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Windows Server 2012 
Hyper-V: より完全な仮想
化プラットフォーム 
従来のデータセンターは、専用ワークロードを実行する物理サーバーで構築されていました。データセンター内の

各サーバーの設計、購入、展開、および管理は、1 つのワークロードを実行することのみを目的として行われて

いました。後でワークロードが実行されなくなったりアップグレードされた場合、物理サーバーは再利用されるか、

廃止されていました。 

このアプローチには、次のような重大な短所がありました。 

 サーバーの使用率が低いために、物理的なスペースの割り当てや消費電力が最適化されておらず、運用コ

ストが高くなる。 

 データセンターに新しいワークロードが加わるたびに、新しいサーバーの購入プロセスと手動展開に時間がか

かるため、展開サイクルが長くなる。 

しかし、仮想化によって、新世代のデータセンターが実現しました。各ワークロードを専用のサーバーで実行する

代わりに、仮想化によって、同じサーバー上で複数のワークロードを実行できます。これによってサーバーの使用

率が低いという問題が解決し、データセンター内の物理サーバーの総数が少なくなると共に、全体の消費電力も

減少します。 

Windows Server 2012 Hyper-V を使用すると、仮想化によるコスト節減という利点をこれまでより簡単に得られ

るほか、複数のサーバーの役割を別々の仮想マシンとして統合することによって、サーバー ハードウェアに対す

る投資を最適に利用できます。Hyper-V を使用することで、Microsoft Windows や Linux などの複数のオペ

レーティング システムを 1 台のサーバーで並行して、効率的に実行することができます。Windows Server® 

2012 では、より多くの機能、スケーラビリティの向上、および組み込みの信頼性メカニズムの強化によって、これ

がさらに拡張されています。 

データセンター、デスクトップ、さらに今やクラウドでも、Hyper-V や管理ツールを始めとするマイクロソフトの仮想

化プラットフォームは、投資した金額から、より良い価値を提供します。 

マルチテナントのセキュリティの強化 
今日のクラウドベースのコンピューター環境およびサービス環境において、データセンターに決定的に求められる

のは、共有インフラストラクチャで複数のグループまたは顧客にサービスを提供する一方で、各グループのデータ

を分離、保護するために、各ワークロードを他のすべてのグループから完全に分離させることです。ご存知のとお

り、サーバー仮想化の中で仮想マシン間のワークロードの分離は、マルチテナントによって十分なレベルに達しま

したが、Windows Server 2012 より前では、仮想化されたデータセンターのネットワーク レイヤーが完全に分離

されているとは言えませんでした。 

Windows Server 2012 には、Hyper-V ネットワーク仮想化が実装されており、次のような機能によってマルチテ

ナントのセキュリティが強化されています。 

 マルチテナントのセキュリティと分離。顧客のアクセスを任意のノードの仮想マシンに制限しながら、ネットワー

ク トラフィックと記憶域トラフィックを分離する柔軟性が実現します。 

 Hyper-V 拡張スイッチの拡張による新機能の追加。Hyper-V 拡張スイッチでは、個々の仮想環境に特有の

複雑さに対処すると共にその要件を満たすための強化されたネットワーキングおよびセキュリティ機能を提供

するサード パーティ製プラグイン向け拡張機能がサポートされています。 
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必要なときに必要な場所で、柔軟性に富んだインフ

ラストラクチャ 
サーバーの追加や移動を、より短時間で容易に行えるようになりました。新機能によって、データセンター内で必

要に応じて簡単にサーバーを配置したり移動する柔軟性が実現します。この新機能と利点は次のようになります。 

 Hyper-V ネットワーク仮想化による VLAN を超えるスケール。ネットワーク仮想化によって、クラウド上でさ

えも、IP アドレスに関係なく仮想マシンを任意のノードに柔軟に配置できます。 

 ダウンタイムなしで仮想マシンを移行。ライブ マイグレーション機能の強化によって柔軟性が向上し、クラス

ター環境の外部を含め、複数の仮想マシンを制限なく移動できます。 

 ダウンタイムなしで仮想マシン記憶域を移動。重大なダウンタイムなしで仮想ハード ディスクを柔軟に移動で

きるようになりました。 

 仮想マシンを確実にインポート。仮想化のインポート ウィザードを使用すると、仮想化のために複数のサー

バーを、より簡単かつ安全にインポートできます。 

 仮想マシンの実行中にスナップショットをマージ。この機能によって、仮想マシン スナップショットのライブ 

マージが可能になります。これにより、ユーザーにほとんど影響を及ぼすことなく、変更の適用やスナップ

ショットの管理ができます。 

 新しい Hyper-V オートメーション サポートの使用。IT 担当者は Hyper-V の管理タスクを簡単に自動化で

きるほか、企業のクラウド コンピューティング環境における管理オーバーヘッドを軽減することができます。こ

のサポートによって、Microsoft Windows PowerShell 向けに 140 を超える Hyper-V コマンドレットが提供

されます。 

スケール、パフォーマンス、および密度 
データセンターの規模拡大に対応するように設計するには、次のようなさまざまな機能を検討する必要がありま

す。 

 仮想マシンの密度 

 ハードウェア技術によって実現される最高性能のサーバー 

 ハードウェア アクセラレータ テクノロジ (有益な場合) 

Windows Server 2012 Hyper-V には、サーバー、ネットワーク アダプター、および記憶装置の最新のハード

ウェアを利用できる新機能が多数用意されています。これらすべてによって、データセンターのスケーラビリティが

向上すると共に、より少ない数の物理サーバーで、より多くの仮想マシン ワークロードを実行することができます。

これらの機能には次のようなものがあります。 

 Hyper-V によるホスト スケールおよびスケールアップ ワークロードのサポート。このサポートによって、

ハードウェア上の最大 320 個の論理プロセッサ、4 テラバイト (TB) の物理メモリ、64 個の仮想プロセッサ、

および仮想マシン上の最大 1 TB のメモリを構成できます。また、1 つのクラスターに最大 64 のノードと 

4,000 の仮想マシンを展開することもできます。 

 Hyper-V の動的メモリの向上。この向上によって、仮想マシンの統合率が大幅に上昇すると共に再起動操

作の信頼性が高まります。これにより、特にアイドル状態の仮想マシンや低負荷の仮想マシンが多数ある環

境 (VDI など) でコストを削減できる可能性があります。 

 Hyper-V のリソース メータリング。リソース メータリングを使用すると、転送されるデータの量を IP アドレ

スまたは仮想マシンごとに追跡して報告できるため、正確な履歴調査とチャージバックが可能になります。 

 新しい仮想ハード ディスク フォーマット。VHDX と呼ばれるこの新しいフォーマットは、現在および将来の

ワークロードをより効果的に処理するように設計されています。また、記憶域容量の増加、データの保護、4 

KB ディスクにおける品質性能の向上、および追加の運用強化機能の提供によって、進化する企業ニーズの

技術的要求に対応します。 
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 Hyper-V でのオフロード データ転送のサポート。オフロード データ転送のサポートによって、CPU は、ネッ

トワーキングや記憶域のオーバーヘッドに労力を費やすことなく、アプリケーションの処理ニーズに集中できま

す。 

 データ センター ブリッジング。データ センター ブリッジング (DCB) では、最新の集中型 10 ギガビット/秒 

(Gbps) ローカル エリア ネットワーク (LAN) を使用することによって、最新技術を活用し、ネットワーク、管

理、ライブ マイグレーション、および記憶域のトラフィックを別個に維持するためのコストを削減すると共に複

雑さを軽減します。 

 Hyper-V の仮想ファイバー チャネル。この機能を使用すると、ファイバー チャネル経由で Hyper-V ゲスト 

オペレーティング システムをクラスター化できます。 

 Hyper-V 仮想ディスクでの 4 KB ディスク セクターのサポート。4,096 バイト (4 KB) ディスク セクターの

サポートによって、容量の増加と信頼性の強化を実現する記憶域ハードウェアの最新技術を利用できます。 

 サービスの品質。サービスの品質 (QoS) では、仮想マシンまたはポートで使用可能な最小帯域幅を指定す

ることで、プログラムによってサービス レベル契約 (SLA) に準拠できます。また、仮想マシンまたはポートで

使用可能な最大帯域幅を割り当てることによって、遅延の問題を防ぐことができます。 

高可用性 
高度にスケーラブルなデータセンターの構築は、完全な冗長性が必要であることも意味します。今日のデータセ

ンターには、永久に機能するコンポーネントは 1 つもないと考えられますが、適切なプラットフォームのサポート

によって、次のようなデータセンターを設計できます。 

 障害発生時の回復力がある。 

 仮想化プラットフォームに移行する顧客の回復力を向上させる。 

Windows Server 2012 が高可用性に関するこれらの設計要件を満たし、さらにそれを超えるために、次のよう

な多くの新機能が開発されています 

 増分バックアップ。この機能によって、仮想ハード ディスクの真の差分ディスク バックアップが可能になり、必

要なときにデータのバックアップと復元を行うことができます。また、ディスク全体ではなく、変更されたデータ

のみがバックアップされるため、記憶域のコストも削減されます。 

 Hyper-V レプリカ。Windows Server 2012 には、アプリケーション間の整合性が維持される非同期の仮想

マシン レプリケーションが組み込まれています。これにより、2 つのロケーション間で Hyper-V 仮想マシン

のレプリケートが可能になるため、ビジネスの継続性を確保し、障害回復に備えることができます 。Hyper-V 

レプリカは、ほとんどすべてのサーバー ベンダー、ネットワーク ベンダー、および記憶域ベンダーと連携して

動作します。 

 NIC チーミング。多くの場合、サーバーには完全な回復力が必要です。ネットワーク レベルでは、2 つのネッ

トワーク アダプターが 1 つのチームとして連携していなければなりません。そうすれば、一方のアダプターで

障害が発生しても、もう一方のアダプターが引き続きそのサーバーへの接続を提供できます。ネットワーク イ

ンターフェイス カード (NIC) チーミングによって、負荷分散および帯域幅の集約に加えて、回復性 (フェール

オーバー) が実現します。 

 Hyper-V クラスタリングの強化。仮想化プラットフォームのクラスタリングによって、可用性を向上させると共

に、予定されたダウンタイムまたは予定外のダウンタイムの際にサーバーベースのアプリケーションにアクセ

スすることができます。Windows Server 2012 では、Hyper-V クラスター環境に対する新たな機能強化が

多数行われています。 
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マルチテナントのセキュリ
ティの強化 
ここでは、仮想化環境でマルチテナントのセキュリティを強化する Windows Server 2012 の Hyper-V の新機

能について説明します。ここで説明する機能は次のとおりです。 

 マルチテナントのセキュリティと分離 

 Hyper-V 拡張スイッチの拡張による新機能の追加 

マルチテナントのセキュリティと分離 
IT 組織やホスティング プロバイダーは、より柔軟性に優れた仮想化インフラストラクチャ (オンデマンド サー

バー インスタンス) を顧客に提供する Infrastructure as a Service (IaaS) の提供を開始しています。このよう

な傾向に伴って、IT 組織やホスティング プロバイダーは、セキュリティと顧客相互の分離を強化する必要があり

ます。 

2 つの企業をホストしている場合、それぞれの企業に独自のプライバシーとセキュリティを提供しなければなりま

せん。Windows Server 2012 より前のサーバー仮想化では、仮想マシン間の分離は実現していましたが、デー

タセンターのネットワーク レイヤーは完全に分離されているとは言えず、同じインフラストラクチャで実行されるさ

まざまなワークロード間のレイヤー 2 接続が対象となっていました。 

ホスティング プロバイダーから見たとき、仮想化環境における分離が顧客の期待に応えるもので、クラウド採用

の障害とならないようにするには、その分離が物理データセンターにおける分離と同等でなければなりません。 

エンタープライズ環境でも、分離は同様に重要です。すべての社内部門が同じ組織に属してはいますが、特定の

ワークロードや環境 (財務システムや人事管理システムなど) は相互に分離されていなければなりません。プラ

イベート クラウドを提供し、IaaS 運用モデルに移行する IT 部門は、この要件を検討し、そのような機密性の高

いワークロードを分離する方法を用意する必要があります。 

Windows Server 2012 は、Hyper-V 拡張スイッチによる新しいセキュリティおよび分離機能を備えています。 

技術説明 

Hyper-V 拡張スイッチは、セキュリティと分離に関するポリシーを適用して仮想マシンを物理ネットワークに接続

するレイヤー 2 仮想ネットワーク スイッチであり、プログラムで管理される拡張可能な機能を提供します。次の

ページの図は、Hyper-V 拡張スイッチを使用したネットワークを示しています。 
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図 1: Hyper-V 拡張スイッチを使用したネットワーク 

 

Windows Server 2012 では、個々の顧客や一連のワークロードに対して定義されることが多い任意の分離グ

ループ間でネットワークを分離するように Hyper-V サーバーを構成できます。 

Windows Server 2012 は、次のような新機能を提供することによって、マルチテナントの分離とセキュリティに対

応します。 

 プライベート仮想 LAN (PVLAN) によるマルチテナント仮想マシンの分離 

 アドレス解決プロトコル/近隣探索 (ARP/ND) ポイズニング (スプーフィングとも呼ばれる) からの保護 

 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) スヌーピングからの保護と DHCP ガード 

 仮想ポート アクセス制御リスト (ACL) を使用した分離とメータリング 

 従来の VLAN を仮想マシンにトランクする機能 

 監視 

 Windows PowerShell/Windows Management Instrumentation (WMI) 

PVLAN による仮想マシンの分離 

ネットワークを細分して、共通の物理インフラストラクチャを共有する個々のグループを分離する場合、これまでは 

VLAN テクノロジが使用されていました。Windows Server 2012 では PVLAN のサポートが導入されています。

これは VLAN で使用される技術で、PVLAN を使用すると、同じ VLAN 上の 2 つの仮想マシンを分離できま

す。 

仮想マシンが他の仮想マシンと通信する必要がない場合、PVLAN を使用して、その仮想マシンをデータセン

ターの他の仮想マシンから分離することができます。PVLAN 内の各仮想マシンに 1 つのプライマリ VLAN ID 

と 1 つ以上のセカンダリ VLAN ID を割り当てることによって、セカンダリ PVLAN を 3 つのモード (次の表を

参照) のうちのいずれかに設定できます。これらの PVLAN モードによって、仮想マシンが通信できる PVLAN 

上の他の仮想マシンが決まります。仮想マシンを分離するには、分離モードに設定します。 
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表 1: 仮想マシンの分離における PVLAN モード  

PVLAN モード 説明 

分離 分離ポートは、レイヤー 2 で相互にパケットを交換できません。 

無作為検出 無作為検出ポートは、同じプライマリ VLAN ID の他のポートとパケットを交換できま

す。 

コミュニティ 同じ VLAN ID のコミュニティ ポートは、レイヤー 2 で相互にパケットを交換できま

す。 

次の図は、3 つの PVLAN モードを使用して、プライマリ VLAN ID を共有する仮想マシンを分離する方法を示

しています。 

図 2: プライマリ VLAN ID 2 の PVLAN の例 

 

ARP/ND ポイズニングおよびスプーフィングからの保護 

Hyper-V 拡張スイッチには、悪意のある仮想マシンが ARP スプーフィング (IPv4 では ARP ポイズニングと

も呼ばれます) によって他の仮想マシンから IP アドレスを盗まないように保護する機能が用意されています。こ

のような man-in-the-middle 攻撃では、悪意のある仮想マシンが、自身の MAC アドレスを自身のものでない 

IP アドレスに関連付けるための偽の ARP メッセージを送信します。悪意を疑わない仮想マシンは、その IP ア

ドレスに向けたネットワーク トラフィックを、本来の宛先ではなく悪意のある仮想マシンの MAC アドレスに送信

します。IPv6 については、ND スプーフィングに対する同様の保護機能が Windows Server 2012 に用意され

ています。 
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DHCP ガードによる保護 

DHCP 環境では、認証されていない DHCP サーバーがクライアントの DHCP 要求を途中で取得し、誤ったア

ドレス情報を提供することがあります。その結果、認証されていない DHCP サーバーから、すべてのトラフィック

をスニフする悪意のある仲介者にトラフィックがルーティングされた後で、正規の宛先に転送されます。このような 

man-in-the-middle 攻撃から保護するために、Hyper-V 管理者は、DHCP サーバーを接続できる Hyper-V 

拡張スイッチ ポートを指定することができます。他の Hyper-V 拡張スイッチ ポートからの DHCP サーバー ト

ラフィックは自動的に破棄されます。Hyper-V 拡張スイッチでは、トラフィックのルーティングが変更される原因と

なる IP アドレスを、認証されていない DHCP サーバーが提供することがないように保護されます。 

仮想ポート ACL によるネットワークの分離とメータリング 

ポート ACL には、ネットワークを分離し、Hyper-V 拡張スイッチ上の仮想ポートのネットワーク トラフィックを測

定するメカニズムが備わっています。ポート ACL を使用することによって、仮想マシンと通信できる (または通

信できない) IP アドレスや MAC アドレスのトラフィックを測定できます。たとえば、ポート ACL を使用して、仮

想マシンがインターネットのみに接続する、またはあらかじめ定義したアドレスのみと通信するように指定すること

によって、仮想マシンを分離することができます。メータリング機能を使用すると、特定の IP アドレスや MAC 

アドレスの送受信ネットワーク トラフィックを測定して、インターネットまたはネットワーク記憶域アレイとの間で送

受信されるトラフィックを報告できます。 

また、1 つの仮想ポートに複数のポート ACL を構成できます。それぞれのポート ACL で、発信元または宛先

ネットワーク アドレスと、拒否するか測定するかを指定します。メータリング機能では、制限された ("拒否") アド

レスの仮想マシンとの間でトラフィックの送受信が試行されたインスタンスの数に関する情報も提供されます。 

仮想マシンへのトランク モード 

VLAN では、実際の物理的な場所に関係なく、ホスト マシンまたは仮想マシンが同じローカル LAN 上に表示

されます。これまで、仮想マシンでは 1 つの VLAN からのトラフィックのみを受信可能でしたが、Hyper-V 拡張

スイッチのトランク モードを使用すると、複数の VLAN からのトラフィックを仮想マシンの 1 つのネットワーク 

アダプターに送信できます。その結果、それぞれの VLAN からのトラフィックが統合され、仮想マシンは複数の 

VLAN をリッスンできるようになります。この機能を使用すると、ネットワーク トラフィックを構成し、データセン

ターにおけるマルチテナントのセキュリティを強化することができます。 

監視 

多くの物理スイッチでは、スイッチ上の特定の仮想マシンを通過する特定のポートからのトラフィックを監視できま

す。Hyper-V 拡張スイッチには、このポート ミラーリング機能も用意されています。監視する仮想ポート、および

監視するトラフィックがその後の処理のために送信される仮想ポートを指定できます。たとえば、セキュリティ監視

の仮想マシンでは、スイッチ上の他の特定の仮想マシンを通過するトラフィックに異常なパターンがないかどうか

を調べることができます。また、特定の仮想スイッチ ポートに向けたトラフィックを監視することによって、ネット

ワーク接続の問題を診断することもできます。 

Windows PowerShell と WMI 

Windows Server 2012 には、Hyper-V 拡張スイッチ用の Windows PowerShell コマンドレットが用意されて

います。これらのコマンドレットを使用すると、セットアップ、構成、監視、およびトラブルシューティングのためのコ

マンドライン ツールや自動スクリプトを作成することができます。これらのコマンドレットはリモートで実行できます。

また、サード パーティ ベンダーは Windows PowerShell を使用して、Hyper-V 拡張スイッチを管理するため

の独自のツールを作成することもできます。 

要件 

マルチテナントのセキュリティと分離には、Windows Server 2012 と Hyper-V サーバーの役割が必要です。 
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まとめ 

Windows Server 2012 のマルチテナントの分離機能によって、同じ物理サーバーに格納されている場合でも、

顧客の仮想マシンは分離された状態になります。Windows Server 2012 では、新しい Hyper-V 拡張スイッチ

によって、共有 IaaS クラウドにおける顧客のマルチテナントのセキュリティが強化され、次のような利点が提供

されます。 

 セキュリティと分離。Hyper-V 拡張スイッチでは、PVLAN のサポート、ARP ポイズニングおよびスプーフィ

ングからの保護、DHCP スヌーピングからの保護、仮想ポート ACL、および VLAN トランク モードのサ

ポートによって、IaaS マルチテナントのセキュリティと分離が強化されます。 

 監視。ポート ミラーリングによって、仮想マシンでセキュリティ アプリケーションや診断アプリケーションを実

行して、仮想マシンのネットワーク トラフィックを監視できます。ポート ミラーリングでは、拡張構成のライブ 

マイグレーションもサポートされます。 

 管理のしやすさ。Windows PowerShell および WMI のサポートを使用することで、コマンドラインと自動ス

クリプト作成に加えて、詳細なイベント ログがサポートされます。 

Windows Server 2012 におけるマルチテナントの分離によって、これまで組織がデータセンター内に Hyper-V 

を展開するのを避ける原因となっていた可能性のある問題が解決します。このような問題としては次の 2 つがあ

ります。 

 顧客の仮想インフラストラクチャを確実に分離するためのイーサネット スイッチング インフラストラクチャへの 

VLAN の実装に伴う管理オーバーヘッドの増加 

 マルチテナント仮想化環境のセキュリティ上のリスク 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、ポート ACL を使用して、顧客のネットワークを相互に分離できます。

