
クラウドは、価値実現までの時間短縮とイノベーションを可能に

する新しいモデルによりもたらされる機会を IT 組織に提供しま

す。しかし、多くの組織の前には、厳格なコンプライアンスやビ

ジネスの要件が立ちはだかります。Windows Server 2016 は、

セキュリティ、効率およびイノベーションを必要とする組織に、

それらすべてを提供します。Windows Server 2016 は、クラウ

ドレディのオペレーティング システムであり、お客様が対応可能

になったときにクラウド コンピューティングに容易に移行できる

ようにする新しいテクノロジを導入すると同時に、現在のワーク

ロードもサポートします。

OS レベルのセキュリティ

Windows Server 2016 には、システムへの攻撃を阻止し、コンプライアンス

目標の達成を支援する、組み込みの侵害抵抗が含まれています。第三者がお客

様の環境に侵入する手段を見つけた場合でも、Windows Server 2016 システ

ムに組み込まれたセキュリティ層で、被害の可能性を抑え、疑わしいアクティ

ビティを検出できます。

• 仮想マシンの保護。独自のシールドされた仮想マシン機能を使用し、

BitLocker により VM を暗号化して、ホスト ガーディアン サービスにより

承認されたホストのみで実行可能になることを保証します。

• 管理者資格情報の保護。Credential Guard と Remote Credential Guard

を使用して、管理者資格情報を Pass-the-Hash 攻撃から保護します。また、

Just-In-Time Administration と Just Enough Administration により、特

定の特権に付与される時間と機能を最小化して、管理者特権を制御します。

• オペレーティング システムの保護。メモリ破壊攻撃からの保護に役立つ組み

込みの制御フロー ガード、およびサーバーの役割に応じて最適化される

Windows Defender によって、侵害に抵抗します。信頼されるソフトウェア

のみがサーバー上で実行されることが、デバイス ガードによって保証されま

す。

• 攻撃検出機能の向上。高度な監査機能を使用して、悪意のある振る舞いを検

出できるようにします。

• アプリケーションの分離。ホスト カーネルを他のコンテナーと共有しない

Hyper-V コンテナーによってコンテナーベースのアプリケーションを保護で

きるようにします。ソフトウェア定義型ネットワーク機能である分散ファイ

アウォールを使用して、VM への内部および外部のネットワーク トラフィッ

クを制御します。
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「数年以内に、ホスターもその顧客も、皆、

