マシン、記憶域、Azure サービスなど Azure リソースの検出および使用情報の収集に役立ちます。この管理パック

は、指定されたサーバー プールで実行され、Microsoft Azure REST API を使用して、リモートで、指定された 

Microsoft Azure リソースを検出し、それに関するパフォーマンス情報を収集します。仮想マシン、Web ロール、お

よび worker ロールは、Azure 診断を使用して、Azure テーブル ストレージにイベントおよびパフォーマンス カウ

ンターを格納できます。これらのリソースが Azure 診断を使用するように構成されている場合、この管理パックは、

これらのイベントおよびパフォーマンス カウンターを収集できます。新しい Azure サービスがリリースされ、古い

サービスが新しい Azure リソース マネージャーに移行されると、それらは直ちに自動的に検出されます。 

 AWS 管理パック: AWS 管理パックによって、System Center 2016 の監視機能は AWS リソースを監視するように

拡張されます。この管理パックは、EC2 インスタンス (Windows および Linux)、Elastic Block Store (EBS) ボ

リューム、Elastic Load Balancing、CloudFormation スタック、Auto Scaling グループ、および  Elastic 

Beanstalk アプリケーションを監視できます。AWS のパブリック .NET API および SCOM "監視ノード" を使用する

ことで、MP は AWS インフラストラクチャにアクセスし、AWS の "CloudWatch" メトリックをキャプチャし、管

理対象 AWS リソースの正常性に対する洞察を得ます。 

 

高度な監視機能: 
Microsoft は、System Center 2016 Virtual Machine Manager などさまざまなハイパーバイザーおよび管理プラットフォー

ムの高度なインフラストラクチャ監視機能で IT チームを支援します。 

 

 VMM 用の Operations Manager コネクタ: 仮想マシンおよび仮想マシン ホストの正常性および可用性を監視する

ために、System Center 2016 Operations Manager と System Center 2016 Virtual Machine Manager をシー

ムレスに統合します。VMM 管理サーバー、VMM データベース サーバー、およびライブラリ サーバーの正常性およ

び可用性を監視し、Operations Manager のオペレーション コンソールでビジュアル化された環境のダイアグラム 

ビューを表示することもできます。VMM と Operations Manager を統合すると、VMM 用の監視パックが自動的に 

Operations Manager にインポートされ、次の機能が使用可能になります。 

o パフォーマンスとリソースの最適化 (PRO)。動的メモリ用の既定の PRO モニターが含まれており、仮想マ

シンの動的メモリ割り当ての問題および Hyper-V ホスト上の最大仮想マシン メモリ合計を監視します。 

o メンテナンス モードの統合。VMM 管理サーバーを使用していつホストがメンテナンス モードに入ったのか

を監視します。Operations Manager によってホストはメンテナンス モードに入れられ、その間、エー

ジェントによってアラート、通知、ルール、監視、自動応答、状態遷移、および新規アラートが抑制されま

す。 

o Operations Manager Reporting Server にインストールされた SQL Server Analysis Service (SSAS) と 

VMM を統合することで、レポートおよび予測機能が使用可能になります。 

 MP の更新と推奨事項: System Center 2016 Operations Manager は、環境内のサーバーをスキャンして、該当す

る (ダウンロードする) 管理パックを推奨します。また、環境内で既に実行中の Microsoft が作成した管理パックの

更新プログラムが入手可能になった場合の通知も行います。 

 Nano Server とワークロードを監視する SCOM エージェント: System Center 2016 Operations Manager は、

Nano Server 上で実行されているさまざまなサーバーの役割の監視をサポートします。Operations Manager は、基

本 Nano Server オペレーティング システムおよびフェールオーバー クラスターの監視をサポートします。現在監視

対象となっている役割には、Windows フェールオーバー クラスター、DNS、および IIS サーバーなどがあります。 

 OMS との統合: System Center 2016 Operations Manager と Operations Management Suite との統合により、

オンプレミスおよびパブリック環境、ホストされた環境、およびハイブリッド クラウド環境にわたってデータおよび

アプリケーションの可視性および制御が強化されます。統合によって、Operations Manager からのデータの収集、

格納、および分析に、OMS のスピードと効率を活用できるようになり、サービス運用戦略に新たな価値が加わります。

オンプレミスおよびクラウドのリソースを、包括的ダッシュボード、スマート通知、レポート機能、およびパフォー

マンス監視を使用して一元的に監視できます。 
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 ストレージの監視: 記憶域スペース ダイレクトの正常性を監視することで、緊急事態に対するアクション可能なア