VLAN の設定や管理は必要ありません。また、ARP スプーフィングや DHCP スヌーピングからの保護によっ

て、セキュリティのニーズにも対応します。 

Hyper-V 拡張スイッチの拡張による新機能の追加 
多くの企業は、自社の仮想環境に合わせて、独自のプラグインで仮想スイッチの機能を拡張できる手段を必要と

しています。IT 担当者が仮想スイッチをインストールする場合、当然ながら、ファイアウォール、侵入検出システ

ム、およびネットワーク トラフィック監視ツールの追加など、物理ネットワークで実現できる機能と同様の機能を求

めます。しかし、仮想化アプライアンス、拡張機能、およびその他の機能を仮想スイッチに容易に追加する方法を

探すのは困難でした。提供されているほとんどの仮想スイッチ テクノロジはクローズド システムを中心に構築さ

れているため、企業の開発者やサード パーティ ベンダーにとって、ソリューションを作成したり、新しい機能を仮

想スイッチに迅速かつ容易にインストールすることが難しくなっています 

Hyper-V 拡張スイッチによって、このすべてが変わります。Hyper-V 拡張スイッチを使用すると、IT 担当者は、

より多くの機能を簡単に仮想マシンおよびネットワークに追加できます。同時に、社内開発者やサード パーティ 

プロバイダーは、オープンなプラットフォームを使用して、スイッチの基本機能を拡張するソリューションを作成す

ることができます。企業で IT の購入に関する意思決定に携わっていれば、選択した仮想化プラットフォームに

よって、互換性のある機能、デバイス、またはテクノロジが制限されないことを確認したいと考えます。 

Windows Server 2012 では、Hyper-V 拡張スイッチによって新たな拡張性が実現します。 

技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V 拡張スイッチは、仮想マシンを物理ネットワークに接続するレイヤー 2 仮

想ネットワーク スイッチであり、プログラムで管理される拡張可能な機能を提供します。Hyper-V 拡張スイッチは、

標準の Windows API フレームワークで作成した拡張機能を複数のベンダーが提供できるオープンなプラット

フォームです。Windows 標準フレームワークで作成され、機能に必要なサード パーティ製のコードが少なくて済

むため、拡張機能の信頼性は高くなります。また、Windows Hardware Quality Labs (WHQL) の認定プログラ

ムによって信頼性が保証されます。Hyper-V 拡張スイッチとその拡張機能は、Windows PowerShell、WMI に

よるプログラム処理、または Hyper-V マネージャーの UI を使用して管理することができます。 
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ここでは主に、サード パーティ製の拡張機能のためのオープンな拡張性と管理の容易性について説明します。

Hyper-V 拡張スイッチのその他の機能については、このホワイト ペーパーの「サービスの品質 (QoS)」および

「マルチテナントのセキュリティと分離」を参照してください。 

拡張性 

Windows Server 2012 における Hyper-V 拡張スイッチのアーキテクチャはオープンなフレームワークなので、

サード パーティ ベンダーは、監視、転送、フィルター処理などの新機能を仮想スイッチに追加できます。拡張機

能の実装には、Network Device Interface Specification (NDIS) フィルター ドライバーと Windows フィルタリ

ング プラットフォーム (WFP) コールアウト ドライバーを使用します。Windows のネットワーク機能を拡張する

ためのこの 2 つのパブリック Windows プラットフォームは、次のように使用します。 

 NDIS フィルター ドライバーは、Windows でネットワーク パケットを監視または変更するために使用します。

NDIS フィルターは NDIS 6.0 仕様で導入されました。 

 WFP コールアウト ドライバーは Windows Vista および Windows Server 2008 で導入されました。これ

によって、独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) は、TCP/IP パケットのフィルター処理と変更、接続の監視ま

たは承認、IP セキュリティ (IPsec) で保護されたトラフィックのフィルター処理、およびリモート プロシージャ 

コール (RPC) のフィルター処理を行うドライバーを作成できるようになりました。TCP/IP パケットをフィル

ター処理し変更することで、従来とは異なる方法で TCP/IP パケット処理パスにアクセスできます。このパス

で、追加の処理が発生する前に送受信パケットを調べたり、変更したりできます。さまざまなレイヤーで 

TCP/IP 処理パスにアクセスできるため、ファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェア、診断ソフトウェアなど

のアプリケーションやサービスを、より簡単に作成できます。詳細については、「Windows フィルタリング プ

ラットフォーム」を参照してください。 

拡張機能を使用して、スイッチング プロセスの次の 3 つの要素を拡張または変更できます。 

 ingress フィルター処理 

 送信先の検索と転送 

 egress フィルター処理 

さらに、拡張機能を監視することによって、スイッチのさまざまなレイヤーでトラフィックを監視できるため、統計

データを収集することができます。Hyper-V 拡張スイッチの ingress 部分および egress 部分では、監視やフィ

ルター処理の複数の拡張機能をサポートできます。転送の拡張機能については、使用できるインスタンスはス

イッチ インスタンスごとに 1 つだけです。Hyper-V 拡張スイッチの既定のスイッチングは無視されます。 

次のページの表は、Hyper-V 拡張スイッチのさまざまな種類の拡張機能の一覧です。 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff565501(v=VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/hardware/gg463267.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/hardware/gg463267.aspx
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表 2: Hyper-V 拡張スイッチの拡張の種類 

拡張機能 目的 考えられる例 拡張 

コンポーネント 

ネットワーク  

パケットの検査 

ネットワーク パケットの検査 (変

更は行わない) 

sFlow およびネットワーク監

視 

NDIS フィルター  

ドライバー 

ネットワーク  

パケット  

フィルター 

ネットワーク パケットの挿入、変

更、および破棄 

セキュリティ NDIS フィルター  

ドライバー 

ネットワーク 

転送 

既定の転送をバイパスするサー

ド パーティの転送 

OpenFlow、Virtual Ethernet 

Port Aggregator (VEPA)、お

よび独自のネットワーク ファ

ブリック 

NDIS フィルター  

ドライバー 

ファイア 

ウォール /侵入

検出 

TCP/IP パケットのフィルター処

理と変更、接続の監視または承

認、IPsec で保護されたトラフィッ

クのフィルター処理、および RPC 

のフィルター処理 

仮想ファイアウォールおよび

接続の監視 

WFP コール 

アウト ドライバー  

Hyper-V 拡張スイッチはオープンスイッチ API を備えているため、スイッチ製品や管理製品の機能を強化して 

Hyper-V と連携させることができます。 

Windows Server 2012 における Hyper-V 拡張スイッチのアーキテクチャはオープンなフレームワークなので、

サード パーティ ベンダーは仮想スイッチに新機能を追加できます。次の図に、Hyper-V 拡張スイッチのアーキ

テクチャと拡張機能のモデルを示します。 

図 3: Hyper-V 拡張スイッチのアーキテクチャ 
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Hyper-V 拡張スイッチの拡張性には、他に次のような特徴があります。 

 拡張機能の監視。拡張機能を監視することによって、Hyper-V 拡張スイッチのさまざまなレイヤーでトラフィッ

クを監視できるため、統計データを収集できます。Hyper-V 拡張スイッチの ingress 部分 および egress 

部分では、監視やフィルター処理の複数の拡張機能をサポートできます。 

 拡張機能の一意性。拡張機能の状態/構成は、1 つのマシンで拡張スイッチの各インスタンスについて一意で

す。 

 拡張機能による仮想マシンのライフ サイクルの学習。仮想マシンのアクティビティ サイクルは物理サーバー

のものと同様で、主なワークロードに基づいて日中または夜間のさまざまな時間帯にピーク タイムがあります。

拡張機能では、仮想マシンのワークロード サイクルに基づいたネットワーク トラフィックのフローを学習し、パ

フォーマンスが向上するように仮想ネットワークを最適化できます。 

 拡張機能による状態の変化の禁止。拡張機能では、監視やセキュリティなどの機能を実装することで、

Hyper-V 拡張スイッチのパフォーマンス、管理、および診断の機能をさらに強化できます。拡張機能を使用す

ることで、有害な状態の変化が実装されるのを特定し、防ぐことができるため、システムのセキュリティと信頼

性を確保することができます。 

 同じスイッチ上の複数の拡張機能。同じ Hyper-V 拡張スイッチに複数の拡張機能を共存させることができま

す。 

管理の容易性 

Hyper-V 拡張スイッチに組み込まれた次の管理機能を使用することで、Hyper-V 拡張スイッチ ネットワークに

関する問題のトラブルシューティングを行い、問題を解決することができます。 

 Windows PowerShell およびスクリプト作成のサポート。Windows Server 2012 には、Hyper-V 拡張ス

イッチ用の Windows PowerShell コマンドレットが用意されています。これらのコマンドレットを使用すると、

セットアップ、構成、監視、およびトラブルシューティングのためのコマンドライン ツールや自動スクリプトを作

成できます。また、サード パーティ ベンダーは Windows PowerShell を使用して、Hyper-V 拡張スイッチ

を管理するための Windows PowerShell ベースのツールを独自に作成することもできます。 

 統合トレースと診断機能の強化。Hyper-V 拡張スイッチには統合トレースが組み込まれており、2 つのレベ

ルでトラブルシューティングを行うことができます。最初のレベルでは、Hyper-V 拡張スイッチの Windows 

イベント トレーシング (ETW) プロバイダーを使用して、Hyper-V 拡張スイッチおよび拡張機能を介してパ

ケット イベントをトレースし、問題が発生している場所を簡単に特定できます。2 番目のレベルでは、パケット

をキャプチャして、イベントおよびトラフィック パケットの詳細なトレースを行うことができます。 

要件 

Hyper-V 拡張スイッチの拡張機能は  Hyper-V サーバーの役割に組み込まれていますが、使用するには 

Windows Server 2012 が必要です。 

まとめ 

Hyper-V 拡張スイッチはオープンなプラットフォームなので、サード パーティ ベンダーは、トラフィックの監視、

ファイアウォール フィルター、スイッチ転送などの追加機能を備えたプラグインを提供できます。プラグインの管

理は、Windows PowerShell コマンドレットと WMI スクリプトによって統合されています。 

Hyper-V 拡張スイッチを使用すると、次のような利点が提供されるため、仮想化データセンターの実装と管理が

容易になります。 

 オープン プラットフォームによるプラグインの活性化。Hyper-V 拡張スイッチはオープンなプラットフォームな

ので、仮想マシン間のトラフィックを含め、すべてのトラフィック間の仮想スイッチにプラグインを展開できます。

拡張機能によって、トラフィックの監視、ファイアウォール フィルター、およびスイッチ転送の機能を提供するこ

とができます。エコシステムを活性化するために、Hyper-V 拡張スイッチのリリース時にいくつかのパート

ナーから拡張機能が発表されることになっています。Hyper-V では、"1 つのスイッチ専用" のソリューション

はあり得ません。 

 無料のコア サービス。拡張機能にはコア サービスが提供されます。たとえば、すべての拡張機能に既定で

ライブ マイグレーションのサポートが提供されます。サービスの特殊なコーディングは不要です。 
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 Windows の信頼性と品質。Windows プラットフォームおよび Windows ロゴ認定プログラムによって拡張

機能の品質について高い基準が設定されているため、高度な信頼性と優れた品質が提供されます。 

 管理の統合。拡張機能の管理は、Windows PowerShell コマンドレットと  WMI スクリプトによって 

Windows 管理に統合されます。すべての拡張機能に共通の管理手法が使用されます。 

 容易なサポート。統合トレースによって、問題が発生したときに迅速かつ容易に診断できます。ダウンタイムが

少なくなるため、サービスの可用性が向上します。 

 ライブ マイグレーションのサポート。Hyper-V 拡張スイッチに用意されている機能によって、拡張機能も 

Hyper-V のライブ マイグレーションに加えることができます。 

Hyper-V 拡張スイッチによって、サード パーティ ベンダーは、Windows Server 2012 の仮想ネットワークで

ネットワーク トラフィックを処理するためのカスタム ソリューションを自由に開発できます。たとえば、これらのソ

リューションを使用して、ベンダーの物理スイッチとそのポリシーをエミュレートしたり、トラフィックの監視や分析を

行うことができます。 

必要なときに必要な場所で、
柔軟性に富んだインフラスト
ラクチャ 
ここでは、必要なときに必要な場所で、柔軟性に富んだインフラストラクチャを提供する Windows Server 2012 

の Hyper-V の新機能について説明します。ここで説明する機能で次を実行できます。 

 Hyper-V ネットワーク仮想化による VLAN を超えるスケール 

 ダウンタイムなしで仮想マシンを移行 

 ダウンタイムなしで仮想マシン記憶域を移動 

 仮想マシンを確実にインポート 

 最小限のダウンタイムでスナップショットをマージ 

 新しい Hyper-V オートメーション サポートの使用 

Hyper-V ネットワーク仮想化による VLAN を超え

るスケール 
共有ネットワークでは、異なる部門や顧客の仮想マシンを分離することが難しい場合があります。仮想マシンの

ネットワーク全体を分離する必要がある場合は、さらに難しくなります。従来は、ネットワークを分離するために 

VLAN が使用されてきましたが、規模が大きい場合、VLAN の管理は非常に複雑です。VLAN には、主に次の

ような短所があります。 

 仮想マシンまたは分離境界を移動しなければならない場合は、運用環境のスイッチを再構成するための煩雑

な作業が必要となります。さらに、VLAN を追加したり変更するために物理ネットワークを頻繁に再構成すれ

ば、機能を停止させてしまうリスクが高くなります。 

 VLAN はスケーラビリティに限界があります。なぜなら、標準的なスイッチがサポートする VLAN ID はせい

ぜい 1,000 まで (最大 4,095 まで) であるからです。 
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 VLAN は複数のサブネットにまたがって存在することはできません。1 つの VLAN 内のノード数には限りが

あり、仮想マシンの配置は物理的な場所に基づいて制限されます。 

これらの短所に加えて、組織がクラウドに移行する際には、仮想マシンの IP アドレス割り当てに関して次のよう

な重要な問題があります。 

 サービスのワークロードに使用される IP アドレスの再割り当てが必要となる。 

 IP アドレスにポリシーが関連付けられている。 

 物理的な場所によって仮想マシンの IP アドレスが決まる。 

 仮想マシンの展開とトラフィックの分離がトポロジに依存する。 

ほとんどのネットワーク トラフィックは TCP/IP であるため、IP アドレスはレイヤー 3 ネットワーク通信に不可

欠なアドレスです。残念ながら、クラウドに移行するときは、データセンターの物理的およびトポロジ上の制限を満

たすために、アドレスの変更が必要となります。IP アドレスの再割り当ては煩雑な作業です。IP アドレスに基づ

いて関連付けられているポリシーもすべて更新しなければならないためです。 

データセンターの物理的なレイアウトは、データセンター内の特定のラックに接続されている特定のサーバーまた

はブレードで実行されている仮想マシンに割り当てることができる IP アドレスの候補に影響します。データセン

ターにプロビジョニングされ配置される仮想マシンは、IP アドレスに関係した選択肢と制限を忠実に守る必要が

あります。データセンターの管理者が仮想マシンに IP アドレスを割り当て、仮想マシンの所有者は、元の IP ア

ドレスに基づくすべてのポリシーを調整するよう強いられているのが実情です。この再割り当ての負担があまりに

大きいために、多くの企業は、新しいサービスのみをクラウドに展開し、既存のアプリケーションについては変更

を見送っています。 

これらの問題を解決するために、Windows Server 2012 では Hyper-V ネットワーク仮想化が導入されていま

す。この新しい機能を使用すると、VLAN を使用しなくても、共有インフラストラクチャ上で別の部署や顧客から

ネットワーク トラフィックを分離できます。また、Hyper-V ネットワーク仮想化を使用することで、仮想ネットワーク

の割り当てを維持したまま、仮想インフラストラクチャ内で必要に応じて仮想マシンを移動することもできます。さ

らに、ネットワーク仮想化を使用して、これらのプライベート ネットワークを別のサイトの既存のインフラストラク

チャに透過的に統合することもできます。 

技術説明 

Hyper-V ネットワーク仮想化はサーバー仮想化の概念を広げ、IP アドレスが重複している可能性がある場合で

も、複数の仮想ネットワークを同じ物理ネットワークに展開することができます。ネットワーク仮想化では、物理イ

ンフラストラクチャに関係なく、専用の仮想ネットワークでトラフィックを分離するポリシーを設定できます。次の図

は、ネットワーク仮想化を使用して、異なる 2 つの顧客に属するネットワーク トラフィックを分離する方法を示し

ています。図では、Blue 仮想マシンと Yellow 仮想マシンが 1 つの物理ネットワーク、さらには同じ物理サー

バーでホストされています。ただし、それぞれが独立した Blue 仮想ネットワークと Yellow 仮想ネットワークに

属しているため、顧客がこれらの仮想マシンに同じアドレス空間の IP アドレスを割り当てても、仮想マシンが相

互に通信することはできません。 
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図 4: Hyper-V ネットワーク仮想化 

 

 

ネットワークを仮想化するために、Hyper-V ネットワーク仮想化では次の要素を使用します。 

 仮想マシンごとに 2 つの IP アドレス 

 Generic Routing Encapsulation (GRE) 

 IP アドレス書き換え 

 ポリシー管理サーバー 

IP アドレス 

それぞれの仮想マシンに次の 2 つの IP アドレスを割り当てます。 

 カスタマー アドレス (CA)。顧客がそのイントラネット インフラストラクチャに基づいて割り当てる IP アドレス

です。このアドレスによって、顧客は、パブリック クラウドまたはプライベート クラウドに移行されたことを意識

せずに、仮想マシンとの間でネットワーク トラフィックをやりとりすることができます。CA は、仮想マシンから

認識できる、顧客が到達可能なアドレスです。 

 プロバイダー アドレス (PA)。ホストがその物理ネットワーク インフラストラクチャに基づいて割り当てる IP 

アドレスです。PA は、仮想マシンをホストしている Hyper-V サーバーとの間で交換されるネットワーク上の

パケットに格納されます。PA は、物理ネットワーク上では認識できますが、仮想マシンからは認識できません。 

CA のレイヤーは顧客のネットワーク トポロジと一貫性がありますが、顧客のネットワークは仮想化され、基にな

る (PA のレイヤーによって実現されている) 物理ネットワーク アドレスからは切り離されています。ネットワーク

仮想化では、任意の物理サブネット内の任意の Windows Server 2012 Hyper-V サーバー上で、任意の仮想

マシンのワークロードを、手を加えずに実行できます。ただし、2 つのアドレスをマップできる適切なポリシー設定

を Hyper-V サーバーで行っておく必要があります。 

このアプローチにはさまざまな利点があります。たとえば、異なるサブネット間でライブ マイグレーションを行うこ

とができます。また、ホスト プロバイダーが IPv6 のデータセンターを運用する一方で、顧客の仮想マシンには 

IPv4 を使用することができます (その逆も可能)。さらに、顧客間で重複する IP アドレス範囲を使用することも

できます。しかし、CA と PA を別々に割り当てる最大の利点は、顧客が仮想マシンをクラウドに移動する際の

再構成が最小限で済む点だと言えます。 

Generic Routing Encapsulation 

GRE は、インターネット プロトコル ネットワーク上の仮想ポイントツーポイント リンク内でさまざまなネットワー

ク レイヤー プロトコルをカプセル化するトンネリング プロトコルです (RFC 2784 および RFC 2890 で定義さ

れています)。Windows Server 2012 の Hyper-V ネットワーク仮想化では、GRE IP パケットを使用して、仮想

ネットワークを物理ネットワークにマップします。GRE IP パケットには次の情報が格納されます。 

 仮想マシンごとに 1 つのカスタマー アドレス 
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 ホストごとに 1 つのプロバイダー アドレス (ホスト上のすべての仮想マシンで共有) 

 GRE ヘッダーの Key フィールドに埋め込まれたテナントのネットワーク ID 

 MAC ヘッダー全体 

次の図は、ネットワーク仮想化環境の GRE を示しています。 

図 5: Hyper-V ネットワーク仮想化環境の GRE 

 

 

IP アドレス書き換え 

Hyper-V ネットワーク仮想化では、IP アドレス書き換えを使用して CA を PA にマップします。仮想マシンの 

CA はそれぞれ、一意なホスト PA にマップされます。この情報は、通常の TCP/IP パケットに格納されてネット

ワーク上に送信されます。IP アドレス書き換えでは、既存のネットワーク アダプター、スイッチ、およびネットワー

ク アプライアンスをアップグレードする必要がほとんどなく、今日、即座に展開する場合にも、段階的に展開する

場合にも、パフォーマンスにほとんど影響を及ぼすことはありません。次の図は、IP アドレス書き換えのプロセス

を示しています。 

図 6: IP アドレス書き換えのプロセス 

 

ポリシー管理サーバー 

ネットワーク仮想化機能の設定と保守には、ポリシー管理サーバーを使用する必要があります。ポリシー管理

サーバーは、仮想マシンの管理に使用される管理ツールに統合できます。 

ネットワーク仮想化の例 

Contoso, Ltd. は、必要とする企業にクラウド サービスを提供するサービス プロバイダーです。Blue Corp と 

Yellow Corp の 2 社は、Contoso クラウドへの Microsoft SQL Server インフラストラクチャの移行を検討し

ていますが、現在の IP アドレスを維持したいと考えています。Windows Server 2012 における Hyper-V の新

しいネットワーク仮想化機能を使用すると、Contoso は、この顧客の要求に次の図のように対応できます。 
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図 7: 企業は既存の IP アドレスを維持することが可能 (重複しているものも含む) 

 

ホスティング プロバイダーの共有クラウド サービスに移行する前の両社の状況は次のとおりです。 

 Blue Corp は、SQL Server インスタンス (名前: SQL、IP アドレス: 10.1.1.1) と Web サーバー (名前: 

WEB、IP アドレス: 10.1.1.2) を実行しており、Web サーバーではデータベース トランザクションに SQL 

Server を使用していました。 

 Yellow Corp も、SQL Server インスタンス (名前: SQL、IP アドレス: 10.1.1.1) と Web サーバー (名前: 

