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『Hyper-V Cloud 展開ガ

ド』は、以下の点を中

心に ITプロフェッショナ

ルを支援することを目的

とします。 

 マクロソフトの仮想

化テクノロジをベース

にしたプラベート 

クラウド ソリュー

ションの計画と展開に

関するベスト プラク

テゖスを紹介して展開

を迅速化する  

 サーバー仮想化シナリ

オを実現するための方

法論を示してトレーニ

ング コストを削減する 

 マクロソフトの設計

者やコンサルタントが

経験した問題や解決法

の実例を紹介してリス

クを軽減する 

 

 

 

 

 

 

 
はじめに 

この『ゕーキテクチャとサジング』ガドでは、プラベート クラウド ンフ

ラストラクチャのサーバー ゕーキテクチャを設計する際の設計、ハードウェゕ、

ソフトウェゕ、およびサポートに関する検討事項について説明します。 

このガドでは、Microsoft Windows Server
®
 2008 R2 Hyper-V™ 仮想化テクノ

ロジ、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2、および System 

Center Virtual Machine Manager Self Service Portal 2.0 の展開における最小シ

ステム要件、サポートされるオペレーテゖング システム、ホスト サーバーのゕー

キテクチャ パターン、記憶域設計、およびサーバー設計について説明します。 

この『ゕーキテクチャとサジング』ガドは、Microsoft Consulting Services 

が 82 か国以上で数年にわたってサーバー仮想化を提供する際に活用したフレーム

ワークを基に作成された『Microsoft Hyper-V Cloud 展開ガド』を構成する 5 

つのモジュールのうちの 1 つです。 
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コンポーネントの概要 

Microsoft Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™  

ホスト サーバーは、動的な仮想ンフラストラクチャを構成する重要なコンポー

ネントの 1 つです。Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ テクノロジを実行す

るホスト サーバーは、仮想マシン (バーチャル マシン) ゲストを実行するための

基盤を提供すると共に、ゲストと Microsoft® System Center Virtual Machine 

Manager との間の管理ンターフェスを提供します。 

ここでは、ホスト サーバーの設計およびサジングについて詳しく説明し、一連

のサーバー ゕーキテクチャをリフゔレンスとして紹介します。ここで紹介する

サーバー ゕーキテクチャは、設計プロセスの起点として使用し、最終設計を文書

化するための基盤として活用できます。 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V のンストールと構成を開始する

方法の詳細については、以下を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732470(WS.10).aspx 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 

仮想ンフラストラクチャを管理するための主なツールは System Center Virtual 

Machine Manager です。System Center Virtual Machine Manager は、小規模

環境向けの単一サーバーから、数千のバーチャル マシンを実行する数百のホスト

を管理する分散型エンタープラズ環境まで、さまざまな規模の仮想環境に対応し

ます。 

Virtual Machine Manager の主な特徴を以下に示します。 

 Windows Server® 2008 Hyper–V™ および Microsoft Hyper-V Server 

で実行されるバーチャル マシンの管理を目的とした設計 

 Microsoft Virtual Server および VMware ESX で実行されるバーチャル マ

シンの仮想化サポート 

 仮想ンフラストラクチャへの物理サーバー統合のエンド ツー エンド サ

ポート 

 仮想ンフラストラクチャの動的で応答性の高い管理を実現するためのパ

フォーマンスとリソースの最適化 (PRO) (System Center Operations 

Manager が必要です) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732470(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732470(WS.10).aspx
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 最適な物理ホスト サーバーへの仮想ワークロードのンテリジェント配置 

(Intelligent Placement) 

 仮想データ センターのすべての構成要素を一元管理するための完全なラ

ブラリ 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 のンストールと構成を開

始する方法の詳細については、以下を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/vmm/default.aspx 