シールドされた仮想マシンを使用して、ホス

ターやファブリック管理者のワークロードを

保護しなければならなくなるのではないで

しょうか」

– Philip Moss 氏
Acuutech 社
最高製品責任者

Windows Server の

ライセンスを Azure に導入

ワークロードをパブリック クラウドに移行する

準備が整った時点で、Windows Server への既

存の投資を活用できます。Azure ハイブリッド

使用特典では、自社のオンプレミスのソフト

ウェア アシュアランス付き Windows Server

ライセンスを Azure に導入することができま

す。お客様には、新しい Windows Server 仮

想マシンの正規の料金ではなく、基本コン

ピューティング料金のみをお支払いいただくこ

とになります。

「私たちは、データがオンプレミスとクラウド

のいずれに存在するかを知る必要のない世界

に向かいつつあります。記憶域スペース ダイ

レクト、Hyper-V、スケールアウト フラッ

シュ記憶域、SMB3 を組み合わせることで、

場所ではなく機能を重視することが可能にな

ります。Windows Server 2016 では、

移行はもはやプロジェクトとは言えず、単なる
タスクに過ぎません」

– Ulf Preisler 氏

Danske Fragtmænd 社

IT ディレクター
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インフラストラクチャの進化

データセンターの運用では、コストを削減しながら、より大量のデータ トラ

フィックを処理するという課題と格闘しています。新しいアプリケーションは、運

用ファブリックを拡大させ、ビジネスを減速させるおそれがあるインフラストラク

チャのバックログを生み出します。Windows Server 2016 の機能は、組織が高

度に仮想化された環境の可能性を広げようとするときに、運用上およびセキュリ

ティ上の課題に対処し、IT リソースを解放して将来のアプリケーションおよびソ

リューションにクラウドを使用する戦略を策定するために使用できます。

回復力のあるコンピューティング

高度に自動化された、回復力が高いサーバー オペレーティング システムでデータ
センターを運用します。

• エンタープライズクラスのハイパーバイザーにワークロードを委ねる。マイク

ロソフトが全世界でハイパースケールのデータセンターの実行に使用している

Hyper-V 上でワークロードが実行されることを確信できます。必要であれば、

Hyper-V のワークロードをオンプレミスから Azure の Windows Server VM

に簡単に移行することもできます。

• データセンターのフットプリントの縮小。"Just Enough OS" で、Windows

Server 2016 と比較してイメージが 25 分の 1 である Nano Server インス

トール オプションを使用して、可用性を向上し、リソース使用量を削減します。

• アップグレードの効率化。インフラストラクチャ クラスターを Windows

Server 2016 にアップグレードする場合、混合 OS モードのクラスター

アップグレードを使用すると、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でダウンタイムが発生せず、新しいハードウェアも

不要です。

• オープン性の保持。Hyper-V のクラス最高の Linux サポートによって、複数

のオペレーティング システムにアプリケーションを展開します。

• サーバー管理の自動化。PowerShell 5.1 および Desired State

Configuration を使用して、日常的な操作を自動化します。

• リモート管理。サーバー管理ツールを使用して、さまざまな場所から

Windows のサーバーを管理します。新しい Azure ベースの GUI は Nano

Server などのヘッドレス インストール オプションの管理に特に役立ちます。

手ごろな価格の高性能な記憶域

ほとんどのビジネス アプリケーションでは、記憶域システムがパフォーマンス上
非常に重要です。しかし、従来の記憶域システムは高価で手動の構成が必要であっ
たため、組織はソフトウェア定義型データセンターの効率上のメリットを実現でき
ませんでした。それとは異なり、Windows Server 2016 の Azure を基にしたソ
フトウェア定義型の記憶域機能では、ポリシーと自動化によって、コストを削減し、
スケーリング機能を強化しています。