WEB、IP アドレス: 10.1.1.2) を実行しており、Web サーバーではデータベース トランザクションに SQL 

Server を使用していました。 

Blue Corp と Yellow Corp はどちらも、それぞれの SQL および WEB サーバーをホスティング プロバイ

ダーの同じ共有 IaaS サービスに移動し、SQL 仮想マシンを Hyper-V Host 1 で、WEB 仮想マシンを 

Hyper-V Host 2 で実行します。すべての仮想マシンで元のイントラネット IP アドレス (CA) が維持されます。 

 Blue Corp の仮想マシンの CA: 10.1.1.1 (SQL) および 10.1.1.2 (WEB) 

 Yellow Corp の仮想マシンの CA: 10.1.1.1 (SQL) および 10.1.1.2 (WEB) 

両社には、仮想マシンのプロビジョニング時に、ホスティング プロバイダーから次の PA が割り当てられます。 

 Blue Corp の仮想マシンの PA: 192.168.1.10 (SQL) および 192.168.1.12 (WEB) 

 Yellow Corp の仮想マシンの PA: 192.168.1.11 (SQL) および 192.168.1.13 (WEB) 

ホスティング プロバイダーは、Red Corp 用の分離グループと Blue Corp 用の分離グループから成るポリシー

設定を作成します。Yellow Corp 用の分離グループは、Yellow Corp の仮想マシンの CA を同社に割り当てら

れた PA にマップします。同様に、Blue Corp 用の分離グループは、Blue Corp の仮想マシンの CA を同社に

割り当てられた PA にマップします。プロバイダーは、これらのポリシー設定を Hyper-V Host 1 と Hyper-V 

Host 2 に適用します。 

Hyper-V Host 2 上にある Blue Corp の WEB 仮想マシンが SQL Server (10.1.1.1) に対してクエリを実行

すると、次の処理が発生します。 

 Hyper-V Host 2 が、そのポリシー設定に基づいて、パケット内のアドレスを次のように変換します。 

送信元: 10.1.1.2 (Blue Corp の WEB の CA) 

送信先: 10.1.1.1 (Blue Corp の SQL の CA) 

変換後: 

送信元: 192.168.1.12 (Blue Corp の WEB の PA) 

送信先: 192.168.1.10 (Blue Corp の SQL の PA) 

 Hyper-V Host 1 がパケットを受信すると、そのポリシー設定に基づいて、ネットワーク仮想化によってパケッ

ト内のアドレスが次のように元のアドレスに変換されます。 

送信元: 192.168.1.12 (Blue Corp の WEB の PA) 

送信先: 192.168.1.10 (Blue Corp の SQL の PA) 

変換後: 

送信元: 10.1.1.2 (Blue Corp の WEB の CA) 

送信先: 10.1.1.1 (Blue Corp の SQL の CA) 

その後、Blue Corp の SQL 仮想マシンにパケットが配信されます。 
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Hyper-V Host 1 上にある Blue Corp の SQL 仮想マシンがクエリに応答するときには、次の処理が発生しま

す。 

 Hyper-V Host 1 が、そのポリシー設定に基づいて、パケット内のアドレスを次のように変換します。 

送信元: 10.1.1.1 (Blue Corp の SQL の CA) 

送信先: 10.1.1.2 (Blue Corp の WEB の CA) 

変換後: 

送信元: 192.168.1.10 (Blue Corp の SQL の PA) 

送信先: 192.168.1.12 (Blue Corp の WEB の PA) 

 Hyper-V Host 2 がパケットを受信すると、そのポリシー設定に基づいて、ネットワーク仮想化によってパケッ

ト内のアドレスが次のように変換されます。 

送信元: 192.168.1.10 (Blue Corp の SQL の PA) 

送信先: 192.168.1.12 (Blue Corp の WEB の PA) 

変換後: 

送信元: 10.1.1.1 (Blue Corp の SQL の CA) 

送信先: 10.1.1.2 (Blue Corp の WEB の CA) 

その後、Blue Corp の WEB 仮想マシンにパケットが配信されます。 

Yellow Corp の WEB 仮想マシンと SQL 仮想マシン間のトラフィックで同様のプロセスが生じる場合には、

Yellow Corp 分離グループの設定が使用されます。Yellow Corp の仮想マシンと Blue Corp の仮想マシンは、

ネットワーク仮想化によって、それぞれ元のイントラネット上と同様に動作しますが、同じ IP アドレスを使用して

いても、相互に通信することはありません。別個のアドレス (CA と PA)、Hyper-V ホストのポリシー設定、およ

び仮想マシンの送受信トラフィックに使用される CA と PA 間のアドレス変換のすべてが機能することによって、

この 2 組のサーバーは相互に分離されます。 

ネットワーク仮想化機能の設定と保守には、ポリシー管理サーバーを使用する必要があります。ポリシー管理

サーバーは、仮想マシンの管理に使用されるツールに統合できます。 

仮想マシンの IP アドレスを仮想化するには、2 とおりの方法があります。Blue Corp と Yellow Corp を使用し

た前述の例は IP 書き換えを示しています。これは、仮想マシンのパケットの CA IP アドレスを変更してから、

物理ネットワーク上に送信する方法です。VMQ など、既存の Windows ネットワーク オフロード テクノロジと互

換性があるため、IP 書き換えを使用すると、パフォーマンスを向上させることができます。 

もう 1 つの IP 仮想化の方法は、GRE カプセル化 (RFC 2784) です。GRE カプセル化では、仮想マシンの

すべてのパケットが新しいヘッダーでカプセル化されてから、ネットワーク上に送信されます。特定のホスト上のす

べての仮想マシンが同じ PA IP アドレスを共有できるため、GRE カプセル化を使用すると、ネットワークのス

ケーラビリティが向上します。PA の数が少なくて済むため、これらのアドレス (IP および MAC) の学習に伴う

ネットワーク インフラストラクチャの負荷が大幅に軽減されます。 

要件 

ネットワーク仮想化には、Windows Server 2012 と Hyper-V サーバーの役割が必要です。 

まとめ 

ネットワーク仮想化を使用すると、VLAN を使用しなくても共有インフラストラクチャ上で別の部署や顧客からネッ

トワーク トラフィックを分離できます。また、Hyper-V ネットワーク仮想化を使用することで、仮想ネットワークの

割り当てを維持したまま、仮想インフラストラクチャ内で必要に応じて仮想マシンを移動することもできます。さらに、

ネットワーク仮想化を使用して、これらのプライベート ネットワークを別のサイトの既存のインフラストラクチャに

透過的に統合できます。 

ネットワーク仮想化には、次のような利点があります。 

 最小限の再構成で、分離に対する影響を最低限に抑えて、テナントのネットワークをクラウドに移行。顧客は

社内の IP アドレスを維持したまま、IP アドレス、DNS 名、セキュリティ ポリシー、および仮想マシンの構成

に必要な構成の変更を最小限に抑えながら、共有 IaaS クラウドにワークロードを移行できます。ソフトウェア

で定義されたポリシーベースのデータセンター ネットワークでは、ネットワーク トラフィックの分離に VLAN 

を使用しません。Hyper-V ホスト内で、マルチテナントの分離ポリシーに基づいてネットワーク トラフィックを



 Windows Server 2012: サーバー仮想化 24 

分離します。トポロジが本質的に固定的である場合、ネットワーク管理者は、物理インフラストラクチャのトラ

フィックの管理にこれまでどおり VLAN を使用できます。 

 データセンター内の任意の場所にテナントの仮想マシンを展開。IP アドレスを維持したまま、データセンター

内の任意のサーバーにサービスやワークロードを配置または移行できます。物理的な IP サブネット階層や 

VLAN の構成に制限されることはありません。 

 ネットワークの簡素化とサーバー/ネットワーク リソースの使用率の向上。物理ネットワーク インフラストラク

チャ面の制限によって仮想マシンを自由に配置できなかったり、VLAN に由来した制限があることなどから、

過剰なプロビジョニングや、リソースを十分に活かしきれない事態が生じています。こうした制限をなくすことに

よって、Virtual Server Virtual Networking では、仮想マシンのワークロードを、より自由に配置できるように

なり、その結果、ネットワークの管理が簡素化され、サーバーおよびネットワーク リソースの使用率が向上し

ます。基になる物理ネットワークの構成に関係なくワークロードを移行および配置できるため、サーバー ワー

クロードの配置が容易になります。サーバー管理者はサービスとサーバーの管理に専念し、ネットワーク管理

者は全体的なネットワーク インフラストラクチャとトラフィックの管理に専念することができます。 

 今日のハードウェア (サーバー、スイッチ、アプライアンス) と連携してパフォーマンスを最大化。ネットワーク

仮想化は、今日のデータセンターに展開できるほか、イーサネット  トポロジの拡張を目的とした TRILL 

(Transparent Interconnection of Lots of Links)、IETF 規格アーキテクチャなど、データセンターに普及しつ

つある "フラット ネットワーク" テクノロジと互換性があります。 

 Windows PowerShell および WMI による充実した管理。Windows PowerShell を使用することで、スク

リプトを簡単に作成し、管理タスクを自動化することができます。Windows Server 2012 には、ネットワーク仮

想化用の Windows PowerShell コマンドレットが用意されており、ネットワーク分離ポリシーの構成、監視、

およびトラブルシューティングを行うためのコマンドライン ツールや自動スクリプトを作成できます。 

ダウンタイムなしで仮想マシンを移行 
物理リソースの最適な使用率を維持するため、また、新しい仮想マシンを簡単に追加するためには、必要なとき

にいつでも、ビジネスを中断することなく仮想マシンを移動できなければなりません。Windows Server 2008 R2 

で導入されたライブ マイグレーションでは、ダウンタイムなしでサービスを中断することなく、実行中の仮想マシン

を物理コンピューター間で移動することができました。ただし、ファイバー チャネルや iSCSI SAN などの共有記

憶装置に仮想マシンの仮想ハード ディスクが一貫して保持されていることが前提となっていました。Windows 

Server 2012 では、ライブ マイグレーションが 1 つのクラスターに制限されることがなくなり、環境内の Hyper-

V ホスト サーバーへの移行など、クラスターの境界を越えて仮想マシンを移行できます。Hyper-V はこの機能

に基づいて構築されており、複数の仮想マシンを同時に移動できる、同時ライブ マイグレーションのサポートが

追加されています。ネットワーク仮想化などの機能と組み合わせると、この機能によってローカルのホストとクラウ

ドのホスト間で仮想マシンを簡単に移動することもできます。 

技術説明 

Hyper-V のライブ マイグレーションは、ユーザーに対する仮想マシンの可用性に影響を及ぼすことなく、実行中

の仮想マシンを物理ホスト間で移動可能にします。Windows Server 2012 の Hyper-V では、クラスター環境

の内外での、より高速な同時ライブ マイグレーションが導入されています。 

この機能によって、最も基本的な展開におけるライブ マイグレーションだけでなく、データセンター全体に負荷を

分散するために複数の独立したクラスター間で仮想マシンのライブ マイグレーションを実行するなど、より高度な

シナリオを容易に実現できます。 

より高速な同時移行 

今日、クラスター環境でライブ マイグレーションを使用すると、より広いネットワーク帯域幅 (最大 10 Gb) を使

用して、より短時間で移行を完了できるようになりました。また、複数のライブ マイグレーションを同時に実行する

ことで、クラスター内の多数の仮想マシンをすばやく移動することもできます。 
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クラスター環境外のライブ マイグレーション 

Windows Server 2012 の Hyper-V ライブ マイグレーションでは、フェールオーバー クラスターの外部でライ

ブ マイグレーションを実行できます。これには、2 つのシナリオがあります。 

 SMB ベース ライブ マイグレーション。このケースでは、各仮想マシンのハード ディスクを中央の SMB 

ファイル共有に格納します。その記憶域が中央の SMB 共有にある間に仮想マシンのライブ マイグレーショ

ンをサーバー間で実行できます。 

 “共有なし” ライブ マイグレーション。このケースでは、仮想マシンのハード ドライブ記憶域がネットワーク経

由で移行先サーバーにミラー化される際に、クラスター化されていない Hyper-V ホスト間で仮想マシンのラ

イブ マイグレーションが開始されます。次に、仮想マシンのライブ マイグレーションを移行先サーバーに向け

て実行しますが、その間は、仮想マシンは稼働を続け、ネットワーク サービスを継続して提供します。 

次のサブ セクションでは、この 2 種類のライブ マイグレーションの設定手順について説明します。 

シナリオ 1: Windows Server 2012 Hyper-V での SMB 共有ベースのライブ マイグレーションの設定 

 ライブ マイグレーションの設定: ライブ マイグレーションのセットアップ ステージでは、移行元ホストが移行

先ホストとの TCP 接続を確立します。この接続によって、仮想マシンの構成データが移行先ホストに転送さ

れます。次の図のように、移行先ホストにスケルトン仮想マシンがセットアップされ、移行先の仮想マシンにメ

モリが割り当てられます。 

図 8: ライブ マイグレーションのセットアップ 

 

 

 メモリ ページ転送: SMB ベースのライブ マイグレーションの第 2 ステージでは、次の図のように、移行す

る仮想マシンに割り当てられたメモリがネットワーク経由で移行元のホストから移行先ホストにコピーされます。

このメモリは、移行する仮想マシンの "ワーキング セット" と呼ばれます。メモリの 1 ページは 4 KB です。 
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図 9: メモリ ページの転送 

 

たとえば、1,024 メガバイト (MB) の RAM で構成されている "Test VM" という仮想マシンを別の Hyper-

V ホストに移行するとします。その仮想マシンに割り当てられている 1,024 MB の RAM 全体が "Test 

VM" のワーキング セットに格納されます。"Test VM" ワーキング セット内のアクティブなページが、移行先

の Hyper-V ホストにコピーされます。 

"Test VM" のワーキング セットを移行先ホストにコピーするだけでなく、Hyper-V は移行元ホストで "Test 

VM" のワーキング セット内のページを監視します。"Test VM" によってメモリ ページが変更されると、その

ページが追跡され、変更されたページとしてマークされます。変更されたページの一覧は、ワーキング セット

のコピーが開始された後で "Test VM" によって変更されたメモリ ページの一覧に過ぎません。 

移行のこのフェーズでは、移行する仮想マシンは稼働し続けています。Hyper-V はメモリのコピー プロセス

を数回繰り返しますが、繰り返しごとに、コピーを必要とする変更後のページ数が減っていきます。ワーキン

グ セットが移行先ホストにコピーされたら、ライブ マイグレーションの次のステージが開始されます。 

 メモリ ページのコピー プロセス: このステージは、"Test VM" で変更された残りのメモリ ページを移行先ホ

ストに複製するメモリのコピー プロセスです。移行元ホストは、仮想マシンの CPU およびデバイスの状態を

移行先ホストに転送します。 

このステージでは、移行元ホストと移行先ホスト間で使用可能なネットワーク帯域幅によってライブ マイグ

レーションの速度が決まります。1 ギガビット イーサネット (GbE)、またはそれより高速の接続を使用するこ

とが重要です。移行する仮想マシンのワーキング セット内の変更されたページを移行元ホストから転送する

速度が速いほど、ライブ マイグレーションは短時間で完了します。 

このステージで転送されるページの数は、仮想マシンがメモリ ページにどれほど頻繁にアクセスし、ページを

変更しているかによって決まります。変更されたページが多いほど、移行先ホストにすべてのページを転送す

るのにかかる時間が長くなります。 

変更されたメモリ ページが移行先ホストにコピーされると、移行先ホストは "Test VM" の最新のワーキング 

セットを保持することになります。“Test VM” のワーキング セットが移行元ホストとまったく同じ状態で移行

先ホストに存在します。メモリ ページのコピー プロセスを次の図に示します。 

注意: 移行のこのステージより前であれば、ライブ マイグレーションのプロセスをいつでも取り消すことがで

きます。 
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図 10: 変更されたページの転送 

 

 移行元から移行先への記憶域ハンドルの移動: ライブ マイグレーションのこのステージでは、仮想ハード 

ディスク ファイルや、仮想ファイバー チャネル アダプターを使用して接続されている物理記憶域など、"Test 

VM" に関連付けられている記憶域の制御が移行先ホストに転送されます  (仮想ファイバー チャネルも 

Hyper-V の新機能です。詳細については、「Hyper-V の仮想ファイバー チャネル」を参照してください)。この

ステージを次の図に示します。 

図 11: 記憶域ハンドルの移動 

 

 移行先サーバーでの仮想マシンのオンライン化: ライブ マイグレーションのこのステージでは、移行先サー

バーが "Test VM" の最新のワーキング セットを保持しており、"Test VM" で使用されるどの記憶域にもア

クセスできます。この時点で、"Test VM" の運用が再開されます。 

 ネットワークのクリーンアップ: ライブ マイグレーションの最終ステージでは、移行された仮想マシンが移行先

サーバーで実行されています。この時点で、メッセージがネットワーク スイッチに送信されます。ネットワーク 

スイッチはこのメッセージを受信すると、"Test VM" の送受信ネットワーク トラフィックで正しいスイッチ ポー

トを使用できるように、移行された仮想マシンの新しい MAC アドレスを取得します。 

ライブ マイグレーションのプロセスは、移行される仮想マシンの TCP タイムアウト間隔より短い時間で完了

します。TCP タイムアウト間隔は、ネットワーク トポロジなどの要因によって異なります。 

シナリオ 2: Windows Server 2012 Hyper-V での "共有なし" ライブ マイグレーションの設定 

 記憶域の部分的な移行: インフラストラクチャを共有していない 2 台のコンピューター間で仮想マシンのライ

ブ マイグレーションを実行する場合、Hyper-V ではまず、次の図のように、仮想マシンの記憶域の部分的な

移行が実行されます。 
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図 12: 仮想マシン記憶域の部分的な移行 

 

 共有なしの設定: Hyper-V で実行される手順は次のとおりです。 

1. 移動処理中はほとんど、移動元の仮想ハード ディスクでディスクの読み取りと書き込みを行っています。 

2. 移動元の仮想ハード ディスクで読み取りと書き込みを行っている状態で、ディスクの内容をネットワーク

経由で移動先の新しい仮想ハード ディスクにコピーします。 

3. 最初のディスクのコピーが完了したら、ディスクの書き込みを移動元と移動先の両方の仮想ハード ディ

スクにミラー化し、未処理のディスクの変更をレプリケートします。 

4. 移動元と移動先の仮想ハード ディスクの同期が完了したら、仮想マシンのライブ マイグレーションを開

始します。その後のプロセスは、共有記憶域を使用するライブ マイグレーションの場合と同じです。 

5. ライブ マイグレーションが完了し、移動先サーバーで仮想マシンが正常に実行されたら、移動元サー

バーのファイルを削除します。 

6. 仮想マシンの記憶域の移行が完了したら、仮想マシンを移行します。その間、仮想マシンは稼働し続け、

ネットワーク サービスを継続して提供します。 

要件 

Windows Server 2012 Hyper-V におけるすべてのライブ マイグレーションの要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 2 つ以上の Hyper-V ホスト: 

o ハードウェア仮想化をサポートしているサーバー 

o 同じ製造元のプロセッサを使用しているサーバー (すべて AMD、すべて Intel など) 

 同じ Active Directory ドメインに属している Hyper-V ホスト 

 仮想ハード ディスクまたは仮想ファイバー チャネル ディスクを使用するように構成されている仮想マシン 

(パススルー ディスクなし) 

 ライブ マイグレーションのネットワーク トラフィックに使用するプライベート ネットワーク 

クラスター内のライブ マイグレーションの要件は次のとおりです。 

 Windows フェールオーバー クラスタリング機能が有効になっており、構成されていること 

 クラスター内の CSV 記憶域が有効になっていること 
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共有記憶域を使用するライブ マイグレーションの要件は次のとおりです。 

 仮想マシン上のすべてのファイル (仮想ハード ディスク、スナップショット、構成など) が SMB 3 共有に格

納されていること 

 SMB 共有のアクセス許可が、すべての Hyper-V ホストのコンピューター アカウントにアクセスを許可する

ように構成されていること 

 共有インフラストラクチャがないライブ マイグレーションには特別な要件はありません。 

まとめ 

Windows Server 2008 R2 で導入されたライブ マイグレーションによってクラウド管理の機能が大幅に強化され、

組織は、仮想マシンをシャットダウンすることなく移動できるようになりました。しかし、組織の顧客ベースが拡大

するに伴って、クラウド環境の管理はますます難しくなっています。リソースを効果的に使用するために、管理者

は、クラスター内で、あるいはクラスター間で、より頻繁に仮想マシンを移動することが要求されます。 

Windows Server 2012 における Hyper-V のライブ マイグレーション機能の強化によって、組織はライブ マイ

グレーションを実行できるだけでなく、クラスター間で、さらには記憶域を共有していないサーバーに対しても、ダ

ウンタイムなしで、多数の仮想マシンをすばやく移動できるようになりました。このような機能強化によって、データ

センターにおける仮想マシンの真に動的なモビリティが実現するため、仮想マシンを配置する際の柔軟性が大幅

に向上しています。また、管理者の効率が向上するほか、これまでクラスターの境界を越えた移行の際に発生し

ていたユーザーのダウンタイムもなくなります。移行の速度が上がることに伴う時間の節約に加えて、複数のライ

ブ マイグレーションを同時に実行できることからも時間を節約できます。 

ダウンタイムなしで仮想マシン記憶域を移動 
Windows Server 2012 より前は、仮想マシンの記憶域を移動できるのは、仮想マシンのシャットダウン中に限ら

れていました。多くの組織では、仮想マシンのワークロードの可用性に影響を及ぼすことなく記憶域を柔軟に管理

できることが重要な機能の 1 つです。IT 管理者は、記憶域サブシステムの保守、記憶域アプライアンスの

ファームウェアおよびソフトウェアのアップグレード、および負荷の分散を、記憶域容量の使用中に実行するため

に、このような柔軟性を必要としています。Windows Server 2008 R2 では、ライブ マイグレーションを使用して

仮想マシンの実行中のインスタンスを移動することはできましたが、仮想マシンの実行中に仮想マシンの記憶域

を移動することはできませんでした。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では記憶域のライブ マイグレーションが導入されており、実行中の仮想マ