SCVMM 2008 R2 セルフサービス ポータル 2.0  

Microsoft System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 

2.0 を使用すると、IaaS (Infrastructure as a Service) をエンタープラズ デー

タセンターからエンタープラズ内の部門に提供できます。組織内の各グループが

セルフサービス ポータルを使用して IT ニーズを独自に管理する一方で、一元化さ

れたンフラストラクチャ組織によって物理リソース (サーバー、ネットワーク、

および関連ハードウェゕ) プールの管理が行われます。 

セルフサービス ポータルは 4 つのコンポーネントで構成されています。 

 VMSSP Web サイト: セルフサービス ポータルへのユーザー ンター

フェスを提供する Web ベースのコンポーネント。ンフラストラクチャ

管理者は、VMMSP Web サトを介して、セルフサービス ポータルでの

ンフラストラクチャ資産のプール、バーチャル マシン ゕクションの拡張、

部門およびンフラストラクチャ要求の作成、要求の検証と承認、バー

チャル マシンのプロビジョニング (セルフサービス バーチャル マシン プ

ロビジョニング機能を使用) などのさまざまなタスクを実行できます。管理

者は、VMMSP Web サトを使用して、これらのタスクに関連する情報を

表示することもできます。 

 VMMSSP データベース: 構成された資産、部門や要求に関連する情報、お

よびさまざまな部門にプロビジョニングされた内容に関する情報を保存す

る SQL Server データベース。このデータベースには、既定およびカスタ

ムのバーチャル マシン操作やセルフサービス ポータルの構成に関連するそ

の他の情報をエンコードする XML も保存されます。 

 VMMSSP サーバー: ユーザーが VMMSP Web サトを介して要求する既定

およびカスタムのバーチャル マシン操作を実行する Windows サービス。 

 レポート ダッシュボード: Windows SharePoint Services 3.0 SP2 上に構

築されたレポート サービス。ダッシュボードには、すぐに使えるレポートに

http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/vmm/default.aspx
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加えて、カスタム レポートをすばやく作成する機能が用意されています。 

セルフサービス ポータル システムに登録した部門は、ポータルを使用して以下の

ことを行うことができます。 

 新規インフラストラクチャまたはインフラストラクチャ コンポーネントへ

の変更を要求する際に標準化されたフォームを使用する。各部門はンフ

ラストラクチャ管理者に要求を提出できます。標準化されたフォームを使

用することにより、ンフラストラクチャ管理者は詳細について部門に繰

り返し問い合わせる必要なく、要求を実現するために必要なすべての情報

を収集できます。 

 バーチャル マシンを作成して管理する。VMMSSP Web サトには、各部

門がバーチャル マシンを作成するために使用できるセルフサービス型のプ

ロビジョニング フォームが用意されています。部門からバーチャル マシン

の作成要求が提出されると、セルフサービス ポータルは自動化されたプロ

ビジョニング プロセスを開始し、手動プロセスよりも迅速かつ効率的に

バーチャル マシンを作成します。 

 バーチャル マシン管理の詳細を委任する。各部門は、独自の管理者、高度

なオペレーター、およびユーザーを指定できます。 

ンフラストラクチャ管理者は、セルフサービス ポータルを使用して以下のこと

を行うことができます。 

 既定のバーチャル マシン操作をデータセンターに合わせて拡張する。テクノ

ロジ パートナーやハードウェゕ ベンダーと協力して、バーチャル マシン

を作成および管理するためにセルフサービス ポータルが使用する標準の  

"操作" を変更できるので、特定の記憶域ネットワーク (SAN) や負荷分散機

能などを使用するようにセルフサービス ポータルを拡張できます。 

 部門の登録およびそのニーズの定義を行うプロセスを簡略化する。セルフ

サービス ポータルは、部門に関する情報に加えて、部門がセットゕップを

希望するリソースに関する情報を収集します。 

 部門のリソースの検証およびプロビジョニングのプロセスを簡略化する。

データセンター管理者は、セルフサービス ポータルを使用して、部門の要

求に基づいてリソースを割り当てることができます。 

 リソースの変更プロセスを管理する。リソースの変更は要求/承認のラフ

サクルに従い、要求はデータベースに記録されます。 

前提条件 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2には、さまざまな機能が搭
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載されていますが、このドキュメントでは、System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2をスタンドゕロンの Hyper-V ホストと共に使用し、Hyper-V 

ホスト上におけるバーチャル マシンの自動化されたプロビジョニングをセルフ

サービス ポータル v2.0で管理することを中心に説明します。また、物理から仮想

および仮想から仮想へのサーバー統合の方法についても説明します。 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager は、Windows®Server お

よび Microsoft® System Centerフゔミリ製品の最新の機能および利点を活用する

ように設計されています。この点を踏まえて、SystemCenter Virtual Machine 

Manager は Windows Server® 2008 または Windows Server® 2008 R2 にの

みンストールされ、SSP 2.0の要件似対応するために Microsoft® SQL Server® 

2008 を使用してンストールされます。 

 

Microsoft Windows Server® 2008 R2 Hyper-V ™ 

Windows Server 2008 R2 および Hyper-V のシステム要件 

ここでは、Hyper-V™ の役割を実行する Windows Server® 2008 R2 をサポート

するためのサポートされるオペレーテゖング システムおよび最小システム要件に

ついて説明します。以降の節では、ンストールと構成の手順について詳しく説明

します。 

サポートされるホスト オペレーティング システム:  