ラート、修復アクション、対処する問題の自動解決の定義と、System Center 2016 Operations Manager による影

響を受けるオブジェクトの判別が可能になります。 

 

ワークロード監視のベスト プラクティス 
System Center 2016 は、さまざまなタイプのワークロードにわたる監視を効率化する拡張監視機能を備えています。これは、

組織が、ビジネスに不可欠なワークロードの可用性とパフォーマンスに対する可視性を得るために役立ちます。System 

Center は、Microsoft と Microsoft 以外の両方のワークロードの詳細な監視を行うことができます。 

 

 最新の管理パック: System Center は、さまざまなワークロード向けの新しい管理パックを提供しています。これら

の管理パックは、Office 365、SQL Server、Exchange Server、SharePoint Server などのワークロードの最適か

つ効率的な監視の実現に役立ちます。 

 サーバー管理パック: System Center は、Windows、UNIX、Linux のオペレーティング システムのサーバーの監視

など、サーバー展開の多様なコンポーネントを監視する広範な管理パックを提供します。 

o Windows Server 2016 サーバーの役割向け管理パックは、主な役割に対する監視およびアラートに対応

します。現在、管理パック サポートが存在しているのは、Windows Server OS、ブランチ キャッシュ、プ

リント サーバー、IIS、ファイルおよび iSCSI サービス、DHCP、Active Directory ドメイン サービス、

Active Directory フェデレーション サービス、Active Directory Rights Management サービス、フェー

ルオーバー  クラスター、ネットワーク負荷分散  (NLB)、Windows Defender、Windows Server 

Essentials、および Windows Server 2016 用の DNS および DTC 役割に対する監視です。Microsoft は、

Active Directory 証明書サービス、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス、リモート デ

スクトップ サービス、Hyper-V、メッセージ キュー、ホスト ガーディアン サービス、ルーティングとリ

モート アクセス サービス、Active Directory Web アプリケーション プロキシ、Windows Server Update 

Services、Windows 展開サービス、ネットワーク ポリシーとアクセス サービス、Active Directory フェ

デレーション サービス、Hyper-V、および MSMQ など Windows Server 2016 のサーバーの役割向けの

管理パックの作成に積極的に取り組んでいます。 

o UNIX および Linux オペレーティング システム管理パックにより、UNIX および Linux コンピューターの

検出、監視、および管理が可能になり、事前対応と事後対応の両方の監視が可能になります。この管理パッ

クは、プロセス、リソース、サーバー エージェントなどのコンポーネントを監視します。この管理パックに

よって提供される監視には、可用性および構成の監視、パフォーマンス データの収集、既定のしきい値など

があります。 

 LAMP スタックの監視: オープン ソース ソフトウェア (OSS) では、管理パックによって、豊富なパフォーマンスお

よび正常性の監視機能を、Apache HTTP Server や MySQL Server など、Linux 上で実行される好みのオープン 

ソース アプリケーションで使用できます。Linux 管理パックと組み合わせて System Center 2016 Operations 

Manager を使用すると、Linux または UNIX 上で実行されている LAMP スタックを監視できます。 
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自動化 
IT スタッフは、手作業による繰り返しタスク、誤りやすいプロビジョニング タスク、監視タスク、およびその他の管理タス

クを減らすことで効率性を高めようとしています。インフラストラクチャの自動化では、オンプレミスとクラウドの両方に対

して、自動化ワークフローによってインフラストラクチャのプロビジョニングおよび監視のための自動化プロセスを定義でき

ます。 

 

 
 

図 5: 包括的サービスおよびプロセスの自動化 

 

サービスとプロセスの自動化と管理 
プロセス自動化とは、プロセスの要求、承認、およびフルフィルメントのことです。System Center 2016 Orchestrator は、

お客様の要求を満たすために必要なサービス プロセスおよびシステムを自動化します。また、System Center 2016 は、

Service Manager によって組織の IT サービス管理のベスト プラクティスを自動化して適合させる統合プラットフォームも提

供します。 

 