シンに接続されている仮想ハード ディスクを移動できます。この機能を使用すると、記憶域のアップグレードや移

行、バックエンド記憶域の保守、または記憶域の負荷の再分散を行うために、ダウンタイムなしで、仮想ハード 

ディスクを新しい場所に転送することができます。この操作を実行するには、Hyper-V マネージャーの新しいウィ

ザードを使用するか、Windows PowerShell 用の新しい Hyper-V コマンドレットを使用します。記憶域のライブ 

マイグレーションは、記憶域ネットワーク (SAN) ベースの記憶域にもファイルベースの記憶域にも使用できます。 

技術説明 

実行中の仮想マシンの仮想ハード ディスクを移動する場合、Hyper-V では、記憶域を移動するために次の手順

が実行されます。 

1. 移動処理中のほとんどの時間では、移動元の仮想ハード ディスクでディスクの読み取りと書き込みを行って

います。 

2. 移動元の仮想ハード ディスクで読み取りと書き込みを行っている状態で、ディスクの内容を移動先の新しい

仮想ハード ディスクにコピーします。 

3. 最初のディスクのコピーが完了したら、ディスクの書き込みを移動元と移動先の両方の仮想ハード ディスク

にミラー化し、未処理のディスクの変更をレプリケートします。 

4. 移動元と移動先の仮想ハード ディスクの同期が完了したら、仮想マシンで移動先の仮想ハード ディスクが

使用されるようになります。 

5. 移動元の仮想ハード ディスクを削除します。 
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これらの手順を次の図に示します。 

図 13: 物理的な場所間の仮想ハード ディスクの移動 

 

仮想マシンをデータセンター内で動的に移動しなければならない場合があるのと同様に、記憶域の負荷分散、記

憶装置サービスなどの理由から、仮想ハード ディスクを実行するために割り当てられた記憶域を移動しなけれ

ばならない場合もあります。 

仮想マシンの記憶域を移動する理由として最も一般的なのは、Hyper-V で使用可能な物理記憶域の更新です。

また、このバージョンの Hyper-V でサポートされている、より低コストの新しい記憶域 (SMB ベースの記憶域な

ど) を利用するため、または記憶域のスループットのボトルネックによってパフォーマンスが低下した場合の対応

として、実行中に物理記憶装置間で仮想マシンの記憶域の移動が必要になることもあります。Windows Server 

2012 では、共有記憶域サブシステム上の仮想ハード ディスクも非共有記憶域上の仮想ハード ディスクも柔軟

に移動できます。ただし、両方の Hyper-V ホストから Windows Server 2012 の SMB 3 ネットワーク共有

フォルダーにアクセスできる場合に限ります。 

スタンドアロン システムまたは Hyper-V クラスターに物理記憶域を追加した後、仮想マシンを継続して実行しな

がら仮想マシンの仮想ハード ディスクを新しい物理記憶域に移動できます。 

また、記憶域の移行をライブ マイグレーションと組み合わせることで、同じ記憶域を使用していないさまざまな

サーバー上のホスト間で仮想マシンを移動することもできます。たとえば、2 台の Hyper-V サーバーがそれぞ

れ異なる記憶装置を使用するように構成されており、その 2 台のサーバー間で仮想マシンを移行する必要があ

る場合、両方のサーバーからアクセス可能なファイル サーバー上の共有フォルダーへの記憶域移行を使用した

後、サーバー間で仮想マシンを移行することができます (両方のサーバーがその共有にアクセスできるため)。ラ

イブ マイグレーションの後、別の記憶域移行を使用して、移行先のサーバーに割り当てられている記憶域に仮

想ハード ディスクを移動するか、または "共有なし" ライブ マイグレーションを使用できます。 

要件 

 記憶域のライブ マイグレーションを実行するための要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 Hyper-V サーバーの役割 

 記憶域として仮想ハード ディスクを使用するように構成されている仮想マシン 
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まとめ 

Windows Server 2012 の Hyper-V を使用すると、エンド ユーザーの生産性を妨げることなく、クラウド環境の

記憶域を、より柔軟かつ自由に管理することができます。Windows Server 2012 の Hyper-V を使用した記憶

域の移行では、仮想マシンをシャットダウンすることなく、記憶域サブシステムの保守、記憶域アプライアンスの

ファームウェアおよびソフトウェアのアップグレード、および負荷の分散を、記憶域容量の使用中に柔軟に実行で

きます。 

仮想マシンを確実にインポート 
物理ホスト間で仮想マシンをインポートする際には、互換性のないファイルなどの予期しない問題が発生することがあります。

管理者は一般に、仮想マシンを、運用上のニーズに応じて移動できる単一のスタンドアロン エンティティであると考えていま

す。しかし実際には、仮想マシンは次のような複数の要素で構成されています。 

 物理記憶域にファイルとして格納される仮想ハード ディスク 

 特殊な仮想ハード ディスク ファイルとして格納される仮想マシン スナップショット 

 ホスト固有のさまざまなデバイスの保存状態 

 仮想マシンのメモリ ファイルまたはスナップショット 

 上記の要素をまとめ、稼働中の仮想マシンに配置する仮想マシン構成ファイル 

各仮想マシンとそれに関連付けられた各スナップショットには一意な識別子が使用されます。また、仮想マシンで

は、仮想ハード ディスク ファイルの場所を示すパスなど、ホスト固有の情報を格納して使用します。Hyper-V で

は、仮想マシンを起動する際に、一連の検証チェックを行ってから起動します。仮想マシンを別のホストにイン

ポートするときには、ハードウェアが異なるなどの問題が発生する場合があります。このような問題があると、検

証チェックに失敗することがあります。その場合、仮想マシンは起動しません。 

Windows Server 2012 に用意されているインポート ウィザードを使用すると、サーバー間で仮想マシンを迅速

かつ確実にインポートできます。 

技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、40 種類を超える非互換性を検出して修正する新しいインポート 

ウィザードが導入されています。メモリ、仮想スイッチ、仮想プロセッサなどの物理ハードウェアに関連する構成を

事前に気にかける必要はありません。仮想マシンを新しいホストにインポートするときに、インポート ウィザード

の指示に従って非互換性の問題を解決することができます。 

また、仮想マシンをインポートするために、エクスポートする必要がなくなりました。仮想マシンと関連ファイルを新

しいホストにコピーし、インポート ウィザードを使用してファイルの場所を指定すればよいだけです。これで仮想マ

シンが Hyper-V に "登録" され、使用できるようになります。また、システム ドライブで障害が発生した場合に、

仮想マシンを格納しているデータ ドライブが正常に稼働していれば、仮想マシンを回復することもできます。 

新しいウィザードに加え、オートメーション (自動化) のサポートも利用できます。Windows PowerShell 用の新

しい Hyper-V モジュールには、仮想マシンをインポートするためのコマンドレットが用意されています。 

仮想マシンをインポートする場合、ウィザードでは次の手順が実行されます。 

1. 仮想マシン構成ファイルのコピーを作成します。これは、停電などによってホストで予期せず再起動を行う場

合の予防措置として作成されます。 

2. ハードウェアを検証します。仮想マシン構成ファイルの情報と新しいホストのハードウェアが比較されます。 

3. エラーの一覧を作成します。このリストでは、再構成する必要がある内容を特定し、ウィザードで次に表示さ

れるページを決定します。 

4. 関連するページを一度に 1 カテゴリ表示します。ウィザードによって非互換性が特定され、仮想マシンが新

しいホストと互換性を持つように再構成できます。 

5. 構成ファイルのコピーを削除します。ウィザードがこの作業を行った後に、仮想マシンを起動できます。 
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次の図は、インポート ウィザードのプロセスを示しています。 

図 14: 仮想マシンのインポート プロセス 

 

要件 

インポート ウィザードを使用するための要件は、次のとおりです。 

 Windows Server 2012 を実行している、Hyper-V の役割がインストールされたコンピューター 2 台。 

 ハードウェア仮想化に対応したプロセッサを搭載したコンピューター。 

 仮想マシン。 

 ローカルの Hyper-V Administrators グループに属するユーザー アカウント。 

まとめ 

新しいインポート ウィザードでは、より簡単かつ適切に仮想マシンをインポートまたはコピーできます。ウィザード

では、仮想マシンが別のホストにインポートされるときに発生する恐れがある、ハードウェアやファイルの相違など

の問題の可能性を検出して修正します。追加された安全機能として、電源異常などによりホストで予期しない再

起動が発生した場合に備えて、仮想マシン構成ファイルの一時コピーが作成されます。仮想マシンをインポートす

る Windows PowerShell コマンドレットにより、プロセスが自動化されます。 
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仮想マシンの実行中にスナップショットをマージす

る 
スナップショットは、主に、必要に応じて前の状態や時間に戻す手段として、既存の仮想マシン環境への変更をテ

ストするために使用されてきました。仮想マシンを元に戻す簡単な方法があると、問題のトラブルシューティングを

実行できるように、特定の状態や条件を作りなおす必要がある場合に非常に便利です。 

運用環境でスナップショットを使用すると便利な場合もあります。たとえば、スナップショットを使用すると、仮想マ

シンで実行中のソフトウェアに更新を適用する操作のような、運用環境の危険を伴う操作を元に戻すことができま

す。多くの組織では、新しい変更または更新のテストが成功すると、(記憶域スペースを減らして仮想マシンのディ

スクのパフォーマンスを高めるために) スナップショットを元の親ディスクにマージします。ただし、この操作により、

稼働中の仮想マシンは一時停止され、マージ中は実質的に使用できなくなります。 

Windows Server 2012 の Hyper-V のライブ マージ機能では、仮想マシンを実行したまま、現在のスナップ

ショットを元の親にマージできるようになりました。 

技術説明 

Hyper-V の仮想マシン スナップショット機能を使用すると、仮想マシンを前の状態にすばやく簡単に戻すことが

できます。スナップショット データ ファイル (読み取り専用となっている親の差分ディスクにフォークされている仮

想ハード ディスクの現在のリーフ ノード) は、.avhd ファイルとして保存されます。スナップショットを削除する場

合に、仮想マシンの実行中は、関連付けられている .avhd ディスクを削除できません。Windows Server 2012 

では、仮想マシンを実行したまま、関連付けられている .avhd ディスクを親にマージできるようになりました。 

プロセスの進行中は、I/O は小さな範囲が保留状態にされ、その範囲のデータがソースから読み込まれてマージ

先に書き込まれます。リーフがマージされたら、既にマージされた領域へのその後の書き込みは、マージ先にリダ

イレクトされます。完了したら、オンライン マージは実行中のチェーンを修正し、マージされたディスクのリンクを

解除してファイルを閉じます。 

要件 

ライブ マージ機能には、Hyper-V の役割がインストールされている Windows Server 2012 が必要です。 

まとめ 

仮想マシンのスナップショットは、実行中の仮想マシンの状態、データ、およびハードウェア構成をキャプチャしま

す。多くの組織が、更新プログラムや修正プログラムをテストするために、現在の環境でスナップショットを使用し

ています。ただし、スナップショットを親の仮想マシンにマージすると、ダウンタイムが必要になり、仮想マシンが使

用できなくなります。Windows Server 2012 Hyper-V のライブ マージ機能では、サーバーを実行しながらスナッ

プショットを仮想マシンの親にマージでき、ユーザーへの影響を最低限に抑えることができます。スナップショット

をライブ マージすると、仮想マシンをすばやく簡単に前の状態に戻すことができます。 

Hyper-V に対する新しいオートメーション サポー

トの使用 
Windows PowerShell は、Windows Server のタスクを自動化するためのスクリプト ソリューションです。ただし、

以前のバージョンの Windows Server では、付属ツールで Hyper-V 用のスクリプトを記述するには、WMI に

ついて学習する必要がありました。WMI のインターフェイスは非常に柔軟ですが、開発者向けに設計されていま

す。仮想化に関わる IT プロフェッショナルは、開発者のスキルを学習することなく多数の管理タスクを簡単に自

動化する手段を必要としています。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、Windows PowerShell 用の Hyper-V コマンドレットが 140 個以

上導入されています。 
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技術説明 

新しい Windows PowerShell 用の Hyper-V コマンドレットは IT プロフェッショナル向けに設計されており、

Hyper-V マネージャーのグラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) で利用できるタスクを実行できるほか、

Windows PowerShell コマンドレットでのみ実行可能なタスクもあります。この設計は、さまざまな点に反映され

ています。 

タスク指向のインターフェイス 

Hyper-V コマンドレットによって、IT プロフェッショナルが考えたタスクを、より簡単に実行に移すことができます。

次の表は、タスクと、対応するコマンドレット構文を示しています。 

表 3: タスクとコマンドレット構文 

タスク タスクを実行するための Windows 

PowerShell コマンド 

"test" という名前の新しい仮想マシンを作成する。 New-VM –Name Test 

すべての仮想マシンの一覧を取得する。 Get-VM 

新しい仮想ハード ディスクを  

d:¥VHDs¥test.vhd に作成する。 

New-VHD –Path D:¥VHDs¥test.vhd 

名前が "web" で始まるすべての仮想マシンを起

動する。 

Start-VM –Name web* 

"test" 仮想マシンの仮想ネットワーク アダプター

を "QA" スイッチに接続する。 

Connect-VMNetworkAdapter –VMName test –
SwitchName QA 

多くの場合に、Hyper-V 管理者が管理する必要があるのは Hyper-V だけではありません。Hyper-V コマンド

レットは他の Windows コマンドレットと同じ動詞を使用しているため、管理者が既に持っている  Windows 

PowerShell の知識を簡単に応用できます。たとえば、Windows PowerShell を使用してサービスを管理するこ

とに慣れている管理者は、次の表に示すように、Windows PowerShell と同じ動詞を使用して仮想マシンの対応

するタスクも実行できます。 
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表 4: Hyper-V コマンドレット 

タスク サービスでタスクを実行する

ためのコマンドレット 

仮想マシンでタスクを実行する

ための Hyper-V コマンドレット 

取得 Get-Service Get-VM 

構成 Set-Service Set-VM 

作成 New-Service New-VM 

開始 Start-Service Start-VM 

停止 Stop-Service Stop-VM 

再起動 Restart-Service Restart-VM 

中断 Suspend-Service Suspend-VM 

再開 Resume-Service Resume-VM 

次の表に示すように、他のコア Windows PowerShell コマンドレットでも、同様の例があります 

表 5: Windows PowerShell コマンドレット 

コア Windows PowerShell 

コマンドレット 

Hyper-V コマンドレット 

Import-Csv Import-VM 

Export-Csv Export-VM 

Enable-PSRemoting Enable-VMMigration 

Checkpoint-Computer Checkpoint-VM 

Measure-Command Measure-VM 

見つけやすい、一貫したコマンドレット名詞 

習得する必要があるコマンドレットはたくさんあります (140 以上)。Hyper-V コマンドレットの名詞を使用すると、

必要なコマンドレットを簡単に見つけられます。Hyper-V モジュールのすべてのコマンドレットは、次の表の 3 つ

の名詞プレフィックスのうちのいずれかを使用しています。 
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表 6: コマンドレットの名詞プレフィックス 

プレフィックス 目的 

VM 仮想マシンを管理するためのコマンドレット 

VHD 仮想ハード ディスク ファイルを管理するため

のコマンドレット 

VFD 仮想フロッピー ディスク ファイルを管理する

ためのコマンドレット 

要件 

新しい Hyper-V コマンドレットを使用するための要件は、次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 ハードウェア仮想化に対応したプロセッサを搭載したコンピューター。 

 Hyper-V サーバーの役割 

 管理者または Hyper-V 管理者のユーザー アカウント。 

オプションで Hyper-V コマンドレットをリモートで使用する場合は、Windows 8 が実行されているコンピューター

に Hyper-V Windows PowerShell コマンドレット機能をインストールし、管理者または Hyper-V 管理者として、

サーバーでコマンドレットを実行できます。 

まとめ 

Windows Server 2012 以前は、Hyper-V 管理タスクを自動化するには、WMI を使用してスクリプトを記述する

必要がありましたが、多くのデータセンター管理者はこのスキルを持っていなかったため、自動化は簡単ではあり

ませんでした。Windows Server 2012 には、簡単に学習できる、包括的で充実した強力な  Windows 

PowerShell コマンドレットが用意されているので、データセンター管理者は、コマンドレットを使用して、大部分の 

Hyper-V タスク (新しい仮想マシンの作成、仮想マシンのインポートとエクスポート、仮想マシンへの仮想ネット

ワーク アダプターの接続など) を簡単に自動化できます。新しいコマンドレットを使用して、基本的なそして複雑

なデータセンター タスクを簡単に自動化し、クラウド コンピューティング環境の管理オーバーヘッドを減らすこと

ができます。 
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スケール、パフォーマンス、
および密度 
このセクションでは、仮想化環境のスケール、パフォーマンス、および密度を向上させる、Windows Server 2012 

の新しい Hyper-V 機能について説明します。ここで説明する機能は次のとおりです。 

 Hyper-V によるホスト スケールおよびスケールアップ ワークロードのサポート 

 Hyper-V の動的メモリの向上 

 Hyper-V のリソース メータリング 

 新しい仮想ハード ディスク フォーマット 

 Hyper-V でのオフロード データ転送のサポート 

 データ センター ブリッジング (DCB) 

 Hyper-V の仮想ファイバー チャネル 

 Hyper-V 仮想ディスクの 4 KB ディスク セクターのサポート 

 サービスの品質 (QoS) 

Hyper-V によるホスト スケールおよびスケール

アップ ワークロードのサポート 
Windows Server 2008 R2 の Hyper-V では、最大 4 個の仮想プロセッサと 64 GB メモリを搭載する仮想マ

シンの構成がサポートされていました。しかし、ミッションクリティカルなティア 1 ビジネス アプリケーションを展開

するときに、仮想化を使用することを検討する IT 組織が増えつつあります。オンライン トランザクション処理 

(OLTP) データベースやオンライン トランザクション分析 (OLTA) ソリューションなど、規模が大きく多くのリソー

スを必要とするワークロードは、通常、16 個以上のプロセッサを搭載するシステムで実行され、大量のメモリを必

要とします。この種類のワークロードでは、より多くの仮想プロセッサと大量の仮想マシン メモリが主要な要件に

なります。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、ホストのプロセッサとメモリのサポートが大幅に拡張されています。

新しい機能には、Hyper-V ゲスト用の最大 64 個の仮想プロセッサと 1 TB のメモリのサポート、最大 64 TB 

の大きなディスク容量が可能な新しい VHDX 仮想ハード ディスク フォーマット (「新しい仮想ハード ディスク 

フォーマット」を参照)、回復力の強化があります。これらの機能を使用すれば、仮想化インフラストラクチャで大規

模かつ高パフォーマンスの仮想マシンの構成が可能になり、大幅なスケールアップが必要なワークロードをサ

ポートできます。 

技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V は、大規模なサーバー システムで実行できます。次の変更と機能により、

高パフォーマンスなスケールアップ ワークロードの仮想化をサポートします。 

 仮想化ホストのハードウェア サポートの増加 

 大規模仮想マシンのサポート 

 クラウドの高可用性の向上 

 仮想マシンの Non-Uniform Memory Access (NUMA) サポート 

 Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ネットワーキング デバイスのサポート 

次のセクションでは、これらの新機能について説明します。 
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仮想化ホストのハードウェア サポートの増加 

Windows Server 2012 の Hyper-V は、最大で ハードウェアの論理プロセッサ 320 個と 4 TB (テラバイト) 

の物理メモリを搭載するホスト システム上での実行をサポートします。これにより、非常に大規模なスケールアッ

プ サーバー システムとの互換性を実現します。 

大規模仮想マシンのサポート 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、最大 64 個の仮想プロセッサと 1 TB のメモリを搭載する仮想マシ

ンを構成できます。 

クラウドの高可用性の向上 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、64 ノードのフェールオーバー クラスター上で最大 4,000 台の仮

想マシンを実行できます。この点は、最大 16 のクラスター ノードとクラスターあたり 1,000 台の仮想マシンを

サポートしていた前バージョンから大幅に向上しています。 

下の表は、Windows Server 2008 R2 と Windows Server 2012 で使用可能なリソースを比較しています。 

表 7: Windows Server の各バージョンで使用可能なリソース 

システム リソース 最大数 向上度 

Windows 
Server 
2008 R2 

Windows 
Server 
2012 

ホスト 
ハードウェア上の 

論理プロセッサ数 

64 320 5 倍 

物理メモリ  1 TB 4 TB 4 倍 

ホスト 1 台あたりの 

仮想プロセッサ数 

512 2,048 4 倍 

仮想マシン 仮想マシン 1 台あたりの 

仮想プロセッサ数 

4 64 16 倍 

仮想マシン 1 台あたりのメモリ 64 GB 1 TB 16 倍 

サーバー 1 台あたりの 

アクティブな仮想マシン台数 

384 1,024 2.7 倍 

クラスター ノード数 16 64 4 倍 

仮想マシン数 1,000 4,000 4 倍 
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仮想マシンの NUMA サポート 

Windows Server 2012 Hyper-V は、仮想マシンの NUMA をサポートしています。NUMA は、マルチプロセッ

サ システムのコンピューター アーキテクチャです。このアーキテクチャでは、プロセッサがメモリにアクセスする

ために必要な時間は、プロセッサに対するメモリの位置によって左右されます。 

NUMA では、プロセッサはリモート メモリ (システム内の他のプロセッサに接続されているメモリ) よりもローカ

ル メモリ (プロセッサに直接接続されているメモリ) に、より高速にアクセスできます。現在のオペレーティング 

システムや、SQL Server などの高パフォーマンスのアプリケーションでは、システムの NUMA トポロジを認識

し、スレッドのスケジュールやメモリの割り当てを行うときにパフォーマンスを高めるために NUMA を考慮する最

適化が開発されています。 

仮想 NUMA トポロジを仮想マシンに適用すると、大規模な仮想マシン構成のパフォーマンスとワークロードのス

ケーラビリティを最適化できます。このために、ゲスト オペレーティング システムや SQL Server などのアプリ

ケーションは、独自の NUMA パフォーマンスの最適化を利用します。次の図のように、Hyper-V 仮想マシンに

適用される既定の仮想 NUMA トポロジは、ホストの NUMA トポロジに合わせて最適化されます。 

図 15: ゲストの NUMA トポロジは既定でホストの NUMA トポロジと一致 

 