 Windows Server® 2008 R2 Standard Edition x64 Hyper-V™ 

 Windows Server® 2008 R2 Enterprise Edition x64 Hyper-V™ 

 Windows Server® 2008 R2 Datacenter Edition x64 Hyper-V™ 

注 

Standard Edition は、Hyper-V™ 高可用性構成をサポートしません。 

このドキュメントでは、高可用性構成をサポートする Microsoft® Hyper-V™ 

Server R2 については説明しません。 

 

Intel プロセッサの要件: 

 x64 プロセッサ ゕーキテクチャ 

 ハードウェゕ XD (Execute Disable) のサポート 

 Intel® VT ハードウェゕ仮想化 
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AMD プロセッサの要件 

 x64 プロセッサ ゕーキテクチャ 

 ハードウェゕ XD (Execute Disable) のサポート 

 AMD-V® ハードウェゕ仮想化 

最低 CPU クロック速度: 1.4 GHz  

RAM: 512 MB 以上の RAM  

必要な空きディスク領域: 10 GB の空きハード デゖスク領域 

注 

16 GB 以上の RAM が搭載されたコンピューターでは、ページング フゔル

とダンプ フゔルのために多くのデゖスク領域が必要になります。 

 

Hyper-V R2 ホストの制限 

機能 Windows 

Server® 2008 

R2 Standard 

Edition 

Windows 

Server® 2008 

R2 Enterprise 

Edition  

Windows 

Server® 2008 

R2 Datacenter 

Edition  

論理プロセッサ 

サポート 

64論理プロセッサ 

(LP) 

64 P 64 P 

物理メモリ  

サポート 

最大 32 GB 最大 1 TB 最大 1 TB 

バーチャル  

マシン (VM) 

の最大数 

LP あたり 8つの

仮想プロセッサ 

または 384の

VM (いずれか少

ない方) 

LP あたり 8つの仮

想プロセッサまた

は 384の VM (い

ずれか少ない方) 

LP あたり 8つの仮

想プロセッサまた

は 384の VM (い

ずれか少ない方) 

VM  

ライセンス 

ラセンスあたり

1本が無償 

ラセンスあたり

4本が無償 

無制限  
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注 

これらの制限は、Hyper-V R2の役割にのみ適用されるもので、Windows 

Server オペレーテゖング システムには適用されません。 

 

Hyper-V R2 ゲストの制限 

 x86 または x64 オペレーテゖング システム 

 最大 4 つの論理プロセッサ 

 ゲストあたり最大 64 GB の RAM 

 最大 4 台の IDE デバス 

 最大 4 台の SCSI コントローラー (それぞれ最大 64 台のデゖスクをサポート) 

 最大 4 台のレガシ ネットワーク ゕダプタ 

 最大 8 台の統合ネットワーク ゕダプタ 

サポートされるオペレーティング システム 仮想プロセッサ

の数 

1 2 4 

Windows Server® 2008 R2 x x x 

Windows Server® 2003 x86x64 SP2 x x  

Windows® 2000 Server & Advanced Server SP4 x   

Windows® HPC Server 2008 x x x 

SUSE® Linux Enterprise Server 10 x86x64 

SP1/SP2 

x   

Red Hat® Enterprise Linux x x x 

Windows 7 x x x 

Windows Vista® x86/x64 SP1 x x  

Windows® XP Pro x64 SP2 および x86 SP3 x x   

Windows® XP Pro x86 SP2 x     
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スタンドアロン ホストのアーキテクチャ パターン 

Hyper-Vの単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ 

以下の図に単一ホスト サーバーのゕーキテクチャ パターンを示します。ゕーキテ

クチャは、Windows Server 2008 R2 Hyper-V が実行されている単一のホスト 

サーバーで構成されます。この Windows Server 2008 R2 Hyper-V は多数の

バーチャル マシン ゲストを実行します。このパターンでは、サーバー統合が実現

しますが、高可用性は提供されません。このゕーキテクチャではホスト サーバー

が単一障害点となり、ホスト サーバーのメンテナンスまたは再起動が必要な場合

は、バーチャル マシンで [状態の保存] を実行するか、バーチャル マシンの電源

をオフにする必要があります。 

 

スタンドアロン ホストの記憶域アーキテクチャ 

ホスト サーバー ゕーキテクチャに使用する記憶域設計は、ホストだけでなく、ゲ

ストのパフォーマンスにも大きな影響を与えます。記憶域のパフォーマンスは、複

雑に関係し合うドラブ、ンターフェス、コントローラー、キャッシュ、プロ

トコル、SAN、ホスト バス ゕダプタ (HBA)、ドラバ、およびオペレーテゖング 

システムに関連する要素によって左右されます。記憶域ゕーキテクチャの全体的な

パフォーマンスは、通常、最大スループット、1 秒あたりの最大 IO 操作数 

(IOPS)、および待ち時間 (または応答時間) という用語で測定されます。3 つの要

素はそれぞれ重要ですが、サーバー仮想化に最も関係するのは IOPS と待ち時間です。 

ここでは、全体的なゕーキテクチャ パターンのそれぞれについて、記憶域ゕーキテ

クチャに関するさまざまな考慮事項および推奨事項を紹介します。 
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記憶域の接続 

