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急速な変化を続ける情報技術 (IT) によってビジネスのあり方が一新され、これま

での管理アプローチおよび方法論は通用しなくなりました。 

業界はいくつかの主要な IT の流れによって再編され、エンタープライズおよびサービス 

プロバイダーに新しい機会が生まれました。このような傾向として次のものがあります。 

新しいアプリケーション: 今日のビジネス イノベーションおよび俊敏性は、展開、シス

テム、および統合の柔軟性を向上させる必要性を増大させている大きな要因で

す。このような柔軟性を実現するには、実質的に場所、時間、そしてデバイスに制

限されることのない高い接続性をエンド ユーザーに提供する新しいアプリケーションお

よびサービス アーキテクチャが必要になります。これらのアプリケーションは豊富な共

通サービスを備えたフレームワーク上に構築され、エンド ユーザーが使い慣れた生産

性向上ツール、コラボレーション ツール、ソーシャル ネットワーキング ツールを活用す

ることを可能にします。これらのフレームワークは、オンプレミス環境、クラウド環境、お

よびハイブリッド環境に展開されます。 

急増するデバイス: コンシューマー コンピューティング デバイスのイノベーションにより、

エンド ユーザーは場所に制限されることなく、高い生産性で作業できるようになりま

す。今日の高度なモバイル デバイス フォーム ファクターは、迅速な接続に加えて、

タッチ スクリーン、カメラ、GPS などの強力な機能を提供します。これらの強化機能

によってリッチなユーザー エクスペリエンスおよび設定が可能になり、エンタープライズ 

コンピューティングに関する新しい可能性が生まれています。この "IT のコンシューマラ

イゼーション" に関する傾向は、これらのエクスペリエンスとデバイスをサポートおよび

統合して、現場でのデータやアプリケーションへの便利なアクセスといったまったく新し

い作業シナリオやコンテキストに関連する新しいデバイス アプリケーションを可能にす

る機会をエンタープライズ IT チームに提供します。 

データの爆発的な増加: 利用可能なデータが急速に増大しているという事実は、

IT にとって大きな課題となることがあります。データは、ビジネスおよび個人用のコン

ピューティング デバイスを始めとするさまざまな内部および外部ソースから生成され、

多様な構造化および非構造化形式で保存されています。その結果、データの関連

性やデータの有益な洞察は複数のデータ ソースの組み合わせの中に埋もれることに

なります。ほとんどの場合、データ量が莫大なため、クエリおよび分析用のデータベー

スへの格納などの従来の方法では情報の把握や分析を行うことができません。場合

によっては、限られた時間枠でデータの把握や処理ができないような速度や量の

データが流れることもあります。 

  

傾向 
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クラウド コンピューティング: 新しいアプリケーション、デバイスの急増、およびデータ

の爆発的な増加という課題に対応するために、組織は、その環境で最新の IT イノ

ベーションを活用する効果的かつ効率的な方法を見つける必要があります。ワーク

ロードの分離を維持しながら、個々のハードウェア コンポーネントからプール化された

リソース セットへとリソースを抽出する機能により、組織は非常に敏捷なワークロード 

プロビジョニング、継続的な可用性、弾力性の高い拡張、および最適なリソースの

利用を実現できます。このクラウド コンピューティング提供モデルは、これらの機能を

最大限に高めて管理する新しい IT サービス提供モデルと共に進化してきました。 

今日の多くのエンタープライズ IT 部門は、データセンター サービスをプライベート クラ

ウド コンピューティング モデルへと作り直してきました。この転換には、セルフサービス 

プロビジョニングおよび管理ポータルによる提供モデルの自動化、さらにリソース使用

に基づくチャージバックまたはレポートバック機能が含まれます。 

データセンター サービス プロバイダーも、サービス提供をクラウド コンピューティング モ

デルへと転換し、IT サービスの成熟レベルを高めて、さらに魅力的なリソース プール

による経済性を提供しています。 
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この IT の新しい時代に対するマイクロソフトのビジョンは、インフラストラクチャ、

