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このガイドの使用方法 
 

このガイドには、System Center 2012 R2 上に構築され、Windows Server 2012 R2 を基盤とするデー

タセンターのエクスペリエンスを評価するために必要な情報が記載されています。このガイドは、データセン

ター内で評価環境を構築し、このガイドで説明する実際のガイド付きエクスペリエンスを提供することを目的

としています。ガイド付きのエクスペリエンスに加えて、ビジネス要件に基づいて製品機能を拡張するための

柔軟性についても説明します。明記されている場合、一部のエクスペリエンスは相互に依存していて、以前

のエクスペリエンスに基づいています。 

アーキテクチャおよびインストールに関するガイダンスでは、評価環境用に最小のハードウェア要件が示され

ています。また、このガイドを使用して、実際の環境およびパラメーターに合わせてシナリオを変更できます。

このガイドは、運用環境内ではサポートされない評価版またはプレリリース版のソフトウェアを使って作成され

ています。 

使用目的に合わせたドキュメント トピックの移動 

このドキュメントは、最も関連性の高い情報を簡単に検索できるように設計されています。このガイド全体で

以下のボタンが表示されています。これらのボタンを使用して、目次または参照しているメイン セクションの

先頭に簡単に移動できます。 

目次  機能のシナリオ 
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System Center 2012 R2 の概要 
 

 

情報技術 (IT) 組織では、顧客のニーズを満たすために、常に使用可能で高い柔軟性とスケーラビリティを

備えたデータセンター ファブリックを構成および管理する必要があります。IT プロフェッショナルは、良質のサー

ビスと高い価値を提供しながら、効率性を高めてコストを削減することを望んでいます。 

データセンター インフラストラクチャの監視および管理は、世界中に分散するデータセンターを構築および運

用するマイクロソフトのエクスペリエンスが組み込まれた System Center 2012 R2 によって大幅に簡素化さ

れます。 

System Center には、以下のニーズを満たす多くの機能が搭載されています。 

• インフラストラクチャ コストを削減し、運用効率を高める。. 

• 反復可能なタスクを自動化して戦略的なプロジェクトに注力する。 

• 高レベルのクロスプラットフォームの相互運用性を活用する。 

• 複数のデータセンターに分散できる最新のセルフサービスと高い可用性を備えたアプリケーションを構

築および展開する。 

System Center 2012 R2 は、ストレージ、ネットワーク、サーバー仮想化のイノベーションを初めとする主要

な Windows Server 2012 R2 機能を規模に応じて管理できます。 

このツールセットを使用して、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、

物理、仮想、またはクラウドのコンピューティング モデルのインフラストラクチャ リソースをプロビジョニングおよび

監視できます。エンタープライズ インフラストラクチャ全体におけるアプリケーションの診断を行い、アプリケー

ションのパフォーマンスと可用性の概要を把握できます。 

System Center の管理レイヤーでは、反復タスクを自動化し、ビジネス アプリケーション所有者の生産性

を高めることが可能なので、IT 組織のリソースを解放して、影響力の大きいプロジェクトをサポートできます。

組織は、IT の制御およびコストを管理しながら、新しい付加価値アプリケーション サービスを迅速に提供で

きます。
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新機能および特徴 

System Center 2012 R2 の主な新機能および強化機能を次の表に示します。 

System Center 2012 R2 の新機能 System Center 2012 の新機能 

• サイト間ゲートウェイのサポート 
• バーチャル マシンのライブ クローニング 
• 共有バーチャル ハード ディスク (VHDX) のサ
ポート 

• ベア メタルからのスケール アウト ファイル サー
バー クラスター展開 

• 差分ディスクとの統合 
• Machine Manager フェールオーバー後の自
動タスクの再開 

• 強化された UNIX および Linux のサポート 
• オンプレミス クラウド向けの IaaS 

(Infrastructure as a Service) 用 Windows 
Azure パック 

• Windows Azure パフォーマンス監視 

• グローバル サービス モニター 
• アプリケーション パフォーマンス管理 
• Service Provider Foundation (SPF) 
• Team Foundation Server (TFS) との統合 
• テンプレートからの迅速なバーチャル マシン プロビジョ
ニングを可能にする Offloaded Data Transfer 
(ODX) のサポート 

• IP アドレス管理 (IPAM) の統合 
• チャージバックのサポート 
• 包括的な .NET アプリケーション監視ダッシュボード 
• ワークロード向けの Microsoft System Center 

Advisor 統合 

目次  機能のシナリオ 
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データセンターの変革  

このガイドでは、バーチャル マシンでデータセンター フットプリントを構築するステップを案内しながら、

Microsoft TechNet Web サイトで使用できる豊富なリソースを紹介します。作成したバーチャル マシンは、

System Center の機能を確認し、実践的なエクスペリエンスを評価するために使用できます。 

Windows PowerShell スクリプトのセットをダウンロードして、手動の構成作業を軽減することもできます。

スクリプトの詳細については、「付録: 評価用スクリプトの使用」を参照してください。 

System Center のアーキテクチャ 

System Center 2012 R2 は、Windows Server 2012 R2 上に構築されたデータセンター インフラストラ

クチャに対してエンタープライズ クラスのスケーラビリティとパフォーマンスを提供します。このガイドの評価プロ

セスの一環として、特定のアーキテクチャおよびハードウェア構成に基づいたエクスペリエンスを確認します。

次の図 1 は、この評価で使用した System Center コンポーネントの論理トポロジを示します。 

 
図 1: System Center 2012 R2 の論理トポロジ 
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System Center コンポーネント 

System Center コンポーネントは、Windows Server 環境と Windows Azure 環境にまたがる一貫した

管理プラットフォームを提供します。このセクションでは、これらのコンポーネントによって実現する機能の概要

を示します。 

インフラストラクチャ プロビジョニング — System Center Virtual Machine 
Manager 

オンプレミス環境、サービス プロバイダー環境、または Windows Azure 環境のインフラストラクチャをプロビ

ジョニングする場合、ワークロードのスケーラビリティとパフォーマンス、異種環境、マルチテナント、および

チャージバックのサポートが必要です。Virtual Machine Manager (VMM) は、バーチャル マシン管理お

よびサービス展開の機能を提供します。VMM は、マルチハイパーバイザー環境をサポートし、データセン

ター環境の定義、作成、および管理を可能にします。次の表に VMM コンポーネントの説明を示します。 

 

コンポーネント 説明 

VMM 管理サーバー Virtual Machine Manager サービスが実行するサーバーで、コマンドの処理に
加えて、VMMデータベース、ライブラリ サーバー、およびバーチャル マシン ホス
トとの通信を制御します。 

VMM コンソール VMM 環境に対するユーザー インターフェイスとして機能するコンソールです。 

VMM データベース ホストおよび仮想ゲストに関する Virtual Machine Manager のすべての
構成と情報が格納されるデータベースです。 

VMM ライブラリ サーバー VMM ライブラリ サーバーは、バーチャル マシンおよびサービスを展開するた
めに使用する ISO ファイル、バーチャル ハード ディスク、テンプレート、および
プロファイルをすべて含むリソース カタログです。 

 

強化された機能 
System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 

• 顧客 IP アドレスを割り当てるための動的ホスト構成プロトコル (DHCP) するためのネットワーク仮想化
のサポート。 

• 共有 VHDX をサポートするオンライン VHDX のサイズ変更。 
• サーバー メッセージ ブロック (SMB) 3.0 を使ったファイル共有のサポート。 
• スケール アウト ファイル サーバー クラスターのベア メタル展開。 
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インフラストラクチャ監視 — System Center Operations Manager 

Operations Manager (OpsMgr) 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、物理、仮想、またはクラウドのコンピューティング モデルのインフラストラクチャ リソースをプロビ

ジョニングおよび監視するための単一のツールキットを提供します。エンタープライズ インフラストラクチャ全体

におけるアプリケーションの診断を行い、アプリケーションのパフォーマンスと可用性の概要を把握できます。

次の表に OpsMgr コンポーネントの説明を示します。 

コンポーネント 説明 

管理サーバー プライマリ サーバーは、管理グループを管理し、データベースと通信するための
重要なポイントです。オペレーション コンソールを開いて管理グループに接続
するには、目的の管理グループの管理サーバーに接続します。コンピューティン
グ環境の規模に応じて、管理グループには単一の管理サーバーまたは複数
の管理サーバーを含めることができます。 

オペレーション コンソール このコンソールは、インフラストラクチャ リソースを監視するための単一の
ビューを提供するユーザー インターフェイスです。 

Operations Manager  
データベース 

データベースには、パフォーマンス データやイベント データ、アラートなど、収集
されたすべてのデータが格納されます。 

Operations Manager  
データ ウェアハウス 

このデータ ウェアハウスは、傾向および予測レポートに使用されます。 

Operations Manager Web 
コンソール 

この Web コンソールは、サーバー ベースのコンソールに代わるブラウザー ベース
の代替機能を提供します。 

Operations Manager 
Advisor 

このブラウザー ベースのコンソールは、.NET アプリケーションに関する深い洞察
を提供します。 

ゲートウェイ サーバー ゲートウェイ サーバーは、境界ネットワークなどの信頼されない環境を監視する
ために使用します。監視収集サーバー (ACS) は、セキュリティ イベントの収集
および監査のために使用します。 
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強化された機能 
System Center 2012 R2 Operations Manager 

R2 では、診断および監視機能が拡張され、以下の新機能が追加されています。 

• .NET Framework 上に構築された Windows サービスの監視。 

• ASP.NET MVC3 および MVC アプリケーションの自動検出。 

• SharePoint 2010 のアプリケーション パフォーマンス監視 (APM)。 

• Team Foundation Server 2010 および 2012 との統合。 

 

自動化およびセルフサービス — Orchestrator、Service Manager、および App 
Controller 

3 つの System Center コンポーネントは連携して、予測可能および反復可能な方法でのサービス提供お

よびコスト効果と IT 制御の両方の最大化を可能にします。Orchestrator は、Runbook および 

Windows PowerShell を通じて IT プロセスを自動化するのに役立つワークフロー エンジンです。App 

Controller は、アプリケーション所有者にセルフ サービス機能を提供します。Service Manager では、

サービス カタログを通じてサービス内容、要求内容、およびサービス テンプレートを標準化できます。 

System Center Orchestrator 

Orchestrator は、ワークフロー エンジンとして、すべての System Center コンポーネントと連携して機能し、

IT プロセスのオーケストレーション、統合、および自動化を実現します。また、サード パーティ アプリケーショ

ンのコンポーネントを自動化するために使用することもできます。Orchestrator 2012 R2 統合パックの完

全なリストについては、TechNet を参照してください。 

サービス プロバイダーは、Orchestrator 2012 の一部として含まれているサービス プロバイダー フレームワー

クを使用して IaaS (Infrastructure as a Service) を提供できます。Service Provider Foundation は、

クライアントがポータルを変更することなく、プロバイダーのフロントエンド ポータルを使って、ホスティング プロバ

イダー システムのリソースにアクセスすることを可能にします。次の表に Orchestrator コンポーネントの説明

を示します。 
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コンポーネント 説明 

管理サーバー 管理サーバーは、Runbook Designer と Orchestration データベース間の
通信レイヤーです。 

Runbook サーバー これは、Runbook のインスタンスが実行する場所です。Runbook は、複数
のアクションがバンドルされたコレクションで、自動化されたさまざまなアクション
を実行するために Orchestrator によって実行されます。Runbook サーバー
は、Orchestration データベースと直接通信します。容量と冗長性を高める
ために、Orchestrator のインストールごとに複数の Runbook サーバーを展
開できます。 

Orchestration データベース このデータベースは、展開済みのすべての Runbook、実行中の Runbook の
状態、ログ ファイル、および Orchestrator の構成データを含む SQL データベー
スです。 

Runbook Designer Runbook Designer は、Orchestrator Runbook の構築、編集、および管
理のために使用するツールです。単一または複数の Runbook がワークフロー
を形成します。 

Runbook Tester これは、Runbook Designer で作成された Runbook をテストするためのラ
ンタイム  ツールです。このツールを使用して、運用に移行する前に 
Runbook をテストできます。 

Orchestration コンソール このコンソールでは、Runbook を開始または停止し、Web ブラウザー上でリア
ルタイムに状態を表示できます。これは、Microsoft Silverlight ベースの Web 
コンソールです。 

Orchestrator Web サービス この Web サービスは、REST (Representational State Transfer) ベースの
サービスで、カスタム アプリケーションまたはスクリプトを使用して Runbook の
開始と停止およびオペレーションに関する情報の取得を行うために、カスタム 
アプリケーションが Orchestrator に接続することを可能にします。
Orchestration コンソールは、この Web サービスを使用して Orchestrator と
対話します。 

展開マネージャー 展開マネージャーは、統合パック、Runbook サーバー、および Runbook 
Designer を展開するために使用するツールです。 
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コンポーネント 説明 

統合パック 統合パックは、製品またはテクノロジに固有のカスタム活動のコレクションで
す。マイクロソフトおよびその他の企業は、Orchestrator Runbook からマイ
クロソフトおよびサードパーティ製品と対話するための活動を含む統合パック
を提供しています。 

マイクロソフトが提供する統合パック (完全なリスト): 

• すべての System Center コンポーネント 
• Windows Azure 
• SharePoint 2013 
• Active Directory 
• Exchange 監理者および Exchange ユーザー 
• Representational State Transfer 
• FTP 

マイクロソフトがサポートするサードパーティ製の統合パック 

• HP iLO および OA 
• HP Service Manager 
• IBM Tivoli Netcool/OMNibus 
• VMware vSphere 

 

強化された機能 
System Center 2012 R2 Orchestrator 

• Exchange Admin Integration Pack for Orchestrator in System Center 2012 R2。 

• Exchange Users Integration Pack for Orchestrator in System Center 2012 R2。 

• Representational State Transfer Integration Pack Guide for Orchestrator in System Center 
2012 R2。 
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System Center App Controller 

最新のアプリケーションを使用する組織は、データセンター内で単一の管理エクスペリエンスを介して他のクラ

ウド内のサービスに接続し、サービスを管理する必要があります。 

App Controller は、プライベートおよびパブリックの両方のクラウド上でサービスを管理、構築、構成、およ

び展開するための Web ベースの Silverlight インターフェイスを提供します。このインターフェイスは、複数の

異なるクラウドにわたってアプリケーション所有者に共通のセルフ サービス エクスペリエンスを提供します。次

の表に App Controller コンポーネントの説明を示します。 

コンポーネント 説明 

App Controller サーバー App Controller サーバーは、プライベート クラウドおよびパブリック クラウドの
両方で、サービスの管理、構築、構成、および展開を行う Web ベースの 
Silverlight アプリケーションを実行します。 

データベース Azure サブスクリプションおよび Virtual Machine Manager サービスに接続
するために必要な情報を含むデータベースです。 

Windows PowerShell 
モジュール 

Windows PowerShell モジュールは、App Controller の管理を自動
化する機能を提供します。 

 
 

強化された機能 
System Center 2012 R2 App Controller 

• VMM ライブラリまたはネットワーク共有から Windows Azure へのバーチャル ハード ディスクまたはイ
メージのアップロード。 

• VMM から Windows Azure へのバーチャル マシンの移行。 

• Service Provider Foundation (SPF) ホスティング プロバイダー接続の追加。サービス プロバイダー
は、SPF を使用してクライアントに IaaS を提供できます。 

System Center Service Manager 

Service Manager は、Microsoft Operations Framework (MOF) および ITIL (情報技術インフラストラクチ

ャ ライブラリ) に含まれている IT サービス管理のベスト プラクティスの自動化と適合を行うための統合プラットフォ

ームを提供しています。Service Manager では、サービス カタログを通じてサービス内容、要求内容、および

サービス テンプレートを標準化できるので、インシデントと問題の解決、変更管理、およびリリース管理の組み

込みプロセスが提供されます。次の表に Service Manager コンポーネントの説明を示します。 
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コンポーネント 説明 

管理サーバー このサーバーには、Service Manager インストールのメイン ソフトウェア部
分が含まれます。Service Manager 管理サーバーを使用して、インシデ
ント、変更、ユーザー、およびタスクを管理できます。 

データベース このデータベースには、エンタープライズからの Service Manager 構成項
目および作業項目 (インシデント、変更要求、製品自身の構成など) が
含まれます。これは、構成管理データベース (CMDB) の Service 
Manager 実装です。 

データ ウェアハウス 
管理サーバー 

このコンピューターは、データ ウェアハウスのサーバー部分をホストします。 

データ ウェアハウス  
データベース 

これらのデータベースは、Service Manager が生成するビジネス データの長期
的なストレージを提供します。これらのデータベースはレポートにも使用されま
す。 

Service Manager  
コンソール 

インシデント、変更、タスクなど、Service Manager 機能を実行するヘルプデ
スク アナリストおよびヘルプデスク管理者の両方が使用するユーザー インター
フェイスです。このコンソールは、Service Manager 管理サーバーの展開時に
自動的にインストールされます。Service Manager コンソールは、スタンドアロ
ンのコンポーネントとしてコンピューターに手動でインストールすることもできま
す。 

セルフサービス ポータル Service Manager を操作するための Web ベースのインターフェイス。 

 

 

強化された機能 
System Center 2012 R2 Service Manager 
• Machine Manager ファブリックにクラウド ベースの価格を適用することを目的としたチャージバックのサ

ポート。 

• Operations Manager との統合の向上。 

• SQL Server 2012 のサポート。 

• Windows Server 2012 および Windows 8 のサポート。 
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アプリケーション パフォーマンス監視 — Operations Manager 

アプリケーションのダウンタイムおよびパフォーマンスの問題が原因でオペレーションが中断し、追加コストや収

益の喪失が発生することがあります。データセンター組織は、アプリケーション所有者に予測可能なサービス 

レベル契約を提供するために、Operations Manager を使用して必要な洞察を得ることができます。 

IT サービス管理 — Service Manager 

Service Manager は柔軟な方法でサービスを提供するので、コスト効率を向上させながら固有のポリシー

を適用することが可能になります。System Center は、カスタム サービスの要求の提示、プロセスとナレッジ

の統合、チャージバック機能を可能にすると共に、インシデントの管理、変更管理、リリース管理をサポート

します。 

クラウド インフラストラクチャの追加コンポーネント 

System Center は、Data Protection Manager を介してビジネス継続性機能とデータ保護機能もサポ

ートします。 

System Center Data Protection Manager 

Data Protection Manager (DPM) を使用すると、SQL Server、Exchange Server、SharePoint、仮

想サーバー、ファイル サーバー、Windows デスクトップとラップトップのサポートなど、サーバーに対するディス

ク ベースおよびテープ ベースのデータ保護と回復が可能になります。DPM では、システム状態およびベア メ

タル回復 (BMR) を一元的に管理でき、仮想化インフラストラクチャを含むサーバーを保護することもできま

す。次の表に DPM コンポーネントの説明を示します。 

コンポーネント 説明 

DPM サーバー このサーバーには、Data Protection Manager インストールのプログラム ファ
イルが含まれます。このサーバーは、すべての保護ジョブと回復ジョブを処理し
ます。 

データベース このデータベースには、Data Protection Manager 環境のすべての情報が
含まれます。すべての保護グループ情報、エージェント情報、および回復ポイ
ントは、このデータベースに格納されます。 
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コンポーネント 説明 

中央コンソール 中央コンソール Operations Management は、SCDPM サーバー 
(または複数の DPM サーバー) を管理するために中央コンソールのプ
ラットフォームとして使用されます。 

ストレージ プール ストレージ プールには、ディスクからディスクへのバックアップ用のストレージが含ま
れます。 

 

強化された機能  
System Center 2012 R2 Data Protection Manager 
• クラスター共有ボリューム (CSV) でのバーチャル マシン バックアップのパフォーマンスを向上させる CSV 

2.0 のサポート。 

• リモート SMB 共有を介した Hyper-V 保護。 

• Hyper-V マシンのスケール アウトのサポート。 

• Windows 8 の重複除去ボリュームの保護。 

• ライブ マイグレーションのサポート。 

• Windows Azure Online Backup との統合。 

• SQL 2012 AlwaysOn 機能のサポート。 

• Resilient File System (ReFS) のサポート。 

 

目次  データセンター
の変革 
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System Center のインストール 

System Center をインストールする前に、『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』の「Windows 

Server のインストール」セクションに従って、ホスト コンピューターを正しく準備するために以下のタスクを完

了してください。 

• ホスト コンピューターのセットアップ。 

• ドメイン コントローラー用のバーチャル マシンの作成および構成。 

• 2 台のホスト マシンの構成。 

• VHDX ファイルの作成。 

ホスト コンピューター、ドメイン コントローラーのバーチャル マシン、バーチャル スイッチ、およびその他の必要

なコンポーネントが既に存在する場合は、このセクションを参照して、適切な環境要件が存在することを確

認し、実際の環境とどのように異なるかを特定します。 

このガイドでは、評価環境で 2 台のサーバーを使用し、1 つのバーチャル マシン内に各コンポーネントをイン

ストールすることを推奨します。推奨されるバーチャル マシン アーキテクチャを図 2 に示します。この環境は、

Windows Server 2012 R2 エクスペリエンス用の環境でも使用されます。 

注記: この評価ガイドおよび提供されるエクスペリエンスは、分離ドメイン インフラスト
ラクチャ上の分離ネットワーク環境で実行するように設計されています。このエクスペリ
エンスを運用ネットワーク上で実行することは推奨されません。 

データセンターの変革  – System Center のインストール      18 

http://download.microsoft.com/download/B/2/0/B20A660F-787F-4C17-8CE6-35E9789E2CB1/Windows-Server-2012-R2-Evaluation-Guide.pdf


 
図 2: System Center 2012 R2 の評価環境 

評価エクスペリエンスをサポートするための物理インフラストラクチャの前提条件 

ハードウェア 

推奨されるデータセンター評価環境では、各マシンに少なくとも 2 枚の物理 NIC を備える 2 台のホ

スト マシンが必要です。この環境では、Host1 上で 7 つのバーチャル サーバーをサポートする必要が

あります (オプションの Windows Server 2012 R2 エクスペリエンス用に Host2 を使用するか、2 台

のホスト間で System Center バーチャル マシンの負荷分散を行うことが可能です)。 

注記: 2 台の物理ホストを使用することが推奨されていますが、1 台の物理ホストをセッ

トアップして System Center エクスペリエンスに焦点を当てることもできます。 
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物理サーバー 

