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Microsoft Operations Management Suite 
あらゆるエンタープライズの IT 管理をシンプル化 

Microsoft Azure か Amazon Web Services (AWS) か、Windows Server か Linux か、また VMware か OpenStack か
に関係なく、Microsoft Operation Management Suite (OMS) では、すべてのハイブリッド クラウドを管理することがで
きます。OMS は、マイクロソフトが提供するコスト効果の高いオールインワンのクラウド IT 管理ソリューションです。 

ハイブリッド クラウドの管理の強化 
現在の IT 技術革新の急速なペースが従来のインフラストラクチャ管理に課題をも
たらしています。ハイブリッド インフラストラクチャ、異種環境、およびアジャ
イルな開発はすべて、新しい管理ソリューションのあり方を要求しています。競
争が激しい今日、加速するビジネスのニーズを満たすには、ハイブリッド クラウ
ドを一元的に把握して、複数のツールやインターフェイスの必要性を減らす必要
に加えて、統合に貴重な時間を費やすことなく、迅速に準備して運用する必要が
あります。また、効果的に計画して効率性を最大限に高めるには、問題を識別し
てパフォーマンスを最大限に高めることを可能にする詳細な分析が必要です。適
切な管理ソリューションによって、迅速、俊敏、かつ効率的にビジネス要件を実
現することができます。 

Microsoft OMS は、ハイブリッド クラウド向けの IT 管理ソリューションです。
スタンドアロンでの使用に加えて、既存の System Center 展開の拡張としても使
用できる OMS は、インフラストラクチャのクラウド ベースの管理の柔軟性と制
御を最大限に高めます。OMS では、オンプレミス、Azure、AWS、Windows 
Server、Linux、VMware、OpenStack を始めとするクラウド内のあらゆるイン
スタンスを競合ソリューションよりも低いコストで管理できます。クラウド 
ファーストの世界を念頭に構築された OMS は、エンタープライズを管理するた
めの新しいアプローチを提供します。このアプローチは、新しいビジネス課題に
対処し、新しいワークロード、アプリケーション、およびクラウド環境に対応す
るための最も迅速でコスト パフォーマンスの高い優れた方法です。 

• わかりやすさ: すべてのタスクを単一ポータルで管理。管理インフラの保守は不要。 
• 価値実現までの時間: コンテンツ作成は不要で即座に利用を開始。オンプレミス データセンターにも接続。 
• 統合のしやすさ:新しいサーバーの追加や既存の管理ツールへの接続は、数分で完了。 
• ハイブリッドおよびオープンへの対応: Windows、

Linux、ハイブリッド クラウド、パブリック クラウ
ド、Azure、AWS のワークロードを管理可能。 

• System Center 向けに最適化: System Center への
投資を補完して新しい管理シナリオを実現。 
 

IT の俊敏性の変革 
インフラストラクチャのあらゆる側面を詳細に管理するこ
とにより、IT は効率性やパフォーマンス改善の対策を講じ
ることができます。Operations Management Suite は、クラウド展開の柔軟性を利用して、事実上すべてのソースか
らマシン データを収集して分析できるログ分析機能を提供します。 

主な機能 
 ハイブリッド環境において、
リアルタイムの運用情報をエン
タープライズ クラスで提供。 

プロセスの自動化とリソースの
監視によってクラウド管理を簡
素化。 

クラウド ベースの可用性によ
る障害発生への確実な準備。 

 IT インフラストラクチャを管
理するためのソフトウェアおよ
びサービスを提供すると同時
に、データのプライバシーとセ
キュリティを保護。 
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デバイス、オペレーティング システム、ワークロード、およびユーザー操作から生成されるデータを使用する OMS で
は、1 つの統合コンソールから即座に重要な情報にアクセスできます。複数のデータ ソースにわたってトラブルシュー
ティングを行い、運用およびセキュリティの問題の根本原因を容易に特定できます。 

環境に関する可視化と洞察が向上すると、正しい情報に基づいて適切な対応を行うことが可能になります。分散した大規
模な動的環境では、数千のノードおよびインスタンスに対して手動で構成および修正タスクを実行した場合、時間がかか
るだけでなくエラーが発生する可能性も増大します。OMS の自動化機能を使用すれば、時間がかかり、エラーが発生し
やすい反復的なすべてのクラウド管理タスクを指定した精度と規模で自動化できます。さらに、シンプルで信頼性の高い
クラウド統合バックアップおよび復元ソリューションにより、OMS は、アプリケーションやワークロードが存在する場
所に関係なく、適切な保護を行うことができます。 

分析 
ハイブリッド エンタープライズ クラウド全体の可視化 

データセンター、および Azure や AWS などのパブリック クラウドにわたって比類無い洞察を提供し、事実上すべての 
Windows Server または Linux ソースからのログ データを分析し、リアルタイムの運用情報として活用できます。 