注意: 仮想マシンが動的メモリを使用するように構成されている場合は、1 つの仮想 NUMA ノード (フラットな 

NUMA トポロジ) のみがゲストに適用されるので、実質的には仮想 NUMA のサポートは無効になります。 

SR-IOV ネットワーキング デバイスのサポート 

SR-IOV 標準は、PCI 仕様をオープンな業界標準として所有および管理する SIG (Special Interest Group) で

ある PCI-SIG によって導入されました。SR-IOV は、仮想化テクノロジに対するシステム チップセットのサポー

トと連携して動作して、割り込みと DMA を再マップし、SR-IOV 対応のデバイスを仮想マシンに直接割り当てま

す。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、SR-IOV 対応ネットワーク デバイスがサポートされており、物理

ネットワーク アダプターの SR-IOV 仮想機能を仮想マシンに直接割り当てることができます。これにより、ネット

ワーク スループットが向上し、ネットワーク待ち時間が減少し、さらに、ネットワーク トラフィックの処理に必要な

ホスト CPU のオーバーヘッドも減少します。次の図は、Hyper-V の SR-IOV サポートのアーキテクチャを示し

ています。 
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図 16: SR-IOV サポート 

 

この構成では、ネットワーク スループットが向上し、ネットワーク待ち時間が減少し、さらに、ネットワーク トラ

フィックの処理に必要なホスト CPU のオーバーヘッドも減少します。 

要件 

ホスト スケールおよびスケールアップ ワークロードのサポートを提供する新しい Hyper-V 機能を利用するため

の要件は次のとおりです。 

 Hyper-V の役割をインストールした Windows Server 2012 の 1 つ以上のインストール。Hyper-V には、

ハードウェア仮想化に対応したプロセッサを搭載したサーバーが必要です。 

 仮想マシンで構成できる仮想プロセッサの数は、物理コンピューターのプロセッサの数によって決定します。

少なくとも、仮想マシンで必要な仮想プロセッサ数と同数の論理プロセッサが仮想化ホストにある必要があり

ます。たとえば、最大 64 個の仮想プロセッサを搭載する仮想マシンを構成するには、64 個以上の論理プロ

セッサを搭載した仮想化ホストで Windows Server 2012 の Hyper-V を実行する必要があります。 

SR-IOV ネットワーキングの要件は次のとおりです。 

 SR-IOV をサポートするホスト システム (Intel VT-d2 など)。割り込みと DMA の再マップをサポートする

チップセットと、オペレーティング システムに対するプラットフォームの SR-IOV 機能の有効化および説明を

サポートする適切なファームウェアが必要です。 

 SR-IOV 対応のネットワーク アダプターとドライバー。Hyper-V の役割を実行している管理オペレーティング 

システムと、仮想機能が割り当てられている各仮想マシンの両方にこれらが必要です。 

まとめ 

Windows Server 2012 Hyper-V の新しいホスト スケールおよびスケールアップ機能では、Hyper-V ホストを

ハードウェアの論理プロセッサ 320 個と 4 テラバイト (TB) のメモリに拡張できます。ゲスト仮想マシンを 64 

個の仮想プロセッサと 1 TB のメモリに拡張でき、クラスターを 64 ノードと 4,000 台の仮想マシンに拡張でき

ます。これらの新しい機能を使用すれば、仮想化インフラストラクチャで大規模かつ高パフォーマンスの仮想マシ

ンの構成が可能になり、大幅なスケールアップが必要なワークロードをサポートできます。ホスト システムのプロ

セッサとメモリを最大限に活用するようにシステムを構成し、多くのリソースを必要とするワークロードを効率良く

処理できます。 
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Hyper-V の動的メモリの向上 
Windows Server 2008 R2 SP1 で導入された動的メモリ機能は、物理メモリの使用効率の向上に役立ちます。

動的メモリでは、メモリが、Hyper-V で、稼働中の仮想マシン間での自動再割り当てが可能な共有リソースとして

扱われます。動的メモリは、メモリの需要の変化と指定された値に基づいて、仮想マシンが使用できるメモリの量

を調整します。 

以前のバージョンの Hyper-V では、動的メモリには "起動メモリ" が含まれていました。起動メモリは、仮想マシ

ンが使用できる最低限のメモリとして定義されています。しかし、Windows は起動時に通常よりも多くのメモリを

必要とします。以前のバージョンの Hyper-V では、起動後の仮想マシンのメモリを再利用できないため、仮想マ

シンに過大なメモリが割り当てられることがあります。 

アイドル状態の仮想マシンを実行するために必要なメモリは、仮想マシンを起動するために必要なメモリよりも少

なくなります。アイドル状態の仮想マシンから使用されていないメモリを再利用すると、1 台のホストで、より多くの

仮想マシンを実行できる場合があります。このためには、最小メモリに起動メモリよりも小さな値を割り当てます。

ただし、Windows Server 2008 R2 SP1 でこのようにすると、ホストの物理メモリが不足している場合は仮想マ

シンを再起動できません。この制限は、低負荷で (夜間など) プールされている VDI 環境やサーバー統合環境

など、多くの仮想マシンがホストでアイドル状態になっている環境で大きな問題となります。 

メモリをアップグレードするには、仮想マシンをシャットダウンする必要があるので、需要の増加に合わせて仮想

マシンのメモリの最大量をアップグレードすることは管理者に共通する課題です。たとえば、SQL Server を実行

する仮想マシンがあり、最大 RAM が 8 GB で構成されているとします。そして、データベースのサイズが増え

たので、仮想マシンにさらに多くのメモリが必要になったと仮定します。Windows Server 2008 R2 SP1 では、

アップグレードを実行するには仮想マシンをシャットダウンしなくてはならないので、ダウンタイムを計画し、ビジネ

スの生産性を低下させる必要があります。Windows Server 2012 を使用すれば、仮想マシンを実行している間

にそうした変更を適用できます。 

急成長中の組織では、ワークロードが急速に増大し、多くの場合はホスト プロセッサに仮想マシンを追加する必

要があります。このような組織では、コストがかかるホスト サーバーの必要な数を最低限に抑えるために、ホスト 

サーバーに配置できる仮想マシンの数を最適化することが望まれています。Windows Server 2012 の Hyper-

V では、動的メモリが向上し、IT 管理者は仮想マシンのメモリ リソースを、より効率的に割り当てて、仮想マシン

の統合率を大幅に向上させることができます。 

技術説明 

Windows Server 2012 では、動的メモリで "最小メモリ" という新しい構成項目を使用します。最小メモリによっ

て、Hyper-V は仮想マシンの使用されていないメモリを再利用できます。これにより、特に VDI 環境では、仮想

マシンの統合数が増加します。 

Windows Server 2012 では、仮想マシンを確実に再起動できるように、Hyper-V スマート ページングも導入さ

れています。最小メモリによって仮想マシンの統合数は増えますが、問題点もあります。仮想マシンに搭載したメ

モリが起動メモリよりも少ない状態で仮想マシンが再起動された場合、Hyper-V はマシンを再起動するために追

加のメモリが必要になります。ホスト メモリの不足状況や仮想マシンの状態によっては、Hyper-V が追加のメモ

リを使用できないこともあります。このために、顧客の環境で仮想マシンの再起動が失敗することがあります。

Windows Server 2012 では、Hyper-V のスマート ページングを使用することで、最小メモリと起動メモリの差を

埋め、仮想マシンを確実に再起動できます。 

Windows Server 2012 では、Hyper-V の動的メモリの新機能により、次のことが可能になりました。 

 仮想マシンを少ない最小メモリで構成し、再起動の信頼性を高める。 

 実行中の仮想マシンの最大メモリを増やし最小メモリを減らす。 
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最小メモリ構成での確実な再起動操作 

以前のバージョンの動的メモリと同じように、仮想マシンの最小メモリを構成することができ、Hyper-V は、実行

中の仮想マシンにこの量を継続して割り当てます。Windows Server 2012 では、起動メモリより最小メモリが少

ない構成の仮想マシンを確実に再起動できるように、Hyper-V スマート ページングを使用します。 

Hyper-V スマート ページングは、仮想マシンの再起動により多くのメモリが必要になった場合に、追加の一時メ

モリとしてディスク リソースを使用するメモリ管理手法です。この方法には、長所と短所の両方があります。この

手法は、物理メモリが利用できない場合に仮想マシンの実行を維持するための信頼できる方法となります。しか

し、ディスク アクセスのスピードはメモリ アクセスのスピードよりも大幅に遅いので、仮想マシンのパフォーマンス

が低下する場合があります。 

スマート ページングによるパフォーマンスへの影響を最小限にするために、Hyper-V では次のすべての条件が

満たされている場合のみ、スマート ページングを使用します。 

 仮想マシンが再起動されている。 

 使用できる物理メモリがない。 

 ホスト上で実行されている他の仮想マシンにも、再利用できるメモリがない。 

次の場合には、Hyper-V スマート ページングは使用されません。 

 仮想マシンがオフの状態から起動されている (再起動ではない)。 

 結果的にメモリが実行中の仮想マシンの規定量を超える。 

 仮想マシンが Hyper-V クラスターでフェールオーバーしている。 

ホスト メモリに対する要求が容量を超過した場合、Hyper-V は継続して内部ゲスト ページングを使用します。な

ぜなら、内部ゲスト ページングは、Hyper-V スマート ページングよりも効果的だからです。内部ゲスト ページン

グの場合、ページング操作は、Windows メモリ  マネージャーによって仮想マシン内部で実行されます。

Windows メモリ マネージャーは、仮想マシンでのメモリ使用状況に関して Hyper-V ホストよりも多くの情報を

持っているので、ページングするメモリを選択するための、より適切な情報を Hyper-V に提供できます。この理

由から、内部ゲスト ページングでは、Hyper-V スマート ページングよりもシステムのオーバーヘッドが少なくなり

ます。 

次のページの図は、Hyper-V スマート ページングを使用して再起動された仮想マシンのメモリのマッピングを示

しています。 
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図 17: Hyper-V スマート ページング 

 

Hyper-V スマート ページングの影響をさらに減らすために、仮想マシンの起動プロセスの終了後、仮想マシン

が Hyper-V スマート ページングを使用しないように、Hyper-V はゲスト内部の動的メモリ コンポーネントと連

動して仮想マシンからメモリを削除します (このプロセスは "バルーニング" と呼ばれることもあります)。この手

法により、Hyper-V スマート ページングの使用は一時的なものになり、10 分以上続くことはないと考えられます。 

次の図は、起動プロセスの完了後に Hyper-V によって仮想マシンからメモリが削除されることを示しています。 

図 18: 仮想マシン再起動後のページ メモリの削除 

 

 

Hyper-V スマート ページングの使用方法に関しては、次の点にも注意してください。 

 Hyper-V スマート ページング ファイルは、仮想マシンで必要な場合に限り作成されます。 

 Hyper-V スマート ページング ファイルは、追加分のメモリが削除された後に削除されます。 

 もう一度再起動され、物理メモリが足りなくなるまでは、同じ仮想マシンで Hyper-V スマート ページングが再

度使用されることはありません。 
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実行時の動的メモリの構成変更 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、仮想マシンの実行中に、動的メモリの構成を次のように変更できま

す。 

 最大メモリを増やす。 

 最小メモリを減らす。 

要件 

 動的メモリの要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 Hyper-V サーバーの役割 

まとめ 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、動的メモリの向上により、Hyper-V 操作の信頼性を高め、統合数を

増加させることができます。仮想マシンをシャットダウンせずに、仮想マシンのメモリ構成を変更できます。プール

された VDI 環境などのように、アイドル状態または低負荷の仮想マシンがある場合、Hyper-V の動的メモリ追

加機能を利用して、統合数を増加させ、再起動操作の信頼性を向上させることができます。このことは、特に多く

のアイドル状態または低負荷の仮想マシンがある環境 (プールされた VDI 環境など) で、顧客のコスト削減に

つながります。実行時に動的メモリの構成を変更することで、ダウンタイムが減少し、要件の変化にすばやく対応

できるようになり、全体的な IT 生産性が向上することが期待できます。これらの新しい機能により、要件の変化

にもすばやく対応できるようになります。 

Hyper-V のリソース メータリング 
コンピューティング リソースは限られています。仮想化されている場合でも、さまざまなワークロードがどのように

リソースを利用するのかを理解する必要があります。Windows Server 2012 では、Hyper-V にリソース メータ

リングが導入されました。このテクノロジを使用すると、仮想マシンの使用に関する履歴データを追跡し、特定の

サーバーが使用したリソースを把握できます。このデータを使用して、容量計画の実行、さまざまな部署や顧客別

の使用の監視、またはワークロード実行コストを再配分するためのデータの取り込みを行うことができます。また、

この機能が提供する情報を使用して、課金ソリューションを構築し、ホスティング サービスの顧客に対しリソース

使用量に応じて適切に課金できます。 

技術説明 

このセクションでは、リソース メータリングの仕組みについて説明します。 

リソース使用のメトリック 

Windows Server 2012 では、顧客による仮想マシン リソースの使用に関する履歴データを取得するための方

法は 2 つあります。2 つの方法とは、Windows PowerShell の Hyper-V コマンドレットと、仮想化 WMI プロ

バイダーの新しい API です。 

表 8: Hyper-V メトリック 

メトリック 単位 説明 

平均 CPU 使用率 メガヘルツ (MHz) 仮想マシンが一定期間に使用した CPU 量の平均 

平均メモリ使用量 メガバイト (MB) 仮想マシンが一定期間に使用した物理メモリ量の平均 
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メトリック 単位 説明 

最小メモリ使用量 MB 一定の期間に仮想マシンに割り当てられた物理メモリの最

低量 

最大メモリ使用量 MB 一定の期間に仮想マシンに割り当てられた物理メモリの最

大量 

最大ディスク割り当て MB 一定の期間に仮想マシンに割り当てられたディスク領域容

量の最大量 

着信ネットワーク  

トラフィック 

MB 一定の期間の仮想ネットワーク アダプターに対する着信

ネットワーク トラフィックの合計 

発信ネットワーク  

トラフィック 

MB 一定の期間の仮想ネットワーク アダプターに対する発信

ネットワーク トラフィックの合計 

ネットワーク メータリング ポート ACL の使用 

企業は、データセンターで受信および送信するインターネット トラフィックに対する費用は支払いますが、データ

センター内部のネットワーク トラフィックに対する費用は支払いません。そのため、プロバイダーは通常、課金の

ためにインターネット トラフィックとイントラネット トラフィックを区別しています。プロバイダーは、インターネットと

イントラネットのトラフィックを区別するために、ネットワーク メータリング ポート ACL を使用して、任意の IP ア

ドレスの範囲の着信および発信ネットワーク トラフィックを測定できます。 

マルチテナント環境での仮想マシン使用のメータリング 

Windows Server 2012 の Hyper-V を使用すると、プロバイダーはマルチテナント環境を構築できます。この環

境では、仮想マシンは、より分離され一段と強力なセキュリティで保護された方法で複数の顧客に対応できます 

(次の図を参照)。単一の顧客が多数の仮想マシンを使用する可能性があるので、リソース使用データの集計は

困難な場合があります。しかし、Windows Server 2012 は、Hyper-V で使用できるリソース プール機能を使用

して、このタスクを簡素化します。リソース プールは、単一の顧客に属する仮想マシンのリソースを収集する論理

的なコンテナーであり、顧客の全体的なリソースの使用について単一ポイントのクエリを実行できます。 

次の図は、Windows Server 2012 の Hyper-V で構築された 2 つのテナントを持つ環境のリソース メータリン

グの例です。 
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図 19: Windows Server 2012 の Hyper-V で構築された 2 つのテナントを持つ環境 

 

次の図は、リソース メータリングの基本モデルを示しています。 

図 20: リソース使用メータリングの基本モデル 

 

このモデルでは、ホスティング プロバイダーは次の処理を行います。 

1. 顧客用の仮想マシンを作成し、仮想マシンのリソース メータリングを一度有効にします。マルチテナント環境

で、プロバイダーは各リソース プールでメータリングを有効にします。その後、仮想マシンが削除されるまで、

Hyper-V が各仮想マシンのリソースの使用を追跡します。 

2. 各チャージバック期間の終わりに、リソース使用データに対するクエリを実行し、このデータを使用して必要に

応じて顧客に課金します。 

3. 各チャージバック期間の終わりにデータはリセットされるので、Hyper-V は新しいチャージバック期間のリ

ソース使用の追跡を開始できます。 

リソース メータリングは、すべての Hyper-V 操作と連動します。Hyper-V ホスト間で仮想マシンが移動しても 

(ライブ、オフライン、記憶域移行など)、収集されるデータに影響しません。 
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要件 

Hyper-V リソース メータリング機能を使用するための要件は、次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 Hyper-V サーバーの役割 

リソース メータリングは、以下に対してはサポートされません。 

 仮想ファイバー チャネル アダプターを通してアクセスされる記憶域 

 仮想マシンに直接接続された物理ディスク (パススルー ディスクとも呼ばれる)。 

 ウェイト オフロードで構成されたネットワーク アダプター。 

注意: ネットワークのウェイト オフロードを使用すると、制限のあるハードウェア リソースが正しい仮想マシンに

動的に割り当てられます。仮想マシンはデータセンター内部で移動するので、ネットワークのウェイト オフロード

を使用して、制限のあるネットワーク ハードウェア オフロード (SR-IOV など) にアクセスできる仮想マシンの優

先順位を決定します。 

まとめ 

2012 Hyper-V のリソース メータリング機能を使用すれば、各顧客の仮想マシンの使用に関する履歴データを、

より簡単に追跡できます。プロバイダーは Hyper-V により、このテクノロジの一部であるリソース プールを通し

て、さまざまな顧客や部署が多数の仮想マシンを使用するマルチテナント環境の使用データを集計できます。こ

の機能により、容量計画を実行したり、さまざまな部署や顧客のリソース消費を監視できます。サード パーティ 

ISV は、この機能が提供するデータを使用して、より信頼性が高くコスト効率の優れた使用量ベースの課金ソ

リューションを構築できます。 

新しい仮想ハード ディスク フォーマット 
記憶域システムが進化し、仮想化エンタープライズ ワークロードがますます活用されてゆくのに従い、Windows 

Server の VHD フォーマットも進化する必要がありました。新しいフォーマットは、特に次の場合に、エンタープ

ライズ クラスのワークロードを実行するための、現在のそして将来の要件により適しています。 

 VHD のサイズが 2 TB を超える場合 

 電源障害時のダイナミック ディスク (容量可変ディスク) および差分ディスクの問題から確実に保護するため  

 セクター サイズの大きな新しい物理ディスクでのパフォーマンスの低下を防ぐため 

Windows Server 2012 の Hyper-V には、VHD フォーマットが更新されてはるかに大きな容量と優れた回復

力を提供する VHDX フォーマットが含まれています。VHDX では、最大 64 テラバイト (TB) の記憶域がサ

ポートされます。また、VHDX は、VHDX メタデータ構造に更新情報を記録することで、電源障害時のデータ破

損からさらに強力に保護し、構造上の配置を最適化することで、セクター サイズの大きな物理ディスク上のパ

フォーマンスの低下を防ぎます。 
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技術説明 

VHDX フォーマットの主な新機能は、次のとおりです。 

 最大 64 TB の仮想ハード ディスク記憶域容量をサポート。 

 VHDX メタデータ構造体に更新情報を記録することで、電源障害時のデータ破損から保護。VHDX フォー

マットに含まれる内部ログを使用して、最終的な場所に書き込まれる前に仮想ハード ディスク ファイルのメタ

データへ更新情報を取り込みます。電源障害時に最終的な宛先への書き込みが破損すると、ログから再生さ

れ、仮想ハード ディスク ファイルの一貫性が促進されます。 

 セクター サイズの大きなディスク向けの、仮想ハード ディスク フォーマットの最適な構造配置。配置されて

いない I/O がこれらのディスクに発行されると、これらの I/O を満たすために必要な Read-Modify-Write 

(読み取り-変更-書き込み) サイクルによって、付随するパフォーマンス ペナルティが発生します。フォーマット

内の構造は、配置されていない I/O が存在しないように配置されます。 

また、VHDX フォーマットは次の特徴も備えています。 

 ダイナミック ディスクや差分ディスクのブロック サイズが大きいので、ディスクはワークロードのニーズに対応

可能。 

 4 KB の論理セクターを使用する仮想ディスクにより、4 KB セクター用に設計されたアプリケーションやワー

クロードによって使用される際のパフォーマンスが向上。 

 オペレーティング システムのバージョンや適用された修正プログラムなど、記録する必要があるファイルに関

するカスタムのメタデータを保存可能。 

 データ表現の効率性 (トリム)。この結果、ファイル サイズが小さくなり、基盤の物理記憶装置は、使用されて

いないスペースを再利用できます (トリムには、パススルーまたは SCSI ディスクとトリム互換のハードウェア

が必要です)。 

次の図は、VHDX ハード ディスク フォーマットを示しています。 

図 21: VHDX ハード ディスク フォーマット 

 