次の表は、System Center エクスペリエンスを含め、データセンター評価環境で推奨される最小の物理

サーバーを示しています。どのような環境でも、これは適正なパフォーマンスでタスクを実行するのに必要な

最小要件です。 

名前 CPU メモリ ディスク NICs 

HOST1 各ソケットに複
数のコアを搭
載する 2 つの
ソケット 

48 GB 120 GB を C: ドライブ、残りを 
D:ドライブとしてパーティション分
割した 1 TB のドライブ 

2 枚の物理 NIC 

HOST2 

(オプション) 

各ソケットに複
数のコアを搭
載する 2 つの
ソケット 

48 GB 120 GB を C: ドライブ、残りを 
D:ドライブとしてパーティション分
割した 1 TB のドライブ 

2 枚の物理 NIC 

詳細については、『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』の「Windows Server のインストール」セク

ションを参照してください。 

サーバーに関する重要な注記を以下に示します。 

• サーバーには、VMCreator.ps1 スクリプトがバーチャル マシンを構築する D:\ドライブが必要です。 

• 各ホスト サーバーには Windows Server 2012 R2 をインストールし、Hyper-V の役割を有効にして 

SQL Server 2012 SP1 をインストールする必要があります。 

• 両方のホストに固定 IP が必要です。 

• プライマリ ネットワーク アダプターの設定は、現在の外部ネットワーク環境に基づいて決定します。 

• 分離ネットワーク環境用に 192.168.1.0 ～ 192.168.1.99 の IP 範囲を予約します。 

• 評価環境では、セカンダリ ネットワーク アダプターでクロスオーバー ケーブルを使用して、プライベート 

ネットワーク上で 2 つのホストを直接接続します。サブネット マスクは 255.255.255.0 に設定します。別

の方法として、両方のホストのセカンダリ ネットワーク アダプターを分離スイッチ環境に接続することもで

きます。 
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注記: このセットアップでは、一部のエクスペリエンスを実行するために再構成が必要

になります。 
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ソフトウェア 

テスト環境に System Center 2012 R2 の評価版をダウンロードします。評価用ソフトウェアは、運用を目的
としたものではありません。評価期間が終了した後は、テスト用コンピューターのオペレーティング システムを置
き換え、すべてのプログラムとデータを再インストールする必要があります。評価版を正規ライセンスの運用バー
ジョンにアップグレードすることはできません。クリーン インストールが必要です。 

 

ソフトウェアのダウンロード 

System Center 2012 R2  http://technet.microsoft.com/ja-
jp/evalcenter/dn205295.aspx 

SQL Server 2012 SP1 http://technet.microsoft.com/ja-
jp/evalcenter/hh225126.aspx 

 

T 

目次  データセンター
の変革 
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System Center の展開 

展開ステップに従って、評価環境を正しく準備し、「機能のシナリオ」セクションの実践的なエクスペリエンスに
対応させます。 

以下の 4 つのステップを実行します。 

1. バーチャル マシンを作成します。 

2. ソフトウェアをダウンロードします。 

3. バーチャル マシンを構成します。 

4. System Center 2012 R2 を展開します。 

評価エクスペリエンス用の System Center バーチャル マシンの作成 

最初に、評価プロセスを完了するためのバーチャル マシン アーキテクチャを構築します。このエクスペリエンス
に必要な System Center バーチャル マシンを作成するには、次の 2 つの方法があります。 

• オプション A: 評価スクリプト VMCreator.ps1 を実行して、バーチャル マシンを作成および構成しま

す。 

• オプション B: 手動で構成を行って評価用バーチャル マシンを展開します。 

それぞれのオプションの実行手順を以下に示します。 

オプション A: バーチャル マシン作成の自動化 

評価用スクリプトの概要 

展開プロセスのステップを実行するために役立つスクリプトが用意されています。このスクリプトはオプションです
が、時間と手間を節約できます。 

前述したように、データセンター評価フットプリントのセットアップに役立つスクリプトをマイクロソフトからダウン
ロードできます。このスクリプトは、環境に合わせてカスタマイズできます。 

注記: 評価スクリプトは、ホスト マシンを準備してドメイン コントローラーのバーチャル 
マシンを構成した後にダウンロードしてください。このスクリプトは、Windows 8.1 およ
び Windows Server 2012 R2 オペレーティング システムで機能します。Windows 
2012 R2 オペレーティング環境と共にホストをセットアップする手順については、
『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』の「Windows Server のインストール」セク
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ションを参照してください。 

使用するスクリプトを準備するには、以下の手順を実行します。 

1. Datacenter Evaluation Deployment Tool.msi ファイルをダウンロードして実行します。スクリプト

は、既定のディレクトリ (C:\temp) にインストールされます。 

注記: このスクリプトを使用する場合は、以下の手順を参照して、使用前に 
Windows Server 2012 R2 ホストにスクリプトを転送することを忘れないでくださ
い。 

2. Host1 上の C:\temp フォルダーにファイルを移動します。これらのファイルを使用して、エクスペリエンス用

のバーチャル マシンを作成して構成します。このフォルダーには、以下のファイルが含まれます。 

• VMCreator.ps1: バーチャル マシンを構築するスクリプト。 

• SysCenterVariable.xml: System Center エクスペリエンス用のバーチャル マシンを設定
するために VMCreator.ps1 スクリプトによって使用される設定が含まれます。 

• 以下のオプション ファイルも含まれます。 

• ExperiencesVariable.xml: Windows Server エクスペリエンス用のバーチャル マシ
ンをセットアップするための設定が含まれます (このスクリプトは、『Windows Server 
2012 R2 評価ガイド』のエクスペリエンスで使用します。 

• ActiveDir フォルダー: 『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』に記載されている
ドメイン コントローラーを設定するためのスクリプトが含まれます。 

• Downloader.ps1:  System Center を構成するために必要な前提条件をダウン
ロードするスクリプトです。このスクリプトはオプションです。このスクリプトを使用する
方法については、「付録: 評価用スクリプトの使用」を参照してください。・ 

• Workflow.xml: ダウンローダー スクリプト用の設定が含まれます。 

スクリプトのカスタマイズ 

VMCreator スクリプトは SysCenterVariable.xml と連動して、以下の 4 つのタスクを実行します。 

1. System Center を評価するために必要なすべてのバーチャル マシンを作成します。 

2. 適切なオペレーティング システムをバーチャル マシンにインストールします。 

3. バーチャル マシンの IP アドレスを設定します。 

4. Contoso ドメイン (または実際に使用するドメイン) にバーチャル マシンを参加させます。 

VMCreator.ps1 スクリプトを使用して評価エクスペリエンス用の 7 つのバーチャル マシンを作成する場合は、最
初に各環境に合わせて、スクリプトに付属する SysCenterVariable.xml ファイルをカスタマイズします。使用する
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ドメインにバーチャル マシンを参加させるには、このファイル内のホスト名が実際のホストの名前を反映しているこ
とを確認します。 

また、バーチャル マシンの IP アドレスを調整することもできます。開始 IP アドレスは SysCenterVariable.xml に
よって設定され、各バーチャル マシンの IP アドレスは VMCreator.ps1 スクリプトによって順次割り当てられます。イ
ンフラストラクチャを展開してさまざまなエクスペリエンスを確認する場合、独自の IP アドレスおよび高度な優れた
ハードウェアを使用できます。 

SysCenterVariable.xml の内容の一部を以下に示します。 

<VMs> 

<Count>7</Count>-<Default> 

<Host>localhost</Host> 

<Folder>D:\VMs</VMFolder> 

<VHDFolder>D:\VMs</VHDFolder> 

VMCreator.ps1 スクリプトによって作成されるバーチャル マシンを次の表に示します。この表には、System 
Center 評価環境をサポートする各バーチャル サーバーの最小ハードウェア要件も示されています。このスクリ
プトは、最小メモリ要件に基づいて、バーチャル マシンのスタートアップ RAM を 2 GB または 8 GB に設定し
ます。SysCenterVariable.xml でメモリを構成して、動的メモリをサポートできます。 

System Center バーチャル マシンの仕様 

名前 機能 メイン IP vCPU 最小動的メモリ ディスク 

AC01 App Controller サーバー 192.168.1.82 2 2 GB 60 GB 

DPM01 Data Protection Manager 192.168.1.87 2 2 GB 60 GB 

OM01 Operations Manager 192.168.1.84 2 2 GB 60 GB 

OR01 Orchestrator 192.168.1.83 2 2 GB 60 GB 

SM01 Service Manager 01 192.168.1.85 2 8 GB 60 GB 

SM02 Service Manager 02 (デ
ータ ウェアハウス) 

192.168.1.86 2 8 GB 60 GB 

VMM01 Virtual Machine Manager 192.168.1.81 2 8 GB 60 GB 
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VMCreator.ps1 ファイルの実行 

スクリプトをカスタマイズした後、スクリプトを実行できます。 

Host1 にダウンロードした VMCreator スクリプトは C:\Temp\EvalScripts フォルダーにあります。このスクリプ
トは、バーチャル マシンのセットアップを自動化します。 

管理者として Windows PowerShell を開きます。ディレクトリ C:\Temp\EvalScripts に移動し、
VMCreator.ps1 を実行して評価に必要なバーチャル マシンを作成します。 

• .\VMCreator –inputfile SysCenterVariable.xml 

スクリプトが正常に実行した後、新しく作成されたバーチャル マシンが Hyper-V に示されます。図 3 に 
Host1 上のバーチャル マシンを示します。 
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図 3: System Center エクスペリエンスのバーチャル マシン 

オプション B: 手動によるバーチャル マシンの作成 

Host1 上で 7 つの System Center バーチャル マシンをそれぞれ手動で作成するには、以下の手順に従
います。上の図 3 の仕様に従って、各バーチャル マシンの VM 名と IP アドレスを変更します。 

1. 名前: VMM01 (または表内の名前)。 

2. [仮想マシンを別の場所に格納する] チェック ボックスをオンにして、場所を D:\VMs に設定します。 

3. [世代の指定] で [第 1 世代] を選択します。 

4. スタートアップ メモリを 2048 MB に設定し、[この仮想マシンに動的メモリを使用します。] をオンにして、
最大値を 10 GB に設定します。 

5. 接続: ホスト構成時に Eval-Internal バーチャル スイッチを作成します。 

6. [仮想ハード ディスクの接続] で、既定の場所を使ってバーチャル ハード ディスクを作成し、ディス
クに VMM01_ Disk0 という名前を付けて [次へ] をクリックします。 

7. ブート CD/DVD-ROM からオペレーティング システムをインストールし、イメージ ファイル (.iso) を選択
します。次に、D:\ISOs を参照し、Windows Server 2012 R2 用 ISO を選択します。 

8. バーチャル マシンを起動し、Windows Server 2012 R2 をインストールします。 

9. インストールが完了して Windows が起動したら、[システム プロパティ] を開き、コンピューターの名前
を VMM01 に変更します。 

10. IP アドレスを 192.168.1.81 (またはバーチャル マシンの表のアドレス) に設定します。 

11. サブネットマスクを 255.255.255.0 に設定します。 

12. ゲートウェイを 192.168.1.1 に設定します。 

13. DNS を 192.168.1.2 に設定します。 

14. Contoso\Administrator の資格情報を使用して、コンピューターを Contoso ドメインに参加
させます。 

7つのバーチャル マシンを作成した後、図 3 に示すように Host1 上の Hyper-V にバーチャル マシンが示されます。 
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ソフトウェアのダウンロード 

必要なバーチャル マシンを作成し、適切なオペレーティング システムをバーチャル マシンにインストールした
ら、System Center をインストールするバーチャル マシンの準備が整います。以下の手順を実行します。 

Host1 の C:\temp に System Center バーチャル マシン用のソフトウェアをダウンロードします。 

ダウンロード プロセスを自動化して時間を節約する場合は、「付録: 評価用スクリプトの
使用」に記載されているダウンローダー スクリプトを使用できます。 

• Windows Server 2012 R2  

• System Center 2012 R2  

• SQL Server 2012 SP1 
• Windows 8.1 用 Windows アセスメント デプロイメント キット (Windows ADK) 

• Windows Deployment Tools (英語) 

• Windows プレインストール環境 
• Silverlight 
• WCF Data Services 5.0 
• System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Console (英語) 

• SQL Server 2008 R2 管理ツール 

• Microsoft Report Viewer 2010 再頒布可能パッケージ 

• System Center 2012 R2 Orchestrator Component Add-Ons and Extensions (英語) 
• System_Center_2012_R2_Integration_Packs.EXE 
• System_Center_2012_R2_Orchestrator_Integration_ToolKit.exe 

バーチャル マシンの構成 

このセクションでは、各バーチャル マシン上に実装する役割、機能、サービス、およびインストールするソフトウェ
ア (Windows、System Center、SQL Server) について説明します。 

バーチャル マシンに前提条件となるソフトウェアをインストールするには、以下の手順を実行します。 

1. ソースの場所からバーチャル マシンに必要なすべてのソフトウェアをバーチャル マシンにコピーします。 

注記: 以下の表は、各バーチャル マシンにインストールするソフトウェアを示しています。 

2. 以下の表に示す順にソフトウェアのインストールを完了します。 

3. 各バーチャル マシンに接続し、以下の表に従って役割、機能、およびサービスを設定します。 

AC01 の構成 
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役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
Web Server (IIS) 既定のドキュメント 

ディレクトリの参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
要求の監視 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 
基本認証 
Windows 認証 
管理コンソール 
ASP.NET 4.5 
.NET Extensibility 3.5 
.NET Extensibility 4.5 
ISAPI 拡張機能 
ISAPI フィルター 
IIS ASP.NET 4.5 

 

DPM01 の構成 

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
Web サーバー (IIS) Web サーバー 

既定のドキュメント 
ディレクトリの参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 

 アプリケーション サーバー .NET Framework 4.5 
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OM01 の構成 

 

  

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 

.NET HTTP Activation 4.5 
Windows プロセス アクティブ化
サービス 
プロセス モデル 
構成 API 

Web サーバー (IIS) Web サーバー 
既定のドキュメント 
ディレクトリ参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
要求監視 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 
Windows 認証 
.NET Extensibility 3.5 
.NET Extensibility 4.5 
IIS ASP.NET 3.5 
IIS ASP.NET 4.5 
ISAPI 拡張機能 
ISAPI フィルター 
管理コンソール 
ASP.NET 4.5 
IIS 6 メタベース互換 
アプリケーション開発 

 アプリケーション サーバー .NET Framework 4.5 
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OR01 の構成 

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
Web サーバー (IIS) Web サーバー 

既定のドキュメント 
ディレクトリ参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 

アプリケーション サーバー .NET Framework 4.5 

SM01/SM02 の構成 

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
Web サービス (IIS) Web サーバー 

既定のドキュメント 
ディレクトリ参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 
基本認証 
Windows 認証 
IIS ASP.NET 4.5 
ISAPI 拡張機能 
ISAPI フィルター 
管理コンソール 
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SP01 の構成 

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
Web サーバー (IIS) Web サーバー 

既定のドキュメント 
ディレクトリ参照 
HTTP エラー 
静的なコンテンツ 
HTTP ログ 
静的コンテンツ圧縮 
要求フィルター 
基本認証 
Windows 認証 
IIS ASP.NET 4.5 
ISAPI 拡張機能 
ISAPI フィルター 
管理コンソール 
要求監視 

VMM01 の構成 

役割 機能 サービス 

.NET Framework 3.51 

.NET Framework 4.5 
RSAT Clustering Powershell 

アプリケーション サーバー .NET Framework 4.5 

リモート アクセス  

 

System Center 2012 R2 のインストール 

バーチャル マシンに System Center 2012 R2 をインストールする前に、TechNet のインストールに関するガイ
ダンスを参照してください。 

各コンポーネントのガイダンスに従って、以下に示す順序でバーチャル マシンにソフトウェアをインストールします。 

• Virtual Machine Manager 
• Operations Manager 
• Service Manager 

データセンターの変革 – System Center の展開  32 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj649385.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj649385.aspx


• Orchestrator 
• App Controller 
• Data Protection Manager 

 

前提条件 

Windows 機能をインストールするには、以下の手順を参照してください。中央のファイル共有として Host1 を
セットアップし、前提条件となるソフトウェア インストールを準備するバーチャル マシンに重要なオペレーティング 
システム コンポーネントを提供します。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用
して Contoso\administrator として Host1 にログオンします。 

1. 右クリックして、Windows Server 2012 R2 インストール ISO をマウントします。ドライブ文字をメ
モします。 

2. このドライブを Windows で共有します。 

a. マウントした Windows Server 2012 R2 インストール ISO を右クリックして、[共有]、
[詳細な共有] の順に選択します。 

b. ドライブのプロパティで、[詳細な共有] を選択します。 

c. [このフォルダを共有する] チェック ボックスをオンにして、共有に Win2012R2 という名前
を付けます。 

d. [アクセス許可] をクリックし、Everyone に読み取りアクセスがあることを確認して、[OK] 

をクリックします。 

e. [OK] をクリックして、共有のプロパティのダイアログ ウィンドウを閉じます。 

f. [閉じる] をクリックして、ドライブのプロパティのダイアログ ウィンドウを閉じます。 

Virtual Machine Manager 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして [新規作成]、[ユーザー] の順に
選択します。 
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3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_VMM 

• ユーザー ログイン名: SRV_VMM 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユー
ザーは次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック 
ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 

5. [完了] をクリックします。 

Virtual Machine Manager のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. .NET Framework 3.5 機能をインストールします。 

a. Windows サーバー マネージャー ダッシュボードで [役割と機能の追加] を選択します。 

b. [開始する前に] ページで、[次へ] をクリックします。 

c. [インストールの種類の選択] ページで、役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択

して [次へ] をクリックします。 

d. [対象サーバーの選択] ページで、ローカル サーバー VMM01 を選択して [次へ] をク

リックします。 

e. [サーバーの役割の選択] ページでは、変更を加えずに [次へ] をクリックします。 

f. [機能の選択] ページで、.NET Framework 3.5 機能を選択して [次へ] をクリックしま

す。 

g. [インストール オプションの確認] ページで、[代替ソース パスの指定] を選択します。 

h. 代替ソース パスとして「\\Host1\Win2012R2\Sources\SxS」と入力し、[OK] をクリッ

クします。 

i. [インストール] をクリックします。インストールが完了したら Windows サーバー マネージャー 

ダッシュボードを閉じます。 

2. TechNet のインストール手順に従って、VMM01 に SQL Server 2012 SP1 をインストールします。 

3. 以下の SQL Server 機能を含めます。 

• SQL Server 2012 管理ツール 

• SQL Server 2012 Analysis Management Objects 

• SQL Server 2012 Command Line Utilities 
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注記: SQL の展開時には、SQL 管理者グループに SRV_VMM サービス アカウン
ト、Domain Admins、および自身のアカウントを追加します。 

4. Host1 の C:\temp から Virtual Machine Manager インストール ファイルを VMM01 C:\ にコピーしま

す。 

5. ダウンロードした前提条件のソフトウェアをインストールします。 

• Windows Deployment Tools (英語) 

• Windows プレインストール環境 

6. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager を

インストールします。 

Operations Manager 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして [新規作成]、[ユーザー] の順に選択し

ます。 

3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_OM 

• ユーザー ログイン名: SRV_OM 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオ

ンにして、[次へ] をクリックします。 

5. [完了] をクリックします。 

6. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

7. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_OMDA 

• ユーザー ログイン名: SRV_OMDA 

8. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオ
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ンにして、[次へ] をクリックします。 

9. [完了] をクリックします。 

10. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

11. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_OMDataReader 

• ユーザー ログイン名: SRV_OMDataReader 

12. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオ

ンにして、[次へ] をクリックします。 

13. [完了] をクリックします。 

14. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

15. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_OMDataWriter 

• ユーザー ログイン名: SRV_OMDataWriter 

16. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオ

ンにして、[次へ] をクリックします。 

17. [完了] をクリックします。 

18. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[グループ] の順に選択します。 

19. [新しいオブジェクト – グループ] ダイアログで、次の情報を入力し、[OK] をクリックします。 

• 名: OMAdmins 

• グループのスコープ: グローバル 

• グループの種類: セキュリティ 

20. [完了] をクリックします。 

21. [ユーザー] の一覧で、[OMAdmins] を右クリックして [プロパティ] を選択します。 

22. [OMAdmins のプロパティ] ダイアログで、[メンバー] タブを選択して [追加] をクリックします。 

23. [ユーザー、連絡先、コンピューター、サービス アカウントまたはグループの選択] ダイアログで、

「SRV_OM; SRV_OMDA; SRV_OMDataReader; SRV_OMDataWriter; Domain Admins」と入

力し、[OK] をクリックします。 

24. [OMAdmins のプロパティ] ダイアログで、[OK] をクリックして、設定を適用してダイアログを閉じます。 
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Operations Manager のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OM01 にログオンします。 

1. .NET Framework 3.5 機能をインストールします。 

a. Windows サーバー マネージャー ダッシュボードで [役割と機能の追加] を選択しま

す。 

b. [開始する前に] ページで、[次へ] をクリックします。 

c. [インストールの種類の選択] ページで、役割ベースまたは機能ベースのインス

トールを選択して [次へ] をクリックします。 

d. [対象サーバーの選択] ページで、ローカル サーバー OM01 を選択して [次へ] 