 要求ルーティングの自動化: System Center 2016 Service Manager によって、ユーザーおよびアプリケーション 

プロパティに基づいて構成できる要求、承認、およびその他のアクティビティのプロセスを自動化できます。Service 

Manager では、ワークフローがアクティビティの順序に従って作成され、ビジネス プロセスが自動化されます。必

要とされる構成管理のコンプライアンスからコンピューターが外れた場合に、これらのワークフローによってインシ

デントを自動生成できます。いつどのような状況で実行するのかを定義するワークフローを作成できます。ワークフ

ロー構成ごとに複数のワークフローを作成し、ワークフロー条件を有効化または無効化できます。 

 標準化されたサービス プロビジョニング: サービス要求の標準化を実現するために、System Center は、テンプレー

ト、サービス内容、および要求内容を提供します。Service Manager には、いくつかの汎用のインシデント テンプ

レートをベースとするサービス要求テンプレートが含まれています。テンプレートを閲覧することで、セルフサービ

ス ポータルでエンド ユーザーが要求を送信するときに、収集される情報や、提供される情報のカテゴリについて理

解することができます。 

 Runbook 自動化: System Center 2016 Orchestrator の Runbook には、自動化タスクまたはプロセスの指示が含

まれています。Runbook 内では、追加のコントロールによって、Runbook 内の活動の順序を制御する情報および指

示が提供されます。System Center 2016 Orchestrator または Service Manager を使用することで、データセン

ター タスクのプロセスを自動化できます。Service Management Automation では、Runbook の作成、テスト、デ

バッグおよび実行のエクスペリエンスが向上しています。 
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高度な自動化管理 
高度な統合された自動化管理機能により、自動化を簡略化できます。 

 

 機能が強化された Service Management Automation: 機能が強化された Service Management Automation で

は、PowerShell スクリプトがサポートされ、ほとんどすぐに実行することができます。ネイティブ PowerShell ス

クリプトで Runbook を作成すると、負荷の高いプリコンパイル手順なしで、より予測可能な形で Runbook を実行

できます。 

 Windows Management Framework 5.0 のサポート: System Center では、PowerShell 5.0 スクリプトを使

用して Runbook を作成するために、Windows Management Framework 5.0 を使用します。 

 統合されたスクリプト環境: System Center では、ローカルでの Runbook の作成とテストに統合スクリプト環境 

(ISE) プラグインも使用します。 

 

自動化と統合によるアプリケーション層の規模の最適化 
定義済みのトリガに基づいて追加の能力をプロビジョニングするための自動化ワークフローを展開します。System Center 

2016 Orchestrator および PowerShell を自動化ツールセットとして使用して、アプリケーションおよびリソースの規模を最

適化します。 

 

 クラウド自動化のための統合バック: Azure 統合パックを使用することで、オンプレミスのプライベート クラウド、

Azure インフラストラクチャ、あるいは Microsoft Azure Stack を稼働するサービス プロバイダーのクラウドのい

ずれでも、System Center はクラウド インフラストラクチャ全体の自動化を通じて、管理タスクを簡素化します。

Azure Automation Runbook は Azure パブリック クラウドで実行され、Azure 関連の管理タスクの自動化に使用

されます。Azure Automation は、Windows PowerShell Workflow をベースとする Runbook フォーマットを使用

し、主に Azure コマンドレットを使用してパブリック クラウドのリソースにアクセスします。 

 SharePoint 統合パック: Microsoft SharePoint 用 System Center 統合パックを使用すると、さまざまな種類の 

SharePoint リストおよびドキュメント ライブラリの自動化と管理を実現できます。組織内で SharePoint を使用す

る理由は他にも複数存在し、それといくつかの IT プロセスを統合する必要があります。たとえば、データセンター

内で実行して、特定のタスクが完了したときに自動的に更新されることが必要な作業項目を追跡する SharePoint リ

ストなどです。SharePoint を、IT サービスに対する要求が行われるエンド ユーザー ポータルとして使用している

場合もあります。 
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バックアップと復旧 
完全なバックアップ ソリューションによって、災害や障害の発生時にも、ビジネスに不可欠なインフラストラクチャの可用性