• 単一のツールセットがデータ センターおよびクラウド インフラストラ
クチャにわたるすべてのワークロードの包括的な監視を提供。 
• 強力なログ管理ツールが複数のシステムのすべてのマシン データ ソー
スを単一のデータ ストアに収集し、結合、相関、および可視化。 
• サーバー構成の問題に関連する問題を予防的に回避し、解決するのに役
立つベスト プラクティス ベースのワークロード構成。 
• データ センター容量の詳細な可視化と不足の特定、”what-if” シナリオの調

査、古くなった仮想マシンや過剰割り当ての仮想マシンの識別、将来のコンピューティングおよびストレージ ニーズの計画。 
• 変更追跡によって環境内の構成変更が識別による運用上の問題の特定。 
• 最適な Windows 監視および堅牢なクロス プラットフォーム サポート (Linux を含む) を提供する単一のコンソール。 

自動化 
複雑で反復的な操作のオーケストレーション 

ハイブリッド クラウド環境でリソースを作成、監視、管理、および展開すると同時に、エラーを削減して効率性を向上
させることができるので、運用コストの削減に役立ちます。  

• 依存するサービスとの統合。自動化 Runbook は Web サ
イト、仮想マシン、ストレージ、Microsoft SQL Server、
およびその他の一般的な Azure サービスと連動。 

• ワークフローを直感的にドラッグ アンド ドロップで作成で
きるグラフィカル作成環境を通じて容易に Runbook を作
成。この環境は、生産性の向上、価値実現までの時間の短
縮、およびワークフローの迅速なデバッグを促進します。 

• 既存のサンプル、ユーティリティ、およびシナリオ 
Runbook をすぐに利用できる Automation Runbook Gallery。これらのリソースを活用し、自動化タスクを迅速に
準備して運用できます。 

• オンプレミス システム、Windows PowerShell Desired State Configuration ノード、および Linux ホストを統合。 
• Webhook または Azure Resource Manager テンプレートを使用して GitHub、Microsoft Visual Studio Online な

どのサービスから自動化にアクセス。 
• ツール、システム、および部門別サイロにわたるプロセスを効率的に処理して、信頼性の高いサービスを迅速に提供。 

http://www.david-obrien.net/2015/05/azure-automation-whats-new/
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可用性 
データの保護およびアプリケーションの可用性の向上 

クラウドからのみ実行可能なオフプレミス機能を使用して、オンプレミス データおよびワークロードを保護します。
サーバーおよび重要なアプリケーションが存在する場所に関係なくサーバーとアプリケーションをバックアップし、デー
タを安全に長い保持期間で保存します。障害が発生した場合、物理または仮想マシンのレプリケーションと復元を調整し
て、重要なアプリケーションを保護します。 

• 存在する場所が Windows か Linux か、VMware か 
OpenStack か、または Azure か AWS かに関係なく、重要
なアプリケーションを保護します。 

• 統合された拡張性の高いバックアップ ソリューションは、資
本投資を必要とせず、運用経費を最小限に抑えます。 

• 最大 99 年間の保持期間により、Azure は最も要求の厳しい
規制およびビジネス要件を十分に満たします。 

• 設定および管理が可能なポリシーに基づいて重要なワーク
ロードのレプリケーションを自動化することにより、環境を
保護します。 

• プライマリ データセンターでのサイト停止が発生した場合のサービスの復元を自動化します。 
• このサービスが提供する簡素性およびオーケストレーションされた復元を活用し、Azure にレプリケートすることで

障害復旧保護を簡素化します。 
• わずか数回のクリック操作でワークロードをクラウドに容易に移動できます。 
• 実質的に無制限のストレージ容量と地理的な冗長性を特長とする Azure は、重要なデータ資産にとって最適な場所

となります。 
• NetApp、HP、EMC などのストレージ ベンダーからの SAN レプリケーション オプションと統合することによっ

て、障害復旧からの保護をさらに簡素化および改善することができます。 

セキュリティ 
あらゆる場所のワークロード、サーバー、およびユーザーの保護 

システム更新の欠落やマルウェア ステータスを識別します。セキュリティ関連イベントを収集し、フォレンジック、監
査、および侵害分析を実行します。すべての環境に対してクラウド ベースの修正プログラム管理を可能にします。 

• 事実上すべての Windows Server または Linux ソースからロ
グ データを収集、保存、および分析して可視化し、このデータを
強力な分析ツールで使用します。 
• システム更新を実行し、場所、オペレーティング システム、ハ
イパーバイザー、およびクラウド プロバイダーに関係なく、すべ
てのサーバーにわたって更新の欠落を識別します。 
• 修正プログラム管理 (近日提供予定): 修正プログラム管理で
は、単一のソリューションからすべてのサーバーに容易に修正プ
ログラムを適用できるようになります。 

• セキュリティ関連イベントを収集し、フォレンジック、監査、および侵害分析を実行します。 
• 構成変更を識別して、環境内の予期しない問題を特定に役立てます。 
• マルウェア防止、識別、および修正に単一のソリューションを使用すると共に、非準拠システムを可視化します。 
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価格およびライセンス 

個々のニーズに最適なオプションを選択してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今すぐ始めましょう 以下のWebサイトより無償評価をお試しください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/operations-management-suite/overview.aspx 
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