アプリケーション、そしてデータのための一貫したプラットフォームを提供することで

す。それがクラウド OS です。クラウド OS は、組織のデータセンター環境、サービ

ス プロバイダーのデータセンター、そして Windows Azure をつなぎ、コスト効

果の高い方法でクラウドによるビジネスの最適化を容易に行うことを可能にする

ものです。 

マイクロソフトは、長年にわたって世界最大級のクラウド アプリケーションを構築およ

び運用してきました。マイクロソフトのクラウド OS は、これらの経験から厳選された専

門技術、および市場をリードするエンタープライズ オペレーティング システム、プラット

フォーム、そしてアプリケーションを提供してきた実績に基づいて開発されています。 

クラウド OS のビジョンはマイクロソフトの知識と経験を今日の傾向およびテクノロジ 

イノベーションと組み合わせて、現在のサーバー環境を高い弾力性、拡張性、およ

び信頼性を備えたインフラストラクチャに転換させるために役立つ製品およびサービス

の最新のプラットフォームを提供します。クラウド OS のビジョンを強化するソフトウェア

を利用することによって、プラットフォーム、場所、およびデバイスに制限されることなく

最新のアプリケーションをすばやく柔軟に構築して管理し、大量の既存データと新規

データから優れた洞察を取得することができます。そして、エンド ユーザーは、任意の

場所から任意のデバイスを使用して生産性を維持することができます。 

System Center 2012 R2 は、オンプレミス環境、サービス プロバイダー環境、および 

Windows Azure 環境にわたって一貫した管理エクスペリエンスを提供することで、

クラウド OS の統合管理および迅速なシステム管理を実現します。このドキュメント

で説明するように、この独自のアプローチは以下の特長を備え、データセンターの変

革における目標を実現するために役立ちます。 

 エンタープライズ クラス: System Center 2012 R2 は、Windows Server イ

ンフラストラクチャおよびマイクロソフト ワークロード (Exchange、SharePoint、

SQL など) の管理に関するクラス最高のエンタープライズ クラスの機能を提供し

ます。SAN ベースのストレージ管理テクノロジを使用すれば、最も需要の高い

ワークロードを仮想化することも可能です。さらに、System Center 2012 R2 

は、分離されたマルチテナント環境での仮想ネットワークをサポートするので、仮

想化されたワークロードの高い柔軟性が実現します。 

  

クラウド OS の
統合管理 
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 シンプルながらも高いコスト効果: System Center 2012 R2 は、データセン

ターの複雑さを軽減します。System Center インフラストラクチャの展開は、

サービス テンプレートおよび Runbook によって簡素化されています。オープンで

拡張可能な Web ベースのインターフェイスは、System Center 2012 R2 の機

能を既存のポータルや Web ベースのツールへの投資と容易に統合することを

可能にします。さらに、System Center は、業界標準のハードウェア上で革新

的な Windows Server 記憶域テクノロジをスケールに応じてサポートします。 

 アプリケーション重視: System Center 2012 R2 では、アプリケーションとワーク

ロードにライフサイクル全体にわたる最適化に焦点が当てられています。リッチな

診断および洞察によって、クラウド全体にわたるアプリケーションの弾性的なス

ケールを始めとする予測可能なアプリケーション サービス レベル契約 (SLA) が

可能になります。また、標準化されたアプリケーション プロビジョニングを促進して

アプリケーション所有者に権限を与えることができます。 

 ハイブリッド対応: System Center 2012 R2 は、ハイブリッド クラウド コンピュー

ティングをサポートします。System Center 2012 R2 では、プロビジョニング、自

動化、セルフサービス、および監視を始めとする一貫した管理エクスペリエンスが 

Windows Server および Windows Azure の 2 つの環境にわたって実現しま

す。 
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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

一貫した統合管理を提供する System Center 2012 R2 は、データセンターの

変革に大いに役立ちます。 

最新のデータセンターを実現するために、System Center 2012 R2 は 5 つの主要

な機能を提供します。 

 インフラストラクチャ プロビジョニング 

 インフラストラクチャ監視 

 自動化およびセルフサービス 

 アプリケーション パフォーマンス監視 

 IT サービス管理 

 

 

図 1: System Center の機能 
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インフラストラクチャ プロビジョニングの目的は、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、チャージバックなどの主要な要件を満たす物理、仮想、およびク

ラウド インフラストラクチャをエンタープライズやサービス プロバイダーがプロビジョニング

できるようにすることです。System Center 2012 R2 では、オンプレミス、サービスプ

ロバイダー、または Windows Azure 環境用のカスタムまたは標準化されたインフラ

ストラクチャをプロビジョニングできます。 

エンタープライズ クラスのパフォーマンス 

最上位層のアプリケーションを仮想化するときは、ビジネス要件を満たすために必要

な規模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および管理ソリューション

が必要です。多くの仮想化の取り組みでは、最大限の可能性が実現されません。

適切なデータセンター管理が不足していることが原因であり、管理対象外のバー

チャル マシンの無秩序な増加につながることがあります。同時に、データセンター管

理ソリューションは、既存のインフラストラクチャ投資の上に構築できるほど十分に柔

軟でなければなりません。たとえば、アプリケーションは、物理サーバー上に展開さ

れ、記憶域ネットワーク (SAN) ベースのストレージを消費している場合があります。

また、ほとんどの組織は、多種多様なデータセンター インフラストラクチャ環境をサ

ポートして、同等のアプリケーションの要件を実現する必要があります。 

 

図 2:  System Center2012 R2 Virtual Machine Manager サーバーの各インスタンスは最大 1000 のホストおよび 25,000 のバ

ーチャル マシンを管理します。 
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System Center 2012 R2 は、Windows Server 2012 R2 によって提供される規