を確保できます。System Center は、インフラストラクチャおよびワークロードのエンド ツー エンドのバックアップおよび

障害復旧を実現します。System Center は、Operations Management Suite とのネイティブな統合を通して、クラウドまで

バックアップ ソリューションを拡張できます。新しい System Center 2016 では、バックアップおよび復旧操作を、完全

バックアップおよび復旧、アイテムレベル、エンド ユーザー回復などのさまざまなレベルで実行できます。 

 

 
 

図 6:ハイブリッド クラウドおよびワークロードのエンタープライズクラスのバックアップ ソリューション 

 

インフラストラクチャのバックアップと復旧 
System Center 2016 Data Protection Manager (DPM) は、物理、仮想、またはクラウド上のデータに対して統合された

バックアップおよび復旧を実現します。また、従来のテープ ストレージ、物理または仮想ディスク、クラウドなど、さまざま

なバックアップ データ格納方法を選択できる柔軟性を備えています。 

 

 管理を一元化: System Center 2016 Data Protection Manager ソリューションの規模を複数の DPM サーバーに拡

大し、一元化された場所からそれらの DPM サーバーを監視および管理します。1 つの場所から DPM サーバーを一

元的監視することは、さまざまなバージョンの DPM を監視し、サーバーのステータス、タスク、保護されたリソー

ス、テープ ライブラリ、使用可能記憶域、およびディスク領域を追跡できることを意味します。役割ベースのアクセ

ス制御、リモート回復、リモート是正措置、およびサービス レベル アグリーメント (SLA) ベースのアラート (SLA 

に違反した場合およびアラートの統合によってアラートが生成される) を有効化できます。 
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 項目レベルの回復: System Center は、項目レベルの回復 (ILR) をサポートしており、Hyper-V 仮想マシンから 

DPM によって保護されたサーバー上のネットワーク共有またはボリュームへのホストレベルのバックアップから、特

定のファイル、フォルダー、ボリューム、および仮想ハード ディスクに対して回復を実行します。ILR を実行するた

めに、ゲスト オペレーティング システム上に DPM 保護エージェントをインストールする必要はありません。 

 仮想 TPM 対応の VM の保護: System Center は、Windows Server 2016 の最新の機能をサポートしており、それらと

連携して、仮想 TPM 対応の仮想マシンを保護します。仮想 TPM は、BitLocker で VHD および VHDX を仮想化します。 

 記憶域スペース ダイレクトによる VM のバックアップ: System Center は、仮想マシンの保護に記憶域スペース ダ

イレクト (S2D) も使用します。これには、同じクラスター上に Hyper-V (コンピューティング) および記憶域スペー

ス ダイレクト (記憶域) コンポーネントを配置した S2D ハイパーコンバージド シナリオを使用する仮想マシンの

バックアップと、Hyper-V サーバー (コンピューティング) を記憶域スペース ダイレクト サーバー (記憶域) とは別

のクラスターに配置した S2D 非集約型のシナリオを使用する仮想マシンのバックアップがあります。 

 混在モード クラスターのサポート: クラスター OS のローリング アップグレードは、Windows Server 2016 の新機

能であり、ワークロードを停止することなく、クラスター ノードのオペレーティング システムを Windows Server 

2012 R2 から Windows Server 2016 にアップグレードできます。DPM はこれらの混在クラスター内のデータ 

ソースを保護でき、クラスターのアップグレード中に中断することなくシームレスにそれらを保護します。 

 

ワークロード対応バックアップ 
アプリケーション ワークロードのバックアップは、アプリケーションの最大限の可用性を確保するために重要です。System 

Center は、広範囲にわたるアプリケーション ワークロード保護をサポートしています。 

 

 アプリケーション対応バックアップ: System Center 2016 Data Protection Manager では、SQL Server、

Exchange、および SharePoint などのアプリケーション ワークロードを保護できます。これは、15 分ごとの頻度で

いくつかのワークロードをバックアップする機能など、柔軟なバックアップ オプションを備えています。DPM は、

その幅広い回復機能と共に、アプリケーション固有の回復オプションも備えています。たとえば、顧客は、現在の運

用 SQL Server データベースを、以前のコピーに置き換え、データベースを別の場所に復旧して調査したり、法務部

署にコピーを提出するためにファイルとして復旧したりすることができます。 

 複数のバックアップ ストア: System Center 2016 Data Protection Manager では、要件に応じて複数のバック

アップ格納オプションが用意されています。ディスクおよびテープにデータをバックアップするほか、Azure 

Backup サービスを使用して短期または長期の保存用に Azure クラウドにデータをバックアップできます。 

 