をクリックします。 

e. [サーバーの役割の選択] ページでは、変更を加えずに [次へ] をクリックします。 

f. [機能の選択] ページで、.NET Framework 3.5 機能を選択して [次へ] をク

リックします。 

g. [インストール オプションの確認] ページで、[代替ソース パスの指定] を選択し

ます。 

h. 次のいずれかの手順を実行します。 

i. 代替ソース パスとして「\\Host1\Win2012R2\Sources\SxS」と入力し、[OK] をクリックし

ます。 

ii. Windows Server 2012 R2 ISO を接続し、代替ソース パスとして「drive:\Sources\SxS」と
入力します。 

i. [インストール] をクリックします。インストールが完了したら Windows サーバー マネージャー ダッ

シュボードを閉じます。 

2. TechNet のインストール手順に従って OM01 に SQL Server 2012 SP1 をインストールします。 

3. 次の SQL Server 機能を含めます。 

• SQL Server 2012 管理ツール 

• SQL Server 2012 Analysis Management Objects 
• SQL Server 2012 Command Line Utilities 

4. Host1 の C:\temp から Virtual Machine Manager インストール ファイルを OM01 C:\ にコピーし

ます。 

注記: SQL の展開時には、SQL 管理者グループに SRV_OM、SRV_OMDA、
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SRV_OMDataReader、SRV_OMDataWriter サービス アカウント、Domain 

admins、および自身のアカウントを追加します。 

5. ダウンロードした前提条件のソフトウェアをインストールします。 

a. Report Viewer 2010 再頒布可能パッケージ (TechNet の記事「Microsoft Report Viewer 
再頒布可能パッケージのセキュリティ更新プログラムのインストール方法」を参照してください)。 

6. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Operations Manager をインスト

ールします。 

7. 次のいずれかの方法で、以下の管理パックをダウンロードおよびインストールします。 

• オプション A (評価環境向けに推奨される方法): 以下のリンクからダウンロードした MSI ファイ

ルを OM01 上のディレクトリにコピーしてファイルを抽出します。 

• Windows Server インターネット インフォメーション サービス 2003、Windows Server 

2008、インターネット インフォームエーション サービス 7、Windows Server インターネッ

ト インフォメーション サービス ライブラリ 

• SQL Server コア ライブラリ 
• System Center Management Pack for Windows Server Operating System 

(英語) 
• Windows Server 2012 R2 Management Packs for System Center 2012 

• オプション B (運用環境で使用): OM01 にインターネット アクセスが存在する場合は、カタ

ログ オプションを使用して Operations Manager で管理パックをインポートします。 

8. Operations Manager コンソールで、[管理ワークスペース] をクリックします。 

9. [管理パック] 項目をクリックし、[管理パックのインポート] を選択します。 

10. [追加] から [ディスクから追加する] を選択します。 

11. 抽出されたすべてのパックを選択します。 

注記: 依存関係が原因でインストールに失敗した管理パックはすべて削除します。こ

れは後で追加できます。 

12. Host1 を Operations Manager に追加します。 

13. [管理ワークスペース] をクリックします。 

14. [検出ウィザード] をクリックします。 

15. [Windows コンピューター] を選択して [次へ] をクリックします。 
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16. [コンピューターの自動検出] を選択して [次へ] をクリックします。 

17. [その他のユーザー アカウント] を選択します。 

18. [ユーザー名] に「SRV_OM」と入力します。 

19. [パスワード] に「pass@word1」と入力します。 

20. Host1 を選択して [次へ] をクリックします。 

21. [完了] をクリックします。 

Service Manager とデータ ウェアハウス 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして [新規作成]、[ユーザー] の順に選択し

ます。 

3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_SM 

• ユーザー ログイン名: SRV_SM 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオン

にして、[次へ] をクリックします。 

5. [完了] をクリックします。 

6. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

7. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_SMWorkflow 

• ユーザー ログイン名: SRV_SMWorkflow 

8. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオン

にして、[次へ] をクリックします。 

9. [完了] をクリックします。 

10. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 
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11. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_SMReporting 

• ユーザー ログイン名: SRV_SMReporting 

12. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオン

にして、[次へ] をクリックします。 

13. [完了] をクリックします。 

14. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

15. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_SMAnalysis 

• ユーザー ログイン名: SRV_SMAnalysis 

16. 次に、[ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] 

チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 

17. [完了] をクリックします。 

18. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順に選択します。 

19. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_SMPortal 

• ユーザー ログイン名: SRV_SMPortal 

20. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、[ユーザーは

次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] チェック ボックスをオン

にして、[次へ] をクリックします。 

21. [完了] をクリックします。 

22. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[グループ] の順に選択します。 

23. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[OK] をクリックします。 

• 名: SMAdmins 

• グループのスコープ: グローバル 

• グループの種類: セキュリティ 

24. [完了] をクリックします。 

25. [ユーザー] の一覧で、[SMAdmins] を右クリックして、[プロパティ] を選択します。 

26. [SMAdmins のプロパティ] ダイアログで、[メンバー] タブを選択し、[追加] をクリックします。 
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27. [ユーザー、連絡先、コンピューター、サービス アカウント、または グループの選択] ダイアログで、

「SRV_SM; SRV_ SMWorkflow; SRV_SMReporting; SRV_SMAnalysis; SRV_SMPortal; Domain 

Admins」と入力し、[OK] をクリックします。 

28. [SMAdmins のプロパティ] ダイアログで、[OK] をクリックして、設定を適用してダイアログを閉じます。 

29. [Users] を右クリックして、[新規作成]、[グループ] の順に選択します。 

30. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、次の情報を入力し、[OK] をクリックします。 

• 名: SMDWAdmins 

• グループのスコープ: グローバル 

• グループの種類: セキュリティ 

31. [完了] をクリックします。 

32. [ユーザー] の一覧で、[SMDWAdmins] を右クリックして、[プロパティ] を選択します。 

33. [SMDWAdmins のプロパティ] ダイアログで、[メンバー] タブを選択し、[追加] をクリックします。 

34. [ユーザー、連絡先、コンピューター、サービス アカウント、または グループの選択] ダイアログで、

「SMAdmins」と入力し、[OK] をクリックします。 

35. [SMDWAdmins のプロパティ] ダイアログで、[OK] をクリックして、適用および終了します。 

Service Manager のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として SM01 にログオンします。 

1. .NET Framework 3.5 機能をインストールします。 

a. Windows サーバー マネージャー ダッシュボードで [役割と機能の追加] を選択します。 

b. [開始する前に] ページで、[次へ] をクリックします。 

c. [インストールの種類の選択] ページで、役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択

して [次へ] をクリックします。 

d. [対象サーバーの選択] ページで、ローカル サーバー SM01 および SM02 を選択して [次へ] 

をクリックします。 

e. [サーバーの役割の選択] ページでは、変更を加えずに [次へ] をクリックします。 

f. [機能の選択] ページで、.NET Framework 3.5 機能を選択して [次へ] をクリックします。 

g. [インストール オプションの確認] ページで、[代替ソース パスの指定] を選択します。 

h. 代替ソース パスとして「\\Host1\Win2012R2\Sources\SxS」と入力し、[OK] をクリックしま

す。 
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i. [インストール] をクリックします。インストールが完了したら Windows サーバー マネージャー 

ダッシュボードを閉じます。 

2. TechNet のインストール手順に従って、SM01 に SQL Server 2012 SP1 をインストールします。 

3. 次の SQL Server 機能を含めます。 

• SQL Server 2012 管理ツール 
• SQL Server 2012 Analysis Management Objects 
• SQL Server 2012 Command Line Utilities 

4. 同じ手順に従って、SM02 に SQL 2012 SP1 をインストールします。 

注記: 両方のコンピューターに SQL をするとき、SRV_SM、SRV_SMWorkflow、

SRV_SMReporting、SRV_SMAnalysis、SRV_SMPortal サービス アカウント、

Domain Admins、および自身のアカウントを SQL Administrators グループに追

加します。 

 

注記: データベース エンジン、Reporting Services、Analysis Service が SQL 

Server 2012 SP1 と共に両方のコンピューターにインストールされていることを確認し

ます。 

5. Host1 の C:\temp から Service Manager インストール ファイルを SM01 および SM02 の C:\ に

コピーします。 

6. ダウンロードした前提条件のソフトウェアをインストールします。 

• Report Viewer 2010 再頒布可能パッケージ (TechNet の記事「Microsoft Report 

Viewer 再頒布可能パッケージのセキュリティ更新プログラムのインストール方法」を参照してく

ださい)。 
• Silverlight 

7. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Service Manager をインスト

ールします。2 台のコンピューターのシナリオを使用します。 

8. TechNet の手順に従って、System Center 2012 R2 Service Manager 用のセルフサービス 

ポータルをインストールします。 

Orchestrator 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 
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このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順

に選択します。 

3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_OR 

• ユーザー ログイン名: SRV_OR 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、

[ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] 

チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 

5. [完了] をクリックします。 

Orchestrator のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. .NET Framework 3.5 機能をインストールします。 

a. Windows サーバー マネージャー ダッシュボードで [役割と機能の追加] を選択します。 

b. [開始する前に] ページで、[次へ] をクリックします。 

c. [インストールの種類の選択] ページで、役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択し

て [次へ] をクリックします。 

d. [対象サーバーの選択] ページで、ローカル サーバー OR01 を選択し、[次へ] をクリックしま

す。 

e. [サーバーの役割の選択] ページでは、変更を加えずに [次へ] をクリックします。 

f. [機能の選択] ページで、.NET Framework 3.5 機能を選択して [次へ] をクリックします。 

g. [インストール オプションの確認] ページで、[代替ソース パスの指定] を選択します。 

h. 代替ソース パスとして「\\Host1\Win2012R2\Sources\SxS」と入力し、[OK] をクリックし

ます。 

i. [インストール] をクリックします。インストールが完了したら Windows サーバー マネージャー 

ダッシュボードを閉じます。 

2. TechNet のインストール手順に従って、OR01 に SQL Server 2012 SP1 をインストールします。 

データセンターの変革 – System Center の展開  44 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff898410.aspx


3. 次の SQL Server 機能を含めます。 

• SQL Server 2012 管理ツール 
• SQL Server 2012 Analysis Management Objects 
• SQL Server 2012 Command Line Utilities 

注記: 両方のコンピューターに SQL を展開するとき、SQL 管理者グループに 

SRV_OR サービス アカウント、Domain Admins、および自身のアカウントを追加し

ます。 

4. Host1 上の C:\temp から Orchestrator インストール ファイルを OR01 C:\ にコピーします。 

5. ダウンロードした前提条件のソフトウェアをインストールします。 

• Report Viewer 2010 再頒布可能パッケージ (TechNet の記事「Microsoft Report 

Viewer 再頒布可能パッケージのセキュリティ更新プログラムのインストール方法」を参照してく

ださい)。 

6. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Orchestrator をインストー

ルします。 

7. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Orchestrator コンポーネン

ト アドオンをインストールします。 

App Controller 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] の順

に選択します。 

3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_AC 

• ユーザー ログイン名: SRV_AC 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、

[ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] 

チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 
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5. [完了] をクリックします。 

App Controller のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として AC01 にログオンします。 

1. TechNet のインストール手順に従って AC01 に SQL Server 2012 SP1 をインストールします。

次の SQL Server 機能を含めます。 

• SQL Server 2012 管理パック 

• SQL Server 2012 Analysis Management Objects 

• SQL Server 2012 Command Line Utilities 

2. Host1 上の C:\temp から App Controller インストール ファイルを AC01 C:\ にコピーします。 

3. ダウンロードした前提条件のソフトウェアをインストールします。 

• Silverlight 
• WCF Data Services 5.0 
• Windows Deployment Tools (英語) 

• System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager コンソール (英語) 

• Windows プレインストール環境 

4. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 App Controller をインス

トールします。 
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Data Protection Manager 

必要なサービス アカウントおよびサービス アカウント グループを追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 

1. Active Directory の [ユーザーとコンピューター] MMC を開きます。 

2. Contoso.com オブジェクトを展開し、[Users] を右クリックして、[新規作成]、[ユーザー] 

の順に選択します。 

3. [新しいオブジェクト – ユーザー] ダイアログで、以下の情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

• 名: SRV_DPM 

• ユーザー ログイン名: SRV_DPM 

4. パスワードとして pass@word1、または作成したドメインの資格情報を入力します。次に、

[ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する] をオフにし、[パスワードを無期限にする] 

チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 

5. [完了] をクリックします。 

Data Protection Manager のインストール 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DPM01 にログオンします。 

1. SQL Server 2012 SP1 をインストールします。ステップ 2 の実行中、DPM のインストール時に

プロンプトが表示されたら、バンドルされた SQL を使用する代わりに、DPM 2012 SQL インスタ

ンスを選択します。 

注記: DPM には、製品ダウンロードの一部として SQL 2008 R2 が含まれていて、イ

ンストール フェーズ中にインストールされます。 
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2. Host1 上の C:\temp から Data Protection Manager インストール ファイルを DPM01 

C:\ にコピーします。 

3. 以下の前提条件のソフトウェアをインストールします。 

a. Report Viewer 2010 再配頒布可能パッケージ (TechNet の記事「Microsoft 
Report Viewer 再頒布可能パッケージのセキュリティ更新プログラムのインストール方
法」を参照してください。 

b. SQL Server 2008 R2 管理ツール (このバーチャルマシンに既に SQL Server 2012 
SP1 が既にインストールされている場合) 

4. TechNet のインストール手順に従って、System Center 2012 R2 Data Protection 

Manager をインストールします。 

これで、次のセクション「機能のシナリオ」のエクスペリエンスを実行する準備が整いました。 

目次  機能のシナリオ 
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機能のシナリオ 
 

 

このガイドでは、架空の会社 Contoso の日常の活動に基づく一連のエクスペリエンスを通じて、新しい機能

を理解できます。他の組織と同様に Contoso の情報技術 (IT) チームは、社内の各部署のニーズに対応

するために、クラウド データセンター環境への変革を進めています。Contoso の IT チームには、データセン

ター管理者の Richard と Michael、およびサービス管理者の Sarani が所属します。以降のページでは、一

連のビジネス面の課題と解決策を調べます。 

これらのエクスペリエンスでは、このガイドの「System Center の展開」セクションに記載されたバーチャル マシンが必

要です。 

System Center のエクスペリエンス 

インフラストラクチャ プロビジョニング 
エクスペリエンス: オンプレミス クラウド インフラストラクチャのプロビジョニング 

• ストレージ ファブリックの構成。 

• ネットワークの構成。 

• プライベート クラウドの準備。 

• サービス テンプレートの作成。 

インフラストラクチャ監視 
エクスペリエンス: クラウドのパフォーマンスと正常性の監視 

• 環境の準備と接続。 

• Operations Manager での正常性レポートの表示。 

自動化およびセルフサービス 
エクスペリエンス: サービス提供および自動化の管理 

• Runbook の作成およびテスト。 

アプリケーション パフォーマンス監視 
エクスペリエンス: アプリケーション パフォーマンス監視およびグローバル サービス モニターの使用 
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IT サービス管理 
エクスペリエンス: チャージバック機能によるレポートに基づく洞察の取得 

目次  機能のシナリオ 
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インフラストラクチャ プロビジョニング 

基盤となるファブリックの管理 

 

 

役割: テクノロジ: 

インフラストラクチャ監理者 Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine 
Manager 

サービス監理者 Windows Server 2012 R2 

  

 有効になる機能 

• 動的な最適化 

• サービス テンプレートの展開 

• ベア メタル展開 

• マルチテナント ネットワーク 

 クラウド コンピューティングの利点を活かすためには、基盤となるファブリックを効果的に管理およびプロビジョニングす

る必要があります。これには、コンピューティングだけでなく、ストレージとネットワークのリソースも含まれます。IT組織

は、組織全体におけるコンピューティング ニーズを管理し、基盤のインフラストラクチャにシームレスにストレージを追

加または削除することを必要としています。また、ネットワーク アドレスおよびストレージ ニーズの競合の懸念なく、セ

キュリティ ネットワークの作成、分離ネットワークの保護、グループ間にわたるクラウド リソースの管理も行う必要もあ

ります。 
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たとえば、Contoso では、革新的な新製品の開発にとってセキュリティ ネットワークは不可欠です。インフラ

ストラクチャ管理者である Richard には、複数の場所に分散するチームのための開発環境を作成するタス

クが割り当てられています。製品デザイナーはあるオフィスで作業し、開発者とテスト担当者は別の都市で

作業しています。また、プロトタイプを作成する組織は他の別の場所にあります。このような環境では、新製

品に関する企業秘密を維持するために、すべての場所を安全に接続する必要があります。 

Contoso のすべての場所は、既に Contoso ネットワーク上で接続されていて、既存のサーバーおよびスト

レージを使用しています。Richard は、新しいサーバーおよびストレージ ハードウェアを購入する代わりに、

Microsoft System Center 2012 R2 を使用して、既存の Contoso ネットワーク上でプライベート ネット

ワークを作成することにしました。 

Richard は、Windows Server 2012 R2 と System Center のプロビジョニングおよび管理機能を使用して以

下のことを行います。 

• 既存の Contoso 物理インフラストラクチャ上でマルチテナント ネットワークをプロビジョニングする。

Richard は、ネットワークの仮想化を使用して、新しい開発チーム用に既存のサーバーおよびスト

レージ上で別個のセキュリティ ネットワークを作成します。分離された新しいネットワークは、高レベ

ルの Contoso 組織によって保護されます。外部のユーザーは、ネットワーク リソースを表示および

使用できません。 

• 新しいネットワークを動的に最適化し、複数のサーバーにわたるマルチテナント ネットワークとなった

ワークロードのバランスを調整し、必要に応じてストレージを管理する。System Center によって

使用される動的な最適化では、バーチャル マシンの分散を調整し、リソースが使用されていないと

きにサーバーの電源をオフにして、電力消費を自動的に削減します。 
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• 単一の物理ネットワークであるかのように Contoso クラウドを管理する。 

次に、オンプレミス クラウド インフラストラクチャをプロビジョニングする方法について説明します。 

 

エクスペリエンス: オンプレミス クラウド インフラストラクチャのプロビジョニング 

プライベート クラウドの構築では、アプリケーション実行のための容量を必要とするユーザーに割り当てることが

できるプールに、必要な物理リソース (コンピューティング、ストレージ、およびネットワーク) を抽象化する機能が

必要です。このエクスペリエンスでは、ファブリック (ストレージ、サーバー、ネットワーク リソースの抽象化) および

プライベート クラウドの作成に必要なバーチャル インフラストラクチャのその他の要素を構成します。また、アプリ

ケーション インフラストラクチャを展開するためのサービス テンプレートを作成し、インフラストラクチャにアプリケー

ションを展開します。 

• ストレージ ファブリックの構成 

• ネットワークの構成 

• プライベート クラウドの準備 

• サービス テンプレートの作成 

参照リンク 

追加のガイダンスについては、以下の TechNet 記事を参照してください。 

データ層アプリケーション 
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  このエクスペリエンスを開始する前に、すべてのバーチャル マシンのチェックポイントを作成します。バーチャル 
マシンのチェックポイントを作成するには、チェックポイントを作成するバーチャル マシンを右クリックし、[チェック
ポイントの作成] を選択します。チェックポイントを使用して、必要に応じてクリーン環境に復元できます。
チェックポイントはリソースを消費するので、システム パフォーマンスに影響します。 

ストレージ ファブリックの構成 

ホスト グループに含まれるリソースを使用して、プライベート クラウドを作成できます。プライベート クラウドを作成す

る前に、基盤となるインフラストラクチャを準備する必要があります。 

リソースの作成と追加を簡素化する目的で、アプリケーションの展開、バーチャル マシンのドメイン参加、アクセスの

管理などのタスクを実行するためのドメイン名および認証を渡す資格情報の保存セットとして実行者アカウントを

作成できます。 

ドメイン管理者の実行アカウントを作成する 

1. VMM01 で Virtual Machine Manager コンソールを起動します。 

2. プロンプトが表示されたら、[接続] をクリックします。 

3. 左側のナビゲーションで [設定] ワークスペースをクリックします。 

4. [ホーム] タブで [実行アカウントの作成] をクリックします。 

5. [名前] フィールドと [説明] フィールドに「DomainAdmin」と入力します。 

6. [ユーザー] フィールドに「Contoso\Administrator」と入力します。 

7. [パスワード] フィールドおよび [パスワードの確認入力] フィールドに「pass@word1」と入力します。 

ストレージ ファブリック用の新しい共有 VMMShare を DC01 上に作成する 

次のエクスペリエンスでは、VMM で管理できるインフラストラクチャ用の追加大きなストレージが必要です。このス

テップでは、DC01 に追加の VHDX ファイルを追加することによって、評価の目的に必要な大きい領域を確保でき

ます。運用環境内に展開する場合、運用ワークロードを処理するための十分な容量とパフォーマンスが構成済み

のストレージにあることを確認する必要があります。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用し
て Contoso\administrator として Host1 (最初の Hyper-V ホスト) にログオンします。 

1. Hyper-V マネージャーを開きます。 

2. [Host1] を右クリックして、[新規作成]、[ハード ディスク] の順に選択します。 

3. [次へ] をクリックします。 
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4. [VHDX] をクリックして [次へ] をクリックします。 

5. [容量可変] をクリックして [次へ] をクリックします。 

6. ディスクに VMMShare という名前を付け、ストレージ パスを D:\VHDs に設定します。フォル
ダーが存在しない場合は、フォルダーを作成します。 

7. [次へ] をクリックします。 

8. サイズを 300 GB に設定して、[次へ] をクリックします。 

9. [完了] をクリックします。 

DC01 に VMMShare ディスクを割り当てます。 
1. Hyper-V を開いたまま作業を続けます。 
2. [DC01] を右クリックして [設定] をクリックします。 
3. [SCSI コントローラー] をクリックして [追加] をクリックします。 
4. [ID 1] に切り替えます。 
5. D:\VHDs を参照し、VMMShare.vhdx を選択します。 
6. [OK] をクリックします。 

DC01 上で VMMShare をアクティブ化してフォーマットする 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として DC01 にログオンします。 
1. 実行プロンプトを開き、「DiskMgmt.msc」と入力して [ディスクの管理] 管理コンソールを開きます。