模およびパフォーマンスをサポートすることによって、Windows Server 環境のクラス

最高の管理を実現します。System Center 2012 R2 の Virtual Machine 

Manager (VMM) コンポーネントは、仮想化管理スケールを実現する上で重要な

役割を果たします。たとえば、単一の VMM サーバーは、最大 1,000 のホストおよ

び 25,000 のバーチャル マシンをサポートできます。VMM では、次のような機能を

使用して、最上層のアプリケーションおよびワークロードを信頼性の高い方法で仮想

化できます。   

 テンプレートによるすばやいワークロード プロビジョニングを可能にするオフロードさ

れたデータ転送サポート 

 アプリケーションまたはワークロードのニーズに合わせたオンデマンドでの記憶域の

弾性を保証するオンラインでの VHDX のサイズ変更 

 実行中のバーチャル マシンのダウンタイムなしでのライブ クローン作成 

 実行中のバーチャル マシンのダウンタイムなしでの動的メモリ サイズ変更 

 

 

図 3: 動的な VHDX サイズ変更 
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柔軟性および運用効率を最大限に高めるために、VMM は、ファイル ストレージや

ブロック ストレージなどのさまざまなストレージ アプローチにわたるストレージ管理を可

能にします。SAN のようなブロックベースのストレージに投資している場合、VMM 

は、仮想ファイバー チャネル スイッチ経由での SAN への接続をサポートするので、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て最上位層のストレージ プ

ラットフォームに直接接続できます。 

顧客の投資は多岐にわたるので、System Center には、異種データセンター管理

をサポートする豊富な機能が搭載されています。VMM は、Linux バーチャル マシン

の動的メモリ サポートを実現します。System Center 2012 R2 の Data 

Protection Manager (DPM) コンポーネントは、Linux バーチャル マシンのファイル 

レベルのバックアップおよび完全な Linux バーチャル マシンの復元機能を提供しま

す。 

物理サーバー環境がある場合、System Center 2012 R2 の Configuration 

Manager コンポーネントを使用して、物理サーバーの展開、アップグレード、および

修正プログラム管理を行うことができます。 

 

簡素化されたプロビジョニングおよび移行 

IT の予算や人員が圧迫されている今日、ビジネスは、インフラストラクチャの複雑さ

を軽減しながら、運用効率良くデータセンターを管理する方法を開発することを目

指しています。基本的なサーバー仮想化による統合は、既に多くの組織で実現され

ています。次のステップとして、組織は、ストレージや障害復旧など、高額な予算が

必要となるインフラストラクチャ支出のための特殊なハードウェア テクノロジに代わるも

のとして業界標準のサーバー テクノロジを検討する必要があります。これらのテクノロ

ジは、専用ハードウェアの多くの機能とパフォーマンスを廉価に提供するところまで進

化しています。IT スタッフが IT サービスのスムーズな稼働の維持ではなく戦略的な 

IT プロジェクトに集中できるようにするには、自動化テクノロジへの投資を継続して、

人的エラーの可能性を軽減しながら予測可能な展開を確実にする必要がありま

す。 

マイクロソフトは、Windows Server 2012 でファイルおよびストレージ サービス (記

憶域スペースを含む) を提供しました。これは、サーバー ソフトウェアによって完全に

管理される業界標準ストレージの使用を前提としています。これらのストレージ テク

ノロジは、通常であればハイエンド ハードウェアでなければ実現しない可用性、復元

性、およびパフォーマンスを提供します。System Center 2012 R2 の VMM は、記

憶域スペース、Windows ファイル サーバー 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、仮想化されたストレージ プールの作成など、ストレージ テクノ

ロジの規模に応じた管理をサポートします。 
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Windows Server 2012 からアップグレードするために必要な時間、労力、およびダ