上の図で分かるように、大部分の構造は大きく割り当てられ、MB 単位で配置されています。これにより、仮想

ハード ディスクに付随する配置の問題が軽減されます。VHDX フォーマットには、次の領域があります。 

 ヘッダー領域。ヘッダー領域は、ファイルの最初の領域で、ログ、ブロック割り当てテーブル (BAT)、およびメ

タデータ領域といった他の構造の位置を特定します。ヘッダー領域には 2 つのヘッダーがありますが、破損

に対する回復力を向上させるために、一度にアクティブになるのは 1 つだけです。 

 インテント ログ。インテント ログは、循環リング バッファーです。VHDX メタ構造に対する変更は、ログに書

き込まれてから、最終的な場所に書き込まれます。更新内容が実際の場所に書き込まれている間に、電源障

害で破損が発生すると、次に開いたときに、変更がログから再度適用され、VHDX ファイルは一貫した状態

に戻ります。ログは、ペイロード ブロックへの変更は追跡しないので、ペイロード ブロック内にあるデータは

保護されません。 
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 データ領域。BAT には、VHDX ファイル内のユーザー ブロックとセクター ビットマップ ブロック両方の場所

をポイントするエントリが含まれます。セクター ビットマップは、各ペイロード ブロックの前に追加されるので

はなく、独自のブロックに集約されるので、この点は、VHD フォーマットとの大きな違いです。 

 メタデータ領域。メタデータ領域には、ユーザー定義のメタデータと、ブロック サイズ、物理セクター サイズ、

および論理セクター サイズといった仮想ハード ディスク ファイルのメタデータ両方をポイントするテーブルが

格納されます。 

VHDX ファイルは、サポートしているワークロードに基づいて大きくなるので、消費するスペースが急速に大きく

なることがあります。現時点では、仮想ハード ディスク内の内容がアプリケーションによって削除される際、ゲスト 

オペレーティング システムと Hyper-V ホスト両方の Windows 記憶域スタックの制限により、この情報を仮想

ハード ディスクと物理記憶装置に送信することができなくなっています。これにより、Hyper-V 記憶域スタックは

使用されるスペースを最適化できず、基盤の記憶装置は削除されたデータによって以前使用されていたスペース

を再利用できません。 

Windows Server 2012 では、Hyper-V でマップ解除通知がサポートされるようになり、VHDX ファイル内でそ

のデータを、より効率的に表現できるようになっています。Windows Server 2012 では、Hyper-V でマップ解除

通知がサポートされるようになり、VHDX ファイル内でそのデータを、より効率的に表現できるように強化されて

います。この結果、ファイル サイズが小さくなり、基盤の物理記憶装置は使用されていないスペースを再利用で

きます。 

要件 

 VHD フォーマットの新しいバージョン VHDX を利用するための要件は、次のとおりです。 

 Windows Server 2012 または Windows 8。 

 Hyper-V サーバーの役割 

トリム機能を活用する要件は次のとおりです。 

 仮想 SCSI デバイスまたは直接接続された物理ディスクとして接続された VHDX ベースの仮想ディスク 

(パススルー ディスク)。この最適化は、ネイティブに接続された VHDX ベースの仮想ディスクでもサポートさ

れます。 

 トリム対応ハードウェア 

まとめ 

VHDX は、現在および将来のワークロードを処理するために設計されており、以前の VHD フォーマットよりも

はるかに大きな記憶域容量を持ち、発展するエンタープライズの技術的ニーズに対応します。VHDX のパフォー

マンス強化機能は、大きなワークロードをより簡単に処理できるようにして、電源障害時にデータをより強力に保

護し、ダイナミック ディスクや差分ディスクの構造的配置を最適化して、セクター サイズの大きな新しい物理ディ

スク上のパフォーマンスの低下を防ぎます。 

Hyper-V でのオフロード データ転送のサポート 
仮想ハード ディスクの重要なメンテナンス タスク (マージ、移動、圧縮など) では、大量のデータをコピーする必

要があります。記憶域ネットワーク (SAN) ベンダーは、大量のデータのコピーがほぼ即時に行われるように取り

組んでいます。こうした記憶域では、コピー オフロードと呼ばれるハードウェア機能である、ある場所から別の場

所への特定のデータ セットの移動をディスク上のシステムで指定できます。Windows Server 2012 の Hyper-

V では、SAN の革新機能であるコピー オフロードを利用して、ある場所から別の場所へ大量のデータをコピー

できます。 

可能な場合は、仮想化プラットフォームの速度は、物理ハードウェアの速度と同程度になります。オフロード デー

タ転送 (ODX) のサポートは、Windows Server 2012 の Hyper-V の記憶域スタックの機能です。ODX をオフ

ロード対応 SAN 記憶域ハードウェアと共に使用すると、Hyper-V ホストのメイン プロセッサが実際に記憶域か

ら内容を読み込んで別の記憶域に書き込まずに、記憶装置でファイル コピー操作を実行できます。 
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技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V の記憶域スタックでは、ODX 操作がサポートされているため、これらの操

作をゲスト オペレーティング システムからホスト ハードウェアに渡すことができ、ワークロードは非仮想化環境

で実行されているかのように ODX 対応記憶域を使用できます。また、Hyper-V 記憶域スタックは、ある仮想

ハード ディスクから別の仮想ハード ディスクまたは別の場所に大量のデータを移動する、ディスクのマージや記

憶域移行のメタ操作といった VHD および VHDX のメンテナンス操作でもコピー オフロード操作を発行します。 

ODX はトークンベースのメカニズムを使用して、インテリジェントな記憶域アレイ内またはアレイの間でデータの

読み書きを行います。そして、ホストを介してデータをルーティングする代わりに、ソースと宛先の間で小さなトー

クンをコピーします。このトークンは、単純に、特定の時点のデータを表します。たとえば、複数の記憶場所の間 

(記憶域アレイ内またはそれらの間) でファイルをコピーしたり、仮想マシンを移行したりするときには、仮想マシン 

ファイルを表すトークンがコピーされます。これにより、複数のサーバーを通して基になるデータをコピーする必要

がなくなります。トークンベースのコピー操作の手順は次のとおりです (図を参照)。 

1. ユーザーが、Windows エクスプローラー、コマンドライン インターフェイス、または仮想マシンの移行で、

ファイルのコピーまたは移動を開始します。 

2. Windows Server は、この転送要求を自動的に ODX に変換し (記憶域アレイでサポートされている場合)、

このデータを表すトークンを受け取ります。 

3. トークンが、転送元システムと転送先システム間でコピーされます。 

4. トークンが記憶域アレイに配信されます。 

5. 記憶域アレイは内部的にコピーを実行し、進行状態を返します。 

図 22: トークンベースのコピー操作 

 

ODX は、仮想マシン テンプレート ライブラリから新しい仮想マシンをプロビジョニングする場合や、仮想ハード 

ディスク操作がトリガーされて大きなデータ ブロックをコピーする必要がある場合 (仮想ハード ディスクのマージ、

記憶域の移行、ライブ マイグレーションなど) には、クラウド スペースで特に重要です。このようなコピー操作は、

その後オフロードを実行できる記憶装置  (オフロード対応の iSCSI、ファイバー チャネル SAN、Windows 

Server 2012 ベースのファイル サーバーなど) によって処理されて、Hyper-V ホスト プロセッサが解放され、

より多くの仮想マシン ワークロードを実行できるようになります。 
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要件 

Hyper-V で ODX をサポートするための要件は次のとおりです。 

 仮想ハード ディスク ファイルのホストを要求され、仮想 SCSI デバイスまたは直接接続された物理ディスク 

(パススルー ディスク) として仮想マシンに接続される ODX 対応ハードウェア。 

 この最適化は、ネイティブに接続された VHDX ベースの仮想ディスクでもサポートされます。 

 統合開発環境 (IDE) デバイスでは ODX がサポートされてないので、仮想 IDE に接続されている VHD 

または VHDX ベースの仮想ディスクではこの最適化はサポートされません。 

まとめ 

ODX はメインのプロセッサを解放して仮想マシンのワークロードを処理し、仮想マシンが記憶域との間で読み書

きを実行するときに、ネイティブ同様のパフォーマンスを実現します。 

ODX には、機能レベルで次のような利点があります。 

 大量のデータをコピーに必要な時間が大幅に短縮 

 プロセッサ時間を使用しないコピー操作 

 仮想化されていない環境と同様に効率良く動作する仮想化ワークロード 

このすべてによって、大量のデータをコピーする必要がある仮想ハード ディスクの重要なメンテナンス タスク 

(マージ、移動、圧縮など) を、プロセッサ時間を使用しないで可能なかぎりすばやく実行できます。Hyper-V 記

憶域スタックで ODX サポートを有効にすると、サポートがない場合と比べて、操作に要する時間がごくわずかで

済みます。 

データ センター ブリッジング 
個々の分離したネットワーク接続、ライブ マイグレーション、および管理トラフィックにより、ネットワーク スイッチ

やその他のネットワーク インフラストラクチャの管理は難しくなります。データセンターが進化するに従い、IT 組

織では、これらの問題の解決を支援するために、ネットワークの一部の最新技術に注目しています。たとえば、10 

GigE ネットワークを導入すると、ネットワーク、記憶域、ライブ マイグレーション、および管理トラフィックを単一の

接続で処理できる統合型ネットワークがサポートされ、IT 管理要件とコストを減らすことができます。 

データ センター ブリッジング (DCB) は、イーサネット LAN をデータセンター環境で使用するための機能強化

です。これらの強化は、さまざまなネットワーク形式を統合型ネットワーク アダプター (CNA) と呼ばれる 1 つ

のテクノロジに統合します。仮想化環境で、Windows Server 2012 の Hyper-V は DCB 対応ハードウェアを

利用して、単一のネットワーク アダプターで、さまざまな種類のネットワーク トラフィックを、それぞれの最大の

サービス レベルに統合します。 

技術説明 

DCB 対応の 10 GigE ネットワーク アダプターのサポートは、Windows Server 2012 の新しいサービスの品

質 (QoS) 帯域幅管理機能の 1 つです。これによって、ホスティング プロバイダーと企業は、Hyper-V サー

バー上の仮想マシンに予測可能なネットワーク パフォーマンスを実現するサービスを提供できます。このホワイ

ト ペーパーの「サービスの品質 (QoS)」を参照してください。 

DCB は、ネットワーク アダプターの DCB サポートを利用するネットワーク トラフィックを分類して発送し、トラ

フィックのフローを大幅に削減するハードウェアのメカニズムです。これは、ネットワーク、記憶域、管理、ライブ マ

イグレーション トラフィックなどのさまざまな種類のトラフィックを統合します。しかし、ネットワーク スタック以外か

ら送信されたネットワーク トラフィックも分類できます。 

典型的なシナリオでは、iSCSI オフロードをサポートする CNA を使用します。この場合、iSCSI トラフィックは

ネットワーク スタックをバイパスして、CNA により直接フレーム化され、送信されます。このようにしてオフロード

されたトラフィックは、ネットワーク スタックのパケット スケジューラによって処理されることはないため、DCB は

最小帯域幅を強制するための唯一の選択肢となります。 
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要件 

Hyper-V 環境で DCB を活用するための要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 Hyper-V の役割 

 DCB 対応のネットワーク アダプター 

まとめ 

最新の DCB 革新技術を活用する機能によって、ユーザーがネットワーク、記憶域、管理、およびライブ マイグ

レーション トラフィックを統合できるほか、それぞれの顧客に仮想化環境で必要な QoS を確実に提供できます。

また、この方法では、割り当てがソフトウェアによって制御されて一段と柔軟かつ簡単に変更できるので、必要に

応じてさまざまなトラフィック フローへの割り当てを、より簡単に変更できます。これにより、コストを削減でき、

データセンターの個々の接続を、より簡単に管理できます。 

Hyper-V の仮想ファイバー チャネル 
仮想化されたワークロードは、既存の記憶域アレイに問題なく接続できる必要があります。記憶域への増加する

要件に対処するために、多くの組織がファイバー チャネル SAN に投資し、データセンターで展開しています。

多くの場合に、このような顧客は Hyper-V ホストのみから記憶域にアクセスして使用するのではなく、仮想マシ

ン内からこの記憶域を使用したいと考えています。 

Hyper-V の仮想ファイバー チャネルは Windows Server 2012 の新機能で、ゲスト オペレーティング システ

ム内にファイバー チャネル ポートを提供することで、仮想マシン内からファイバー チャネルへの直接接続を可

能にします。 

技術説明 

仮想ファイバー チャネルを使用すると、仮想マシンをファイバー チャネルベースの記憶域に直接接続でき、仮想

マシン上で実行されるゲスト オペレーティング システムに仮想ファイバー チャネルのホスト バス アダプター 

(HBA) ポートを提供できます。仮想ファイバー チャネルの主な機能は次のとおりです。 

 SAN への直接アクセス 

 Windows ソフトウェアの仮想ハード ディスク スタックへのハードウェア ベースの I/O パス 

 ライブ マイグレーション 

 N ポート ID 仮想化 (NPIV) 

 複数のファイバー チャネル ポートによって異なる SAN に単一の Hyper-V ホストを接続 

 1 台の仮想マシンで最大 4 個の仮想ファイバー チャネル アダプター 

 記憶域への高可用接続を保証するマルチパス I/O (MPIO) 

これらの機能について、次のセクションで説明します。 

SAN への直接アクセス 

Hyper-V の仮想ファイバー  チャネルでは、仮想マシンに関連付けられている標準的なワールド  ワイド名 

(WWN) を使用して、ゲスト オペレーティング システムから SAN に直接アクセスできます。Hyper-V では、

ファイバー チャネル SAN を使用して、SAN 論理ユニット番号 (LUN) に直接アクセスする必要があるワーク

ロードを仮想化できます。また、ファイバー チャネル SAN を使用すると、共有ファイバー チャネル記憶域に接

続されている仮想マシンのゲスト オペレーティング システム内で Windows フェールオーバー クラスタリング

機能を実行するなど、新しいシナリオも実現できます。 
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Windows ソフトウェアの仮想ハード ディスク スタックへのハードウェアベースの I/O パス 

ミッドレンジおよびハイエンドの記憶域アレイでは、特定の管理タスクをホストから SAN にオフロードするために

役立つ高度な記憶域機能を使用できます。仮想ファイバー チャネルは、Windows ソフトウェアの仮想ハード 

ディスク スタックへのハードウェアベースの代替 I/O パスを提供します。このパスを使用することで、SAN の高

度な機能を Hyper-V 仮想マシン内から直接使用できます。たとえば、Hyper-V ユーザーは Hyper-V 仮想マ

シン内からハードウェアのボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) プロバイダーを使用するだけで、記憶域

機能 (LUN のスナップショットの作成など) を SAN ハードウェアにオフロードできます。 

ライブ マイグレーション 

ファイバー チャネル接続を維持したまま、Hyper-V ホスト間での仮想マシンのライブ マイグレーションをサポー

トするために、仮想ファイバー チャネル アダプターごとに 2 つの WWN (セット A とセット B) が構成されま

す。Hyper-V によって、ライブ マイグレーション中にセット A とセット B の WWN アドレスが 自動的に切り替

わります。これにより、すべての LUN を移行前の移行先ホストで使用でき、移行中にダウンタイムが発生しませ

ん。次の図は、ファイバー チャネル接続を維持するライブ マイグレーション プロセスを示しています。 

図 23: ライブ マイグレーション中の WWN アドレスの切り替え 

 

N ポート ID 仮想化 (NPIV) 

NPIV は、複数の N ポート ID が 1 つの物理 N ポートを共有できるファイバー チャネル機能です。これによ

り、複数のファイバー チャネル イニシエーターが 1 つの物理ポートを占有でき、特に仮想 SAN が必要な場

合に、SAN 設計のハードウェア要件を軽減できます。Hyper-V ゲストの仮想ファイバー チャネルは、NPIV 

(T11 標準) を使用して、ホストの物理ファイバー チャネル ポートの上に複数の NPIV ポートを作成します。仮

想マシン内に仮想 HBA が作成されるたびに、ホストに新しい NPIV ポートが作成されます。ホスト上の仮想マ

シンが実行を停止すると、NPIV ポートは削除されます。 

複数のファイバー チャネル ポートによってさまざまな SAN に単一の Hyper-V ホストを接続 

Hyper-V を使用すると、ホストに仮想 SAN を定義して、複数のファイバー チャネル ポートを経由して単一の 

Hyper-V ホストをさまざまな SAN に接続するシナリオに対応できます。仮想 SAN は、同じ物理 SAN に接

続されている物理ファイバー チャネル ポートの名前付きグループを定義します。たとえば、Hyper-V ホストが 2 

つの SAN (運用 SAN とテスト SAN) に接続されているとします。ホストは、2 つの物理ファイバー チャネル 

ポートを経由して各 SAN に接続されています。この例では、2 つの仮想 SAN を構成します。1 つは "運用 

SAN" という名前で、2 つの物理ファイバー チャネル ポートが運用 SAN に接続されています。もう 1 つは "

テスト SAN" という名前で、2 つの物理ファイバー チャネル ポートがテスト SAN に接続されています。同じ方

法で、単一の記憶域ターゲットへの異なる 2 つのパスに名前を付けることができます。 
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1 台の仮想マシンで最大 4 個の仮想ファイバー チャネル アダプター 

仮想マシンに最大 4 個の仮想ファイバー チャネル アダプターを構成し、それぞれを仮想 SAN と関連付ける

ことができます。各仮想ファイバー チャネル アダプターは、ライブ マイグレーションをサポートするために、1 つ

または 2 つの WWN アドレスに関連付けられます。各 WWN アドレスは自動または手動で設定できます。 

MPIO 機能 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、Microsoft MultiPath I/O (MPIO) 機能を使用して、仮想マシン内か

らファイバー チャネル記憶域への最適な接続を提供できます。MPIO 機能をファイバー チャネルで使用するに

は、次の方法があります。 

 MPIO を使用するワークロードを仮想化します。仮想マシンに複数のファイバー チャネル ポートを取り付け、

MPIO を使用して、ホストからアクセスできる LUN への高可用接続を提供します。 

 仮想マシン内に複数の仮想ファイバー チャネル アダプターを構成し、仮想マシンのゲスト オペレーティング 

システム内にある MPIO の個別コピーを使用して、仮想マシンからアクセス可能な LUN に接続します。こ

の構成は、ホストの MPIO セットアップと共存できます。 

 ホストまたは各仮想マシンにさまざまなデバイス固有モジュール (DSM) を使用します。この方法では、DSM 

およびホスト間の接続の構成や、既存のサーバー構成および DSM との互換性といった、仮想マシン構成の

移行を実行できます。 

要件 

Hyper-V の仮想ファイバー チャネル機能を使用するための要件は次のとおりです。 

 Hyper-V の役割をインストールした Windows Server 2012 の 1 つ以上のインストール。Hyper-V には、

ハードウェア仮想化に対応したプロセッサを搭載したコンピューターが必要です。 

 仮想ファイバー チャネルをサポートする最新の HBA ドライバーがそれぞれに組み込まれた 1 つ以上の

ファイバー チャネル HBA を備えたコンピューター。使用する HBA が仮想ファイバー チャネルをサポート

しているかどうかは HBA ベンダーに確認してください。 

 仮想ファイバー チャネル アダプターを使用するように構成された仮想マシン。ゲスト オペレーティング シス

テムとして、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 を使用す

る必要があります。 

 データ LUN 専用の接続。LUN に接続された仮想ファイバー チャネルを経由してアクセスする記憶域は、

再起動メディアとして使用できません。 

まとめ 

仮想ファイバー チャネルを使用すると、Hyper-V ホストだけから記憶域にアクセスして使用するのではなく、仮

想マシンからファイバー チャネル SAN データにアクセスして使用できます。Hyper-V ゲストのファイバー チャ

ネルのサポートには、NPIV、仮想 SAN、ライブ マイグレーション、および MPIO といった多数の関連機能のサ

ポートも含まれています。この機能により、ファイバー チャネルへの投資を保護し、ファイバー チャネル記憶域

に直接アクセスするワークロードを仮想化できます。また、ゲスト オペレーティング システムをファイバー チャネ

ル経由でクラスター化でき、仮想化インフラストラクチャでホストされるサーバーに重要な新しい記憶域オプション

が提供されます。 



 Windows Server 2012: サーバー仮想化 55 

Hyper-V 仮想ディスクでの 4 KB ディスク セク

ターのサポート 
記憶域の密度と信頼性の向上が要因の 1 つとなって、データ記憶域業界では、ハード ディスク ドライブの物理

フォーマットが 512 バイト セクターから 4,096 バイト セクター (4K または 4 KB セクターとも呼ばれます) 

に移行しています。しかし、ほとんどのソフトウェアは、512 バイト長のディスク セクターを使用しています。セク

ター サイズが変わると、多くのアプリケーションで大きな互換性の問題が発生します。この影響を最小限に抑え

るために、ハード ドライブ ベンダーは暫定的な "512 バイト エミュレーション ドライブ" ("512e" とも呼ばれま

す) を導入しています。これらのドライブでは、4 KB ネイティブ ドライブの利点 (フォーマット効率の向上、エラー

訂正コード (ECC) のスキームの強化など) を利用できる一方で、ディスク インターフェイスで 4 KB セクター 

サイズを公開する場合よりも互換性の問題が起きにくくなっています。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、“512e” および 4 KB ディスク セクターをサポートしています。 

技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、増加する記憶域の要件に対応するために今後数年間で業界が移

