
 

System Center 2012 R2 による 

インフラストラクチャ 
プロビジョニング 
自社のデータセンターや、サービス プロバイ
ダーのデータセンター、Windows Azure の一元
管理を行う Microsoft System Center 2012 R2 
を使用することで、マイクロソフト クラウド OS 
のメリットを実感できます。 

System Center 2012 R2 のインフラストラク
チャ プロビジョニングは、以下の実現によりク
ラウド OS をサポートします。 

• Windows Server 環境およびマイクロ
ソフト製のワークロードに対するベスト
インクラスの管理 

• Windows Server の革新的なストレー
ジ技術に対応するスケーラブルな管理 

• 仮想ネットワークおよびマルチテナント
のエッジ ゲートウェイのプロビジョニ
ングと構成 

• オンプレミス、Windows Azure 環境間
のアプリケーションおよびコンポーネン
トのコピーと移動 

ミッションクリティカルなアプリケーションを効率よく仮想化するには高い柔軟性が求
められます。しかしながら、多くの企業やサービス プロバイダーがこうした柔軟性を確
保できていないのが現状です。また、物理、仮想、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スケール、パフォーマンス レベルの確保も課題です。エンタープラ
イズクラスのマルチテナント クラウド インフラストラクチャを提供する System 
Center 2012 R2 は、データセンターの管理の複雑さを軽減し、オンプレミス、サービ
ス プロバイダー、Windows Azure 環境におけるカスタムおよび標準化されたインフ
ラストラクチャのプロビジョニングを容易にします。 

ハイブリッド環境に適した 
マルチテナント クラウド  
インフラストラクチャ 
トップ階層のアプリケーションを仮想化する場合、ビジネス要件を満たすレベルのスケー
ルとパフォーマンスを提供できる仮想化プラットフォームと管理ソリューションが必要
です。また、データセンター管理ソリューションには、既存のインフラストラクチャ投資
を活かしながら、多様なデータセンター インフラストラクチャに対応できるだけの、柔
軟性が求められます。オンプレミス、サービス プロバイダー、Windows Azure 環境に
カスタム、標準化インフラストラクチャをプロビジョニング可能な System Center 
2012 R2 は、ワークロードのスケールとパフォーマンス、マルチテナントおよびチャー
ジバックなどの主要要件に対応します。 

堅牢な Linux サポートによる 
エンタープライズクラスの 
仮想化管理 
今日では、トップ階層アプリケーションの仮想化を検討する企業が増えています。このよ
うな機能には、要求されるスケールやパフォーマンスを実現できるだけでなく、既存のイ
ンフラストラクチャ投資を十分に活かせる柔軟性を実現できる仮想化管理ソリューショ
ンが必要です。
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System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM) は、
Windows Server 2012 R2 をはじめ、SQL、Exchange、および 
SharePoint などのマイクロソフト製のワークロードに対するス
ケール、パフォーマンス サポートなど、Windows Server 環境の
ベストインクラスの管理を実現します。たとえば、1 台の VMM 
サーバーで、最大 1,000 台のホスト、25,000 台の仮想マシンを
サポートできます。また、VMM では、実行中仮想マシンのダウン
タイムのないライブ クローニングが可能であるため、容量可変 
VHDX のサイズ調整により、アプリケーションやワークロードで使
用する仮想化記憶域を必要に応じて拡張することができます。 

VMM では、運用効率の最大化を目的として、リモート ファイル記
憶域 (NASベース)、記憶域スペース、および Windows File Server 
などのさまざまなアプローチに対する柔軟な記憶域管理を可能に
しています。記憶域ネットワーク (SAN) などのブロックベースの
記憶域に投資をしているお客様向けに、仮想ファイバー チャネル 
スイッチ サポートを提供しています。このサポートにより、IT ス
タッフは、最も要求の厳しいワークロードを仮想化し、トップ層の
記憶域プラットフォームに直接接続できます。 

この他に、現在展開されている System Center インスタンスの約 
25 パーセントが Linux 運用環境を管理していることから、マイク
ロソフトでは  System Center の更新と  Linux の  Dynamic 
Memory サポートの提供を決めました。この機能により、ホスト
あたりの仮想マシン密度が著しく向上しています。また、Windows
ベースの仮想マシン用のインゲスト管理機能は、ほとんどが Linux 
仮想マシンでも動作します。そのため、Linux はマイクロソフト プ
ラットフォームでも高い機能性と堅牢性を維持できます。 

 
 

 

プロビジョニングと 
移行の効率化 
IT 予算の縮小に伴い、多くの企業がインフラストラクチャの複雑
さの軽減を検討し、データセンターの効率的な管理方法を求めるよ
うになりました。VMM は、ファイルおよび記憶域サービスなどの
ストレージ技術 (記憶域スペースなど) に対するスケール管理、ス
ケールアウト Windows File Server クラスターのベアメタル プ
ロビジョニング、物理ディスクの検出、および仮想化記憶域プール
の作成などをサポートします。 

また、VMM を使用することで、Windows Server 2012 からの
アップグレードに伴う時間、労力、コスト、およびダウンタイムを
短縮、削減できます。VMM は、ライブ マイグレーション サポー
トを利用して、(Windows Server 2012 で動作する) Hyper-V ク
ラスターを Windows Server 2012 R2 ホストに自動的にアップ
グレードします。また、複数のインフラストラクチャ要素に対応し
たサービス テンプレートやランブックの使用により、System 
Center の展開を効率よく行うことができます。 