ウンタイムを削減するために、Windows Server 2012 R2 は、System Center 

2012 R2 を使用して (Windows Server 2012 に基づく) Hyper-V クラスターを 

Windows Server 2012 R2 に自動的にアップグレードする機能を提供します。

VMM コンポーネントは、バージョン間のライブ マイグレーション機能をサポートするの

で、Windows Server 2012 ホストのワークロードを Windows Server 2012 R2 ホ

ストに容易にアップグレードできます。System Center をすばやく展開するために複

数のインフラストラクチャ要素用のサービス テンプレートおよび Runbook が提供され

ています。 

VMM は、移行元と移行先のデータセンターでプライベート クラウド抽象層を提供

することによって、バーチャル マシン ベースのインフラストラクチャ サービスのクロスデー

タセンターの障害復旧を簡素化します。この機能は、System Center が Hyper-V 

レプリカ (VM レプリケーション用) および Windows Azure Hyper-V Recovery 

Manager (自動化された復旧オーケストレーション用) と連動することによって実現

されます。この機能を使用しない場合は、高額な SAN ベースのレプリケーションのよ

うな代替手段を検討する必要があります。  

さらに、System Center 2012 R2 の Orchestrator コンポーネントは、汎用目的の

データセンター自動化を引き続き可能にするので、サーバー展開、修正プログラムの

適用、アップグレードなどのプロビジョニング プロセスでの一貫性および予測可能性が

促進されます。 

マルチテナント クラウド インフラストラクチャ 

クラウド コンピューティングの導入が増えるにつれ、大規模なエンタープライズおよび

サービス プロバイダーは、データセンター インフラストラクチャを次の規模および効率レ

ベルへと進めることに目を向けており、マルチテナント、自社所有の IP の利用 

(BYOIP) の柔軟性、チャージバック、インフラストラクチャの標準化などの要件を抱え

ています。大規模のエンタープライズ IT 組織は、安全で分離された方法でインフラ

ストラクチャ サービスを内部の LOB ユーザーに提供したり、取得した企業の IT イン

フラストラクチャを容易に統合したりする必要があります。多くのエンタープライズは、

内部の顧客による適切なインフラストラクチャ使用行動を奨励するためのショーバッ

クおよびチャージバック ソリューションも模索しています。 

サービス プロバイダーは、共有インフラストラクチャ上で複数の顧客をホストするとき

のコア要件として、安全なマルチテナントおよび課金機能を提供する必要がありま

す。また、付加価値のある差別化の提供に労力を費やせるよう、インフラストラク

チャの配備を効率化するプラットフォームおよび管理ソリューションも探しています。 
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マイクロソフトは、エンタープライズ IT が自動化されたリソースのプールとしてのインフラ

ストラクチャを System Center 2012 で提供し、データセンター容量を LOB の同等

リソースによる使用のために分割するための (Hyper-V、Vmware、vSphere、およ

び Citrix XenServer をサポートする) マルチハイパーバイザー プライベート クラウドを

可能にしました。 

これらの機能の上に構築された System Center 2012 SP1 は、Hyper-V ネット

ワーク仮想化によって実現する仮想ネットワークのサポートおよび System Center 

インフラストラクチャの複数のインスタンスを Service Provider Foundation (SPF) 

アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) で集約する機能を通じて、マル

チテナント環境のサポートを実現しました (サービス プロバイダーおよび大規模エン

タープライズ向け)。  

これらの機能の上に構築された System Center 2012 SP1 は、Hyper-V ネット

ワーク仮想化によって実現する仮想ネットワークのサポートおよび System Center 

インフラストラクチャの複数のインスタンスを Service Provider Foundation (SPF) 

アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) で集約する機能を通じて、マル

チテナント環境のサポートを実現しました (サービス プロバイダーおよび大規模エン

タープライズ向け)。  

System Center の拡張による Windows Azure インフラストラクチャの 

プロビジョニング 

エンタープライズ IT 組織は、展開されている場所に関係なく、データセンター インフ

ラストラクチャをプロビジョニングおよび管理するための単一の管理ツールセットを使用

して、 統合管理インフラストラクチャへの投資、および IT 運用と関連スキルセットの

容易な集中管理を行うことを検討しています。 

System Center 2012 R2 は、仮想マシンを自社運用および Windows Azure 環

境へとプロビジョニングして管理するための統合ツールを提供します。ワークロードの

移植が容易で、形式の変換も不要です。System Center 2012 R2 の App 

Controller コンポーネントを使用すると、オンプレミス Hyper-V バーチャル マシンを 

Windows Azure バーチャル マシンに移行できます。Windows Azure に移行され

た仮想マシンは、App Controller ユーザー インターフェイス経由で管理できます 

(起動、停止などの操作を含む)。System Center 2012 R2 の Orchestrator コン

ポーネントは、Windows Azure バーチャル マシンおよび Windows Azure ストレー

ジの規模に応じた自動プロビジョニングおよび管理のための Windows Azure 

Integration Pack を提供します。 
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インフラストラクチャをプロビジョニングした後、管理ソリューションは、基盤となるビジネ