新しい 300 GB のディスクが表示されます。 
2. 新しいディスクを右クリックし、[オンライン] をクリックします。 
3. 新しいディスクを右クリックして [初期化] をクリックします。 
4. [MBR] が選択されていることを確認し、[OK] をクリックして新しいディスクを初期化します。 
5. ディスクを右クリックして [新しいシンプル ボリューム] をクリックします。 
6. [次へ] をクリックします。 
7. 既定のボリューム サイズを受け入れて、[次へ] をクリックします。 
8. ドライブ文字として E: または次に使用可能な文字を割り当て、[次へ] をクリックします。 
9. ボリューム ラベルを VMMShare に設定します。 
10. [クイックフォーマットの実行] はオンにしたままにします。 
11. [次へ] をクリックします。 
12. [完了] をクリックします。 

VMMShare 用のアプリケーション共有を作成する 
1. DC01 上でサーバー マネージャーを開きます。 
2. [ファイル サービスと記憶域サービス] を展開します。 
3. [共有] をクリックします。 
4. [タスク] メニューで [新しい共有] を選択します。 
5. [SMB 共有 - アプリケーション] をクリックして [次へ] をクリックします。 
6. DC01 がサーバーとして選択されていることを確認します。 
7. E: ドライブ (または前の手順で割り当てた別のディスク文字) を選択して、[次へ] をクリックします。 
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8. [共有名] に「VMMShare」と入力し、[次へ] をクリックします。 
9. [その他の設定] ページで [次へ] をクリックします。 
10. アクセス許可の指定で [アクセス許可のカスタマイズ] をクリックします。 
11. [追加] をクリックします。 
12. [プリンシパルの選択] をクリックします。 
13. [オブジェクトの種類] をクリックします。 
14. [コンピューター] をクリックします。 
15. [OK] をクリックします。 
16. [詳細設定] をクリックします。 
17. [検索] をクリックします。 
18. VMM01 および 2 つの Hyper-V ホスト (Host1 および Host2) を追加します。 
19. [フル コントロール] を選択して [OK] をクリックします。 
20. [OK] をクリックします。 
21. [OK] をクリックします。 
22. [次へ] をクリックします。 
23. [作成] をクリックします。 
24. [閉じる] をクリックします。 

 

System Center 2012 R2 の新機能 

ベア メタル ハードウェアからのクラスター化されたスケールアウト ファイル サーバーのプロビジョニング 

ベア メタル サーバー、またはデータセンターのラックに据え付けられた既存の Windows Server 
2012 R2 サーバーのいずれかから、高い可用性を備えたストレージ領域を含むスケールアウト 
ファイル サーバー クラスターを数分でプロビジョニングできるようになりました。このタスクを実行す
るには、System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager および Windows Server 
2012 R2 が必要です。次のステップでは、ベアメタルからクラスター化されたスケールアウト ファイ
ル サーバーのプロビジョニングを行うための全般的なフローを示します。一部のステップはオプショ
ンです。 

VMM コンソールを使って、次のステップを実行します。 

1. [ファブリック] ワークスペースから、[ファイル サーバー クラスターの作成] を選択します。 

2. 実行アカウントおよびベースボード管理コントローラー (BMC) プロトコルを選択します。 

3. IP 範囲またはサーバー名を使ってサーバーを選択します。サーバーには、Hyper - V の役割
はインストールされていません。 

4. SCVMM は、サーバーを開始し、スケールアウト ファイル サーバー (SOFS) プロビジョニング プ
ロセスを開始するために、Wake on LAN (WOL) を実行します。SCVMM は、他のプロビ
ジョニング プロセスを繰り返し実行する Windows PowerShell コードも生成します。 
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注記: バックエンド ストレージには、ストレージ プールを実行する JBOD スト
レージを使用できます。 

5. プロビジョニングが完了したら、同様のプロセスによりスケールアウト ファイル サーバーに
サーバーを追加してフロントエンド ファイル サーバーを拡張し、ファイル サーバーの実行
中にストレージ プールにディスクを追加します。 

ネットワークの構成 

プライベート クラウド インフラストラクチャを構成における重要な部分は、バーチャル マシンが使用する基盤

ネットワーク インフラストラクチャ (仮想ネットワークおよび物理ネットワークの両方) を構成することです。この

ネットワーク インフラストラクチャの構成は、複雑になることがあります。適切なセキュリティとアクセス制御のた

めに、適切なネットワークにバーチャル マシンを配置する必要があります。また、適切な通信を行うために、

バーチャル マシンに IP アドレスおよび MAC アドレスが必要です。 

まず、VMM で、いくつかの重要な管理タスクを簡素化するために、ネットワーク ファブリックを構成します。 

このエクスペリエンスでは、論理ネットワークおよび IP アドレス プールを作成した後、バーチャル マシン ネットワーク

を作成します。論理ネットワークは、VMM がネットワーク仮想化のためにプロバイダー アドレスを処理する目的で

使用する物理ネットワーク環境の抽象化です。バーチャル マシン ネットワークは、バーチャル マシンの観点から見

たネットワークの表現です。つまり、バーチャル マシンは、バーチャル マシン ネットワークによって提示される IP アドレ

スとサブネットを参照します。バーチャル マシン ネットワークは論理ネットワーク上に配置されます。VMM は、両方

のネットワーク間の関連付けを処理し、バーチャル マシンの展開時に IP アドレスを割り当てます。 

Contoso の新しいホスト グループを作成する 

このタスクでは、Host1 および Host2 を管理する新しいホスト グループを作成するためのファブリックを構成します。

ホスト グループでは、ホストの予約とストレージを始めとして、選択したホストを網羅するプロパティを設定できます。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーションで [VM とサービス] をクリックします。 

2. [VM とサービス] ウィンドウで [すべてのホスト] をクリックします。 

3. [ホーム] タブで [新しいホスト グループ] をクリックします。 

4. ホスト グループに「Contoso」という名前を付けます。 
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Contoso ホスト グループに Host1 および Host2 を追加する 

このタスクでは、ファブリックを構成して Contoso ホスト グループに 2 つの Hyper-V ホストを含めます。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーションで [ファブリック] ワークスペースを
クリックします。 

2. 左側のナビゲーション ペインの最上部までスクロールし、[Contoso] ホスト グループを選択します。 

3. [リソースの追加] ボタンをクリックします。 

4. [Hyper-V ホストとクラスター] をクリックします。 

5. [信頼できる Active Directory 内の Windows Server コンピューター] が選択されていることを
確認します。 

6. [次へ] をクリックします。 

7. DomainAdmin 実行アカウントを選択し、[次へ] をクリックします。 

8. [検出] ページで、Host1 および Host2 の両方を名前で指定します。 

9. 両方のコンピューターを選択し、[次へ] をクリックします。 

10. [Contoso] ホスト グループを選択します。チェック ボックスをオンにして、このホストを VMM 環境
に再度関連付けます。[次へ] をクリックします。 

11. [VM とサービス] ウィンドウで [すべてのホスト] をクリックします。 

12. [ホーム] タブで [新しいホスト グループ] をクリックします。 

13. ホスト グループに「Contoso」という名前を付けます。 

14. 既定の移行設定を受け入れて、[次へ] をクリックします。 

15. バーチャル マシンのホストの追加ジョブが完了するまで待ちます。この処理には、3 ～ 5 分かかり
ます。 

仮想ネットワークを作成する 

このタスクでは、VMM で管理するバーチャル マシンで仮想ネットワークを使用できるようにファブリックを構成します。

このタスクでは、プライベート クラウドを作成するために後で使用する論理ネットワークを作成します。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーションで [ファブリック] ワークスペースをク
リックします。 

2. [ファブリック] ワークスペースでネットワーク ノードをクリックして展開し、[論理ネットワーク] をクリック
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します。 

3. 左側のナビゲーションで [論理ネットワーク] を右クリックし、[論理ネットワークの作成] をクリックしま
す。 

4. [名前] テキスト ボックスに「Contoso Service Network」と入力します。 

5. [この論理ネットワーク上で作成される新しい VM ネットワークでネットワーク仮想化を使用するこ
とを許可する] をクリックして、[次へ] をクリックします。 

6. [ネットワーク サイト] ページで [追加] をクリックします。 

7. このネットワーク サイト セクションを使用できるホスト グループで、[すべてのホスト] をクリックして選
択します。 

8. [関連する VLAN および IP サブネット] セクションで [行の挿入] をクリックします。 

9. [VLAN] フィールドを空欄のままにして、[IP サブネット] フィールドに「192.168.1.0/24」と入力し、
[次へ] をクリックします。 

10. [概要] ページで [完了] をクリックします。 

11. ジョブが完了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 

IP アドレス プールを作成する 

ファブリック内で IP アドレス プールを作成すると、ベア メタルから作成された Hyper-V ホスト、および Hyper-V 

ホスト上で実行するバーチャル マシンの IP アドレス構成の管理を簡素化できます。IP プールを活用することに

よって、VMM で指定のプールから IP アドレスをバーチャル マシンに静的に割り当てることができます。静的に割

り当てられた IP アドレスは、Windows Server 2012 R2 IPAM インフラストラクチャ内でも更新できます。このタ

スクでは、IP アドレス範囲およびその他の構成 (IP アドレス プール経由で使用できる DNS アドレスとサフィックス

など) を作成します。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. 論理ネットワークおよび IP プールの結果ウィンドウで [Contoso Service Network] を右クリックし、
[IP プールの作成] をクリックします。 

2. [名前] フィールドに「Service Pool」と入力します。[論理ネットワーク] フィールドで [Contoso 
Service Network] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。 

3. [ネットワーク サイト] ページで [追加] をクリックします。 

4. [IP アドレス範囲] ページで、[開始 IP アドレス] を 192.168.1.151 に設定し、[終了 IP アドレス] 
を 192.168.1.175 に設定します。 

注記: IPv6 アドレスは作成できますが、同じプール内で IPv6 アドレスと IPv4 

アドレスを混在させることはできません。個別のプールを使用する必要がありま
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す。 

5. 合計で 25 のアドレスがあることを確認し、[次へ] をクリックします。 

6. [ゲートウェイ] ページで [挿入] をクリックします。[ゲートウェイ アドレス] に「192.168.1.1」と入力
して [次へ] をクリックします。 

注記: [メトリック] は [自動] に設定されていることを確認します。 

7. [接続専用 DNS サフィックス] テキスト ボックスに「contoso.com」と入力します。 

8. [追加する DNS 検索サフィックス] セクションで [挿入] をクリックします。 

9. 「contoso.com」と入力し、Enter キーを押します。 

10. [次へ] をクリックします。 

11. [WINS] ページで [次へ] をクリックします。 

12. [概要] ページで [完了] をクリックします。 

13. ジョブが完了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 

Hyper-V 仮想ネットワークを管理する 

Windows Server 2012 R2 の Hyper-V では、分離した仮想ネットワークを作成できます。System 

Center 2012 R2 Virtual Machine Manager は、このような仮想ネットワークの管理およびバーチャル マシ

ンの構成を行うことができます。VMM は、論理ネットワークに重なるバーチャル マシン ネットワークに対する

物理ファブリック内の論理ネットワークのマッピングを処理します。ネットワーク仮想化では、同じ物理ネット

ワーク上で複数の仮想ネットワーク (バーチャル マシン ネットワーク) を展開できます。 

次のタスクでは、VMM で使用できる Hyper-V 仮想ネットワークを作成します。評価エクスペリエンスの一環

として、バーチャル マシンの展開および既存ドメインへのアクセスを容易にするために、論理ネットワークに直

接マップするバーチャル マシン ネットワークを作成します。Windows Server 2012 および VMM は、ネット

ワーク仮想化ゲートウェイを提供します。このネットワーク仮想化ゲートウェイでは、NVGRE (Generic 

Routing Encapsulation を使用したネットワーク仮想化) を使用して分離バーチャル ネットワークを作成し、

ゲートウェイを使用して物理環境にパケットをルーティングできます。この評価ガイドでは、この機能については

説明していません。 

この手順を実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーション ウィンドウで、[VM とサービス] ワーク
スペースをクリックします。 

2. 左側のナビゲーション ペインで [VM ネットワーク] をクリックします。 
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3. [ホーム] タブの [表示] グループで [VM ネットワーク] をクリックします。 

4. [ホーム] タブの [作成] グループで [VM ネットワークの作成] をクリックします。 

5. [名前] ページで「Service VM Network」と入力し、[論理ネットワーク] の一覧で [Contoso 
Service Network] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。 

6. [分離] ページで [分離なし] をクリックした後、[次へ] をクリックします。 

7. [概要] ページで [完了] をクリックします。 

8. ジョブが終了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 

9. [Service VM Network] が [VM ネットワーク] ウィンドウに表示されていることを確認します。 

プライベート クラウドの準備 

VMM 内のプライベート クラウドは、さまざまなコンピューター、ネットワーク、およびストレージ インフラストラク

チャ コンポーネントを使用し、これらのリソースを抽象化します。これらのリソースは、権限のあるユーザーがセル

フ サービスに使用する単一のエンティティとして管理されます。パブリック クラウドとは対照的に、プライベート ク

ラウドは組織のオンプレミス ハードウェアを使って展開します。プライベート クラウドを作成する場合、ストレージ、

ネットワーク、ライブラリ サーバー、ホスト グループなどの基盤ファブリック リソースを選択する必要があります。こ

れらの基盤リソースは、先の手順で行ったように、事前に作成する必要があります。 

プライベート クラウドは、セルフ サービス、リソース プール、不透明性 (物理リソースの基盤の複雑さを隠す機

能)、最適化、弾性 (リソースを追加する機能) など、多くの利点を提供します。 

プライベート クラウドは、Hyper-V、VMware ESX、および Citrix XenServer ホストを含むホスト グループ、

または VMware リソース プールから作成できます。 

次に、先に構成したファブリックおよびその他の要素を使って、VMM 内にプライベート クラウドを作成しま

す。プライベート クラウドを作成する前に、読み取り専用の VMLibary1 共有および VMLibrary2 共有

で使用する新しいディスクを作成します。これらの共有は、Contoso クラウドのバーチャル マシン ライブラリ

共有をホストします。 

VMM01 上に VMLibrary1 共有および VMLibrary2 共有を作成する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として Host1 にログオンします。 

1. Hyper-V マネージャーを開きます。 

2. [Host1] を右クリックして、[新規作成]、[ハード ディスク] の順に選択します。 
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3. [次へ] をクリックします。 

4. [VHDX] をクリックして [次へ] をクリックします。 

5. [容量可変] をクリックして [次へ] をクリックします。 

6. ディスクに VMMLibrary1 という名前を付け、ストレージ パスを D:\VHDs に設定します。フォル
ダーが存在しない場合は、フォルダーを作成します。 

7. [次へ] をクリックします。 

8. サイズを 300 GB に設定して、[次へ] をクリックします。 

9. [完了] をクリックします。 

10. 手順 1 ～ 11 を繰り返して、VMLibrary2 ディスクを作成します。 

VMM01 にバーチャル マシン ライブラリ ディスクを割り当てる 

このタスクでは、読み取り専用の VMLibrary1 共有および VMLibrary2 共有で使用する VMM01 に新しいディ
スクを割り当てます。 

1. Hyper-V Manager を開いたまま続けます。 

2. [VMM01] を右クリックして [設定] をクリックします。 

3. [SCSI コントローラー] をクリックして [追加] をクリックします。 

4. [ID 2] に切り替えます。 

5. D:\VHDs を参照し、VMLibrary1.vhdx を選択します。 

6. [OK] をクリックします。 

7. VMLibary2 に対して手順 1 ～ 6 を繰り返します (ID 3 および VMLibrary2.vhdx を使用します)。 

VMM01 上で VMLibrary1 および VMLibrary2 をアクティブ化してフォーマットする 

このタスクでは、新しいディスクのアクティブ化とフォーマットを行います。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. 実行プロンプトを開き、「DiskMgmt.msc」と入力して [ディスクの管理] 管理コンソールを開き
ます。新しい 2 つの 300 GB ディスクが表示されます。 

2. 新しいディスクを右クリックして [オンライン] をクリックします。 

3. 新しいディスクを右クリックして [初期化] をクリックします。 

4. [MBR] が選択されていることを確認し、[OK] をクリックして新しいディスクを初期化します。 

5. ディスクを右クリックして [新しいシンプル ボリューム] をクリックします。 

6. [次へ] をクリックします。 

7. 既定のボリューム サイズを受け入れて、[次へ] をクリックします。 
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8. ドライブ文字として F: または次に使用可能なドライブ文字を割り当て、[次へ] をクリックします。 

9. ボリューム ラベルを VMLibrary1 に設定します。 

10. [クイックフォーマットの実行] はオンにしたままにします。 

11. [次へ] をクリックします。 

12. [完了] をクリックします。 

13. VMLibrary2 に対して手順 1 ～ 14 を繰り返します 

VMlibrary1 および VMLibrary2 のアプリケーション共有を作成する 

このタスクでは、バーチャル マシン ライブラリ用に読み取り専用のアプリケーション共有を作成します。 

1. VMM01 上でサーバー マネージャーを開きます。 

2. [ファイル サービスと記憶域サービス] を展開します。 

3. ディスクを更新して、新しい 2 つの 300 GB ディスクを表示します。 

4. [共有] をクリックします。 

5. [タスク] メニューで [新しい共有] を選択します。 

6. [SMB 共有 - アプリケーション] をクリックして [次へ] をクリックします。 

7. VMM01 がサーバーとして選択されていることを確認します。 

8. F: ドライブ (または新しい VMLibrary1 ディスクのドライブ文字) を選択して、[次へ] をクリックしま
す。 

9. [共有名] に「VMLibrary1」と入力し、[次へ] をクリックします。 

10. [その他の設定] ページで [次へ] をクリックします。 

11. アクセス許可の指定で [アクセス許可のカスタマイズ] をクリックします。 

12. [追加] をクリックします。 

13. [プリンシパルの選択] をクリックします。 

14. [オブジェクトの種類] をクリックします。 

15. [コンピューター] をクリックします。 

16. [OK] をクリックします。 

17. [詳細] をクリックします。 

18. [検索] をクリックします。 

19. VMM01 を追加します。 

20. [読み取り] を選択して [OK] をクリックします。 

21. [OK] をクリックします。 

22. [OK] をクリックします。 
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23. [次へ] をクリックします。 

24. [作成] をクリックします。 

25. [閉じる] をクリックします。 

26. 新しい VMLibrary2 共有に対して手順 1 ～ 25 を繰り返します。 

ライブラリ ワークスペースに VMLibrary1 共有および VMLibrary2 共有を追加する 

このタスクでは、ライブラリ サーバーとして DC01 と 2 つの新しい共有を追加します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーションで [ファブリック] ワークスペースをクリッ
クします。 

2. [インフラストラクチャ] セクションで [ライブラリ サーバー] をクリックします。 

3. [VMM01] を右クリックして [設定] をクリックします。 

4. VMLibrary1 と VMLibrary2 を選択し、[次へ] をクリックします。 

5. ジョブが完了するまで待って、ジョブを閉じます。 

プライベート クラウドを作成する 

先に構成したファブリックおよびその他の要素を使って、VMM 内にプライベート クラウドを作成します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーション ウィンドウで、[VM とサービス] 
ワークスペースをクリックします。 

2. [すべてのホスト]、[Contoso] の順に展開し、[Host1] を右クリックして [プロパティ] をクリックし
ます。 

3. [ハードウェアのプロパティ] ページの [ネットワーク アダプター] セクションで [論理ネットワーク] をク
リックします。 

4. [論理ネットワーク接続] ウィンドウで Contoso Service Network のチェック ボックスをオンにし
ます。 

5. プロンプトが表示されたら、[OK] をクリックします。 

6. [OK] をクリックして閉じます。 

7. Host2 に対して手順 2 ～ 6 を繰り返します 

8. [VM とサービス] ワークスペースをクリックします (まだ選択されていない場合) 

9. リボンで [クラウドの作成] をクリックします。 
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10. [全般] ページの [名前] フィールドに 「Contoso-Cloud」と入力し、[次へ] をクリックします。 

11. [リソース] で [Contoso] を選択し、[次へ] をクリックします。 

注記: VMware リソース プールを追加することもできます。 

12. 論理ネットワークで Contosoサービス ネットワークを選択した後、[次へ] をクリックします。 
13. [ロード バランサー] で [Microsoft ネットワーク負荷分散 (NLB)] を選択し、[次へ] をクリックします。 
14. [VIP テンプレート] ページで [次へ] をクリックします。 
15. [ポート分類] ページで組み込みオプションを確認し、[次へ] をクリックします。 
16. [ストレージ] ページで [次へ] をクリックします。 
17. [ライブラリ] ページの [読み取り専用ライブラリ共有] ウィンドウで [追加] をクリックします。 
18. VMM01 で VMLibrary1 と VMLibrary2 を選択し、[OK] をクリックします。 
19. [次へ] をクリックします。 
20. [容量] ページで [最大値を使用] チェック ボックスをオフにします。 

注記: プライベート クラウドのリソース使用量は、プライベート クラウドの構成

およびユーザー ロールのクォータによって制限されます。 

21. [次へ] をクリックします。 
22. [機能プロファイル] ページで ESX Server および Hyper-V のチェック ボックスをオンにして、[次へ] をク

リックします。 
23. [完了] をクリックします。 
24. ジョブが終了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 
25. [VM とサービス] ウィンドウで [クラウド] を展開します。 
26. [Contoso Cloud] を選択し、[Contoso Cloud] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。 
27. プロパティを確認して、[キャンセル] をクリックします。 

サービス テンプレートの作成 

サービス テンプレートを使用すると、アプリケーションを展開および更新するプロセスを自動化し、複雑なアプリ

ケーション インフラストラクチャのプロビジョニングおよび管理を行うことができます。サービス テンプレートは単一の

バーチャル マシンを展開するために使用できますが、多くの場合、多階層アプリケーション インフラストラクチャを

表す複数のバーチャル マシンを展開するために使用されます (バックエンド階層としての SQL Server による 

Web フロントエンド階層など)。このエクスペリエンスでは、インフラストラクチャを準備した後、シンプルな単一階

層のサービス テンプレートを作成します。次に、環境内にサービスを展開します。 

サービス テンプレートは、バーチャル ハード ディスク (.vhdx ファイル)、ハードウェア プロファイル、およびゲスト オペ

レーティング システム プロファイルで構成されるバーチャル マシン テンプレートを使用して構築されます。また、

バーチャル マシンに展開したアプリケーションを記述するためのアプリケーション プロファイルを追加することもでき

ます。このアプリケーションは、(Web アプリケーション用の) MSDeploy パッケージ、(LOB アプリケーションの順序
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付けによって作成される) Server App-V パッケージ、または (SQL サーバー環境の構成である) SQL DACPAC 