行すると考えられる仮想ディスクの 4,096 バイト セクター (4 KB ディスク セクター) 標準のサポートが導入さ

れています。また、Windows Server 2012 の Hyper-V は、暫定的な標準である 512 バイトのエミュレーション 

ドライブ (512 バイト エミュレーションまたは 512e) のパフォーマンスを向上させることもできます。4 KB ディス

ク セクターと 512e をサポートすることで、仮想化インフラストラクチャは、記憶域の業界最新技術に対応できま

す。 

512e ディスクの仮想ハード ディスクの向上したパフォーマンスのサポート 

512e ディスクで実行できる書き込みは、物理セクター単位に限られます。つまり、発行された 512 バイト セク

ターの書き込みを直接書き込むことはできません。この書き込みを可能にするためのディスク内部のプロセスは、

次の手順で実行されます。 

1. ディスクは 4 KB の物理セクターを内部キャッシュに読み取ります。このキャッシュには、書き込みで参照さ

れている 512 バイトの論理セクターが含まれています。 

2. 4 KB のバッファーのデータは、更新された 512 バイト セクターを含むように変更されます。 

3. 更新された 4 KB のバッファーが、ディスクの物理セクターに書き戻されます。 

このプロセスは RMW (Read-Modify-Write) と呼ばれます。この RMW プロセスは、次の理由で仮想ハード 

ディスクのパフォーマンスを低下させます。 

 ダイナミック ディスク (容量可変ディスク) および差分仮想ハード ディスクには、データ ペイロードの前に 

512 バイトのセクター ビットマップがあります。また、フッター/ヘッダー/親ロケーターのすべてが 512 バイト 

セクターに配置されます。一般的に、仮想ハード ディスク ドライブは、これらの構造を更新するために 512 

バイトの書き込みを発行し、その結果前述の RMW 動作が行われることになります。 

 アプリケーションでは、一般的に、読み取りと書き込みが 4 KB (NTFS の既定のクラスター サイズ) の倍数

のサイズで発行されます。ダイナミック ディスクおよび差分仮想ハードディスクのデータ ペイロード ブロック

の前に 512 バイトのセクター ビットマップがあるので、4 KB のブロックは 4 KB の物理境界に配置されま

せん (次の図を参照)。 

図 24: 仮想ハード ディスクの 4 KB ブロック (青色) は物理 4 KB 境界に配置されない 
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ペイロード データを更新するための、現在のパーサーによって発行される 4 KB の書き込みごとに、ディスクの 

2 つのブロックの 2 つの読み取りが行われ、それらが更新されてから、2 つのディスク ブロックに書き戻される

ことになります。 

ワークロードにおける RMW プロセスの全体的なパフォーマンスに対する影響は、通常、30% ～ 80% に達し、

それ以上になることもありました。 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、前述の構造を VHD フォーマットの 4 KB 境界に配置されるように

準備することによって、仮想ハード ディスク スタックに対する 512e ディスクのパフォーマンス低下の影響を緩

和しています。こうすることで、仮想ハード ディスク ファイル内のデータにアクセスする場合と仮想ハード ディス

ク メタデータ構造を更新する場合に RMW の影響を避けることができます。 

ネイティブ 4 KB ディスクでの仮想ハード ディスクのホストのサポート 

Windows Server 2012 の Hyper-V では、ソフトウェア RMW アルゴリズムを仮想ハード ディスク レイヤーに

実装することで、4 KB ディスク上に仮想ハード ディスクを格納できます。このアルゴリズムは 512 バイトのアク

セスおよび更新要求を、対応する 4 KB のアクセスおよび更新要求に変換します。 

要件 

Hyper-V による 4 KB ディスク セクターのサポートを使用する要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 512e またはネイティブ 4 KB フォーマットを使用する物理ハード ディスク ドライブ 

まとめ 

記憶域業界では、容量と信頼性を向上させるために、4 KB 物理フォーマット ドライブの導入を進めています。

Windows Server 2012 の Hyper-V は、512e ディスク上の仮想ハード ディスクのパフォーマンスを向上させ、

ネイティブ 4 KB ディスク上で仮想ハード ディスクのホストをサポートすることで、記憶域ハードウェアの最新技

術の利用を可能にしています。Windows Server 2012 の Hyper-V では、4 KB のディスク セクターがサポー

トされ、仮想ハード ディスク スタックに対する 512e ディスクのパフォーマンスの影響が緩和されているので、

ワークロードによるディスク作業をさらにすばやく完了できます。 

サービスの品質 (QoS) 
多くの場合、パブリック クラウドのホスティング プロバイダーと大企業は、Hyper-V サーバー上で複数のアプリ

ケーション サーバーを実行する必要があります。Hyper-V サーバー上で顧客をホストするホスティング プロバ

イダーは、SLA に基づいたパフォーマンスを提供する必要があります。企業は、アプリケーション サーバーそれ

ぞれが予測可能なパフォーマンスを発揮するという確信を持って、Hyper-V サーバー上で複数のアプリケーショ

ン サーバーを実行したいと望んでいます 

さらに、ほとんどのホスティング プロバイダーと企業は、記憶域やライブ マイグレーションなどの特定の種類の

ワークロードに専用のネットワーク アダプターと専用のネットワークを使用して、Hyper-V サーバー上でネット

ワーク パフォーマンスを分離しています。この方法は、1 GbE のネットワーク アダプターでは有効ですが、10 

GigE のネットワーク アダプターを使用したり使用する計画を立てている場合には現実的ではなくなります。 

多くの展開では、1 つまたは 2 つの 10 GigE ネットワーク アダプターで Hyper-V サーバー上のすべての

ワークロードに十分な帯域幅を提供できます。ただし、10 GigE のネットワーク アダプターとスイッチは、1 GbE 

のものに比べ、はるかに多くのコストがかかります。10 GigE ハードウェアを最適化するには、Hyper-V サー

バーに帯域幅を管理する新しい機能が必要です。 

Windows Server 2012 では、仮想マシンまたはサービスに最小帯域幅を割り当てる機能を導入することで、

QoS の能力が拡張されています。この機能は、顧客に最小ネットワーク帯域幅を保証する SLA 条項を遵守す

る必要があるホスティング企業には重要です。共有されるハードウェアで仮想化されたサーバー ワークロードを

実行する場合に予測可能なネットワーク パフォーマンスが必要な企業にとっても、同様に重要です。 
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技術説明 

Windows Server 2008 R2 では、QoS で最大帯域幅の強制がサポートされています。これはレート制限と呼ば

れます。Hyper-V が実行されている一般的なサーバーで、1 つの 10 GigE ネットワーク アダプターを次の 4 

種類のネットワーク トラフィックが共有している例を考えてみましょう。 

1. 仮想マシンと、別のサーバーにあるリソースの間のトラフィック 

2. 記憶域との間でやりとりされるトラフィック 

3. Hyper-V が実行されているサーバーどうしでやりとりされる、仮想マシンのライブ マイグレーション用トラ

フィック 

4. CSV との間でやりとりされるトラフィック (クラスター内のノード間の相互通信) 

仮想マシンのデータ伝送レートが 3 ギガビット/秒 (3 Gbps) に制限されている場合、帯域幅の残りの 7 Gbps 

が他の種類のネットワーク トラフィックにより使用されていないとしても、仮想マシンのデータ スループットの合

計が 3 Gbps を超えることはできません。ただし、これは、他の種類のトラフィックの最大帯域幅の定義によって

は、他の種類のトラフィックにより、仮想マシン データが実際に使用できる帯域幅の量が許容できないレベルに

まで下がる可能性があることも意味します。 

最小帯域幅の導入 

Windows Server 2012 の QoS では、新しい帯域幅管理機能である最小帯域幅が導入されています。帯域幅

キャップ (上限設定) である最大帯域幅とは異なり、最小帯域幅は帯域幅フロア (下限設定) です。これにより、

特定の種類のトラフィックに特定の量の帯域幅が割り当てられます。次の図は、T1、T2、および T3 という 3 つ

の期間で、4 種類のネットワーク トラフィック フローそれぞれに対して最小帯域幅がどのように機能するかを示

しています。 

図 25: 各種サービスへの最小帯域幅の割り当て 

 

左の図は、特定の種類のネットワーク トラフィック フローが必要とする帯域幅の最小量の構成を示しています。

たとえば、記憶域は常時、帯域幅の少なくとも 40% (10 GigE 用ネットワーク アダプターの場合は 4 Gbps) が

割り当てられるように構成されています。右の図は、T1、T2、および T3 の期間に、各種類のネットワーク トラ

フィックに実際に割り当てられる帯域幅の量を示しています。この例では、記憶域は期間 T1 では 5 Gbps、T2 

では 4 Gbps、T3 では 6 Gbps で実際に送信されます。 

最小帯域幅の特性をまとめると次のようになります。 

 輻輳時に必要なネットワーク帯域幅が、利用可能な帯域幅を超えた場合 (図の期間 T2)、最小帯域幅により、

各種類のネットワーク トラフィックには割り当てられた帯域幅までの量が確実に割り当てられます。最小帯域
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幅が別名、"フェア シェア (公正な共有)" と呼ばれているのはこのためです。さまざまな種類のネットワーク 

トラフィックを 1 つのネットワーク アダプターに統合するには、この特性が欠かせません。 

 輻輳が発生していない場合、つまり、すべてのネットワーク トラフィックに対応できるだけの十分な帯域幅が

ある場合 (期間 T1 や T3 の場合)、各種類のネットワーク トラフィックは割り当てを上回って、利用できる

限りいくらでも帯域幅を消費できます。このため、利用可能な帯域幅の使用という面では、最大帯域幅よりも

最小帯域幅の方が優れています。 

相対的な最小帯域幅 

仮想マシン内のワークロードの重要度が相対的な場合は、相対的な最小帯域幅を使用して、各仮想マシンに重

みを割り当て、より重要な仮想マシンに高い重みを割り当てることができます。Hyper-V 拡張スイッチに接続され

ている仮想マシンのすべての重みの合計で仮想マシンの重みを割ることにより、仮想マシンに割り当てる帯域幅

の割合を決定します。次の図は、相対的な最小帯域幅を示しています。 

図 26: 相対的な最小帯域幅 

 

厳密な最小帯域幅 

正確な帯域幅を割り当てる必要がある場合は、Hyper-V 拡張スイッチに接続されている各仮想マシンに正確な

帯域幅の割り当てを行う厳密な最小帯域幅を使用する必要があります。 

図 27: 厳密な最小帯域幅 

 

最小帯域幅のメカニズム 

Windows Server 2012 には、最小帯域幅を強制するために、次の 2 種類のメカニズムが用意されています。1 

つは ソフトウェアを使用する方法 (Windows で新しく機能強化されたパケット スケジューラから)、もう 1 つは 

DCB をサポートするネットワーク アダプターを使用する方法です。どちらの場合も、まず、ネットワーク トラフィッ

クを分類する必要があります。Windows は、パケット自体を分類するか、または分類するようにネットワーク ア

ダプターに命令します。分類の結果、多数のトラフィック フローが Windows に存在することになり、1 つのパ

ケットは 1 つのフローのみに属するようになります。 

たとえば、トラフィック フローには、ライブ マイグレーション接続、サーバーとクライアント コンピューターの間の

ファイル転送、リモート デスクトップ接続などがあります。Windows のパケット スケジューラやネットワーク アダ

プターは、帯域幅ポリシーの構成方法に基づいて、そのトラフィック フローに対して構成されている最小帯域幅以

上の伝送レートでパケットを発送します。 
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この 2 つのメカニズムにはそれぞれ利点と欠点があります。 

 Windows Server 2012 の新しいパケット スケジューラ上に構築されるソフトウェア ソリューションは、非常に

細かい分類を提供します。多くのトラフィック フローが最小帯域幅の強制を必要とする場合は、これが唯一実

行可能な選択肢となります。典型的な例は、各仮想マシンがトラフィック フローとして分類される、多数の仮想

マシンをホストする Hyper-V を実行するサーバーです。 

 ネットワーク アダプター上の DCB サポートに依存するハードウェア ソリューションでは、サポートされるトラ

フィック フローの数が少なくなります。ただし、分類できるのは、ネットワーク スタック以外から送信されたトラ

フィックです。典型的なシナリオは、iSCSI オフロードをサポートする CNA を使用するもので、この場合、

iSCSI トラフィックはネットワーク スタックをバイパスして、CNA により直接フレーム化され、送信されます。

このようにしてオフロードされたトラフィックは、ネットワーク スタックのパケット スケジューラにより処理される

ことはないため、DCB が最小帯域幅を強制する唯一の選択肢となります。 

同じサーバーで、これらのメカニズムの両方を採用することができます。たとえば、Hyper-V を実行しているサー

バーに 2 つの物理ネットワーク アダプターがあり、1 つは仮想スイッチにバインドされて仮想マシン データを供

給し、もう 1 つはホスト サーバーの残りのトラフィックを供給しているとします。この場合、Hyper-V でソフトウェ

アベースの最小帯域幅を有効にすると、仮想マシン間で帯域幅のフェア シェア (公正な共有) を確保することが

できます。また、2 つ目のネットワーク アダプターでハードウェアベースの最小帯域幅を有効にすると、ホスト 

サーバーからのさまざまな種類のネットワーク トラフィック間で帯域幅のフェア シェアを確保することができます。 

特定の種類のネットワーク トラフィックで、同時に両方のメカニズムを有効にすることは推奨されません。しかし、

たとえば、ライブ マイグレーションと記憶域のトラフィックが、Hyper-V を実行しているサーバーで 2 つ目のネッ

トワーク アダプターを使用するように構成されている場合を考えます。このとき、DCB を使用してライブ マイグ

レーションと記憶域のトラフィックの帯域幅を割り当てるようにこのネットワーク アダプターが既に構成されている

場合は、Windows のパケット スケジューラで同じ内容の構成を行わないでください。逆の場合も同様です。 

QoS の構成と管理 

Windows Server 2012 では、Windows PowerShell を使用して QoS ポリシーおよび設定を動的に管理しま

す。新しい QoS コマンドレットは、Windows Server 2008 R2 で使用可能な最大帯域幅や優先順位のタグ付け

などの QoS 機能と、Windows Server 2012 で使用可能な最小帯域幅などの新機能を両方サポートしていま

す。 

要件 

最小 QoS は、次の 2 つの方法を使用して強制することができます。 

 1 つ目の方法は、Windows Server 2012 組み込みのソフトウェアを使用する方法です。この場合、他の要

件はありません。 

 2 つ目の方法は、ハードウェア経由の方法です。この場合は、DCB に対応するネットワーク アダプターが必

要です。 

ハードウェアによる最小帯域幅では、DCB に対応するネットワーク アダプターを使用する必要があります。また、

ネットワーク アダプターのミニポート ドライバーは NDIS QoS API を実装している必要があります。ネットワー

ク  アダプターは  Windows Server 2012 用に作成された  NDIS QoS ロゴ  テストに合格するために、

Enhanced Transmission Selection (ETS) および Priority-Based Flow Control (PFC) をサポートする必要が

あります。ロゴには  Explicit Congestion Notification (ECN) は必要ありません。 IEEE の  Enhanced 

Transmission Selection (ETS) 仕様には、ネットワーク アダプターとスイッチが DCB 構成をやりとりできるよう

にするための Data Center Bridging Exchange (DCBX) というソフトウェア プロトコルが含まれています。

DCBX もロゴに必須ではありません。 

Windows Server 2012 を仮想マシンとして実行しているときに QoS を有効化することはお勧めしません。 

パケット スケジューラによって強制される最小帯域幅は、1 GbE または 10 GigE ネットワーク アダプターで最

適に動作します。 
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まとめ 

仮想化環境でのパフォーマンスの向上を支援するため、Windows Server 2012 では、新しい QoS 帯域幅管

理機能が導入され、仮想マシンまたはサービスに最小帯域幅を割り当てることができるようになりました。これで、

ホスティング プロバイダーと企業は、Hyper-V サーバー上の仮想マシンの数を最適化し、予想どおりに動作す

るという安心感を得ることができます。 

高可用性 
このセクションでは、ミッション  クリティカルなワークロードの高可用性を新しく効率的な方法で提供する 

Windows Server 2012 の Hyper-V の新機能について説明します。ここで説明する機能は次のとおりです。 

 増分バックアップ 

 Hyper-V レプリカ 

 Hyper-V クラスタリングの強化 

 NIC チーミング 

増分バックアップ 
Windows Server 2012 以前では、データをバックアップするには、フル ファイル バックアップが必要でした。つ

まり、オフラインで仮想マシンとスナップショットのフラット ファイルをバックアップするか、あるいは Windows 

Server またはサード パーティのツールを使用して、通常のオペレーティング システムとデータのバックアップで

仮想マシン自体をバックアップする必要がありました。Windows Server 2012 では、仮想マシンの実行中に仮想

ハード ディスクの増分バックアップを実行できるようになりました。 

技術説明 

仮想ハードディスクの増分バックアップを使用すると、バックアップ操作を、よりすばやく簡単に実行でき、ネット

ワーク帯域幅とディスク領域を節約できます。バックアップは VSS 対応なので、ホスティング プロバイダーは、

Hyper-V 環境のバックアップを実行し、テナントの仮想マシンを効率的にバックアップし、仮想マシン内部にバッ

クアップ エージェントがなくても顧客に追加サービスを提供できます。 

増分バックアップは、バックアップ ソフトウェアを使用して、各仮想マシンで個別に有効にできます。Windows 

Server 2012 は、"回復スナップショット" を使用して、バックアップ間の差分を追跡します。これらのスナップ

ショットは通常の仮想マシンのスナップショットとほぼ同じですが、Hyper-V ソフトウェアによって直接管理されま

す。増分バックアップのたびに、差分だけがバックアップされます (次の図の青の部分)。 
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図 28: 仮想ハードディスクの増分バックアップの例 

 

上の図は、1 つの仮想ハード ディスクを持つ仮想マシンの増分バックアップを示しています。3 日 (日曜日、月

曜日、火曜日) のバックアップの後、金曜日に復元されています。上の図の例の次の点に注目してください。 

 変更の追跡を有効にするためには、増分バックアップを使用するように仮想マシンを構成する必要があります。

さらに、増分バックアップを有効にした後にフル バックアップを実行する必要があります (日曜日を参照)。 

 増分バックアップの間に、仮想マシンは 2 つのレベルの回復スナップ ショットを簡潔に作成します。バック

アップ プロセスの最後に、基になっている仮想ハード ディスクに前の回復スナップショットをマージします。 

 仮想マシンの構成 XML ファイルは、非常に小さく、頻繁にバックアップされます。簡潔にするために、これら

は上の図には示されていません。 

要件 

仮想ハード ディスクの増分バックアップを使用するには、Windows Server 2012 と Hyper-V の役割が必要で

す。 

まとめ 

仮想ハードディスクの増分バックアップでは、ネットワーク帯域幅を節約し、バックアップ サイズを減少させてディ

スク領域を節約し、各バックアップのコストを抑えることができます。また、バックアップが、より速く小さくなったの

で、これまでより頻繁に実行でき、より新しい状態のバックアップを作成できます。バックアップは VSS 対応なの

で、ホスティング プロバイダーは、Hyper-V 環境全体のバックアップを実行し、テナントの仮想マシンを効率的に

バックアップし、仮想マシン内部にバックアップ エージェントがなくても顧客に追加サービスを提供できます。 
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Hyper-V レプリカ 
ビジネス継続性は、ダウンタイムの発生後に、ビジネス機能が迅速に回復し、データの損失を最小限またはゼロ

に抑えられるかどうかによって左右されます。ビジネスが停止する理由は、電源障害、IT ハードウェアの障害、

ネットワーク異常、ヒューマン エラー、IT ソフトウェア障害、自然災害など、たくさんあります。異常の種類によっ

ては、顧客はサービスを簡単に復元する高可用性ソリューションが必要です。 

ただし、自然災害や長期間の電源異常などのデータセンター全体に影響がある異常では、サービスと接続を再

開するだけでなく、リモート サイトでデータを復元する障害回復ソリューションが必要です。組織は、障害からの

回復を支援する低価格で信頼性の高いビジネス継続性ソリューションを必要としています。 

Windows Server 2008 R2 より、Hyper-V とフェールオーバー クラスタリングを組み合わせて使用して、仮想マ

シンの可用性を高め、中断を最低限に抑えられるようになりました。管理者は、異常時に仮想マシンをクラスター

内の別のホストにシームレスに移行したり、仮想化アプリケーションに影響を与えずに仮想マシンの負荷を分散

することができます。 

この方法では、ローカル ホストの障害やクラスター内のホストのスケジュールされたメンテナンスから仮想化され

たワークロードは保護できるものの、データセンター全体の異常からビジネスは保護されませんでした。データセ

ンター全体に対してハードウェアベースの SAN レプリケーションを行うフェールオーバー クラスタリングを使用

することもできますが、一般的にはコストが高額になります。ここで、Hyper-V レプリカという、Windows Server 

2012 の新機能では、付属の障害回復ソリューションが手ごろな価格で提供されています。 

Hyper-V レプリカには、ビジネスの継続性と障害回復を目的とした、仮想マシンの非同期レプリケーション機能

があります。プライマリ サイトで障害 (電源障害、火災、自然災害など) が発生した場合、管理者は手動でリ

モート サイトにある Hyper-V サーバーに実稼働仮想マシンをフェール オーバーできます。 

フェールオーバー中に仮想マシンは整合している時点に戻され、数分以内に、ネットワークの残りの部分からアク

セスでき、ビジネスへの影響を最低限に抑えることができます。プライマリ サイトが復旧したら、管理者は手動で

仮想マシンをプライマリ サイトの Hyper-V サーバーに戻すことができます。 

技術説明 

Hyper-V レプリカは、Windows Server 2012 の新機能です。記憶域アレイや他のソフトウェア レプリケーション 

テクノロジに頼らずに、プライマリ サイトの Hyper-V ホストから、レプリカ サイトの別の Hyper-V ホストに、

ネットワーク リンクを介して Hyper-V 仮想マシンをレプリケートできます。 

次の図では、WAN を介して、さまざまなシステムやクラスターからリモート サイトへ安全に仮想マシンがレプリ

ケートされる様子を示しています。 
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図 29: WAN を介した複数のシステムからリモート サイトへの仮想マシンのレプリケーション 

 