スおよび運用 SLA を実現するための信頼性の高いパフォーマンスと可用性を確保

する必要があります。System Center 2012 R2 は、オンプレミスのデータセンター、

サービス プロバイダーのデータセンター、および Windows Azure にわたって、データ

センター インフラストラクチャ (物理、仮想、またはクラウド) の包括的な監視を提供

します。 

クラス最高の Windows 監視、堅牢なクロスプラットフォーム監視 

今日の多くの組織には、Windows Server 環境と Windows Server 以外の環境

にわたる異種データセンター環境が存在します。そのため、このような多様な環境全

体でインフラストラクチャの正常性と構成を確実にするための単一のソリューションが

必要とされています。 

System Center 2012 R2 は、Windows Server 環境に関してクラス最高の監視

を実現します。多くの Operations Manager インストール ベースによって、

Windows Server ベースの環境に関する豊富な情報が収集され、Operations 

Manager がサポートする管理パックの機能に反映されています。また、System 

Center は、RHEL/SUSE、Linux、Oracle Solaris、HP-UX、IBM AIX などのプラッ

トフォームで利用できるリッチな管理機能を提供します。System Center の 

Configuration Manager コンポーネントは、Linux および Unix システムのクロスプ

ラットフォーム構成サポートを提供します。 

ネットワーク監視およびクラウド インフラストラクチャの正常性 

インフラストラクチャの正常性を確保するためには、物理、仮想、およびクラウド イン

フラストラクチャをエンド ツー エンドで可視化する監視ソリューションが必要です。マイ

クロソフトは、オンプレミス、クラウド、ホスティング サービス プロバイダーのサービスのい

ずれに存在する場合でも、すべてのインフラストラクチャ リソースを単一の使い慣れた

コンソールで監視できるよう尽力しています。 

Operations Manager コンポーネントに組み込まれているネットワーク監視機能に

より、物理デバイスを検出して正常性を監視できます。それに関連して、そのデバイ

スと仮想化されたスイッチなどのネットワークのその他の部分の接続を示す "周辺" 

情報も表示されます。オンプレミス クラウド インフラストラクチャの正常性を詳細に可

視化するために、System Center 2012 R2 は、ストレージ、ネットワーク、およびコン

ピューティングにわたる可視性とパフォーマンスを示すダッシュボード ビューを提供する

ので、データセンター管理者は必要な改善対策を取ることができます。ダッシュボード

には、負荷分散、インターネット インフォメーション サービス (IIS) プール、ストレージ

論理ユニット番号 (LUN)、ホスト、記憶域プール、ファイル サーバー、バーチャル マ

インフラストラク
チャ監視 
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シン、VMM サーバー、およびホスト クラスターなどのさまざまなリソースの正常性に

関する測定基準が含まれています。  

使い慣れた監視機能をパブリック クラウドを監視するようにどのように拡張しているか

を示す例の 1 つとして、System Center Management Pack for Windows 

Azure では、System Center Operations Manager コンソールから Windows 

Azure リソースおよびサービスの可用性とパフォーマンス監視が実現しています。さら

に、この Management Pack は、オンプレミスのコンポーネントを Windows Azure 

コンポーネントと組み合わせてアプリケーション サービスにハイブリッド表示を提供する

機能を提供します。 

System Center は、この分野におけるマイクロソフトの ISV パートナーである 

Veeam が提供する Management Pack によって、VMware vSphere 環境の監

視をサポートします。 

 

図 4:  包括的なインフラストラクチャ監視 

 

  

Windows Azure 

計算        ストレージ 

System Center による 
包括的な監視 

VMware vSphere    Windows Server 2012 

 計算        ストレージ     ネットワーク 
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ワークロード構成に関するベスト プラクティス 

構成がアプリケーションやインフラストラクチャのダウンタイムの根本原因である場合が

あります。インフラストラクチャおよびワークロードの信頼性を確保するために、組織

は、一貫した信頼性のある構成ガイダンスを求めています。System Center 

Advisor は、IT 部門が活用できるマイクロソフト サーバー ワークロード (Windows 

Server 2012、Hyper-V Server 2012、SQL、Exchange、Lync、SharePoint な

ど) のベスト プラクティス構成ガイダンスを提供します。IT 運用スタッフは System 

Center Advisor を使用して、サーバー構成に関連する問題を事前に回避すること

ができ、そのような問題が発生した場合でも迅速に解決できます。System Center 

Advisor は、そのナレッジ ベースで広範囲にわたる構成ガイダンスを提供します。こ

れは、数千時間に及ぶマイクロソフトのカスタマー サポート業務から生成されたもの

です。このナレッジとガイダンスを生産的に使用して、データセンター インフラストラク

チャを最適化できます。 
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パブリック クラウド コンピューティングの広まりによって、エンタープライズ アプリケーション