から構成できます。 

このエクスペリエンスでは、次のタスクを実行します。 

• バーチャル ハード ディスク (VHDX) リソースをインポートする。 

• ゲスト オペレーティング システム プロファイルを作成する。 
• ハードウェア プロファイルを作成する。 
• バーチャル マシン テンプレートを作成する。 
• サービス テンプレートを作成する。 
• テンプレートからサービスを展開する。 

バーチャル ハード ディスク (VHDX) リソースをインポートする 

ほとんどのバーチャル マシンは、バーチャル ハード ディスク (VHDX ファイル) を使用します。バーチャル マシン テンプ

レートを作成するには、ライブラリ内の VHDX (または VHD) ファイルから始めます。評価環境を構築するために使

用した既存のいずれかの VHDX ファイルを利用します。will use one of the existing VHDX files used to 

build the 『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』の「Windows Server のインストール」セクションの 

VHDX ファイルの作成に関する説明を参照してください。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager コンソールの左側のナビゲーションで、[ライブラリ] ワークスペースをクリック
します。 

2. [ホーム] タブの [インポート] グループで [物理リソースのインポート] をクリックします。 

3. [リソースの追加] をクリックします。ここでは、[カスタム リソースの追加] は選択しないでください。 

4. \\HOST01\D\VHD (または VHDX ファイルが配置されたディレクトリ) に移動します。 

5. WS2012R2.vhdx (または適切な .VHDX ファイル) を選択し、[開く] をクリックします。 

6. [ライブラリ サーバーおよびインポートされるリソースの保存先の選択] セクションで [参照] をクリックしま
す。 

7. [VMLibrary2] を選択して [OK] をクリックします。 

8. [インポート] をクリックします。 

9. インポートが完了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 

10. Virtual Machine Managerで [ライブラリ] ワークスペースを選択します。 
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11. [ライブラリ サーバー] を展開して VMLibrary2 に移動します。 

12. [物理ライブラリ オブジェクト] ウィンドウで WS2012R2.vhdx オブジェクトを右クリックし、[プロパティ] をク
リックします。 

13. オペレーティング システムを Windows Server 2012 R2 Datacenter に変更し、[OK] をクリック
します。 

ゲスト オペレーティング システム プロファイルを作成する 

ゲスト オペレーティング システム プロファイルは、以前のバージョンの VMM で作成されたものと類似しています。ゲ

スト オペレーティング システム プロファイルには、ホスト名、ドメイン参加情報、役割と機能の情報など、バーチャル 

マシンの固有の情報が含まれます。次のタスクでは、サービス テンプレートで使用するゲスト オペレーティング システ

ム プロファイルを作成します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager で [ライブラリ] ワークスペースをクリックします。 
2. [ホーム] タブの [作成] グループで [作成] をクリックし、[ゲスト OS プロファイル] をクリックします。 
3. [新しいゲスト OS プロファイル] 画面の [名前] フィールドに「WS2012R2-VM」と入力します。 
4. [ゲスト OS プロファイル] タブをクリックします。 
5. [全般設定] で [オペレーティング システム] をクリックします。 
6. [オペレーティング システム] フィールドに「Windows Server 2012 R2 Datacenter」と入力します。 
7. [全般設定] で、[ID 情報] をクリックします。 
8. [コンピューター名] フィールドに「WS2012-VM##」と入力します。 

注記: コンピューター名では、コンピューター名を生成するためのパターンを指

定します。たとえば、「server####」と入力すると、作成されるコンピューター

名は server0001、server0002 などになります。 

9. [全般設定] で [管理パスワード] をクリックします。ローカル管理者のパスワード、またはローカル管
理者の実行アカウントのパスワードを指定します。ローカル管理者の実行アカウントを作成していな
い場合は、このダイアログ ボックスから新しいアカウントを作成します。 

10. [ロールと機能] で [ロール] をクリックし、下にスクロールして [Web サーバー] のチェック ボックスをオ
ンにします。 

注記: 以前のバージョンの VMM のゲスト オペレーティング システム プロファイ
ルとは異なり、サービスの一部としてバーチャル マシンを展開するときに自動的
に構成されるロールと機能を追加できますが、標準のバーチャル マシンとして
展開する場合には該当しません。 

11. [ネットワーク] で [ドメイン/ワークグループ] をクリックし、[ドメイン] ラジオ ボタンをクリックします。
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contoso.com (または前の手順で作成したドメイン名) を入力します。 
12. [ドメインへの参加に使用する実行アカウントを選択する] ボタンをクリックし、[参照] をクリックします。 
13. [実行アカウントの選択] ダイアログ ボックスで [DomainAdmin] をクリックし、[OK] をクリックします。 
14. [ドメイン/ワークグループ] ダイアログで、[ドメイン] テキスト ボックスに「Contoso」と入力し、[OK] を

クリックします。 
15. [新しいゲスト OS プロファイル] ダイアログで、[OK] をクリックします。 

ハードウェア プロファイルを作成する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. Virtual Machine Manager の [ライブラリ] ワークスペースで [プロファイル] を展開し、[ハードウェア 
プロファイル] をクリックします。 

2. [ハードウェア プロファイル] を右クリックし、[ハードウェア プロファイルの作成] をクリックします。 
3. [名前] フィールドに「WS2012R2-HW」と入力します。 
4. [ハードウェア プロファイル] タブをクリックします。 
5. [クラウド互換性プロファイル] セクションをクリックし、[Hyper-V] をクリックします。 
6. [プロセッサ] をクリックし、プロセッサ数を 2 に変更します。 
7. [メモリ] をクリックし、[動的] を選択します。 
8. 起動メモリ値を 2 GB に設定します。 
9. 最小メモリ値を 1 GB に設定します。 
10. 最大メモリ値を 4 GB に設定します。 
11. [ネットワーク アダプター] セクションまで下にスクロールし、[ネットワーク アダプター] をクリックします。 
12. [接続] セクションで [VM ネットワークに接続] をクリックし、[参照] をクリックします。 
13. [Service VM Network] を選択し、[OK] をクリックします。 
14. [新しいハードウェアのプロファイル] ページを閉じます。 

バーチャル マシン テンプレートを作成する 

一般的に、MSDeploy パッケージまたは Server App-V パッケージを使用してアプリケーション プロファイルを作成し

ます。同様に、SQL DACPAC を使用して SQL プロファイルを作成します。ここでは、アプリケーションや SQL パッ

ケージを含まないシンプルなテンプレートを作成します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. [ライブラリ] ワークスペースで [テンプレート] を展開し、[VM テンプレート] ノードをクリックします。 

2. [VM テンプレート] を右クリックして [VM テンプレートの作成] をクリックします。 

3. [ライブラリに保存された既存の VM テンプレートまたはバーチャル ハード ディスクを参照して使
用する] をクリックします。 
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4. WS2012R2.vhdx (または前の手順でインポートしたバーチャル ハード ディスク) を選択し、
[OK] をクリックします。 

5. [次へ] をクリックします。 

6. [VM テンプレート ID] ページの [VM テンプレート名] テキスト ボックに「WS2012R2-VM」と入
力し、[次へ] をクリックします。 

7. [ハードウェアの構成] ページで [ハードウェア プロファイル] ドロップダウン リストをクリックし、
[WS2012R2-HW] を選択します。[次へ] をクリックします。 

この処理が完了するまで少し時間がかかることがあります。 

8. 設定を確認し、ハードウェア プロファイルの作成時に入力したオプションの値が入力されていることを
確認します。これらの設定は必要に応じて上書きできます。 

9. [次へ] をクリックします。 

10. [オペレーティング システムの構成] ページで [ゲスト OS プロファイル] ドロップダウンをクリックし、
[WS2012R2-VM] を選択します。 

11. [機能] を選択し、[役割管理ツール] で [Hyper-V 管理ツール]、[Hyper- V GUI 管理ツール]、およ
び [Windows PowerShell 用 Hyper-V モジュール] を選択します。 

12. [次へ] をクリックします。 

13. [アプリケーションの構成] ページで [次へ] をクリックします。 

14. [SQL Server の構成] ページで [次へ] をクリックします。 

15. [概要] ページで [作成] をクリックします。この処理が完了するまで少し時間がかかることがあります。 

16. このタスクが完了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 

サービス テンプレートを作成する 

先に構成したすべての要素をまとてサービス テンプレートを作成します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 
1. [ライブラリ] ワークスペースの [テンプレート] で [サービス テンプレート] をクリックします。 
2. [サービス テンプレート] を右クリックして [サービス テンプレートの作成] をクリックします。 
3. [新しいサービス テンプレート] ダイアログで、[名前] フィールドに「WS2012R2 Service」と入力し、[リ

リース] フィールドに「1.0」と入力します。 
4. [単一マシン (v1.0)] を選択して [OK] をクリックします。 
5. サービス テンプレート デザイナーを最大化します。 
6. [VM テンプレート] ウィンドウで WS2012R2-VM をクリックして [単一層] ボックスにドラッグします。 

注記: [マシン層 1] ボックスにアラートが表示されます。このアラートは、テンプ
レートが保存および検証されていない場合に表示されます。 
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7. [保存と検証] をクリックします。[マシン層 1] のアラートが解消されたことを確認します。 
8. デザイナーのウィンドウの [WS2012R2-VM - マシン層 1] ボックスをクリックします。 
9. 画面下部の [プロパティ] ウィンドウで、[このコンピューター層はスケール アウト可能] ボックスをオンに

します。 
10. 最大インスタンス数を 5 に変更します。 
11. [保存と検証] をクリックします。[マシン層 1] のアラートが解消されたことを確認します。 
12. VMM サービス テンプレート デザイナーを閉じます。 

テンプレートからサービスを展開する 

1. WS2012R2-Service を右クリックして [展開の構成] をクリックします。 
2. [名前] フィールドに「Service01」と入力し、[OK] をクリックします。 
3. [宛先] フィールドで [Contoso Cloud] を選択して、[OK] をクリックします。 
4. [サービスの展開] ウィンドウが表示されるまで待ちます。このウィンドウが表示されるまでに少し時間

がかかることがあります。 
5. バーチャル マシンの項目に警告のアイコンが表示される場合は、[プレビューの更新] をクリックして

配置処理を実行します。 
6. 結果に応じて、次の 2 つのアプローチのいずれかを使用します。 

• 構成が成功し、エラーが表示されない場合は、[サービスの展開] をクリックします。 
• [サービスの展開] 画面にエラーが表示される場合は、[VMM01] をクリックし、[評価] 

を選択してエラーと可能な解決策を特定します。 
7. [展開] をクリックします。 
8. [サービス インスタンスの作成] ジョブをクリックし、展開の進行状況を監視します。 
9. ジョブが終了したら、ジョブのウィンドウを閉じます。 
10. [サービス テンプレート] で [WS2012R2-Service] を選択し、リボンの [発行] をクリックします。 

前の手順で作成したチェックポイントを削除して、対応するバーチャル マシンにチェックポイントを結合
します。 

目次  機能のシナリオ 
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インフラストラクチャ監視 

問題の予防措置的な監視および修正 
 
 

 
役割: テクノロジ: 

インフラストラクチャ 
監理者 

サービス監理者 

Windows Server 2012 R2 
Microsoft System Center 2012 R2 Operations 
Manager 
Windows Azure 

  

有効になる機能 

• 強化された UNIX および Linux のサポート 

• プライベート クラウドの監視 

• 予防措置的な監視 

• ワークロード監視の向上 
• Azure の監視 

データセンターでは、物理クラウド リソース、バーチャル クラウド リソース、およびパブリック クラウド リソースを網羅す

る統合された監視の必要性が増大しています。組織は、運用のすべての要素を監視し、サービスを維持するた

めの迅速な是正措置を講じる必要があります。管理者は、インフラストラクチャからアプリケーションまでのあらゆる

レベルで、エンタープライズ インフラストラクチャ全体にわたる一元的な管理と可視性を求めています。管理者は、

優れた可視性を得ることで問題の原因の識別 (問題の原因がインフラストラクチャに関連するものかアプリケー

ションに関連するものかなど) が容易になるので、最終的な解決までの時間を短縮できます。 

Contoso のインフラストラクチャ管理者 Richard のグループが監視および保守を担当しているサーバーおよ

び関連するデバイスの数は増大しています。本社のデータセンターに加えて、4 か所の各地域オフィスが独

自のデータセンターを保持しています (1 年前に 2 か所から 4 か所に増加しました)。Contoso は、複数の

地域営業所にサーバーを配置しています。Contoso は継続的な成長を続けていて、いくつかの企業買収

が検討されています。 

ここで監視状況を複雑にしているのは、いくつかの地域オフィスが当初 Contoso によって買収された別会社で
あったことです。これらの場所では古いバージョンの Linux および UNIX が動作する従来のサーバーを使用して
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いますが、Contoso のメイン データセンターは Windows Server ショップです。 

Richard は、次の目標を実現する必要があります。 

• ローカル サーバーおよびリモート サーバーの管理と監視を一元化する。 

• 複数の異種オペレーティング システムを実行するサーバーで構成されたハイブリッド IT 環境を監視す
る。 

• 新しい企業買収に合わせて、監視機能をさまざまなオペレーティング システム上で動作する追加サー
バーに拡張する。 

 

System Center 2012 R2 の実装によって Richard は、企業の成長に対応しながら、IT インフラストラクチャの監

視を一元化できます。System Center は、IT スタッフが単一の場所から地理的に分散するサーバー、デバイス、

ネットワーク構成、およびネットワーク パフォーマンスを監視できるカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。 

また、バーチャル マシンのスナップショット、VHDX の動的なサイズ変更、およびストレージ領域の規模に応じた管

理も可能になるので、 Linux ゲストの動的メモリに加えて、Windows Server 2012 R2 と Windows Azure イン

フラストラクチャへの一貫した Linux バーチャル ハード ドライブ (VHD) 展開機能を提供することで、異種データセ

ンター環境の管理が容易になります。System Center を使用することによって、Contoso では、物理データセン

ター、仮想データセンター、およびクラウド データセンターを監視することが可能になります。 

エクスペリエンス: クラウドのパフォーマンスと正常性の監視 

次の実習では、バーチャル マシン マネージャー (VMM) 環境と Operations Manager 環境を接続します。この

接続によって、VMM 内に作成されたクラウドのパフォーマンスと正常性を Oerations Manager 内から確認でき

ます。この場合、クラウドの正常性状態、ホスト、ネットワーク、およびストレージ リソースを監視するための一元管

理されたビューが提供されます。次のことを行います。 
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• 環境を準備して接続する 
• Operations Manager の正常性レポートを表示する 

  このエクスペリエンスを開始する前に、すべてのバーチャル マシンのチェックポイントを作成します。バーチャル 
マシンを右クリックし、[チェックポイントの作成] を選択します。チェックポイントを作成することにより、必要に
応じてクリーン環境に復元できます。チェックポイントはリソースを消費するので、システム パフォーマンスに影
響します。 

環境を準備して接続する 

VMM01 に Operations Manager Console をインストールする 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 

1. ファイル エクスプローラーを開き、\\HOST01\temp\prerequisites\RV2010 に接続して、前提条件
のレポート ビューアーをインストールします。 

2. 管理者として ReportViewer.exe を起動します。 

3. [はい] をクリックします。 

4. [次へ] をクリックします。 

5. 使用許諾契約書に同意して、[インストール] をクリックします。 

6. [完了] をクリックします。 

7. Operations Manager のインストール ファイルが格納されている場所 (\\OM01\C\SC2012 R2 
SCOM) を参照します。. 

8. setup.exe を起動し、[インストール] をクリックします。 

9. [オペレーション コンソール] を選択して [次へ] をクリックします。 

10. [次へ] をクリックします。 

11. 前提条件のチェックが完了したら、[次へ] をクリックします。 

12. 使用許諾契約書に同意して、[次へ] をクリックします。 

13. カスタマー エクスペリエンス向上プログラムおよびエラー レポートに関する選択を行って、[次へ] をク
リックします。 

14. [インストール] をクリックします。 

15. [閉じる] をクリックします。 

VMM および Operations Manager を接続する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として VMM01 にログオンします。 
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1. Virtual Machine Manager コンソールを開きます。 

2. [System Center の設定] の [設定] ワークスペースで、[Operations Manager Server] を右クリック
して [プロパティ] を選択します。 

3. [次へ] をクリックします。 

4. サーバー名に「OM01」と入力します。 

5. [実行アカウントの使用] ボタンをクリックし、[参照] をクリックします。 

6. [ContosoAdmin] を選択して、[OK] をクリックします。 

7. [次へ] をクリックします。 

8. [ユーザー名] に「SRV_VMM」と入力します。 

9. [パスワード] に「pass@word1」と入力します。 

10. [次へ] をクリックします。 

11. [完了] をクリックした後、VMM の [ジョブ] ウィンドウでジョブが完了するまで待ちます。 

System Center Management Pack for VMM Fabric Dashboard 2012 R2 をインポートする 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OM01 にログオンします。 

1. Microsoft ダウンロード センターから最新の System Center Management Pack for VMM 
Fabric Dashboard 2012 R2 をダウンロードします。 

2. Virtual Machine Manager Fabric Dashboard.msi ファイルを OM01 サーバーにコピーして、
MSI インストーラーを起動します。 

3. 使用許諾契約書に同意して、[次へ] をクリックします。 

4. 既定のフォルダーを受け入れ、[次へ] をクリックします。 

5. [インストール] をクリックします。 

6. [閉じる] をクリックします。 

7. Operations Manager コンソールを開き、[管理ワークスペース] をクリックします。 

8. [管理パック] をクリックし、右側のウィンドウで [管理パックのインポート] タスクを選択します。 

9. [追加]、[ディスクから追加する] の順にクリックします。 

10. [オンライン カタログ接続] ダイアログで [いいえ] を選択します。 

11. MSI インストーラーによって管理パックがインストールされた場所 (C:\Program Files (x86)\System 
Center Management Packs\Virtual Machine Manager Fabric Dashboard) を参照します。 

12. 管理パック Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb を選択しま
す。 

13. [開く] をクリックします。 

14. [インストール] をクリックします。 
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15. [閉じる] をクリックします 

Operations Manager の正常性レポートを表示する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OM01 にログオンします。 

1. [管理] ワークスペースをクリックします。 

2. 「Microsoft System Center Virtual Machine Manager」フォルダーを展開します。 

3. [Cloud Health Dashboard] を展開します。 

4. [クラウドの正常性] をクリックします。 

5. [Contoso Cloud] を選択し、タスク ウィンドウで [Fabric Health Dashboard] タスクをクリックします。 

注記: ポーリング間隔によっては、Operations Manager コンソールにデータ
が格納されるまである程度の時間がかかる場合があります。 

前の手順で作成したチェックポイントを削除して、対応するバーチャル マシンにチェックポイントを結合し
ます。 
 

目次  機能のシナリオ 
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自動化およびセルフサービス 

管理を維持したままでのエンタープライズ ユーザーの生産性向上 
 

  

役割 テクノロジ 

サービス管理者 

 

Microsoft System Center 2012 R2 Service 
Manager  
Microsoft System Center 2012 R2 
Orchestrator  
Microsoft System Center 2012 R2 App 
Controller  
Windows Server 2012 R2 PowerShell 

 
有効になる機能 

• サービス カタログによるセルフサービス ポータル 

• サード パーティ製の管理ソリューションを含む Runbook 自動化および統合パック 

さまざまな組織で、これまで以上に複雑なデータセンター環境を網羅する標準化されたサービスを提供するた

めの努力が重ねられている中で、サービス管理者は、System Center 2012 R2 Orchestrator、Service 

Manager、および App Controller を活用して、自動化を通じて予測可能なセルフサービス エクスペリエンス

およびスケーラビリティを提供できます。さらに、System Center コンポーネントを併用することで、オンプレミス

のサービス プロバイダー クラウドおよび Azure パブリック クラウドを含むインフラストラクチャを管理でき、サービス

管理者がサービス提供プロセスをプロビジョニングおよび管理することを可能にします。 

IT チームは、反復的な作業の自動化、およびアプリケーション所有者によるアプリケーションの展開と管理を支援

することによって、運用コストを削減し、プロセスの管理を維持しながら、重要なニーズに焦点を合わせることがで

きます。顧客は、反復可能で効率的なサービス提供および機能向上の利点がもたらされます。System Center 

には、エンタープライズにサービスを提供するための以下の機能が搭載されています。 

• サービス カタログによるサービスのセルフ サービスと標準化。 

• 組織全体にわたるサービス提供の自動化。 
• プライベート クラウド、パブリック クラウド、およびサービス プロバイダーのクラウドにまたがる統合。 

たとえば、Contoso では、IT 部門が各部門およびユーザーをテナントとして扱い、共通するサービス セット
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をチームに提供します。チームは、一連のテンプレートに基づいて各チームに対して一意に構成およびプロビ

ジョニングされるバーチャル マシンの作成、またはクラウドの要求などのサービスをサービス カタログを通じて要

求できます。 

バーチャル マシンまたはカスタマイズされたバーチャル マシン セットを必要とするテナント ユーザーまたは管理者

は、チケットを開きます。要求時には、テナントは必要なバーチャル マシンの数、スコープ、およびスケールを指

定します。チケットは、スイート内の各バーチャル マシンで異なるプロビジョニングが必要かどうかも指定します。

サービス管理者は、アクション キューからチケットを取得します。 

 