• コスト削減。可用性とスケーラビリティに優れたソフトウェア定義型の記憶

域ソリューションを、SAN や NAS に比べてわずかなコストで構築します。

記憶域スペース ダイレクトを使用することで、高速のソリッドステート ド

ライブなどのローカル記憶域を備えた、業界標準のサーバーを使用できます。

• 手ごろな価格でのビジネスの継続性の確保。データセンター間の障害回復に記

憶域レプリカによる同期記憶域レプリケーションを使用することで、最悪の事

態に備えます。

• 記憶域リソースの優先順位の設定。記憶域サービス品質 (QoS) ポリシーを使

用して、重要なアプリケーションが優先的に記憶域リソースにアクセスできる

ようにします。

Windows Server 2016 の

リモート デスクトップ

サービス

デスクトップの仮想化は、モバイル ワー

カーが業務で使用する多様なデバイスに、

IT リーダーがより安全にアプリケーショ

ンを提供できる手段の 1 つです。アプリが

クライアント デバイス上では実行されない

ため、IT 部門は企業データの保護、古い

設備の耐用年数の延長、新しい低価格の

ハードウェアの活用を図ることもできます。

リモート デスクトップのエクスペリエンス

は、Windows Server 2016 によってさら

に向上します。

グラフィックエクスペリエンスの向上

グラフィックス カード (GPU) を仮想マシ

ンに割り当てると、使用可能なサーバーク

ラスのグラフィックス カードの全機能を仮

想デスクトップおよびアプリに解放して、

GPU のネイティブ ドライバーを使用でき

るようになります。

接続ブローカーの機能拡張

接続ブローカーは、最大で 10,000 の同時

接続を処理できるようになりました。

クラウド展開の効率化

Azure IaaS での展開に必要な VM の数が

削減され、サービスが単一の VM に統合さ

れています。

クラウドで管理されるドメイン サービス

のサポート

オンプレミスでの展開もクラウドでの展開

と同様に容易であるため、モバイル ワー

カーは場所や時間を問わずに生産性を維持

できます。



Azure を基にしたネットワーク

従来のネットワーク インフラストラクチャは、柔軟性が低く、複雑です。ネット

ワーク制御レイヤーをハードウェアからソフトウェアに移行してソフトウェア定義

型ネットワークを作成することで、組織は市場の変化により迅速に対応できます。

これにより、ルーター、スイッチ、ゲートウェイなどの物理ネットワーク デバイス

および仮想ネットワーク デバイスの一元的な構成と管理が可能になり、スイッチを

設定することなく、自動的に負荷が分散され、ワークロードを移行することができ

るようになります。IT 部門は、引き続き既存の物理的なスイッチ、ルーターおよび

他のハードウェア デバイスを仮想コントローラーと共に使用すると同時に、仮想

ネットワークと物理ネットワークをより緊密に統合することができます。

• ポリシーによる管理。ワークロードを展開し、ライフ サイクル全体を通して管

理します。その際、スケーラブルなネットワーク コントローラーを使用して、

わずか数秒間で数百個のネットワーク ポリシー (分離、サービス品質、セキュ

リティ、負荷分散、スイッチング、ルーティング、ゲートウェイ、DNS など)

が適用されます。

• ネットワーク セキュリティの機能拡張。分散ファイアウォールとネットワーク

セキュリティ グループを使用して、ワークロードのニーズに応じてネットワー

クを動的にセグメント化し、セグメント内およびセグメント間でさまざまなポ

リシーを適用します。トラフィックを仮想化されたファイアウォール アプライ

アンスにルーティングするレイヤーの適用により、さらにセキュリティ レベル

を高めます。

• ワークロードのモビリティの獲得。標準ベースの VXLAN、NVGRE のオーバー

レイ ネットワーク、マルチテナント ハイブリッド ゲートウェイを使用し、混

合ワークロードを制御して (コンテナー内でのワークロードの実行など)、サー

バー間、ラック間、およびクラウド間でワークロードを移動します。

アプリケーションのイノベーション

アプリを使用して競争他社との差別化を図る組織が増えています。アプリは、顧客

の獲得、エンゲージメントの強化、およびサポートに使用できます。アプリを構築

および更新する開発者には、IT インフラストラクチャに関する現実をあまり寛容に

受け入れることができないという傾向があります。IT サービスを長時間待つ気はな

く、実稼働環境でも開発者のマシンの場合と同じようにアプリが機能することを期

待しています。

Windows Server 2016 は、コンテナー テクノロジとマイクロサービスを使用し

たアプリケーションのイノベーションをサポートしています。コンテナーでは、ア

プリケーションの展開がさらに加速され、IT 運用チームと開発チームが共同でア

プリケーションを提供する方法が効率化されるようになります。さらに、開発者は

マイクロサービス アーキテクチャを使用して、アプリの機能をより小さな個別に

展開可能なサービスに分離することで、アプリの一部を残りの部分に影響を与えず

に容易にアップグレードできるようなります。

Windows Server 2016 では、以下の 3 種類の方法でアプリの更新および導入を

サポートしています。

• 既存アプリケーションのファブリックの保護。負荷の大きいクライアントサー

バー アプリケーションを支援します。既存のアプリを、変更することなく

Windows Server 2016 で実行できます。このため、機能が強化されたファブ

リック内のセキュリティと効率性のメリットを活用できます。

管理オプション

Microsoft System Center 2016

お客様の所有サーバーが数台であっても、

数千台であっても、System Center は、

効率的な展開機能と管理機能を提供して、

仮想化されたソフトウェア定義型のデータ

センターで俊敏性とパフォーマンスを向上

できるようにします。

PowerShell および Desired State 

Configuration

PowerShell スクリプトと Desired State 

Configuration を使用することで、ソフト

ウェア環境の定義、展開、および管理を単

一のコンソールから行うことができます。

サーバー管理ツール

無償のクラウド サービスであるサーバー管

理ツールを使用することで、オンプレミス

と Azure の両方で Windows Server イン

スタンスを管理できます。

Operations Management Suite

さまざまな種類のクラウドでワークロード

を管理したり、保護できるようにしたりす

るには、管理を Operations Management 

Suite (OMS) に拡張し、Azure、AWS、

Windows Server、Linux、VMware、

OpenStack の各システムを可視化してそ

れらシステム全体を制御することができる

ようにします。

「当社のアプリケーション ポートフォリ

オのほとんどは、更新が煩雑な、従来の

レガシ アプリケーションで構成されてい

ま す 。 こ れ ら の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を

Windows Server コンテナーに移行し、

マイクロサービス アーキテクチャを採用

することにより、このような大型のアプ

リケーションを分割して個別に更新する

ことができます。これによりお客様のダ

ウンタイムが短縮し、ビジネスの俊敏性

が強化されました」

– Stephen Tarmey 氏

Tyco International 社

チーフ アーキテクト
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• 既存のアプリに対するコンテナーのメリットの提供。コンテナーは、アプ