の所有者は、IT スタッフにシンプルさと俊敏性を求めるようになりました。さらに、アプリ

ケーションの所有者は、要件がすばやく満たされない場合に自分で対処することもあ

ります。そのようなシナリオは、アプリケーションおよびビジネスの分野で良好な関係を

築こうとする IT プロフェッショナルにとって好ましいものではありません。このような結果

を避けるには、IT スタッフは、アプリケーションをホストするために使用するすべてのデー

タセンター インフラストラクチャを集中的に可視化し管理する必要があります。 

System Center 2012 R2 は、アプリケーション所有者に必要な俊敏性を与えると

同時に、必要とされる自動化と管理を促進するためのツールを IT スタッフに提供し

ます。 

セルフサービス型のアプリケーション プロビジョニング  

ビジネス関係者が求めているスピードと俊敏性の要件に対応するために、IT は、アプリ

ケーション所有者にアプリケーションをプロビジョニングするためのセルフサービス アクセス

を与える必要があります。同時に、(エンタープライズとサービス プロバイダーの) IT プロ

フェッショナルおよびアプリケーションの所有者は、協力して優れた結果を出す必要があ

ります。アプリケーションの所有者がアプリケーションで必要とされるインフラストラクチャ

要件および SLA を定義する機能を必要とする一方で、IT スタッフは、プールされたリ

ソースとしてのインフラストラクチャの提供を集中管理する必要があります。 

アプリケーションの所有者は、System Center 2012 R2 の VMM コンポーネントを

使用し、IT スタッフと共にサービス テンプレートで標準のアプリケーション構成を定義

できます。サービス テンプレートのような反復可能な作成物によるアプリケーション要

件の定義は、プロビジョニングを迅速にし、エラーを防止するために役立ちます。サー

ビス テンプレートは、実稼働展開のための LOB アプリケーションおよびマイクロソフト 

ワークロード (SharePoint など) をプロビジョニングするために使用できます。これらの

テンプレートは、アプリケーションまたはワークロードの要件 (ハードウェア プロファイル、

オペレーティング システム プロファイル、アプリケーション層のプロファイルなど) をキャプ

チャするので、VMM でアプリケーション インフラストラクチャ リソースをプロビジョニング

して、これらの要件を満たすことができます。その後、IT プロフェッショナルは、アプリ

ケーションの所有者にアクセスを委任して、定義済みのサービス テンプレートでアプリ

ケーション サービスの自己プロビジョニングを許可できます。 

System Center 2012 R2 の App Controller は、アプリケーションの所有者にセル

フサービス エクスペリエンスを提供します。アプリケーションの所有者は、App 

Controller を使用してテンプレート構成を指定できます。その後は、VMM でインフ

ラストラクチャのプロビジョニングを容易に実行できます。 

自動化および
セルフサービス 
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Windows Server と Windows Azure にわたる統合管理ビューおよび 

成果物  

前述のとおり、データセンターがオンプレミスにある場合でも、サービス プロバイダー側

にある場合でも、さらに Windows Azure のようなパブリック クラウド内にある場合で

も、データセンター インフラストラクチャのすべての要素を IT スタッフが集中的に把握

することが重要です。この包括的なビューは、ビジネス要件に応じてオンデマンドで容

量を容易に拡張できる境界のないデータセンターを提供するために不可欠です。こ

のような機能によって、IT スタッフは、基盤となるインフラストラクチャ プールが存在す

る場所に関係なく、アプリケーション所有者がアプリケーションを自己プロビジョニング

することを許可できます。 

System Center の App Controller コンポーネントは、オンプレミス、サービス プロ

バイダー、および Windows Azure インフラストラクチャにわたる統合されたビューを

提供し、IT プロフェッショナルが必要とする可視化と制御を実現します。同時に、ア

プリケーションの所有者は、App Controller を使用して、IT スタッフから委任された

データセンター容量にアプリケーションを自己プロビジョニングできます。App 

Controller では、形式を変換する必要なく Windows Server と Windows 

Azure の間でバーチャル マシンおよびワークロードを容易に移植することもできます。

IT プロフェッショナルは、オンプレミスの VHD イメージを Windows Azure へアップ

ロードして、データセンター容量を容易に拡張できます。アプリケーション所有者は、

その容量を LOB アプリケーションまたはマイクロソフト ワークロード (SharePoint など) 

に使用できます。App Controller を使用すると、アプリケーション所有者は、わずか

数回のクリック操作だけで Microsoft SQL Server、Active Directory、Microsoft 

SharePoint Server などのコア アプリケーションをオンプレミス環境から Windows 

Azure に移行することもできます。 

自動化および統合によるアプリケーション層の拡張  

一時的な使用パターン (季節ごとの使用ピークなど) が見られるアプリケーションの場

合、アプリケーション所有者は、定義されたしきい値を満たすアプリケーション、または

しきい値を超えるアプリケーションに基づいて追加の容量をトリガーする柔軟性を必

要とすることがあります。 

System Center 2012 R2 では、アプリケーション所有者は、同等のインフラストラク

チャ管理者と協力して、追加の容量プロビジョニングをトリガーする自動ワークフローを

展開することができます。この機能は、Orchestrator や Windows PowerShell な

ど、マイクロソフトが提供してサポートするリッチな自動化ツールセットによって可能にな

ります。その一例として、Windows Azure Integration Pack を使用して、

Operations Manager のしきい値アラートに基づいて自動ワークフローをトリガーする

ことによって、Orchestrator 内から Windows Azure で追加容量をプロビジョニング

することができます。 
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クラウド コンピューティングによって刺激されてイノベーションが加速した結果、より迅

