
Windows Azure はオープンで柔軟性の高いクラ
ウド プラットフォームであり、Microsoft が管理す
るデータセンターのグローバル ネットワークを利
用して、アプリケーションを迅速に作成、配置、管
理することができます。

アプリケーションの作成には、あらゆる言語、ツー
ル、フレームワークを使用できます。パブリック ク
ラウド アプリケーションを既存の IT 環境に統合
することもできます。

グローバル
全世界の 8 つのデータ センターと世界
規模のコンテンツ配信ネットワークによ
り、遠く離れた場所へも最適なエクスペ
リエンスを提供するアプリケーションを
構築できます。

常時接続
Windows Azure は、ダウンタイムを発生
させることなくアプリケーションをアップ
グレードできる配置モデルをサポートし
ています。

自己修復
Windows Azure には、OS やサービスの
修正プログラムの自動適用機能、組み込
みのネットワーク負荷分散機能、および
ハードウェア障害に対する修復機能があ
ります。Windows Azure は、99.95% の月
間 SLA を提供します。

セルフサービス
高度に自動化されたセルフサービス型
プラットフォームにより、数分でリソース
のプロビジョニングを行うことができ
ます。

柔軟なリソース
ニーズに合わせてリソースを迅速に拡
張できます。アプリケーションでご利用
のリソース分についてのみお支払いい
ただきます。

エンタープライズ対応
セキュリティとコンプライアンスについ
ては、ISO 27001、SSAE 16、HIPAA BAA、
および E.U. Model Clauses の認定を受
けています。

あらゆる言語に対応
Windows Azure では、.NET、PHP、Java、
Node.js、Python、Ruby など、あらゆる言
語、フレームワーク、コード エディターを
使用してアプリケーションを作成できま
す。クライアント ライブラリは GitHub で
入手できます。

オープン プロトコル
Windows Azure の機能やサービスはオー
プン REST プロトコルを使用して公開さ
れています。

コネクテッド
Windows Azure の堅牢なメッセージン
グ機能を使用して、クラウドと内部設置
型システムで実行されるハイブリッド ソ
リューションを提供できます。仮想ネット
ワーキングを使用して、データ センター
をクラウドに拡張します。

リッチ アプリケーション サービス
Windows Azure は、SDK、キャッシュ、メッ
セージング、ID など、豊富なアプリケー
ション サービスのセットを提供します。

データ
リレーショナル データベース、NoSQL、
非構造化 BLOB ストレージを使用して
データを格納できます。Hadoop やビジ
ネス インテリジェンス サービスを使用し
て、洞察のためのデータ マイニングを行
うことができます。
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モバイル サービスは、Windows Azure サーバーで実行されるターンキー ベースのバックエンド 
ソリューションであり、データの保存、クエリ、ID 管理、電話への通知のプッシュなどの機能を提供
します。さらに、CRUD 操作時に、サーバー上でスクリプトを実行してカスタム ロジックを実行する
こともできます。

仮想マシンは、Windows と Linux の両方のオペレーティング システムで実行できます。VM は 
BLOB として格納された仮想ハード ディスク (VHD) イメージから作成します。VHD は、ローカルに
作成してアップロード、ストック ギャラリーから選択、あるいは実行中の VM を変更して個人用
ギャラリーにそのイメージを保存することができます。

クラウド サービスは、インターネットに直接接続された Web ロールと、バックグラウンド タスクを実行
するワーカー ロールで構成されます。Web ロールは、コンピューティング ジョブをワーカー ロールに
オフロードし、キューを介して作業をスケーラブルなワーカー ロールのプールに分散させることができ
ます。すべてのロールはデータ ストアやその他のサービスにアクセスできます。

メディア サービスは、ビデオや音楽などのストリーミング メディアのエンコードと保護を行うた
めのサービスを提供します。さまざまなデバイスでの再生用に、高解像度のソース コンテンツの
解像度を下げたり、複数のビット レートに変換したりすることができます。HD、DVD、電話への
ストリーミングが可能です。

Web サイトによって、VM 内で領域を共有したり、作成する Web サイト用に VM 全体を予約した
りすることができます。サイトの作成には、SQL データベースと MySQL データベースの両方を使
用でき、ギャラリーから一般的なオープン ソース ソフトウェアを配置できます。Windows Azure 
ポータルのスライダーを使用してスケールアウトし、インスタンスの数を増やすことができます。
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Web サイト

Web サイトによって、無料で Web アプリを使い始めること
ができます。その後、必要に応じて拡張できます。
• あらゆるツール (VS、テキスト エディター) や言語 

(ASP.NET、PHP、Python、Node.js) で構築
• 5 分以内でギャラリーから Web アプリを起動
• TFS、GIT、FTP、WebDeploy による配置
• SQL データベースまたは MySQL を選択可能
• 共有または予約済みモードですぐに拡張
• 手ごろな価格でのカスタム ドメイン名の使用

モバイル サービス

モバイル サービスによって、Windows Azure を使用して多
くのバックエンド機能をサポートできます。
• Windows ストア、Windows Phone 8、iOS などのモバイ
ル デバイス プラットフォーム用のネイティブ クライアン
ト ライブラリ