IT サービス管理者である Sarani は、このようなチケットの入力に多くの時間を費やしています。バーチャル マ

シン作成のいくつかの要素は自動化されましたが、依然として要求された各バーチャル マシンについてバーチャ

ル マシン作成の自動化を構成および起動する必要があります。各バーチャル マシンは記述に従ってプロビジョ

ニングする必要がありますが、多くの場合、これは複雑で時間のかかる作業です。プロビジョニングの説明が曖

昧である場合は、詳細を確認するための時間が必要になることもあります。反復的ながらも時間のかかるタス

クに従事している Sarani のチームは、要求の処理の所要時間を短縮する方法を検討しています。 

System Center 2012 R2 を使用することによって、Sarani は要求プロセスを簡素化できます。サービス カタロ

グによってサービス レベル契約に基づいたセルフサービス エクスペリエンスを提供できます。新しいプロセスでは、

サービス レベルのディスカッションが適用され、アプリケーションごとにアドホックで手動によるインフラストラクチャの

調達、プロビジョニング、および管理を行う負担が解消されます。このソリューションは、Contoso の以下の要

件をすべて満たしています。 

• IT は自動化サービスに対して最大限の管理を維持する。 
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• IT 自動化ソリューションのユーザー インターフェイスは直感的で、簡単なチケットの入力を

行うだけでさまざまなサービスに共通するインターフェイスが提示される。 

• ソリューションは、大規模な要求だけでなく、単一のバーチャル マシンのような非常に小さな

要求にも便利に対応する十分な柔軟性を備えている。 

• ソリューションは、オンサイトのインストールとクラウド ベースのインストールの両方で共通の管

理ツール セットを使用する。 

Service Manager は、サービス カタログを介してサービス内容、要求内容、およびサービス テンプレートを標

準化します。Orchestrator は、Runbook および Windows PowerShell による非常に高度なタスク自動

化機能が提供されます。 

Sarani は、Runbook によるさまざまなバーチャル マシン プロビジョニング タスクの自動化を使用して、サービス 

カタログ内の適切なサービスを指定することをユーザーに許可できます。Contoso では、記述チケットを手動で

入力する代わりに、サービス カタログを表示して要求フルフィルメントの向上を促すために、セルフサービス ポー

タルを通じて標準フォームを提供できるようになりました。 

次のセクションでは、サービスの提供と自動化を可能にする Orchestrator の機能について説明します。 

サービスの提供および自動化の管理 

一般的に、IT リソースの要求は、多くの利害関係者、会議、リビジョン、および承認を要する長く複雑なプロセ

スです。多くのアプリケーション所有者は、IT からのリソース取得でより迅速なプロセスを希望しています。サービ

ス管理者は、IT サービスに対するセルフサービス アクセスのための標準化されたシステムを必要としています。こ

のエクスペリエンスでは、最初にビジネス プロセスと規則に関する管理を適用しながら、Runbook と Windows 

PowerShell を通じてリソース要求フルフィルメントを自動化する場合に Service Manager と Orchestrator が

どのように役立つかについて確認します。 

Orchestrator による自動化によって、迅速かつ予測可能なサービス提供がどのようにして可能になるかを確認す

るために、まずシンプルな Runbook を作成します。Runbook は、Orchestrator が特定の順序で実行する一連

の活動です。Runbook の活動は、プレインストールされた活動または統合パック活動のいずれかから構成されます。

Orchestrator 統合パックは、Orchestrator が他のシステムと対話するか、または特定のタスクを実行する方法を

構築することにより、Orchestrator 機能を拡張します。Orchestrator統合パックはマイクロソフトおよびサードパー

ティ ベンダーから提供されています。 
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詳細なエクスペリエンスについては、「付録: 詳細な System Center のエクスペリエンス」を参照してください。 

前提条件 

このエクスペリエンスでは、追加ソフトウェアのセットアップが必要です。このエクスペリエンスは、インフラストラク
チャ プロビジョニングのエクスペリエンスのステップの後に行います。最初に該当するセクションを完了し、
以下のことを行います。 

• 「System Center の展開」の手順に従って、System Center 2012 R2 コンポーネントのアド
オンおよび拡張機能 (Orchestrator 統合パックを含む) がインストールおよび構成されている
ことを確認します。これらの統合パックによって、System Center コンポーネントとの通信が可
能になります。 

• このエクスペリエンスでは、Virtual Machine Manager と Service Manager の統合パック
が必要です。このインストール プロセスに問題が発生した場合は、次のステップに従ってソフト
ウェアをインストールおよび構成します。 

 
重要 

このエクスペリエンスを開始する前に、Service Manager (SM01) バーチャル マシンに 8 GB の最小 RAM が
割り当てられていることを確認します。最小 RAM が 8 GB 以下の場合、十分なパフォーマンスが得られな
いことがあります。 

 
 このエクスペリエンスを開始する前に、すべてのバーチャル マシンのチェックポイントを作成します。バーチャ
ル マシンを右クリックし、[チェックポイントの作成] を選択します。チェックポイントを作成することにより、必
要に応じてクリーン環境に復元できます。チェックポイントはリソースを消費するので、システム パフォーマ
ンスに影響します。 
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統合パックのインストールおよび構成の手順 

Registering and Deploying the Integration Pack 

統合パック ファイルをダウンロードして Orchestrator 管理サーバーに登録した後に、Runbook サーバーお

よび Runbook Designer に展開する必要があります。統合パックのインストール手順については、「統合

パックのインストール方法」を参照してください。 

Windows Installer XML (WiX) Toolset v3.7 のインストール 

WiX toolset on CodePlex をダウンロードしてインストールします。 

統合パックを登録するには 

管理サーバー OR01 で、ローカル ハード ドライブまたはネットワーク共有に統合パックの .OIP ファイル
をコピーします。 

注記: 後で統合パックの登録が解除されることを防ぐために、このファイルが読み
取り専用に設定されていないことを確認します。 

1. 展開マネージャーを起動します。 

2. 展開マネージャーのナビゲーション ウィンドウで [Orchestrator Management Server] を展開し、[統合パッ
ク] を右クリックして [管理サーバーでの IP の登録] を選択します。統合パックの登録ウィザードが開きます。 

3. [次へ] をクリックします。 

4. [統合パックまたは修正プログラムの選択] ダイアログ ボックスで [追加] をクリックします。 

5. 手順 1 でローカルにコピーした .OIP ファイルを指定し、[開く] をクリックして [次へ] をクリックします。 

6. [統合パック ウィザードの完了] ダイアログ ボックスで [完了] をクリックします。 

7. [エンド ユーザー使用許諾契約書] ダイアログ ボックスで、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を確
認して [同意する] をクリックします。 

注記: 統合パックが正常に登録された場合、[ログ エントリー] ウィンドウに確認のメッ

セージが表示されます。 

統合パックを展開するには 

1. 展開マネージャーのナビゲーション ウィンドウで [統合パック] を右クリックし、[アクション サーバーまたはク
ライアントへの IP の展開] をクリックします。 

2. 展開する統合パックを選択して [次へ] をクリックします。 
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3. Runbook Designer がインストールされていて、統合パックを展開する Runbook サーバーまたはコン
ピューターの名前を入力し、[追加] をクリックして [次へ] をクリックします。 

4. Runbook Designer を実行していて、統合パックを展開する Runbook サーバーおよびコンピューター
を追加します。すべての System Center 統合パックをインストールすることをお勧めします。[次へ] をクリ
ックします。 

5. [インストール オプション] ダイアログ ボックスで、以下の設定を構成します。 

6. 統合パックを展開する時間を選択するには、[インストールのスケジュール設定] チェック ボックスをオンに
して、[インストール日時] の一覧から時間と日付を選択します。 

7. 次のいずれかをクリックします。 

a. [統合パックのインストールの前に実行中のすべての Runbook を停止する]: 統合
パックを展開する前に実行中のすべての Runbook を停止します (推奨)。 

b. [実行中の Runbook を停止しないで統合パックをインストールする]: 実行中の 
Runbook を停止せずに統合パックをインストールします (再起動が必要です)。 

8. [次へ] をクリックします。 

9. [統合パックの展開ウィザードの完了] ダイアログ ボックスで [完了] をクリックします。 

注記: 統合パックの展開時に、[ログ エントリー] ダイアログ ボックスに確認のメッ

セージが表示されます。 

Windows リモート管理の構成 

VMM および Service Manager 統合パックでは、Orchestrator Runbook サーバーと VMM 管理コンソールおよ

び Service Manager を実行するコンピューターを接続するために Windows PowerShell のリモート処理を使用し

ます。Windows PowerShell リモート処理では、2 つのシステム間で通信を確立するために Windows リモート管

理 (WinRM) を使用します。Runbook Designer で VMM と Service Manager の接続を構成する前に、次のタ

スクを実行する必要があります。 

注記: Runbook Designer は、VMM 統合パックから活動を構成する場合

に、VMM 管理コンソールを実行するコンピューターにも接続します。

Runbook サーバーとは別のコンピューターに Runbook Designer がインス

トールされている場合は、そのコンピューター上で Windows PowerShell お

よび WinRM を構成する必要もあります。 
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Windows PowerShell 2.0 インストールの確認 

Windows PowerShell 2.0 は、Orchestrator Runbook サーバー (OR01)、Service Manager サーバー 

(SM01 と SM02)、および VMM 管理コンソールを実行するコンピューター (VMM01) にインストールする必

要があります。次の手順に従って、Windows PowerShell 2.0 インストールを確認します。 

1. レジストリ エディターを開きます。 

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\PowerShellEngine サブキー
を展開します。. 

3. ランタイム バージョン エントリの値の先頭が v2.0 であることを確認します。 

4. この値の先頭が 1.0 である場合、またはサブキーが存在しない場合は、「Windows Management 
Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0, and BITS 4.0) 」を参照して Windows 
PowerShell 2.0 をインストールしてください。 

Windows リモート管理のインストールの確認 

Windows リモート管理 2.0 (WinRM 2.0) は、Orchestrator Runbook サーバー (OR01)、Service 

Manager サーバー (SM01 と SM02)、および VMM 管理コンソールを実行するコンピューター (VMM01) 

でインストールおよび構成する必要があります。このタスクは、ローカル グループ ポリシー エディターを使用して

実行できます。次の手順に従って、Windows Remote Management インストールを確認します。 

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「gpedit.msc」と入力して [OK] をクリッ
クします。 

2. [ローカル コンピューター ポリシー]、[コンピューターの構成]、[管理用テンプレート]、[Windows コン
ポーネント] の順に展開します。 

3. Windows リモート管理が一覧に表示されることを確認します。 

WinRM 2.0 をインストールおよび構成する方法については、MSDN の記事「Installation and 

Configuration for Windows Remote Management」(英語) を参照してください。 

Windows リモート管理の信頼されるホストの有効化 

WinRM では、接続するすべてのホスト コンピューターの名前を明示的に指定する必要があります。これに

よって、VMM 管理コンソールを実行する想定コンピューターに Orchestrator Runbook サーバーが接続す

ることが確認され、セキュリティが向上します。次の手順に従って、Windows リモート管理の信頼されるホス

トを有効にします。 

1. Orchestrator Runbook サーバー OR01 で、ローカル グループ ポリシー エディターを開きます ([ス
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タート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「gpedit.msc」と入力して [OK] をクリック
します)。 

2. [ローカル コンピューター ポリシー]、[コンピューターの構成]、[管理用テンプレート]、[Windows コン
ポーネント]、[Windows リモート管理] の順に展開し、[WinRM クライアント] を選択します。 

3. [信頼されているホスト] をダブルクリックします。 

4. [信頼されているホスト] ダイアログ ボックスで [有効] を選択します。 

5. 「*.contoso.com」を [TrustedHostsList] に追加します。[OK] をクリックします。 

Windows PowerShell 実行ポリシー 

Windows PowerShell の実行ポリシーによって、スクリプトの実行前にデジタル署名が必要なスクリプトが決定され

ます。既定では、実行ポリシーは、構成ファイルの読み込みまたはスクリプトの実行が禁止される Restricted に設

定されています。この統合パックのスクリプトを実行するには、Orchestrator Runbook サーバー (OR01)、Service 

Manager サーバー (SM01 と SM02)、および VMM 管理コンソールを実行するコンピューター (VMM01) で、実

行ポリシーを RemoteSigned に設定する必要があります。次のステップに従って Windows PowerShellの実行ポ

リシーを設定します。 

1. [スタート]メニューから [すべてのプログラム]、[アクセサリ] の順にクリックし、[Windows PowerShell] を
クリックします。 

2. [Windows PowerShell] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。ユーザー アカウント制
御によってプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。 

3. 次のコマンドを入力して Enter キーを押します。 

↪ set-executionpolicy  remotesigned 

4. Y キーを押して変更を確認します。 

Windows PowerShell 実行ポリシーを構成する方法については、Microsoft TechNet ライブラリの「Set- 

ExecutionPolicy」(英語) を参照してください。 
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Windows PowerShell リモート接続クォータの使用 

Windows PowerShell リモート処理の WS-Management クォータを使用して、Orchestrator Runbook サー

バーおよび VMM 管理コンソールを実行するコンピューターを不注意による過剰なリソース使用または悪意による

過剰なリソース使用から保護できます。WSMan:\<ComputerName>\Service ノードの 

MaxConcurrentOperationsPerUser クォータ設定では、同時に実行できる VMM オブジェクト数の制限を強制

することによって、このような保護が適用されます。 

既定では、MaxConcurrentOperationsPerUser は 5 に設定されます。これは、すべての VMM 活動で最大 

5 つの VMM オブジェクトを同時に実行できることを意味します。この既定の設定が組織のニーズを満たさない場

合は、TechNet の記事「About_Remote_Troubleshooting」(英語) を参照して Windows PowerShell 

のリモート処理を構成してください。 

注記: MaxConcurrentOperationsPerUser は、Runbook からのものであるかど

うかにかかわらず、すべての Windows PowerShell オブジェクトに影響します。他の

アプリケーションからのリモート セッションが存在する場合は、そのセッションもこの制限

に含まれます。 

System Center 2012 Virtual Machine Manager の接続の構成 

WinRM の構成を検証した後、Orchestrator Runbook サーバーと VMM 管理コンソールを実行するコン

ピューターの間の通信を定義する接続を追加する必要があります。VMM 統合パックからのアクションを構成す

る場合は、アクティビティで使用する接続を定義する構成を選択します。複数の VMM コンピューターを接続する

必要がある場合、複数の構成を作成できます。次の手順に従って、System Center 2012 Virtual Machine 

Manager の接続を構成します。 

1. Runbook Designer の [Options] メニューをクリックし、[System Center 2012 Virtual Machine 
Manager] を選択します。[System Center 2012 Virtual Machine Manager] ダイアログ ボックス
が表示されます。 

2. [Configuration] タブで、[Add] をクリックして構成のセットアップを開始します。[Connection  Entry] 
ダイアログ ボックスが表示されます。 

3. [Name] ボックスに接続名を入力します。たとえば、VMM コンピューターの名前を入力します 

4. [Properties] ボックスで、次の表に従って各プロパティの値を入力します。 
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プロパティ 説明 

VMM 
Administrator 
Console 

VMM 管理コンソールを実行するコンピューターの名前または IP アドレス。 

VMM Server アクションが実行される VMM サーバーの名前。VMM 管理コンソールが VMM サーバー
にインストールされている場合は localhost を使用します。 

User VMM にアクセスするユーザーの名前。このユーザー アカウントには、活動で要求される
アクションを実行するために、VMM 管理コンソールおよび VMM サーバーに対するアク
セス許可が必要です。このプロパティを空欄のままにした場合、構成では Runbook 
サービス アカウントの資格情報が使用されます。このアカウントに VMM に対する適切
なアクセス許可がない場合、構成に資格情報を提供する必要はありません。 

Domain ユーザー アカウントが存在するドメイン。 

Password 指定したユーザー アカウントのパスワード。 

Authentication 
Type (Remote 
only) 

 Runbook サーバーと VMM 管理コンソールが別々のコンピューターにインストールされて
いる場合にのみ必要です。選択する認証方法は、WinRM で有効にする必要がありま
す。認証方法は、ローカル グループ ポリシー エディターを使用して有効にできます。詳細
については、MSDN の記事「Installation and Configuration for Windows 
Remote Management」(英語) を参照してください。 

Port (Remote 
only) 

Orchestrator Runbook サーバーと VMM 管理コンソールを実行するコンピューター
の間で Windows PowerShell リモート処理に使用するポート。Runbook サーバー
と VMM 管理コンソールが別々のコンピューターにインストールされている場合にのみ
必要です。 

Use SSL 
(Remote only) 

接続で SSL を使用するかどうかを指定します。Runbook サーバーと VMM 管理コン
ソールが別々のコンピューターにインストールされている場合にのみ必要です。 

Cache Session 
Timeout (min.) 

活動がアクティブでないときにセッションがタイムアウトし、再起動が必要になるまでの時
間 (分)。 

5. [OK] をクリックします。 

6.  必要に応じて追加の構成を行います。 

7. [完了] をクリックします。. 
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System Center 2012 R2 Service Manager の接続の構成 

WinRM の構成を検証した後、Orchestrator Runbook サーバーと Service Manager 管理コンソールを

実行するコンピューターの間の通信を定義する接続を追加する必要があります。この構成には、Service 

Manager にアクセスするために必要な資格情報および使用する認証プロトコルが含まれます。Service 

Manager 統合パックからのアクションを構成する場合は、活動で使用する接続を定義する構成を選択しま

す。複数の Service Manager コンピューターを接続する必要がある場合、複数の構成を作成できます。

次の手順に従って、System Center 2012 R2 Service Manager の接続を構成します。 

1. Runbook Designer の [Options] メニューをクリックし、[System Center 2012 Service Manager] 
を選択します。[System Center 2012 Virtual Machine Manager] ダイアログ ボックスが表示され
ます。 

2. [Connections] タブで、[Add] をクリックして接続のセットアップを開始します。[Connection Entry] 
ダイアログ ボックスが表示されます。 

3. [Name] ボックスに接続名を入力します。たとえば、Service Manager コンピューターの名前を入力
します。 

4. [Properties] ボックスで、次の表に従って各プロパティの値を入力します。 

プロパティ 説明 

Server アクションが実行される Service Manager サーバーの名前。 

Domain ユーザー アカウントが存在するドメイン。 

User ユーザー Service Manager にアクセスするユーザーの名前。このユーザー アカウン
トには、活動で要求されるアクションを実行するために、Service Manager 管理コンソール
および Service Manager サーバーに対するアクセス許可が必要です。 

このプロパティを空欄のままにした場合、構成では Runbook サービス アカウントの資格情
報が使用されます。このアカウントにサービス アカウントに対する適切なアクセス許可がない
場合、構成に資格情報を提供する必要はありません。. 

Password 指定したユーザー アカウントのパスワード。 

5. [Test Connection] をクリックして、接続が想定どおりに機能することを確認します。 

6. [OK] をクリックします。 

7. 必要に応じて追加の構成を行います。 

8. [完了] をクリックします。 
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Runbook の作成およびテスト 

Orchestrator をセットアップして適切な統合パックで構成し、VMM と Service Manager に接続した後、

Service Manager セルフ サービス ポータルでフォームからユーザー入力を取得して VMM のテンプレートか

らバーチャル マシンを作成する簡単な Runbook を作成できます。 

Runbook を作成した後、パラメーターをワークフローに挿入する Orchestrator Runbook Tester を使用してテス

トします。 

注記: 「前提条件」のセクションに記載されたインフラストラクチャ プロビジョニングを示

すエクスペリエンスを完了していれば、WS2012R2-VM サービス テンプレートを使用

してバーチャル マシンを作成できます。 

• 新しい Runbook を作成する。 

• Runbook パラメーターを構成する。 

• 作成するバーチャル マシンを定義する。 

• Runbook をテストする。 

新しい Runbook を作成する 

System Center 2012 R2 Service Manager コンポーネントは、Runbook を使用してワークフロー プロシージ

ャを自動化します。Runbook Designer は、ワークフロー プロシージャを視覚的に表現し、新しい Runbook 

を作成する場所を提供します。 

注記: 「前提条件」セクションに記載された System Center 統合パックがインストー

ルされていることを確認します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. タスクバーで [Runbook Designer] ショートカットをクリックし、Runbook Designer を最大化します。 

ナビゲーション ツリーで [Runbook] を右クリックし、[New Runbook] を選択します。 

2. [New Runbook] タブを右クリックし、[Check Out] をクリックします。 

3. [New Runbook] タブを右クリックし、[Rename] をクリックします。 

4. 「AddVM」と入力し、Enter キーを押します。 

Sarani は、新しい Runbook を使用して、新しいワークフローで実行するコマンドに追加パラメーターを適用
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できるようになりました。新しいワークフローまたは自動化プロセスを作成すると、新しい Runbook は関連す

るプロセスの計画書として機能します。次に Sarani は、"AddVM" Runbook の個別のパラメーターを構成

します。 

この手順では、Initialize Data 活動から始めて、Runbook のパラメーターを構成します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. [活動] ウィンドウで、[Runbook の制御] を展開します。 

2. [データの初期化] をクリックしてワークスペースにドラッグします。 

3. [データの初期化] をダブルクリックします。 

4. [詳細] タブで [追加] をクリックし、[Parameter 1] をクリックします。 

5. 「Parameter 1 – User」という行を追加し、[OK] をクリックします。 

6. [追加] をクリックして、[Parameter 2] をクリックします。 

7. 「Parameter 2 – VMName」という行を追加し、[OK] をクリックします。 

8. [追加] をクリックし、[Parameter 3] をクリックします。 

9. 「Parameter 3 – VMTemplate」という行を追加し、[OK] をクリックします。 

10. [追加] をクリックし、[Parameter 4] をクリックします。 

11. [Parameter 4 - Reason] という行を追加し、[OK] をクリックします。 

12. [追加] をクリックし、[Parameter 5] をクリックします。 

13. 「Parameter 5 – Cloud」という行を追加し、[OK] をクリックします。 

14. [完了] をクリックします。 

"AddVM" Runbook が、プロビジョニングされたバーチャル マシンを要求するユーザー、要求者の電子メール アドレ

ス、バーチャル マシンの名前、適切な VMM テンプレート、リソースの理由、およびリソースがスピンアップするクラウ

ドを始めとする適切なパラメーターで作成されました。 

作成するバーチャル マシンを定義する 

この手順では、適切なバーチャル マシン テンプレートを Runbook にリンクし、作成するバーチャル マシンのパラ

メーターを設定します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

 