速なアプリケーション サイクル、およびアプリケーション開発者と運用スタッフの間のリ

アルタイム コラボレーションをサポートすることが重要になっています。IT およびアプリ

ケーション所有者がアプリケーションをすばやく診断および是正するための情報を利

用できるようにするために、マイクロソフトは、適切な管理ツールへの投資を行ってい

ます。System Center は、予測可能なアプリケーション SLA をアプリケーション所有

者に、ひいてはビジネスの利害関係者に提供するために必要な詳細な洞察を提供

します。 

アプリケーションの詳細な洞察  

アプリケーションはビジネスにとって不可欠です。したがって、IT は、ビジネス クリティカ

ルなアプリケーションの可用性、パフォーマンス、および信頼性を保証する予測可能

な SLA を提供する必要があります。これは、正しい改善策を保証するリッチなアプリ

ケーションの正常性に関する測定基準が必要であることを意味します。 

System Center 2012 R2 Operations Manager は、.NET および Java アプリ

ケーションに対して、コード レベルの問題トレース機能を始めとする詳細なアプリケー

ション診断および洞察を提供します。Operations Manager は、サーバー側の監

視、クライアント側の監視、エンド ユーザー エクスペリエンスの監視、総合的なトラン

ザクション監視など、複数の観点に対して豊富なパフォーマンスおよび可用性の測

定基準を提供します。また、運用スタッフがアプリケーション スタック トレースおよびパ

フォーマンス例外を詳しくドリルダウンして、問題となっているコード行を識別できる機

能も提供します。 

新しい Java アプリケーション パフォーマンス監視機能の一部として、System 

Center 2012 R2 は、Windows および RHEL/SUSE Linux 環境での Java 

Tomcat アプリケーション サーバーおよび複数の Java Web サービス フレームワーク

のサポートを提供します。BlueStripe Management Pack がインストールされた 

Operations Manager コンソールで、エンド ツー エンドのアプリケーション トランザク

ション洞察を利用することもできます (BlueStripe は、マイクロソフト パートナーであ

る ISV です)。さらに、使いやすいレポートとダッシュボード機能により、アプリケーション 

SLA をより効果的に追跡し、伝達することもできます。  

Operations Manager には、マイクロソフト ワークロード (Exchange、

SharePoint、SQL など) およびサードパーティのエンタープライズ LOB アプリケーショ

ン (SAP など) の可用性とパフォーマンスを最適化できる管理パックの広範なナレッジ 

ベースがあります。最新の管理パックは、TechNet からダウンロードできます。 

アプリケーション 
パフォーマンス
監視 
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図 5: .NET アプリケーションとの緊密な統合により、根本原因となるコード行を突き止めて、問題をす

ばやく解決することができます。 

 

人、プロセス、およびシステムにわたる統合 DevOps 

現在のクラウド コンピューティングと最新アプリケーションの世界では、アプリケーション

のライフサイクルを迅速にしながら、最新の機能やパフォーマンスが求められていま

す。このことは、コードは以前よりも頻繁に変更されることを意味するので、開発者と

運用スタッフの大幅なコラボレーションが必要になります。アプリケーション所有者と IT 

運用チームは、ダウンタイムの原因がアプリケーションにあるのか基盤となるインフラス

トラクチャにあるのかを識別するために非生産的なサイクルを費すべきではありませ

ん。 

Operations Manager は、コネクタ経由で Microsoft Visual Studio と統合し

て、開発と運用の生産性の高いコラボレーションを可能にします。コネクタを使用す

ることによって、Operations Manager で提供される詳細な診断と洞察を開発者

の作業キューに容易に直接送信することできます。さらに、System Center 2012 

SP1 では、System Center と Visual Studio の統合における IntelliTrace テレメト

リをサポートします。その結果、開発者は、ネイティブな環境で作業してアプリケーショ

ンの問題を解決し、生産性をさらに向上させることができます。System Center 

2012 R2 では、System Center と Visual Studio の間での統合された監視エー

ジェントが提供されるので、問題解決およびコラボレーションがさらに簡素化されま

す。 

これらの機能が組み合わされて、アプリケーションの問題の迅速な是正を促進し、予

測可能な SLA の提供を可能にします。 
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使い慣れた監視コンソールでのクラウド統合洞察 

グローバルな展開によって、アプリケーションの所有者は、エンド ユーザー エクスペリエ

ンスの正確なビューが何よりも重要になりました。ますます多くのアプリケーションが 

Windows Azure のようなパブリック クラウドに展開されるにつれ、パターンおよびベ

スト プラクティスを識別する機会が生まれます。そのようなパターンおよびベスト プラ

クティスは、オンプレミスのアプリケーションおよびインフラストラクチャの最適化のために

使用できます。 

System Center は、使い慣れた Operations Manager の監視コンソールから利

用できる Windows Azure のインテリジェンスを使用します。ソフトウェア アシュアラン

ス特典として System Center の顧客に提供される System Center グローバル 

サービス モニター (GSM) は、Windows Azure でのグローバルなプレゼンスに基づく 

"外部から内部" の観点からのアプリケーションの正常性を提供します。GSM は、

System Center と Visual Studio の統合による DevOps をサポートし、定義され

た Web アプリケーション URL およびしきい値を使用して、関連するエンドユーザー 

エクスペリエンス測定基準を提供します。 

System Center Advisor は Windows Azure 上で動作するので、使い慣れた 

Operations Manager 監視コンソールでマイクロソフト ワークロードに対するベスト 

プラクティスおよび構成ガイダンスを使用できます。 

 