• Facebook、Twitter、Google、Microsoft アカウントなどの 
ID プロバイダーによるユーザー認証

• モバイル アプリへの通知のプッシュ
• データ アクセスと認証のための REST ベースの API
•  モバイル サービスの監視と使用状況を示すデータの
ビジュアル化

コンピューティング

仮想マシン

仮想マシンによって、クラウド内のサーバーを詳細に制御
し、ビジネスにおける需要に従って維持管理することがで
きます。
• カスタマイズされた Windows Server や Linux イメージ
を利用、あるいはギャラリーから選択

• 既存のコードを変更することなくアプリケーションを移
行し、シームレスに作業することで SharePoint、
SQL Server、Active Directory をクラウドに移行

• 永続的に OS およびアプリケーション データを格納
• 完全な管理者アクセス権でリモート接続により仮想マシ
ンを制御

クラウド サービス

クラウド サービスを使用すると、多層アプリケーションを
迅速に配置、管理することができます。多層アプリケーショ
ンでは、Windows Azure によって、継続的な可用性のため
のプロビジョニング、負荷分散、正常性状態の監視などの
詳細な処理が実行されます。
• Web ロールにより、専用の IIS Web サーバーを使用して
フロントエンド Web アプリケーションをホスト

• ワーカー ロールにより、非同期に、実行時間が長いタス
クや継続的なタスクをユーザーの操作に依存することな
く実行

• VM ロールによって、複雑なアプリケーションのインス
トールやスケールアウト クラウド パターンのサポートな
どのシナリオを構築

SQL レポート

Windows Azure SQL レポートによって、Windows Azure 
アプリケーションにレポート機能を組み込むことができま
す。レポートはデスクトップに表示することができ、独自の
レポート インフラストラクチャを維持管理する必要はあり
ません。
• テーブル、グラフ、マップ、ゲージを含むレポートを作成
• プライベート クラウドとパブリック クラウドの両方に同
じレポート レイアウトを配置

• SQL データベースがデータ ソースである場合に、レポー
ト デザイナーやレポート ビルダーを使用してレポートを
作成

SQL データ同期

SQL データ同期によって、Windows Azure SQL データベー
スと、SQL Server やその他の SQL データベースのインスタ
ンスとの定期的な同期を作成およびスケジュールすること
ができます。
• 設定済みのスケジュールで、あるいは要求時にデータを
同期

• コードを記述する代わりにわかりやすい Web UI を使っ
て同期を管理

• 内部設置型データ セットとクラウド データ セットとの同
期、および地理的に分散したデータベース間での同期

データ サービス

HDInsight

Apache Hadoop ベースの HDInsight は、Microsoft Office 
や System Center などのツールの統合によってビッグ 
データの操作を合理化します。
• サイズの大きな構造化/非構造化データ ストアの読み取
りと処理を高速化

• 必要に応じて Hadoop ベースのクラスターを作成
• SQL データベース、Reporting Services、PowerPivot、

Excel、および Windows Azure ストレージとの統合
• Pig、Hive、その他のエコシステム ツールを使用
• 棒グラフや円グラフなどの基本的なビジュアル化機能を
すぐに利用可能

SQL データベース

あらゆる機能を持つサービスとしてのリレーショナル デー
タベースを必要とするアプリケーションについて、SQL デー
タベースは高いレベルの相互運用性を実現し、主要な開
発フレームワークの多くを使用して構築できます。
• ご利用いただいた分の料金のみをお支払い
• 既存のリレーショナル データベースの設計とプログラミ
ングのスキルを使用して、エンタープライズ クラスのア
プリケーションを構築

• 高可用性を実現するために、データの冗長コピーを複数
の物理サーバーにレプリケート

• インポート/エクスポート機能により既存の内部設置型
データベースをクラウドに移行するプロセスを合理化

ストレージ

ストレージ サービスはデータを安全に管理するための複数
のオプションを提供し、REST API によってアクセスできます。
• データは、同一データセンター内の物理的に分離された
障害ドメイン間で少なくとも 3 回レプリケートされ、地理
的な場所が異なる別のデータセンターにもレプリケート

• BLOB を使用して、アカウントごとに最大 100 TB の非構造
化テキストやバイナリ データ (ビデオ、オーディオ、および
画像) を格納

• テーブルの NoSQL 機能を使用して、アカウントごとに最
大 100 TB の非構造化データを格納

• キューを使用して、アプリケーション層間で信頼できる永
続的なメッセージングを構築

ストア

ストア

Windows Azure ストアでは、開発者向けのアプリケーショ
ン サービスやデータ セットの迅速な検索、シームレスなア
クセス、合理化された管理を Windows Azure 
Management Portal から実行できます。
• Windows Azure Management Portal 内からカタログを
参照して直接購入

• 作成中のアプリケーションを強化および拡張するために
必要なサービスを簡単に検索可能

• Windows Azure 開発ワークフローに統合

トラフィック マネージャー

トラフィック マネージャーは、同一または複数のデータセン
ターで実行されている複数のサービスに、受信トラフィック
の負荷を分散させます。お客様は、ドメイン名に基づいて 
DNS クエリに適用されるポリシーを構成できます。
• トラフィックの管理により、高いパフォーマンス、可用性、
復元性を保証