リをオペレーティング システム レベルで分離して、コードをほとんど、

またはまったく変更することなく、既存のアプリケーションを最新の

DevOps 環境に移行できるようにすると共に、継続的な統合、セキュリ

ティの向上などのメリットも享受できるようにします。コンテナーは、ア

プリケーションの俊敏性とスケールを向上させる、マイクロサービスなど

の新しいアーキテクチャの導入を容易にします。また、開発者が IT 部門

に提供するためにアプリをコンテナーにパッケージ化するときに、プラッ

トフォーム上での標準化を図り、オンプレミスから任意のクラウドへの、

または複数のクラウドにわたるハイブリッド アーキテクチャへの展開を合

理化することもできます。

• クラウドネイティブおよびハイブリッドのアプリの作成。より少数の圧縮済み

のリソース、およびより俊敏性の高い "Just Enough" テクノロジを使用して、

新しいマイクロサービス アプリケーションを作成します。コンテナーを使用

して、アプリを構築、テスト、展開し、Microsoft Azure クラウド インフラ

ストラクチャをはじめとする任意のクラウドに展開します。軽量 Nano

Server インストール オプションを使用して、準備を迅速化します。このオプ

ションでは、コンテナーまたはマイクロサービスを使用する次世代のアプリ

ケーションを構築するために最適化された、実用的なクイック スタート プ

ラットフォームとして、Windows Server 2016 が提供されます。

インストール オプション

Datacenter エディションまたは Standard エディションを選択なさったお客様は、

3 つのオプションのいずれかを選択して、Windows Server 2016 のインストー

ルをカスタマイズできます。

Windows Server 2016 の

各エディションの比較

高度に仮想化されたデータセンターおよび

クラウド環境向けの Windows Server

2016 Datacenter

• Datacenter Edition 固有の機能には、

シールドされた仮想マシン、ソフトウェ

アによるネットワーク制御、記憶域ス

ペース ダイレクト、記憶域レプリカが

あります。

物理的環境または最小限の仮想化環境向け

の Windows Server 2016 Standard

ユーザー数が 25 名以内で、デバイスが

50 個 以 内 の 小 企 業 向 け の Windows

Server 2016 Essentials

オプション シナリオ 詳細

Server Core フットプリントの小さなヘッドレス

オペレーティング システム。サー

バーからデスクトップ UI をなくし

て、必須のコンポーネントのみを実

行。

• タスク マネージャーや PowerShell などの、ローカル
またはリモートの管理のための限定的なローカル
グラフィック ツールを含む。

• MMC やサーバー マネージャーは含まない。

• Long Term Servicing Branch (LTSB) と共に使用。

Nano Server データセンターのフットプリント

の縮小、およびコンテナーやマイ

クロサービスを使用するアプリ

ケーションの実行に最適な、非常

に小型のヘッドレス オペレーティ

ングシステム。

• PowerShell または Web ベースのサーバー管理

ツールを使用してリモートで管理するか、MMC や

System Center などの既存のリモート管理ツール

を使用。

• ソフトウェア アシュアランスおよび Current Branch
for Business サービス モデルが必要。

Server with Desktop 

Experience

(従来の Server with 

GUI)

ローカル ユーザー インターフェイ

スを必要とするアプリの実行、また

はリモート デスクトップ サービス

ホストを必要とするお客様に、ユー

ザー エクスペリエンスを提供。

• Windows クライアント シェル全体のエクスペリエン
ス、および Windows 10 と一貫性のあるエクスペリエ
ンス。

• Microsoft 管理コンソール (MMC) およびローカルの
サーバーで使用可能なサーバー管理ツールと共に使用。

• Long Term Servicing Branch (LTSB) と共に使用。
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