高度なバックアップ 
System Center 2016 は、オンプレミス データおよび物理および仮想マシンの保存およびオフサイト保護を可能にします。 

 

 クラウドベースのリソースまでバックアップと復旧を拡大: ディスクおよびテープ バックアップに加えて、Azure 

Recovery Services コンテナーへのデータのバックアップが可能です。Azure Recovery Services コンテナーへの

バックアップにより、データをクラウドに保存して長期間保護することが可能になります。 

 VMware 仮想マシンのバックアップ: Windows が実行されている VMware 仮想マシンに DPM が展開されている場

合の VMware 仮想マシンのバックアップが可能です。 

 Windows または Linux VM のバックアップ: Windows または Linux オペレーティング システムを実行している

仮想マシンのバックアップおよび回復が可能です。 

 ベアメタル マシンのバックアップ: Windows サーバーと Windows クライアントのオペレーティング システムが実

行されている物理コンピューターのフル ベアメタル バックアップが含まれます。 

 増分バックアップのための回復性の高い変更追跡: 回復性の高い変更追跡を使用して、VHD で行われた変更を特定し、

それらの変更されたブロックを複製して、増分バックアップを実行します。 
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IT サービスの管理 
System Center は、インシデントと問題の解決、変更管理、および資産のライフサイクル管理、カスタム サービス要求、プ

ロセスの統合、チャージバックなどの組織の IT サービス管理のベスト プラクティスおよびビルトイン プロセスの自動化およ

び適応のための統合プラットフォームを提供します。 
 

 
 

図 7: System Center のサービス管理 

 

プライベート クラウドの容量に対するセルフサービス要求 
System Center 2016 Service Manager を使用すると、サービス カタログを定義することで IT サービスの提供が標準化さ

れます。 

サービス カタログによって、ユーザーおよびアプリケーション所有者は、Service Manager で Cloud Service Process Pack 

(CSPP) を使用してプライベート クラウドの容量など IT サービスを要求できます。このパックは、プライベートおよびパブ

リック クラウド インフラストラクチャの展開を自動化するためのソリューション、およびプライベート クラウドの容量の要

求を促すセルフサービス エクスペリエンスを提供します。 

 

 新しい HTML ベースのセルフサービス ポータル: HTML ベースの新しいセルフサービス ポータルを提供します。こ

のポータルは更新され、ユーザー インターフェイスが最新のものになり、ナビゲーションおよびカスタマイズが容易

になりました。サーバー キャッシュを使用することで、データベース呼び出し回数が削減され、ポータルのパフォー

マンスが向上しています。 

 サービス カタログ (Lync 2013 および Skype for Business のサポートを含む): Lync 2013 および Skype for 

Business とのシームレスな統合が追加され、IT チームは、インシデント フォームが開かれた場合にインスタント 

メッセージで、影響を受けるユーザーに連絡できます。また、プレゼンス インジケーターによって、影響を受ける

ユーザーの現在の空き時間ステータスも表示されます。 

 柔軟なサービス テンプレート: 標準化されたサービス要求を配信するためのテンプレートを提供します。既定では、

Service Manager には、汎用のインシデント テンプレートをベースとするいくつかのサービス要求テンプレートが

用意されています。 
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業界標準のサービス管理およびプロセス ワークフロー 
System Center 2016 Service Manager は、ITIL および Microsoft Operations Framework (MOF) フレームワークなど、

業界標準のサービス管理プロセスを基に構築されています。予測可能なサービスの提供を確保するために、Service Manager 

にはインシデント、問題、変更、およびリリースの管理が含まれています。 

 