1. [活動] ウィンドウで [SC 2012 R2 Virtual Machine Manager Integration Pack] をクリックします。 
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2. [Create VM from Template] をクリックしてワークスペースにドラッグします。 

3. ポインターを [データの初期化] の上に置き、矢印を表示します。アイコンの右側の矢印にマウスを移
動し、十字線が表示されるまで待ちます。 

4. 新しい青い矢印をダブルクリックします。成功として定義されていることを確認して、[キャンセル] をク
リックします。 

5. [Create VM From Template] をダブルクリックします。 

6. [構成] 領域で […] をクリックして [SC2012 VMM] を選択し、[OK] をクリックします。[プロパティ] 
ページにデータが表示されるまで待ちます。 

7. [Destination Type] フィールドをクリックし、[…] をクリックします。 

8. [Cloud] を選択して [OK] をクリックします。 

9. [出力先] フィールドをクリックし、[…] をクリックしてオプションを確認します。 

10. [キャンセル] をクリックします。 

11. [出力先] フィールドを右クリックし、[サブスクライブ]、[公開データ] の順にクリックします。 

12. [活動] ドロップダウンで [データの初期化] が選択されていることを確認し、[Parameter05 - Cloud] 
を選択して、[OK] をクリックします。 

13. [パス] フィールドをクリックします。[…] をクリックして [D:\] を選択し、[OK] をクリックします。 

14. [VM 名] フィールドを右クリックし、[サブスクライブ]、[公開データ] の順にクリックします。 

15. [Parameter 2 - VMName] を選択して [OK] をクリックします。 

16. [Source Template Name] フィールドをクリックし、[…] をクリックしてオプションを確認します。インフラ
ストラクチャ プロビジョニングを示すエクスペリエンスが完了している場合、WS2012R2-VM サービス テ
ンプレートが表示されます。 

17. [キャンセル] をクリックします。 

18. [Source Template Name] フィールドを右クリックし、[サブスクライブ]、[公開データ] の順にクリックし
ます。 

19. [Parameter 3 - VMTemplate] を選択して [OK] をクリックします。 

20. [Cloud Capability Profile] フィールドをクリックし、[…] をクリックして [Hyper-V] を選択し、[OK] を
クリックします。 

21. [完了] をクリックします。 

前の手順では、バーチャル マシンを追加する基本的な Runbook を作成しました。Sarani は、統合パックを介し

た VMM 統合を利用し、構築する実際のバーチャル マシンの仕様を定義しました。このプロセスでは、Sarani は、

VMM テンプレートからバーチャル マシンを作成し、Runbook Designer を使用して、Runbook が実行するテン

プレートの固有のパラメーターを適用します。 
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Runbook をテストする 

この手順では、このエクスペリエンスで作成した Runbook をテストします。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. System Center 2012 Orchestrator Runbook Designer から AddVM Runbook を選択します。 

2. [Runbook Tester] をクリックします。 

3. [チェックアウトの確認] ダイアログで、[はい] を選択します。 

4. Runbook Tester から [実行] を選択します。 

5. [データのパラメーターの初期化] ダイアログで、Runbook をテストするために以下のデータを入力しま
す。 

注記: パラメーターの表示順序は異なる場合があります。 

↪ Parameter  1-  User: EndUser 

↪ Parameter  2-  VMName: VM01 

↪ Parameter  3-  VMTemplate: WS2012R2-VM 

↪ Parameter  4-  Reason: Web  Server 

↪ Parameter  5-  Cloud: Contoso-Cloud 

Runbook Tester が開始し、進行状況がログに示されます。 

注記: テストが完了すると、テスト結果として [Initialize Data] に「合格」と表示さ

れ、その後に [Create VM From Template] に「合格」と表示されます。 

6. Create VM From Template 活動の [詳細の表示] を展開します。 

7. Create Incident with Template 活動の [詳細の表示] を展開します。ID にスクロールし、このテス
ト (サービス "Variable") に生成されたインシデント ID を確認します。この ID 番号を記録します。 

8. Runbook Tester を閉じます。 

9. Runbook Designer で [チェックイン] をクリックします。 

10. Runbook Designer を閉じます。 

Sarani は Runbook Designer で Runbook をテストし、運用環境に悪影響を及ぼすことなく、すべてのス

テップが想定通りに実行されることを確認できました。管理者は、Orchestrator で作成タスクまたはメンテナ

ンス タスクを実行するときに、Runbook がチェックアウトされていることを確認する必要があります。 
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前の手順で作成したチェックポイントを削除して、対応するバーチャル マシンにチェックポイント
を結合します。 
 

目次  機能のシナリオ 
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アプリケーション パフォーマンス監視 

迅速なアプリケーション ライフサイクルとアプリケーションの関連性の維持 
 

 
 

役割: テクノロジ: 

サービス管理者 Microsoft System Center 2012 R2 Operations 
Manager 

 

有効になる機能 

• グローバル サービス モニター (GSM). 

• 管理パック。 

• NET および Java アプリケーション用のアプリケーション パフォーマンスの監視。 

サーバー側アプリケーションは組織の生命線なので、綿密な監視が必要です。ダウンタイムおよびパフォーマンス

の問題が原因でオペレーションが中断し、追加コストや収益の喪失が発生することがあります。組織は、開発

から運用に至るまで、アプリケーションの正常性、パフォーマンス、および可用性を監視する一貫性のある方法

を必要としています。アプリケーションの実行方法に関する深い洞察を得ることで、問題が発生した場合、その

問題がハードウェアに関連するものかソフトウェアに関連するものかを特定できます。根本原因の特定にかかる

時間を短縮することによって、問題をより迅速に識別および解決して、更新されたアプリケーションを再展開でき

ます。 

アプリケーション パフォーマンス監視は、運用とアプリケーション開発の調整から開始します。これは、誤解と

摩擦を避けるために役立ちます。アプリケーションの問題を効果的に記述するツールを運用サイドに提供す

ることにより、開発者による問題の診断と解決が容易になります。System Center は、問題の解決を洞察

によって迅速に行うことができるように設計された監視情報を提供します。この機能は、場所に関係なく、ア

プリケーション配布ライフサイクル中、およびデータセンター インフラストラクチャ全体にわたって効率的な監視

をサポートします。 
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Contoso の IT サービス管理者である Sarani は、ホストされたさまざまなアプリケーションを監視する必要があり

ます。Sarani は、実際のアプリケーションの問題に対する洞察など、アプリケーションの問題を解決するために役

立つ詳細情報を開発者に提供する必要があります。サーバーのアプリケーション実行に関する情報に加えて、

問題が存在する可能性がある領域を理解するために、クライアント側の問題に関する情報が必要です。

Sarani のチームは、さまざまなアプリケーションで頻繁に使用される標準テスト、および従来の問題の実行経路

を利用できることで、パフォーマンスの問題を予期して迅速に対応し、場合によってはアプリケーション エラーを回

避できます。 

System Center は、Contoso のアプリケーションを監視するために Sarani が必要とする以下のツールを提供

します。 

• サーバー側の監視: バックエンド サーバーに関する情報を提供し、実際に存在し実行するアプリ
ケーションを監視します。 

• クライアント側の監視: ロード時および実行時、ネットワーク遅延、および可能なクライアント側ス
クリプトの記述する例外など、アプリケーションによるエンドユーザーのエクスペリエンスに対する洞察
を提供します。 

• 統合監視: アプリケーションの可用性と適切な動作を維持するために、事前に決定されたパスに
よってあらかじめ記録された定期的なテストを実行します。 

エクスペリエンス: アプリケーション パフォーマンス監視およびグローバル サービス モニターの使用 

グローバル サービス モニターを使用すると、組織が世界中に分散した複数の拠点からアプリケーションのパフォーマ

ンスを確認できます。グローバル サービス モニターは、世界中のエンド ユーザーがアプリケーションの実行を試みたと
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きに遭遇する可能性があるアクセスまたはパフォーマンスの問題を組織が迅速に識別するために役立ちます。この

エクスペリエンスでは、グローバル サービス モニターを構成し、ダッシュボードがアプリケーションの正常性を監視する

ためにどのように役立つかを確認します。 

  

3B 機能のシナリオ – アプリケーション パフォーマンス監視 
 94 



 

参照 

追加のガイダンスについては、以下の TechNet 記事を参照してください。 

Windows Server 2012 のサーバーの役割およびテクノロジ 

役割、役割サービス、または機能のインストールまたはアンインストール 
 

このエクスペリエンスを開始する前に、すべてのバーチャル マシンのチェックポイントを作成します。バーチャル 
マシンのチェックポイントを作成するには、チェックポイントを作成するバーチャル マシンを右クリックし、
[チェックポイントの作成] を選択します。チェックポイントを作成することにより、必要に応じてクリーン環境
に復元できます。チェックポイントはリソースを消費するので、システム パフォーマンスに影響します。 

グローバル サービス モニターの構成 

System Center グローバル サービス モニターを使用すると Web アプリケーションの正常性を完全に把握できま

す。グローバル サービス モニターは、全世界をカバーする Windows Azure の通信アクセス ポイントを使用しま

す。このアクセス ポイントは、使い慣れた System Center 2012 Operations Manager コンソール内に表示さ

れる既存のデータと共に監視されます。グローバル サービス マネージャーは、Windows Azure のアプリケーショ

ンに対して代理トランザクションをスケジュールおよび実行することによって、Web アプリケーションの可用性、パ

フォーマンス、および機能をレポートします。 

外部に接する第 2 のネットワーク接続を OM01 に追加する 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OM01 にログオンします。 

1. Hyper-V マネージャーを開きます。 

2. [OM01] を右クリックして [設定] をクリックします。バーチャル マシンが実行中の場合は、シャットダ
ウンします。 

3. [設定] メニューから [ハードウェアの追加] を選択します。バーチャル マシンに追加可能なハードウェ
アの一覧から [ネットワーク アダプター] を選択し、[追加] をクリックします。 

4. 新しいアダプターの [ネットワーク アダプターの設定] ダイアログで、[バーチャル スイッチ用の Eval-
Internal] を選択し、[OK] をクリックします。 

5. バーチャル マシンを起動します。 
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グローバル サービス監視の評価アカウントの作成 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として Host1 にログオンします。 

1. Web ブラウザーを起動して、http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/system-
center/global-service-monitor.aspx に移動します。 

2. GSM の概要ページで、上部の [外部監視] バナーにある [フルサービスにサインアップ] リンクをク
リックします。 

3. 新しいページが開き、組織向けの既存のマイクロソフト アカウントでサインインするか、または新
しいアカウントを設定するよう求められます。新しいアカウントを設定する場合は、[continue] を
クリックします。既存のアカウントを使用してサインインする場合は、サインイン後に手順 7 に進
みます。 

4. [SET UP ACCOUNT] をクリックすると、詳細を入力するWeb フォームが表示されます。フィー
ルドに情報を入力します。「*」のあるフィールドは必須です。 

5. 組織向けのマイクロソフト アカウントが正常に作成されると自動的にサインインし、組織向けア
カウントのホームページにリダイレクトされます。 

6. System Center Service Manager リンクの [GET STARTED] をクリックします。 

7. 別のページに転送され、GSM の試用期間が 90 日であることが示されます。[Download] リン
クをクリックします。 

8. 管理パックをダウンロードし、C:\Temp\GSM\ フォルダーに抽出します。 

 
9. Internet Explorer を閉じます。 

管理パックのインポート 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OM01 にログオンします。 

1. [System Center Operations Manager 2012] ウィンドウで [管理ワークスペース] をクリックし
ます。 
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2. [管理パック] を右クリックし、[管理パックのインポート] を選択します。 

3. [追加] ボタンをクリックし、[ディスクから追加する] を選択します。 

4. 依存関係についてインターネットをチェックするかどうかを尋ねるメッセージと共にプロンプトが表示
されたら、[いいえ] を選択します。 

5. \\Host1\Temp\GSM\ を参照し、すべてのファイルを選択します。これには、6 つの管理パック 
ファイルが含まれます。[開く] をクリックします。 

6. Visual Studio 管理パックでエラーが表示された場合は、管理パックを手動で追加します。最
初に、System Center Operations Manager ストレージ メディアで [管理パック] フォルダーを
選択した後、Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb ファイルをインポートします。
最後に、Visual Studio Web テスト管理パックをインストールします。 

7. [閉じる] をクリックします。 
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検証 

 

Configure the Global Service Monitor 

1. [System Center Operations Manager 2012] ウィンドウで [管理ワークスペース] をクリックし
ます。 

2. 左側の [詳細] ウィンドウで [Global Service Monitor] ツリーを選択します。 

3. 右側の [概要] ページで [Windows Identity Foundation のインストール] をクリックします。 

4. インストールが完了したら、このページの [前提条件を確認してください] ボタンをクリックします。 

5. [概要] ページで [サブスクリプションの開始] をクリックします。 

6. [サブスクリプションの資格情報ウィザード] ページで、前の手順で作成した組織向けマイクロソフ
ト アカウントの資格情報を使用してサインインします。 

7. サインインしたら、[Next] をクリックします。 

8. [Component Configuration] ページで、[Resource Pool] セクションの [All Management 
Servers Resource Pool] を選択します。 

9. [Next] をクリックします。 

10. [Start Subscription] をクリックします。 

11. 完了したら、[Finish] をクリックします。 

Web アプリケーションの可用性追跡の構成 
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1. [System Center Operations Manager 2012] ウィンドウで [管理ワークスペース] をクリックし
ます。 

2. 左側の [詳細] ウィンドウで [Global Service Monitor] を選択します。 

3. 右側のペインで、[Configure Web Application Availability Tests] をクリックします。 

4. [監視の追加ウィザード] ウィンドウで、[Web アプリケーションの可用性の監視] を選択し、[次
へ] をクリックします。 

5. [名前]フィールドに「Fourth Coffee Web Availability」と入力します。 

6. [管理パック] セクションで [新規] をクリックします。 

7. [管理パックの作成] ウィンドウで、[名前] テキスト ボックスに「GSM Management Pack」と入
力し、[次へ] をクリックします。 

8. [ナレッジ項目] ページで [作成] をクリックし、[次へ] をクリックします。 

9. [監視対象] ページで、[名前] セクションと [URL] セクションをクリックし、以下の情報を入力して 
[次へ] をクリックします。 

a. 名前: Fourth Coffee Home 

b. URL: http://fourth-coffee.azurewebsites.net 

10. [監視元] ページの [外部の場所] セクションで、[追加] をクリックします。 

11. [外部の場所を選択します] ページで、以下のことを行います。 

a. [検索対象] オプションで [外部の場所] を選択し、[検索] をクリックします。 

b. [監視する場所] の結果から、[GB : London] を選択し、[追加] をクリックします。 
c. [監視する場所] の結果から、[RU : Moscow] を選択し、[追加] をクリックします。 
d. [OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。 

12. [テストの表示と検証] ページで、[構成の変更] をクリックします。 

a. [テスト頻度] を 5 分に変更し、Tab キーを押します。パフォーマンス データの収集間隔
が 5 分に更新されたことを確認します。 

b. [トランザクション応答時間] をオンにして、0.5 秒より大きい値を設定します。 

注記: この設定の目的は、条件に基づいて選択可能なアラートを示すことで

す。この設定は、実際の運用環境で変更可能です。 

c. [適用] をクリックし、同じページで [OK] をクリックします。 

13. [次へ] をクリックします。 

14. [概要] ページで、構成を確認し、[作成] をクリックします。 
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ヘルス サービスの再開 

1. デスクトップで、[サービス] コントロール パネルをダブルクリックして起動します。 

2. [サービス] ウィンドウで System Center Management サービスを見つけます。 

3. [System Center Management] サービスを右クリックして、[再開] を選択します。 

4. サービスが正常に再開した後、[サービス] ウィンドウを閉じます。 

5. SCOM コンソールで、[監視] ワークスペースに移動します。[監視] ツリー ビューで、[アプリケー
ションの監視] の [Web アプリケーションの可用性の監視] に移動し、[Web アプリケーションのス
テータス] をクリックします。 

 

注記: Web アプリケーションが監視されるまで最大で 10 分程度かかる場合

があります。Web アプリケーションが表示されない場合は、ビューを更新しま

す。 

検証 

現在監視している Web サイトの [Web アプリケーションの可用性の監視] ビューを確認します。 

 

グローバル サービス モニターの概要ダッシュボードの表示 

1. [System Center Operations Manager 2012] ウィンドウで [管理ワークスペース] をクリックし
ます。 

2. 左側の [詳細] ウィンドウで、[Global Service Monitor] をクリックします。 

3. 右側の [概要] ウィンドウの [アクション] で、[テストの結果を表示] をクリックします。[テストの結
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果を表示] が表示されない場合は、次の手順に従います。 

a. [管理] ワークスペースをクリックします。[アプリケーションの監視] フォルダー ビューで、[Web 
アプリケーションの可用性の監視] を展開します。 

b. [テストの結果] ビューをクリックして選択します。 

4. [詳細] ウィンドウで、Fourth Coffee Monitoring のいずれかのエントリを選択します。 

5. タスク ウィンドウの右側のナビゲーション セクションで、[概要ダッシュボード - マップ] をクリックしま
す。ウィンドウが「hiddeMapn」である場合は、矢印をクリックして表示します。 

6. マップの [ヘルス状態] アイコンをクリックして選択し、テスト結果を表示します。 

検証 

選択したポイント オブ プレゼンス (PoP) を示すマップ表示に注意してください。複数の PoP を選択します。 

 

グローバル サービス モニターの詳細ダッシュボードの表示 

1. [System Center Operations Manager 2012] ウィンドウで [管理ワークスペース] をクリックし
ます。 

2. 右側の [詳細] ウィンドウで、[Global Service Monitor] をクリックします。 

3. 右側の [概要] ウィンドウの [アクション] で、[テストの結果を表示] をクリックします。[テストの結
果を表示] が表示されない場合は、次の手順に従います 

a. [管理] ワークスペースをクリックします。[アプリケーションの監視] フォルダー ビューで、[Web 
アプリケーションの可用性の監視] を展開します。 

b. [テストの結果] ビューをクリックして選択します。 
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4. [詳細] ウィンドウで、Fourth Coffee Monitoring のいずれかのエントリを選択します。 

5. タスク ウィンドウの右側のナビゲーション セクションで、[詳細ダッシュボード – 一覧] をクリックしま
す。ウィンドウが非表示である場合は、矢印をクリックして表示します。 

6. [詳細ダッシュボード] ページで、[GB : London] をクリックして選択します。 

7. [テストの状態] ウィジェットで、Fourth Coffee Web [GB : London] のテストの状態を有効に
します。 

8. 別のウィジェットでメトリックを表示します。 

検証 

 

 

 

 

 

 

 

 
前の手順で作成したチェックポイントを削除して、対応するバーチャル マシンにチェックポイント
を結合します。 

エクスペリエンスのまとめ 

このエクスペリエンスでは、グローバル サービス モニターの機能を構成し、ダッシュボードでアプリケーションの正常性

に関する重要な情報がどのように提示されるかを確認しました。 

目次  機能のシナリオ 
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IT サービス管理 

人、プロセス、およびナレッジの統合 

 
  

役割 テクノロジ 

サービス管理者 Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager 

  

有効になる機能 

• チャージバックのサポート 

• 問題、インシデント、および変更の管理 
• Cloud Service Process Pack (CSPP) 

オンプレミス、Azure、およびサービス プロバイダー プラットフォームにまたがる IT インフラストラクチャを管理す

る場合、インシデント管理、変更管理、リリース管理などのタスクを標準化すると、サービス提供モデルの安

定性が向上し、稼働率を最大限に引き上げることができます。 

System Center 2012 R2 Service Manager は、ITIL v3 標準に基づいたプロセスを利用して、サービス管理

者が固有のポリシーを適用し、インフラストラクチャ リソースをより効率的に提供するためのフレームワークを提供

します。拡張されたレポート機能によって、エンタープライズで重要なビジネス上の意思決定を行うことを可能に

する優れた洞察と分析を得ることができます。 

短期のメンテナンス計画および長期の容量計画の両方において、使用状況のデータと傾向を収集する機能が

鍵になります。チャージバック レポートでは、サービス ニーズとビジネス目標に対して、データセンターのリソースの

バランスを調整するために役立つ消費データを提供できます。プロビジョニングされたリソースが完全に活用され

ていない場合、他の部署で使用できる可能性があるリソースが組織内で固定されていることなどが考えられま

す。IT は、チャージバック データを使用してエンタープライズ全体の使用活動を制御できます。 

サービス管理者は、ITIL プロセスを実装し、チャージバック サポートを有効にすることによって、データセンター イン

フラストラクチャ全体で実行される自動化タスクのすべてのポリシーとスキーマを保存する堅牢な構成管理データ

ベース (CMDB) を利用できます。System Center 2012 R2 は、インフラストラクチャの正常性を監視して IT 

サービスの管理をサポートします。System Center 2012 R2 によって、以下のことが可能になります。 
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• ITIL プロセスを適用してサービス レベル契約を満たす。 

• チャージバックのサポートにより、コスト、価格、および使用傾向に基づいてクラウド リソースを拡張する。 

• 変更を自動的に実装し、問題を予防措置的および対応的に解決する。 
 

 

Contoso のサービス管理者である Sarani は、サービスを想定通りに展開し、将来の需要の変化を予想

するために役立つ情報を必要としています。このデータは、Sarani のチームが将来のニーズを正確に予測し、新

しいリソースに対する適時の投資および既存のリソースの再割り当てを推奨するために役立ちます。 

Sarani は、簡単に理解できる形式で簡潔に提供されるインフラストラクチャに関する情報を必要とします。

Sarani は、Service Manager を使用して、Virtual Machine Manager から利用されるクラウド リソースの使

用および状態に関する以下の洞察を取得しています。 

• レポート機能: クラウドの使用状況に関する可視性を提供し、チャージバック機能を適用します。 

• 包括的なレポート機能: 現在および過去のサービスの使用および関連するコストに関する洞察を
提供します。次に例を示します。 

• 使用レポートを作成することによって、データセンター管理者が IT に関する意思決定
を行うことができます。 

• Operations Manager は、使用状況と予測に関する運用レポートを提供します。 
• サービス提供レポートは、問題とインシデントの傾向を提示し、サービス内容の全体的

な状態を示します。 

エクスペリエンス: チャージバック機能によるレポートに基づく洞察の取得 

実際の環境で新しい System Center 2012 R2 コンポーネントをセットアップしたので、次に Service 

Manager コンポーネントで使用できるチャージバック機能について確認してみましょう。 
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有効になる機能 

IT サービス管理を可能にする機能の詳細については、以下を参照してください。 
TechNet リソース:  

Service Manager ブログ 

Service Manager 操作ガイド 

チャージバック シナリオの例 

System Center 2012 R2 Service Manager は、チャージバックのサポートを活用して、バーチャル マシンの使

用率の超過サブスクリプションや過小使用を最小限に抑えるために役立つクラウド サービスの使用状況のレ

ポートを提供します。Virtual Machine Manager、Operations Manager、および Service Manager 内の

データ ウェアハウス間の統合には依存関係が存在します。 

エンタープライズ全体にわたるさまざまなテナント ユーザーによって要求されるクラウド サービスのチャージバック レ

ポートを有効にするには、以下の手順に従います。まず、クラウド サービスのレポート機能を確認するために、

チャージバック機能を手動でセットアップします。 

重要 

このエクスペリエンスを開始する前に、Service Manager (SM01) バーチャル マシンに 8 GB の最小 RAM 
が割り当てられていることを確認します。最小 RAM が 8 GB 以下の場合、十分なパフォーマンスが得られ
ないことがあります。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として SM01 にログオンします。 

1. TechNet の手順に従って、チャージバック レポートをインストールおよび構成します。 

2. Cloud Service Process Pack をダウンロードします (R2 にも適用されます)。 

3. ダウンロードした CSPP フォルダー内で Setup 実行可能ファイルをクリックしてウィザードを実行し
ます。 

4. [Install the Cloud Service Process Pack] をクリックし、ウィザードの手順に従います。 

注記: Windows インストーラー ファイル (.msi) に直接移動することもできま
す。このファイルの名前は IaaSRequestMPB で、\\<ダウンロードした場所
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>\CSPP\Setup に格納されています。 

5. 完了したら、ウィザードに戻った後、[Install the Cloud Services Runbooks] をクリックします。 

注記: Windows インストーラー ファイル (.msi) に直接移動することもで
きます。このファイルの名前は SCORunbooks で、\\<ダウンロードした場
所>\CSPP\Setup に格納されています。 

チャージバック機能の確認 

次に、データセンター内のチャージバック機能を確認できます。ここでは、詳細な評価手順を案内するハイパーリン

クを示します。 

1. 価格シートを作成および変更します。 

2. 価格シートを公開します。 

3. 価格シートをクラウドに割り当てます。. 