• パフォーマンス、フェールオーバー、ラウンドロビンなど、
複数のルーティングの方法から選択可能

• サービスが停止した場合の自動フェールオーバーを提供

仮想ネットワーク

Windows Azure 仮想ネットワークによって、Windows Azure 
の仮想プライベート ネットワーク (VPN) のプロビジョニング
と管理を行い、これらの VPN と内部設置型の IT インフラス
トラクチャを安全にリンクすることができます。
• 従来の "サイト間" VPN を構築し、IPsec プロトコルを使用
してデータセンターの容量を安全に拡張

• ロール インスタンスと仮想マシンをホスト名によって接続
• 仮想マシンの DNS 設定と IP アドレスを構成することに
よってネットワーク トポロジを制御

Windows Azure Connect

Windows Azure Connect は、Windows Azure サービスと内
部設置型のリソース (データベース サーバーやドメイン コ
ントローラーなど) の間で、エージェント ベースのコンピュー
ター間接続を提供します。
• カスタム コードを使用することなく、内部設置型のインフ
ラストラクチャによってセキュリティで保護された接続を
維持して、ハイブリッド環境でホストされる分散アプリケー
ションを構築

• 開発用のローカル コンピューターと Windows Azure で
ホストされるアプリケーションを直接接続し、内部で使用
しているものと同じツールを使用してアプリケーションを
リモートからデバッグ

ネットワーキング

コンテンツ配信ネットワーク (CDN)

Windows Azure CDN では、お客様に最も近い場所にコン
テンツをキャッシュすることによってアプリケーションのパ
フォーマンスを向上させ、アプリケーションの最適なエクス
ペリエンスを提供できます。
• コンテンツのソースから遠く離れており、コンテンツを読
み込むために長距離のインターネット接続を必要とする
アプリケーションを使用しているユーザーのパフォーマ
ンスが向上

• 規模を分散させることにより、製品の起動などのトラフィッ
クのピークを管理

• Windows Azure Management Portal で 1 クリックする
だけで有効化

バス サービス

サービス バス メッセージングにより、クラウド内または内
部設置型のアプリケーション間で疎結合通信が可能にな
り、拡張性と復元性が向上します。
また、広範囲の通信、大規模なイベント配信、名前付け、
サービスの発行の機能を提供します。
• キューでの先入れ先出しのメッセージ配信を保証
• トピックを定期受信することにより、受信側では特定の
メッセージを選択して読み取ることが可能

• 仲介型メッセージング モデルにより、送信側と受信側が
同時にオンラインになっていない場合でもメッセージ
の転送が可能

アクセス制御サービス (ACS)

Windows Azure Active Directory アクセス制御は、コンシュ
ーマー向けの ID プロバイダーまたは内部設置型の 
Windows Server Active Directory を使用して、Windows 
Azure 内のアプリケーションの認証と承認を一元管理でき
るようにします。
• 複雑な認証ロジックをコードから除外
• ユーザーの認証と承認を調整
• コンシューマー向け ID プロバイダー (Windows Live ID、

Google、Yahoo、Facebook など) と統合

アプリ サービス

メディア サービス

メディア サービスによって、Windows Azure ですばやく、
簡単にメディアを作成、管理、配信するためのワークフロー
を作成できます。
• 構築済みの自社およびサード パーティのテクノロジを
使用して、多くのデバイスやプラットフォーム (Xbox、
Windows、MacOS、iOS、Android) 向けのコンテンツを
作成、管理、配信

• REST API により、既に使用しているツールやプロセスに
容易に統合

• ソース ファイルの 1 セットのみを安全に保管し、中間
ファイルを使用せずに複数の形式に動的に配信

キャッシュ

キャッシュは、データをアプリケーション ロジックの近くに
配置することで、アプリケーションの規模と負荷の下での
応答性を向上させます。
• 管理されたマルチテナントの共有キャッシュと、既存ま
たは専用の Web/ワーカー ロールを使用するキャッシュ
のいずれかを選択可能

• 仮想マシンのサイズまたはロールの実行インスタンス
の数を変更することにより規模の変更が容易

• 待機時間が短縮され、スループットが向上
• Memcached プロトコルにより既存の Memcached アプ
リケーションに対応

• 100 GB を超えるキャッシュを作成

Windows Azure Active Directory

Windows Azure Active Directory は、最新の REST ベース
のサービスで、クラウド アプリケーション向けに ID 管理と
アクセス制御の機能を提供します。
• 内部設置型の Active Directory を Windows Azure やそ
の他のクラウド サービスに拡張

• ログオン プロセス、認証、フェデレーション サービスの
一元化されたポリシーに基づいて、アプリケーションへ
のアクセスを管理

• 他の Microsoft クラウド サービス (Office 365 など) の
利用時と一貫性のあるシングル サインオンおよびデジ
タル著作権管理テクノロジを使用

こちらからダウン
ロードできます。
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