図 6: グローバル サービス モニター (GSM) によるクラウド統合洞察 
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組織でクラウド コンピューティングへの移行計画が進んでいても、エンタープライズ IT 

は、コア データセンター プロセスおよびシステムの一元的な監督およびガバナンスを

継続して行う必要があります。IT は、SOX 法などの厳密な規制においてエンタープ

ライズ全体にわたる標準化とコンプライアンスを保証する責任があります。運用効率

を最大化するには、柔軟性と管理のバランスが適切にとれた集中的な方法で IT 

サービスを定義および使用する必要があります。System Center は、カスタム サー

ビス要求の提供、プロセスとナレッジの統合、チャージバックなどの必要なサービス管

理プロセスを提供することによって、エンタープライズ IT 組織が柔軟な方法でサービ

スを提供します。 

プライベート クラウド容量のセルフサービス要求 

System Center の Service Manager コンポーネントは、サービス カタログを公開す

ることで、標準化された IT サービス提供を可能にします。エンド ユーザーとアプリケー

ション所有者は、このカタログに対して、Service Manager に統合されている 

Cloud Services Process Pack (CSPP) を使用するプライベート クラウド容量など、

IT サービスを要求できます。CSPP を使用すると、Service Manager ポータルを通

じて提出される要件に基づいて、プールされたインフラストラクチャ リソースを内部の 

LOB アプリケーション チームにプロビジョニングして割り当てることができます。

SharePoint 2013 は、System Center 2012 R2 に含まれているサービス カタログ 

ポータルをサポートします。 

業界標準のサービス管理およびプロセス ワークフロー 

大規模のエンタープライズにおいて、IT は、人、プロセス、およびシステムにわたる統

合アプローチに基づいた予測可能なサービスを提供することを求められます。 

Service Manager は、インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理など

の業界標準のサービス管理プロセスを提供して、予測可能なサービス提供を確実

にします。構成管理データベース (CMDB) は、インフラストラクチャおよびアプリケー

ションでの関係を把握するための単一のリポジトリであり、変更管理と関連するリスク

軽減に役立ちます。 

ビジネスおよび運用に関する洞察 

リソース利用を効率的にするために、IT は、部署別にインフラストラクチャ リソースの

使用を追跡して、部署向けに "視覚化" し、適切な使用を奨励できる方法を必要

としています。また、IT は、定義された運用 SLA に対してパフォーマンス傾向を追跡

する機能も必要としています。 

  

IT サービス 
管理 
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Service Manager は、VMM および Service Manager の Operations 

Manager データ ウェアハウスとの統合を通じて、仮想マシンおよびプライベート クラ

ウドのインボックス メータリングと価格シートを提供します。リッチなセルフサービス型の

レポート (MS Office、Active Directory、および SAP との統合を含む) は、運用

面での SLA の傾向を分析するために役立ちます。  
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グローバル経済の中で競争し、イノベーションの波をとらえるには、変化するビジ

ネス ニーズに対応する際の俊敏性を高め、効率性を高めてコストをより適切に

管理すると同時に、ビジネスとユーザーの生産性を継続的に維持できる必要があ

ります。 

マイクロソフトは、長年にわたる世界最大級のクラウド アプリケーションの構築および

運用から専門知識を集積しています。この専門知識と市場をリードするエンタープラ

イズ ソリューションの実績に基づいて、マイクロソフトは、新しいプラットフォームのビジョ

ンを開発しました。それがクラウド OS です。マイクロソフトは、オンプレミスのデータセ

ンター、サービス プロバイダーのデータセンター、および Windows Azure にわたって

一貫するプラットフォームを通してクラウド OS を提供します。System Center 2012 

R2 は、データセンターの変革を目的として、これらのクラウド コンピューティング展開

モデルにわたって、インフラストラクチャ プロビジョニング、インフラストラクチャ監視、自

動化とセルフサービス、アプリケーション パフォーマンス監視、および IT サービス管理

という一貫した機能を提供することによってクラウド OS 向けの統合管理を提供しま

す。  

 

  

まとめ 
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 System Center 2012 R2 に関するその他のリソース 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products/system-

center-2012-r2 

 System Center 2012 R2 (TechNet) 

http://technet.microsoft.com/ja-JP/systemcenter 

 System Center 2012 R2 のダウンロードおよび評価 

http://msft.it/trycloudos  

 System Center marketplace (英語) 

http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com 

 ブログ 

http://blogs.technet.com/server-cloud 

特定のニーズや方向性に関連するアプローチ、資料、および評価のサポートについ

ては、最寄りのマイクロソフト代理店またはマイクロソフト認定パートナーに問い合わ

せてください。 
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