Hyper-V レプリカでは、プライマリ仮想マシンでの書き込み操作を追跡し、それらの変更を WAN を介して効率

的にレプリカ サーバーにレプリケートします。2 台のサーバー間のネットワーク接続では、HTTP または 

HTTPS プロトコルが使用され、Windows 統合認証と証明書ベースの認証がサポートされます。暗号化された

接続では、証明書ベースの認証を選択する必要があります。また、Hyper-V レプリカは Windows フェールオー

バー クラスタリングと緊密に統合することができ、プライマリ サーバーとレプリカ サーバーでさまざまな移行シ

ナリオにおいて、より簡単にレプリケーションを実行できます。 

Hyper-V レプリカには、管理を簡単にするための次のツールが含まれています。 

 Microsoft 管理コンソール (MMC) の Hyper-V マネージャーおよびフェールオーバー クラスタリング マ

ネージャー スナップインと統合された UI 

 拡張可能な WMI インターフェイス 

 Windows PowerShell (PS) コマンドライン インターフェイスのスクリプト機能 

要件 

Hyper-V レプリカを使用するには、以下で構成された 2 台の物理コンピューターが必要です。 

 Windows Server 2012 

 Hyper-V サーバーの役割 

 Hyper-V の役割をサポートするハードウェア。 

 仮想化されたワークロードが使用するファイルをホストできる十分な記憶域 (レプリケーション構成の設定に

よっては、レプリカ サーバーに追加の記憶域が必要になる場合もあります)。 

 プライマリおよびレプリカのサイトとサーバーをホストする場所の十分なネットワーク帯域幅。 

 プライマリおよびレプリカのサイトとサーバー間でのレプリケーションを許可するファイアウォール規則。 

 フェールオーバー クラスタリング機能 (クラスター化された仮想マシンで Hyper-V レプリカを使用する場合)。 
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まとめ 

Hyper-V レプリカでは、記憶域システム、ネットワーク、およびクラスターにわたって Hyper-V 仮想マシンを自動

的にレプリケートする、より価格が手ごろで効率的な障害回復ソリューションを実装できます。 

Hyper-V レプリカを使用すると、記憶域アレイや他のソフトウェア レプリケーション テクノロジに依存することなく、

リモート サイトにネットワーク リンク経由でデータを効率的にレプリケートする仮想マシン レベルのレプリケー

ション ソリューションを実現できます。Hyper-V レプリカは、通常はリモート サイトに対して、IP ベースのネット

ワークを介し、より効率的、定期的、および非同期的なレプリケーションを行う、記憶域にもワークロードにもとら

われないソリューションを提供します。また、進行中のレプリケーションをほとんど中断することなく、レプリカの仮

想マシンを簡単にテストすることもできます。プライマリ サイトで障害が発生した場合は、レプリカ サイトにあるレ

プリケートされた仮想マシンを起動して、業務を元の状態に戻すことができます。Hyper-V レプリカは、Windows 

Server 2012 の Hyper-V マネージャーおよびフェールオーバー クラスタリング機能と統合された、より信頼性

が高く管理しやすい仮想マシン レベルのレプリケーション ソリューションを手ごろな価格で提供します。 

Hyper-V レプリカは、ドメインとネットワークをまたがって動作するソフトウェア レプリケーション ソリューションな

ので、企業はデータセンターからリモートのホスティング プロバイダーのデータセンターへのレプリケーションも利

用できます。Hyper-V レプリカはアプリケーションに関係なく仮想マシンの細分化されたレベルで動作するので、

ホスティング プロバイダーは、仮想マシン内でワークロードの詳細を把握しなくても仮想マシンを管理できます。 

NIC チーミング 
個々の Hyper-V ポートや仮想ネットワーク アダプターで障害が発生すると、仮想マシンの接続性が失われる

場合があります。ネットワーク インターフェイス カード (NIC) チーミング ソリューションで複数の仮想ネットワー

ク アダプターを使用すると、接続が失われるのを防止でき、複数のアダプターを接続すると、スループットを倍増

できます。 

仮想化環境で信頼性とパフォーマンスを向上させるために、Windows Server 2012 では、NIC チーミング対応

ネットワーク アダプター ハードウェアが組み込みでサポートされています。Windows Server 2012 の NIC 

チーミングは Hyper-V 機能ではありませんが、仮想マシンの信頼性とパフォーマンスを向上させることができる

ので、ビジネスに不可欠な Hyper-V 環境では重要な機能です。NIC チーミングは "ネットワーク アダプター 

チーミング テクノロジ" または "負荷分散フェールオーバー" (LBFO) と呼ばれます。 

技術説明 

Windows Server 2012 の NIC チーミングを使用すると、仮想マシンは、複数の仮想スイッチに接続された仮想

ネットワーク アダプターを持ちながら、そのスイッチの下にあるネットワーク アダプターが切断された場合でも接

続を保持できるようになります。このことは、SR-IOV トラフィックなどの機能を使用する場合に特に重要です。

SR-IOV トラフィックは、Hyper-V 拡張スイッチを経由しないので、仮想スイッチの下にあるネットワーク アダプ

ター チームによって保護できません。 

仮想マシンのチーミング オプションを使用すると、2 台の仮想スイッチを設定し、それぞれを自身の SR-IOV 対

応ネットワーク アダプターに接続することができます。すると、NIC チーミングは、次のいずれかの方法で動作し

ます。 

 各仮想マシンは、一方または両方の SR-IOV ネットワーク アダプターから仮想機能をインストールでき、

ネットワーク アダプターが切断された場合は、プライマリ仮想機能からバックアップ仮想機能にフェールオー

バーします。 

 各仮想マシンは、1 つのネットワーク アダプターの仮想機能を使用しながら、別のスイッチへの、仮想機能を

持たないインターフェイスを使用することもできます。仮想機能に関連付けられているネットワーク アダプター

が切断された場合、トラフィックを別のスイッチにフェールオーバーできるため、接続は失われません。 

ある仮想マシンにあるネットワーク アダプター間でフェールオーバーした結果、別のインターフェイスの MAC ア

ドレスを使ってトラフィックが送信される可能性があります。このため、NIC チーミングを使用している仮想マシン

と関連付けられた各仮想スイッチ ポートは、MAC スプーフィングを許可するように設定する必要があります。 
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Windows Server 2012 の NIC チーミングの実装では、1 つのチームに最大で 32 個のネットワーク アダプ

ターを含めることができます。次の図に示すように、Hyper-V 拡張スイッチは、NIC チーミングに対するネイティ

ブの プロバイダー サポートを利用でき、複数の物理ネットワーク インターフェイス間で高可用性と負荷分散を

実現できます。 

図 30: Hyper-V 拡張スイッチと NIC チーミングに対するネイティブのプロバイダー サポート 

 
 

要件  

 仮想マシンで NIC チーミングを実装する要件は次のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 最低 1 つのネットワーク アダプターまたは同じ速度の 2 つ以上のネットワーク アダプター 

 2 つ以上のネットワーク アダプター (帯域幅の集約またはフェールオーバー保護が必要な場合) 

 1 つ以上のネットワーク アダプター (ネットワーク スタックの VLAN の分離が必要な場合) 

まとめ 

Windows Server 2012 の NIC チーミング機能を使用すると、任意のベンダーの  Receive Side Scaling 

(RSS) 対応ネットワーク アダプターを 2 つ以上使用して、サード パーティの チーミング ソリューションを必要

とすることなく、物理サーバーと仮想マシン上にネットワーク フォールト トレランスのメリットがもたらされます。こ

の 2 つ以上のネットワーク アダプターの組み合わせを使用すると、2 倍 (またはそれ以上) のスループットを

実現でき、いずれかのネットワーク アダプターで障害が発生した場合にもネットワーク接続を維持できます。 
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Hyper-V クラスタリングの強化 
クラスタリングは、企業に次の場合の保護を提供します。 

 アプリケーションとサービスの障害 

 システムとハードウェアの障害 (CPU、ドライブ、メモリ、ネットワーク アダプター、電源装置など) 

 サイトの障害 (自然災害、電源異常、接続異常などによる) 

クラスタリングによって、多くのワークロードで高可用性のソリューションが可能になります。また、最初のリリース

から Hyper-V サポートが含まれています。仮想化プラットフォームのクラスタリングによって、可用性を向上させ

ると共に、予定されたダウンタイムまたは予定外のダウンタイムの際にサーバーベースのアプリケーションにアク

セスすることができます。 

技術説明 

Windows Server 2012 の Hyper-V に対するクラスタリング サポートでは、次のような多くの新機能が追加さ

れています。 

 ファイバー チャネルを介したゲスト クラスタリングのサポート。Windows Server 2012 では、仮想マシン内

に仮想ファイバー チャネル アダプターが提供され、ワークロードはファイバー チャネル ファブリックを使用し

て記憶域ネットワークにアクセスできます。さらに、仮想ファイバー チャネルでは、次のことが可能です。 

o 仮想マシン内のワークロードに高可用性を提供するファイバー チャネルを介したゲスト オペレーティング 

システムのクラスター化 

o Windows マルチパス MPIO を使用した記憶域パスの高可用性と負荷分散 

無料で使用できる MPIO とフェールオーバー クラスタリングを共に採用すると、ハードウェア レベルとアプリ

ケーション レベルの両方でシステム停止のリスクを軽減できます。 

 ライブ マイグレーションの強化。ライブ マイグレーションが強化されて使用可能なネットワーク帯域幅が増え

た結果、ライブ マイグレーションのパフォーマンスが大幅に向上し、制限なしの同時ライブ マイグレーション

が可能となっています。実行できるライブ マイグレーションの数は、ネットワーク インフラストラクチャへの投

資によって決定します。 

 規模の大きさ。Windows Server 2012 では、1 つのクラスターで最大 64 のノードと 4,000 の仮想マシン

をサポートします。 

 暗号化されたクラスター ボリューム。Hyper-V、フェールオーバー クラスタリング、および BitLocker が協調

して動作するようになり、プライベート クラウド インフラストラクチャに理想的なセキュリティ保護されたプラッ

トフォームが作成されます。Microsoft BitLocker ドライブ暗号化を使用して暗号化される Windows Server 

2012 のクラスター ディスクでは、セキュリティで保護されたデータセンター外部の展開に対する物理セキュリ

ティを強化し、クラウドに重要なセーフガードを提供して、データのリークから保護します。 

 クラスターの共有ボリューム 2.0 (CSV)。CSV は、さまざまな点で大幅に強化されています。使いやすさの

点では、次の点が強化されました。 

o CSV は、コアのフェールオーバー クラスタリング機能になりました (有効にする必要がある独立したコン

ポーネントではなくなりました)。 

o マウスの右クリック 1 回でディスク上の CSV を有効にできるようになりました。 

o CSV ディスクは、フェールオーバー クラスター マネージャーの記憶域ビューに置かれるようになり、管

理が簡単になりました。 

クラスターで最大 64 のノードをサポートするために、CSV はパフォーマンスとスケーラビリティの両方で強

化されています。マイクロソフトのパートナーとの統合については、CSV は特に強化されており、サード パー

ティのウイルス対策、データ保護、バックアップ、記憶域レプリケーションのソフトウェア製品などで使用される

記憶域フィルター ドライバーと簡単に連携できます。 
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 Hyper-V アプリケーション監視。Windows Server 2012 では、Hyper-V とフェールオーバー クラスタリング

は連携して動作し、クラスタリングをサポートしていないワークロードに高可用性をもたらします。これは、仮想

マシンで実行されホストと統合されるアプリケーションを監視するための軽量でシンプルなソリューションを提

供することで実現します。Hyper-V およびフェールオーバー クラスタリングは、仮想マシン内のサービスとイ

ベント ログを監視することで、仮想マシンが提供する主要なサービスが正常であるかを判断し、仮想マシンの

再起動や仮想マシン内のサービスの再起動などの自動是正措置を必要に応じて実行します。 

 仮想マシンのフェールオーバーの優先度の設定。仮想マシンの優先度を設定して、特定の仮想マシンを

フェールオーバーしたり起動する順序を制御できるようになりました。これにより、優先度の高い仮想マシンに

は必要なリソースを割り当て、優先度の低い仮想マシンには空いているリソースを割り当てることができます。 

 未処理のライブ マイグレーションのキュー。管理者は、大規模な複数選択操作を実行して、複数の仮想マシ

ンのライブ マイグレーションを簡単に効率良くキューに配置できるようになりました。 

 アフィニティ (およびアンチアフィニティ) 仮想マシン規則。フェールオーバーでパートナーシップが確立された

マシンが同時に移行されるように、管理者はパートナーシップが確立されるように仮想マシンを構成できるよう

になりました。たとえば、管理者は、SharePoint 仮想マシンと、パートナーシップが確立された SQL Server 

仮想マシンを、常に同じノードに共にフェールオーバーされるように構成できます。また、フェールオーバーの

シナリオで、2 つの特定の仮想マシンが同じノードに共存しないように指定することもできます。 

 ファイル サーバーの透過フェールオーバー。ファイル共有にデータを格納しているサーバー アプリケーショ

ンをほとんど中断しないでノード間でファイル共有を移動することで、ファイル サーバー クラスター内のノード

のハードウェアまたはソフトウェアを、より簡単に保守できるようになりました (構成ファイルなどの記憶域仮想

マシン ファイル、仮想ハードディスク ファイル、SMB 3 プロトコル経由のファイル共有内のスナップショットな

ど)。また、クラスター ノードでハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生した場合、SMB 3 の透過フェー

ルオーバーによって、ファイル共有を別のクラスター ノードにフェールオーバーすることができます。このとき、

これらのファイル共有にデータを保存しているサーバー アプリケーションが中断されることは、ほとんどありま

せん。 

要件 

 Hyper-V の役割がインストールされた Windows Server 2012。 

 クラスター内のノード (サーバー) を接続するネットワーク インフラストラクチャ。このネットワーク インフラス

トラクチャでは、単一障害点がないようにしてください。 

 クラスター内のすべてのノードに接続された記憶域。 

 記憶域用のデバイス コントローラーまたは適切なアダプター。たとえば、SAS (Serial Attached SCSI)、ファ

イバー チャネル、iSCSI など。 

シナリオ 

Contoso Ltd. は、これまで仮想マシンのクラスタリングを使用して、予定されたダウンタイムまたは予定外のダウ

ンタイムの際の可用性を向上させていました。Windows Server 2012 では、Contoso はこれらのノードに多くの

仮想マシンを展開し、ダウンタイムが発生した場合に、優先順位の高い仮想マシンが最初に移行され、必要なリ

ソースを使用できるようになりました。Contoso は、ファイバー チャネルへの既存の投資を使用して、仮想マシン 

ゲストと BitLocker を使用した直接アクセスによって記憶域のパフォーマンスを向上させ、オフサイトおよびクラ

ウドベースのクラスターのセキュリティを高めることもできます。 

まとめ 

Windows Server 2012 では、クラスター化された環境の機能が大幅に強化されて新しいレベルに到達しました。

記憶域へのアクセスが向上し、ノードのフェールオーバーと移行が迅速になり、オフサイトのクラスターの統合さ

れたデータ セキュリティが強化されています。 
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まとめ 
仮想化テクノロジによって、顧客のコストを削減し、機敏性を向上させ、スケール メリットを実現できます。Hyper-

V は、スタンドアロン製品としても Windows Server の一部としても今日最先端の仮想化プラットフォームであり、

クラウド コンピューティングによる変革の機会をもたらします。 

データセンター、デスクトップ、さらに今やクラウドでも、Hyper-V や管理ツールを始めとするマイクロソフトの仮想

化プラットフォームは、非常に有効であると共に、投資した金額からより良い価値を提供します。 

付録 
Windows Server 2012 以
前の Hyper-V 
Windows Server 2008 から、Hyper-V テクノロジを使用したサーバーの仮想化は、オペレーティング システム

の不可欠な部分となっています。新しいバージョンの Hyper-V が Windows Server 2008 R2 の一環として組

み込まれ、Service Pack 1 (SP1) のリリースで更新されています。 

Microsoft Hyper-V テクノロジは、次の 2 つが発表されています。 

 Windows Server の役割としてインストールされた Windows Server 2008 R2 のハイパーバイザーベース

の仮想化機能 

 Microsoft Hyper-V Server (Windows ハイパーバイザー、Windows Server ドライバー モデル、および仮

想化コンポーネントのみを含む無料のスタンドアロン製品) 

Hyper-V は、コストの削減、ハードウェア使用状況の向上、ビジネス インフラストラクチャの最適化、サーバー可

用性の向上などの仮想化の利点を企業が活用することを可能にする強力な仮想化テクノロジです。データセン

ターとリモート サイトの両方のサーバー統合に適しているため、組織はより効率良くハードウェア リソースを利

用できます。また、IT 組織は管理生産性を向上させ、新しいサーバーを迅速に展開して、変化するビジネス 

ニーズに対応できます。 

Hyper-V は、64 ビットのハイパーバイザーベースのテクノロジです。仮想マシンが共有環境内で可能な限り 

CPU とメモリと緊密に動作できるようにすることで、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、

Windows Server 2003、特定の Linux ディストリビューション、および Xen 対応 Linux を実行する仮想マシン

のパフォーマンスを向上させます。 

動的な仮想データセンターを作成するために、Hyper-V には、リリース以降、次のような改良が多数加えられて

います。 

 仮想マシンを移動する際の可用性の向上。データセンターの非常に重要な側面の 1 つは、システムとアプリ

ケーションに高い可用性を提供することです。仮想データセンターも例外ではなく、高可用性が必要です。

Windows Server 2008 R2 の Hyper-V にはライブ マイグレーションが組み込まれました。これにより、共

有記憶域を使用して、サービスの中断を最小限に抑えながら、クラスター上のサーバー ノードやサーバー間

で仮想マシンを移動できるようになりました。 

 仮想マシン記憶域を追加および削除する際の可用性の向上。Windows Server 2008 R2 Hyper-V では、仮

想マシン記憶域のホット プラグインとホット リムーバルがサポートされました。Windows Server 2008 R2 
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Hyper-V では、仮想マシン実行中の仮想ハード ディスク ファイルとパススルー ディスクの追加と削除をサ

ポートすることで、変化する要件に対応して仮想マシンを、よりすばやく再構成できるようになりました。 

 仮想データセンターの管理の向上。仮想化により実現した効率性の向上をすべて駆使しても、仮想マシンを

管理する必要が残されています。仮想マシンの数は、物理コンピューターよりも急激に増加する傾向がありま

す (通常、仮想マシンではハードウェアを取得する必要がないため)。これにより、仮想データセンターの効率

的な管理はこれまで以上に不可欠になっています。Windows Server 2008 R2 には次の管理ツールが追加

されました。 

o Hyper-V 管理コンソール。これにより日々の Hyper-V 管理タスクを簡素化します。 

o System Center Virtual Machine Manager。これにより仮想データセンター環境内にある複数の Hyper-

V サーバーの管理を向上させます。 

 物理コンピューターおよび仮想コンピューターの展開方法の簡素化。それまで、オペレーティング システムと

アプリケーションを物理コンピューターおよび仮想コンピューターに展開するには、別々の手段を使用していま

した。仮想コンピューターでは、.vhd ファイル フォーマットが構成済みのオペレーティング システムとアプリ

ケーションを展開および交換する際の事実上の標準になりました。また、Windows Server 2008 R2 では、

ローカル ハード ディスクに保存されている .vhd ファイルからコンピューターを起動できるようになりました。

これにより、構成済みの .vhd ファイルを使用して、仮想コンピューターと物理コンピューターを展開できます。

このため、ユーザーの管理が必要なイメージの数が減り、運用環境に展開する前に、実装テストをより簡単な

方法で実行できるようになりました。 

 Hyper-V のライブ マイグレーション用のプロセッサ互換性モード。今日の企業における仮想化の範囲が急

激に拡大するに伴い、物理ホスト間で仮想マシンを移行する際のハードウェアの制限が問題となるようになり

ました。Windows Server 2008 R2 Hyper-V では、"ライブ マイグレーション用プロセッサ互換性モード" とい

う新機能が導入され、CPU アーキテクチャが異なるホスト間でのライブ マイグレーションが可能になりました。 

 仮想ネットワーキング パフォーマンスの向上。Hyper-V は、Windows Server 2008 R2 のネットワーキング 

テクノロジを利用して、仮想マシンの全体的なネットワーキング パフォーマンスを向上させました。この主な例

には、Jumbo Frame のサポートと、仮想マシン キューの (VMQ) のサポートの 2 つがありました。 

Jumbo Frame のサポートは Windows Server 2008 で導入されました。この機能は、Windows Server 

2008 R2 の Hyper-V で仮想マシンに拡張されました。これによって、物理ネットワークのシナリオと同様に、

Jumbo Frame による基本的なパフォーマンスの強化が仮想ネットワーキングに導入されました。このパ

フォーマンス強化の 1 つとして、ペイロードがパケットあたり最大 6 倍も大きくなっています。これにより、全

体的なスループットが向上し、大きなファイルの転送時に使用される CPU が減少しました。 

VMQ では、ホストのネットワーク アダプターがダイレクト メモリ アクセス (DMA) パケットを個々の仮想マ

シン メモリのスタックに直接配信できるようになりました。各仮想マシン デバイスのバッファーが VMQ に

割り当てられ、仮想スイッチ内の不要なパケットのコピーとルート参照を回避できます。基本的に、VMQ で

はホストの 1 つのネットワーク アダプターが仮想マシンに対して複数のネットワーク アダプターのように振

る舞うことができ、各仮想マシンが専用のネットワーク アダプターを使用できます。その結果、ホストのバッ

ファー内のデータが減り、I/O 操作の全体的なパフォーマンスが向上しました。 

 仮想マシンのメモリ管理の向上。Windows Server 2008 R2 SP1 では、Hyper-V 動的メモリが導入されまし

た。動的メモリを使用すると、ネットワーク上で実行中の仮想マシン間でメモリをバランス良く分散させて、

Hyper-V ホストのメモリ リソースを、より適切に活用できます。仮想マシンのワークロードの変化に対応して、

異なる仮想マシン間でメモリを動的に再割り当てできます。そのため、動的メモリでは、メモリをいっそう効率

良く使用できるだけでなく、ワークロードの一貫したパフォーマンスとスケーラビリティが維持されます。動的メ

モリを実装すると、パフォーマンスに与える影響を最低限に抑えながら、よりハイレベルなサーバー統合を実

現できました。 
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