4. ユーザー ロールと価格シートを管理します。 

5. チャージバック レポートを表示して使用します。 

6. サンプルのチャージバック レポートを構成します。 

7. その他の IT サービス管理プロセスに対して標準レポートを使用および管理します。 

8. 高度な分析のために OLAP キューブを使用します。 

9. データ ウェアハウスをカスタマイズします。 
Table o 

目次  機能のシナリオ 

Scenarios
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結論 
 

System Center とデータセンター 

ここまでの説明および評価環境で確認したように System Center は、IT 組織が反復的なタスクの自動

化、ビジネス アプリケーション所有者の生産性の向上、影響の大きいプロジェクトに対応するためのリソース

解放に役立つ管理レイヤーを提供します。組織は、IT の制御およびコストを管理しながら、新しい付加価

値アプリケーション サービスを迅速に提供できます。 

ここまで、エクスペリエンスをいくつか実行している場合は、さらに詳細に評価環境を確認してください。アイデアと

詳細については、「付録: System Center リソース」を参照してください。 

目次  機能のシナリオ 
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付録: 評価用スクリプトの使用 
 

評価用スクリプトの概要 

次の図に示すようなデータセンター評価フットプリントのセットアップに役立つ評価用スクリプトをマイクロソフトからダ

ウンロードできます。この Windows PowerShell スクリプトは、環境に合わせてカスタマイズできます。 

k 

Datacenter Evaluation Deployment Tool.msi ファイルをダウンロードおよび実行する場合、スクリプトは

既定で C:\temp にダウンロードされます。Host1 上の C:\temp フォルダーにファイルを移動します。これらの

ファイルを使用して、エクスペリエンス用のバーチャル マシンを作成して構成できます。このスクリプトは、
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Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 オペレーティング システムで機能します。 

このスクリプトには、以下のファイルが含まれます。 

• VMCreator.ps1: バーチャル マシンを構築するスクリプト。 

• SysCenterVariable.xml: System Center エクスペリエンス用のバーチャル マシンを設定す
るために VMCreator.ps1 スクリプトによって使用される設定が含まれます。 

• Downloader.ps1: System Center を構成するために必要な前提条件をダウンロードするス
クリプトです。 

• Workflow.xml: ダウンローダー スクリプト用の設定が含まれます。 

• 次のファイルも含まれますが、これらのファイルは使用しません。 

• ExperiencesVariable.xml ファイル: Windows Server エクスペリエンス用のバーチャル 
マシンをセットアップするための設定が含まれます (このスクリプトは、『Windows Server 
2012 R2 評価ガイド』のエクスペリエンスで使用します)。 

• ActiveDir フォルダー: 『Windows Server 2012 R2 評価ガイド』に記載されているドメイン コ
ントローラーを設定するためのスクリプトが含まれます。 

第 2 のスクリプトを使用した評価エクスペリエンス用の System Center バーチャル マシン
の構成 

System Center 環境をインストールするには、次の 4 つの主な手順を実行する必要があります。 

1. 「System Center のインストール」の冒頭で概要を示したように、ホストを手動で準備します。 
2. 次の 2 つのいずれかの方法で、評価用のバーチャル マシンを作成します。 

• オプション A: 評価スクリプト VMCreator.ps1 を実行して、バーチャル マシンを作
成および構成します。このスクリプトを使用する手順の詳細については、このガイド
の「System Center の展開」を参照してください。 

• オプション B: 手動で構成を行って評価用バーチャル マシンを展開します。 

3. 次の 2 つの方法のいずれかを使って、前提条件のソフトウェアを含め、System Center をインストー
ルするために必要なソフトウェアをダウンロードします。 

• オプション A: 「System Center の展開」の手順に従って、前提条件のソフトウェアを
手動でダウンロードします。 

• オプション B: 評価用スクリプト Downloader.ps1 を実行して、System Center 
をインストールするための前提条件のソフトウェアを自動的にダウンロードします。
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このスクリプトを使用する手順の詳細については、次のセクションを参照してくださ
い。 

4. 「System Center の展開」の手順に従って、System Center を手動で展開します。 

次のセクションでは、Downloader.ps1 スクリプトを使用して、System Center 環境内で必要な前提条件のソフト

ウェアをダウンロードして時間と手間を節約する方法について説明します。 

評価用スクリプトを使用した前提条件のダウンロード 

ダウンローダー スクリプトは、バーチャル マシンを構成するのに必要なソフトウェアを抽出します。ダウンローダー スクリ

プトの実行は、インターネットの接続速度によっては数時間かかる場合があります。 

注記: ダウンローダー スクリプトによってダウンロードされるコンテンツは、
VMCreator スクリプトの実行には必要ありません。このコンテンツは、オペ
レーティング システムでバーチャル マシンを作成した後、System Center 
を構成するために必要です。 

Downloader.ps1 の実行 

このスクリプトは、必要なファイルをダウンロードして C:\temp フォルダーに抽出します。 

1. 管理者として Windows PowerShell を起動し、評価用ファイルに移動します。 

2. Downloader.ps1 スクリプト (\Downloader.ps1) を実行します。 

3. ダウンロード スクリプトは、以下の前提条件のソフトウェアを C:\temp にダウンロードします。 

• SQL Server 2012 SP1 
• Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) 

• Windows 展開ツール 

• Windows プレインストール環境 

• Silverlight 
• WCF Data Services 5.0 

• System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager コンソール 

• SQL Server 2008 R2 管理ツール 

• Report Viewer 2010 再頒布可能パッケージ 

• System Center 2012 R2 Orchestrator コンポーネント アドオンおよび拡張機能 

4. 完了すると、ダウンローダー スクリプトによって、Internet Explorer で System Center 2012 R2 のダ
ウンロード ページが開きます。 
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5. System Center ソフトウェアを登録およびダウンロードします。 

6. Host1 で ISO をマウントします。 

a. ISO ファイルに移動します。 

b. ISO ファイルをクリックし、上部のナビゲーションで [管理] をクリックして [マウント] をクリックします。 

c. すべてのファイルを Host1 の C:\temp の適切なフォルダーにコピーします。 

d. Host2 を使用している場合は、Host2 の C:\temp フォルダーにもこれらのファイルをコピーしま
す。 

バーチャル マシンへの前提条件ソフトウェアのインストール 

必要なファイルをダウンロードしたら、スクリプトによってダウンロードされたファイルの場所を確認します。すべて

のソフトウェアは Host1 上の C:\temp フォルダーに格納されます。 

これで、このガイドの「System Center の展開」の手順に従って、システム センターを構成する準備が整いました。 

目次  機能のシナリオ 
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付録: System Center の高度な機能 
 

自動化およびセルフサービス 

この高度なエクスペリエンスでは、ビジネス プロセスと規則に関する管理を適用しながら、Runbook と 
Windows PowerShell を通じてリソース要求フルフィルメントを自動化する場合に Service Manager と 
Orchestrator がどのように役立つかについて確認します。このエクスペリエンスでは、Service Manager の接続
を構成して Runbook を確認します。 

前提条件 

このエクスペリエンスでは、追加ソフトウェアのセットアップと構成が必要です。 

• 「自動化およびセルフサービス」エクスペリエンスの手順に従って、System Center 2012 
Virtual Machine Manager 統合パックをインストールおよび構成します。 

• Orchestrator Runbook サンプルをダウンロードして、Host1 の C:\Temp\RunbookSamples に保存
します。 

 

参照リンク 
追加のガイダンスについては、以下の TechNet 記事を参照してください。 

System Center 2012 Configuration Manager の概要 

System Center 2012 Operations Manager - はじめに 

System Center 2012 - Orchestrator をお使いになる前に 

Using Services Templates in System Center 2012 Virtual Machine Manager (英語) 

 このエクスペリエンスを開始する前に、すべてのバーチャル マシンのチェックポイントを作成します。バーチャル マ
シンを右クリックし、[チェックポイントの作成] を選択します。チェックポイントを作成することにより、必要に応じ
てクリーン環境に復元できます。チェックポイントはリソースを消費するので、システム パフォーマンスに影響しま
す。 
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Service Manager 接続の構成 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. Runbook Designer の [Options] メニューをクリックし、[System Center 2012 Service 
Manager] を選択します。Runbook Designer の [Options] メニューをクリックし、[System 
Center 2012 Service Manager] を選択します。 

2. [Connections] タブで、[Add] をクリックして接続のセットアップを開始します。[Connection 
Entry] ダイアログ ボックスが表示されます。 

3. [Name] ボックスに接続名を入力します。たとえば、Service Manager コンピューターの名前を入
力します。 

4. [Properties] ボックスで、次の表に従って各プロパティの値を入力します。 

プロパティ 説
 Server アクションが実行される Service Manager サーバーの名前。 

Domain ユーザー アカウントが存在するドメイン。 

User Service Manager にアクセスするユーザーの名前。このユーザー アカウントには、アクティ
ビティで要求されるアクションを実行するために、Service Manager 管理コンソールおよび 
Service Manager サーバーに対するアクセス許可が必要です。このプロパティを空欄のま
まにした場合、構成では Runbook サービス アカウントの資格情報が使用されます。この
アカウントにサービス アカウントに対する適切なアクセス許可がない場合、構成に資格情
報を提供する必要はありません。 

Password 指定のユーザー アカウントのパスワード。 

5. [Test Connection] をクリックして、接続が想定どおりに機能することを確認します。 

6. [OK] をクリックします。 

7. 必要に応じて追加の構成を行います。 

8. [Finish] をクリックします 

Orchestrator Runbook サンプルのインストール 

この手順では、使用できる統合パックを参照します。統合パックでは、その他のマイクロソフトとサード パーティのプ

ラットフォームおよび製品に統合することによって System Center 機能を拡張できます。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
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Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. OR01 で、タスクバーの [アクション]の [インポート] リンクをクリックします。 

2. [インポート オプション] ウィンドウの [ファイルの場所] で、\\Host1\Temp\RunbookSamples を参照
し、SC2012_Solution_Examples.ois_export を選択して、[開く] をクリックします。 

注記: このファイルは CodePlex からダウンロードすることもできます。 

3. 事前定義された既定の設定を使用し、[完了] をクリックします。 

これで、[Runbooks] の [SC2012 ソリューション] の下にサンプルの Runbook が表示されるようになります。 

統合パックの参照 

この手順では、使用できる統合パックを参照します。統合パックをインストールすることにより、System Center の

機能が拡張され、その他のマイクロソフト のプラットフォームおよび製品だけでなく、サード パーティ製のプラット

フォームおよび製品との統合性が向上します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. 展開マネージャーで、[Orchestrator Manager] を展開します。 

2. 次の統合パックで活動を確認します。 

• System (システム) 

• Monitoring (監視) 

• File Management (ファイル管理) 

• Utilities (ユーティリティ) 

• Windows Azure 
• Active Directory 
• System Center 2012 Service Manager 
• System Center 2012 Virtual Machine Manager 

• すべての System Center 統合パックをインストールした場合は、以下の活動についても確認
します。 

• (オプション) System Center 2012 Operations Manager 

• (オプション) System Center 2012 Data Protection Manager 

• (オプション) System Center 2012 Configuration Manager 

Runbook の確認 

この手順では、Runbook のプロパティを確認します。System Center 2012 Service Manager の Runbook は、
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単一のシステムまたは複数の異なるシステム間で手順を自動化するために使用します。 

このタスクを実行するには、作成したドメインのパスワード pass@word1 または資格情報を使用して 
Contoso\administrator として OR01 にログオンします。 

1. Runbook Designer のナビゲーション ウィンドウで、[OR01]、[Runbooks]、[SampleBooks] (または 
SM-CloudServices などの名前)、[SC2012 Solutions]、[1.0 Cloud Management]、[1.1.0 VM 
Checkpoint Management] の順にナビゲーションします。 

2. [Cloud Management]、[VM Checkpoint Management]、[1.1.2 Manage Checkpoint] のタ
ブを選択します。 

3. [Initiate Checkpoint Management] 活動をダブルクリックします。このワークフローで使用されるさ
まざまなデータ入力で、バーチャル マシンの名前やアクション (削除または復元) が示されていること
を確認します。 

4. [Cancel] をクリックします。 

5. [Get VM activity] 活動をダブルクリックします。 

6. [Filters] の下にあるテキスト行 [VM Name] をダブルクリックします。 

注記: ここでは、前回の活動から入力バーチャル マシンの名前を取得し、
このパラメーターを使用して、この Runbook によって変更されるバーチャ
ル マシンを指定します。 

7. [Cancel] をクリックします。 

8. [Failure Notification 1] 活動をダブルクリックします。 

注記: この活動は、システム イベントの警告を生成します。この警告は、
Initiate Checkpoint Management 活動から渡されたパラメーターを
使用して後で表示できます。バーチャル マシンが見つからない場合は、こ
の警告がトリガーされます。 

9. [Cancel] をクリックします。 

10. [Type Check] 活動をダブルクリックします。 

注記: この活動は、ユーザー入力を監視し、条件ステート
メントを使ってデータに基づく決定を行います。 

この比較の結果に基づいて、ワークフローが分岐します。こ
の 比 較 で は 、 入 力 が チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 名  ([Get 
Checkpoint – Name] の上位パス、またはチェックポイン
ト ID ([Get Checkpoint Name (2)] の下位パス) のい
ずれであるかを調べます。 
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11. [Cancel] をクリックします。 

12. 上位の活動である [Get Checkpoint – Name] をダブルクリックします。 

注記: この活動では、[Initiate Checkpoint Management] 活動からチェ
ックポイント名および VM ID パラメーターが取得されます。次に、チェックポイ
ントの名前を使って、特定のバーチャル マシンのチェックポイントを検索しま
す。 

13. [Cancel] をクリックします。 

14. スクリプトを実行する [Passthrough] 活動をダブルクリックします。 

15. [Type] ボックスの [Language] で、省略記号 (…) をクリックします。 

注記: Orchestrator では、さまざまな種類のスクリプトをトリガーでき、これらのスクリプトで
さらに他のスクリプトまたは API を呼び出すことができます。 

16. [Cancel] を 2 回クリックします。 

17. [Manage Checkpoint] 活動をダブルクリックします。 

18. チェックポイントを復元し、[Cancel] をクリックします。 

19. [Failure Notification 2] 活動をダブルクリックします。 

注記: この活動は、システム イベントのエラーが生成されます。このエラーは、Initiate 
Checkpoint Management 活動から渡されたパラメーターを使用して後で表示できま
す。Virtual Machine Manager でチェックポイントの削除または復元ができない場合、こ
のエラーがトリガーされます。 

20. [Cancel] をクリックします。 

21. [Success Notification] 活動をダブルクリックします。 

注記: この活動は、システムイベントの情報アラートが生成されます。この情報アラートは、
Initiate Checkpoint Management 活動から渡されたパラメーターを使用して後で表
示できます。Virtual Machine Manager でチェックポイントの正常な削除または復元が
可能である場合に、このアラートがトリガーされます。 

22. [Cancel] をクリックします。 

 前の手順で作成したチェックポイントを削除して、対応するバーチャル マシンにチェックポイント

を結合します。 

目次  機能のシナリオ 
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付録: System Center のリソース 
 

IT プロフェッショナル向けのリファレンス 

IT プロフェッショナル向けのビデオ、ポッドキャスト、教育用セッションを次の表に示します。 

ビデオおよびオーディオ リソース 詳細 

TechNet Radio IT に強い興味を持つ人々のためのポッドキャスト。マイクロソフ
トの IT 担当者や技術者、および業界の専門家が毎週のゲス
トに登場します。 

TechNet Video IT プロフェッショナルが最新のマイクロソフト製品およびテクノ
ロジについて理解するのに役立つビデオ、スクリーンキャスト、
ポッドキャスト、および記事です。 

The Edge Show  
(以前の TechNet Edge) 

Windows Server、Windows Azure、プライベート ク
ラウド、IT コンシューマライゼーションなど、さまざまな製
品およびシナリオに関する IT プロフェッショナル向けのマ
イクロソフトの週刊ニュースと技術的詳細。 

TechEd 2013 基調講演プレゼンテー
ション 

Brad Anderson (マイクロソフト) 

TechEd 2013 Foundation セッション: 
Transform the Datacenter with 
Server and Management 
Innovations from Microsoft 

Jeffrey Snover および Jeff Woolsey (マイクロソフト) 

TechEd 2013 Foundation セッション: 
Big Data. Small Data. Any Data 

Shawn Bice (マイクロソフト) 

TechEd 2013 Foundation セッ
ション: Enabling People-Centric 
IT 

Andrew Conway (マイクロソフト) 
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http://channel9.msdn.com/shows/TechNet%2BRadio/
http://technet.microsoft.com/en-us/video/default
http://channel9.msdn.com/Shows/Edge
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/Key01
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/Key01
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN06
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN06
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN06
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN01
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN01
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN01
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN03
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN03
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN03


 

TechEd 2013 Foundation セッション 
– Building Modern Business 
Applications 

Scott Woodgate (マイクロソフト) 

MMS 2013 基調講演 – Cloud 
Optimize your Business with 
Microsoft Management Solutions 

Brad Anderson (マイクロソフト) 

 

イベント リソース 

TechEd North America 2013: ニューオリンズ、6 月 3 日～6 日 

Build 2013: サンフランシスコ、6 月 26 日～28 日 

TechEd Europe 2013: マドリード、6 月 25 日～28 日 

Microsoft Management Summit 2013: ラスベガス、4 月 8 日～12 日 

 

 

トレーニング 

Microsoft Virtual Academy コース – System Center 

Microsoft Virtual Academy コース – Windows Azure 

Microsoft Virtual Academy コース – SQL Server 

Microsoft Learning – Private Cloud training (英語) 

Microsoft Learning – SQL Server training (英語) 

Microsoft Learning – Windows Azure training (英語) 

Microsoft Jump Start series 
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http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN02
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN02
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/FDN02
http://channel9.msdn.com/Events/MMS/2013/KEY1
http://channel9.msdn.com/Events/MMS/2013/KEY1
http://channel9.msdn.com/Events/MMS/2013/KEY1
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013?wt.mc_id=tena_hp%20-%20fbid%3D_ppDFoPmsPt&amp;fbid=9i0mkMmL__w
http://www.buildwindows.com/
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/Europe/2013%23fbid%3Dj6w0LWaKWfq
http://channel9.msdn.com/Events/MMS/2013
http://www.microsoftvirtualacademy.com/topics/product-system-center-en
http://www.microsoftvirtualacademy.com/topics/product-windows-azure-en
http://www.microsoftvirtualacademy.com/topics/product-sql-server-en
http://www.microsoft.com/learning/en/us/cloud-training.aspx%23fbid%3D3zUkh7tqe-m
http://www.microsoft.com/learning/en/us/sql-training.aspx%23fbid%3D3zUkh7tqe-m
http://www.microsoft.com/learning/en/us/azure-training.aspx%23fbid%3D3zUkh7tqe-m
http://www.microsoftvirtualacademy.com/LiveEvents.aspx
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