 サービス プロセス管理のための自動化されたワークフロー: Windows Workflow Foundation (WF) を使用して、特

定の順序の WF アクティビティと、定義済みの一連のタスクを自動的に実行する条件を定義することで、さまざまな

サービス プロセスを自動化します。 

 構成管理データベース (CMDB): System Center 2016 は、CMDB を使用して、インフラストラクチャおよびアプ

リケーションに関連するさまざまな構成アイテムに関する情報を収集し、格納します。すべての IT サービス要求お

よび変更は、一元的に CMDB で追跡されるため、1 つのリポジトリでエンタープライズの変更を管理できます。 

 

ビジネスおよび運用の洞察 
System Center 2016 は、リソース使用率の可視性を得るための詳細なビジネスおよび運用の洞察を提供します。Service 

Manager は、VMM と Operations Manager との統合を通して、仮想マシンおよびクラウドにインボックス メータリング機

能を提供します。Service Manager には、運用におけるサービス レベル アグリーメント (SLA) の傾向を分析するための優れ

たレポート機能 (Microsoft Office との統合を含む) を持ったデータ ウェアハウスもあります。 

 

 SharePoint ダッシュボードおよび Excel レポート: SQL レポート サービスを使用することで、ビジネスのニーズ

に合わせて、レポートとダッシュボードの生成に Excel と SharePoint を両方とも使用できます。これらのレポート

は、割り当てられたクラウドでの使用状況とパフォーマンス、ワークロード、インフラストラクチャのコスト、傾向、

および企業 (または個々の部署) のプロジェクトに基づいた予測についての可視性を提供します。 

 VM レベルのメータリングと価格シート: VM レベルのメータリングは、仮想マシンの使用状況の追跡に役立ちます。

価格シートで、Operations Manager CI コネクタから検出される既存のプライベート クラウド オブジェクトの価格

ポリシーを定義できます。これらの価格シートは、テナントごと、コスト センターごと、クラウド リソースのレベ

ルごとにカスタマイズすることもできます。 

 SLA の遵守: ビジネスによるインフラストラクチャ リソースの消費を一貫して追跡し、定義された SLA と比較しま

す。SLA のしきい値に違反した場合、System Center によってそれにフラグが設定されるか、SLA の違反に対して

アクションを実行できるようにすることが可能です。 

 チャージバックのための Cloud Cruiser コスト分析ソリューションの統合: System Center 2016 Service 

Manager を Cloud Cruiser コスト分析ソリューションと統合することで、エンタープライズのニーズに基づいて 

Web ポータルを使用して詳細なレポートを提供できます。 

 OMS との統合: System Center 2016 は、ハイブリッド IT 管理を強化するために OMS とのネイティブな統合が可

能です。インシデントは、OMS で生成されたアラートから Service Manager に入力でき、Service Manager のイ

ンシデント データを示す OMS 内の詳細なレポート作成ダッシュボードも提供されます。 

 

まとめ 
オンプレミス インフラストラクチャはビジネスにとって重要であり、クラウド サービスを使用して拡張することで信頼性とパ

フォーマンスが向上します。ただし、このような複雑な環境を管理するための適切なテクノロジとツールがなければ、すぐに

高コストで非効率なものになってしまいます。System Center 2016 は、複雑な異種ワークロードに対して、シンプルなデー

タセンター管理エクスペリエンスを提供します。System Center 2016 は、その包括的な監視、ハードウェアおよび仮想マシ

ンのプロビジョニング、綿密な自動化、および構成管理により、オンプレミス、クラウド、また複数のプラットフォームにわ

たって、ソフトウェアによるインフラストラクチャの能力とセキュリティを向上し、IT の管理を維持します。 
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次のステップ 
System Center 2016 の詳細は、以下のリンクを参照してください。 

 

System Center 2016 の概要 

https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/system-center 

 

System Center 2016 の機能の概要 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt445442(v=sc.16).aspx 

 

 

System Center 2016 データシート 

http://download.microsoft.com/download/9/A/4/9A450776-8D3A-41A7-84E6-

8241765B87E9/System_Center_2016_datasheet.pdf 

 

System Center 2016 の評価 

https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-system-center-2016 

https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/system-center
https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt445442(v=sc.16).aspx
http://download.microsoft.com/download/9/A/4/9A450776-8D3A-41A7-84E6-8241765B87E9/System_Center_2016_datasheet.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/A/4/9A450776-8D3A-41A7-84E6-8241765B87E9/System_Center_2016_datasheet.pdf
https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-system-center-2016