仮想マシンベースのインフラストラクチャ サービスによるデータ
センター全体におよぶ障害復旧を単純化するために、VMM は、
Hyper-V レプリカ (仮想マシン レプリケーションの場合) およ
び Windows Azure Hyper-V Recovery Manager (自動リカバリ 
オーケストレーションの場合) と連携して、ソースおよびデスティ
ネーション データセンターにプライベート クラウドの抽象化レ
イヤーを提供します。ちなみに、この機能が提供されない場合は、
コストのかかる SAN ベースのレプリケーションが必要になりま
す。 

また、System Center 2012 R2 Orchestrator を使用すると、汎
用のデータセンター オートメーションが可能になり、サーバーの
展開やパッチの適用処理、アップグレードなどのプロビジョニング 
プロセスで一貫性と予測可能性が向上します。また、Orchestrator 
は IT スタッフの貴重な時間を節約してくれるため、その時間をよ
り重要なタスクに振り分けることができるうえに、運用コストも削
減できます。 

 

 

容量可変 VHDX のサイズ調整により、アプリケーションやワーク
ロードで使用する仮想化記憶域を必要に応じて拡張することができ
る。 

容量可変 VHDX の 
サイズ調整 

ダウンタイムなしで 
SCSI 仮想ディスクを 
拡張 

仮想マシン 

ワークロード 

記憶域 
容量 

Windows Server Hyper-V と 
System Center 
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マルチテナント クラウド  
インフラストラクチャ 
複数の顧客層を扱うサービス プロバイダーや企業の場合、顧客間
でスケーラブルな分離を確保しながら、それぞれのリソース利用に
ついても把握できる必要があります。 

マイクロソフトは、System Center 2012 で初めて、マルチハイ
パーバイザーによるプライベート クラウド (対象は、Hyper-V、
VMware vSphere および Citrix XenServer) に対応しました。そ
のため、IT スタッフは、インフラストラクチャを自動化されたリ
ソース プールとして提供できるようになり、その結果として、LOB 
カウンターパートで使用できるようデータセンター機能を切り出
すことができるようになりました。 

System Center 2012 SP1 では、(サービス プロバイダーおよび大企
業向けに) マルチテナント環境のサポートが組み込まれました。
System Center 2012 R2 では、さらに進んで、マルチテナント エッ
ジ ゲートウェイのプロビジョニングが可能になり、物理データセ
ンターと仮想データセンターのブリッジングをサポートできるよ
うになりました。その結果、ハイブリッドクラウド コンピューティ
ング モデルにおけるワークロードの移動において、高い柔軟性を
実現しています。 

また、System Center 2012 R2 では、詳細なインフラストラクチャ 
メータリングとビジネスおよび運用指標に基づく分析機能により、
マルチテナント環境におけるチャージバックが可能です。 

この他に、Windows PowerShell には、エンド ユーザー エクスペ
リエンスとバック エンド インフラストラクチャを一体化する、ス
ケーラブルなマルチテナント対応オートメーション エンジンが組
み込まれています。既存の Windows PowerShell の投資は、この
オートメーション エンジンにインポートすることでそのまま利
用できます。また、System Center Orchestrator のワークフローを
このエンジンと連携させることもできます。当然ながら、このオー
トメーション エンジンと Windows PowerShell ベースのアーキテ
クチャは、課金や CMDB などの既存またはサードパーティー性の
システムとも互換性を持ちます。今日では、多くの企業およびサー
ビス プロバイダーが Windows PowerShell を利用し、オンプレミ
ス、サービス プロバイダー、および Windows Azure クラウド間
における自動化プロセスの標準化に役立てています。 

使い慣れた管理を  
Windows Azure に拡張 
今日の IT プロフェッショナルは、配置された場所に関係なくイン
フラストラクチャをプロビジョニングできる単一のツールを求め
ています。System Center 2012 R2 App Controller を使えば、
アプリケーションおよびコンポーネントをオンプレミス、ホスト環
境、および Windows Azure 環境内でスムーズにコピー、移動が
できます。一例として、オンプレミスの Hyper-V 仮想マシンを 
Windows Azure 仮想マシンに移行したり、Windows Azure で実
行している仮想マシンをオンプレミス環境に戻したりすることな
どが、短時間で可能です。また、サービス テンプレートやリソー
スも、VMM サーバーから、オンプレミスまたはホスト環境にある
別の VMM サーバーに移動できます。 

Windows Azure では、仮想マシンの管理 (起動および停止) をオ
ンプレミスの App Controller ユーザー インターフェイス経由で
行うことができます。また、Windows Azure Integration Pack プ
ロビジョニングで動作する System Center 2012 Orchestrator 
を利用すると、Windows Azure の仮想マシンと Windows Azure 
の記憶域を自動で管理することができます。

System Center 2012 R2 は、ハイブリッドクラウド コンピュー
ティング モデルにおけるワークロードの移動性において高い柔軟
性を実現している。 

テナントの管理者/ユーザー 
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既存の IT インフラストラクチャからクラウドを構築。 

次のステップ 
• System Center 2012 R2 に関するその他のリソース: 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/pro
ducts/system-center-2012-r2/ 

• System Center 2012 R2 (TechNet) 
http://www.microsoft.com/technet 

• System Center 2012 R2 のダウンロードおよび評価: 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/dn2
05292?WT.mc_id=Social_R2_R2_General 

• System Center Marketplace (英語): 
http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com 

• ブログ (英語): 
http://blogs.technet.com/server-cloud 
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