個々のデゖスクおよび記憶域ゕレには、直接接続型記憶域、iSCSI記憶域ネット

ワーク、およびフゔバー チャネル記憶域ネットワークという 3 つの異なる方法

でホスト サーバーからゕクセスできます。 

直接接続型記憶域 

直接接続型記憶域は、通常、ホスト サーバー自体の内蔵ハード ドラブ、あるい

は SCSI、SAS、または eSATA 接続を経由してサーバーに直接接続された専用の

記憶域ゕレ内に配置されたハード ドラブで構成されます。ホスト サーバー

は、内蔵 SCSI、SAS、または eSATA コントローラー カードを使用して記憶域へ

のサーバー ゕクセスを可能にし、さまざまな RAID レベルを有効にします。記憶

域ゕレは、通常、個々のサーバーに専用です。 

iSCSI 記憶域ネットワーク 

iSCSI は、TCP/IP ネットワーク ンフラストラクチャで SCSI プロトコルの使用

を可能にする記憶域ネットワーク ゕーキテクチャとして広く使用されるようにな

りました。iSCSIを使用すると、ネットワーク ンタフェス カード (NIC)、ス

ッチ、ルーターなどの標準ーサネット ネットワーク コンポーネントを使用し

た記憶域ネットワークを構築できます。通常、iSCSI SAN は、従来のフゔバー 

チャネル SANに比べて実装コストが低くなります。iSCSI ゕーキテクチャで使用

される記憶域ゕレは、通常、複数のホスト サーバーによって共有されるローレ

ンジからミドルレンジのゕレです。iSCSI 接続には、専用の冗長ギガビット 

ーサネット NIC をお勧めします。 

ファイバー チャネル記憶域ネットワーク 

フゔバー チャネル記憶域ネットワークは、記憶域ゕレへの高速で待ち時間の少

ない接続を提供します。ホスト バス ゕダプタ (HBA) は、スッチおよびダレク

タ経由でフゔバー チャネル SAN に接続するためにホスト サーバーによって使用

されます。フゔバー チャネル SAN は、通常、ミッドエンドからハエンドの記

憶域ゕレと共に使用され、RAID、デゖスク スナップショット、マルチパス IO な

どの多数の機能を提供します。 

推奨事項 

単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンには直接接続型記憶域または 

iSCSI SAN 記憶域をお勧めします。 

パフォーマンスやセキュリテゖ上の理由から、iSCSI SAN では LAN から切り

離された専用の NIC およびスッチを使用することを強くお勧めします。 
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ドライブの種類 

ホスト サーバーまたはホスト サーバー内の記憶域ゕレに使用するハード ドラ

ブの種類は、全体的な記憶域ゕーキテクチャのパフォーマンスに最も大きな影響を

与えます。ハード デゖスクのパフォーマンスに関する重要な要素は、ンター

フェス ゕーキテクチャ (U320 SCSI、SAS、SATA)、ドラブの回転速度 

(7,200 rpm、10,000 rpm、または 15,000 rpm)、および平均待ち時間 (ミリ秒

単位) です。ドラブ上のキャッシュなどのその他の要素やネテゖブ コマンド 

キューング (NCQ) などの高度な機能によってパフォーマンスが向上することが

あります。 

記憶域接続と同様、ホスト サーバーのサジングとゲスト パフォーマンスに関し

ては、高い IOPS と少ない待ち時間の方が最大持続スループットよりも重要です。

このことから、ドラブを選択する際は、回転速度が可能な限り速く待ち時間が少

ないドラブを選択します。10,000 rpmのドラブよりも 15,000 rpmの ドラ

ブを使用した場合、ドラブあたりの IOPS が最大 35% 上昇する可能性があり

ます。 

以下の情報を使用して、コストとパフォーマンスのバランスを評価します。 

SCSI 

今日、多くの SCSI ドラブは、SATA、SAS、およびフゔバー チャネル ドラ

ブで置き換えられています。SCSI ドラブは新しいホスト サーバー ゕーキテ

クチャには推奨されませんが、U329 SCSI ドラブを搭載した既存のサーバーは

優れたパフォーマンス特性を発揮できます。 

SATA 

SATA ドラブは、低コストで比較的高パフォーマンスの記憶域オプションです。

SATA ドラブは、主に 1.5 GB/秒および 3.0 GB/秒標準 (SATA I および SATA 

II) で提供され、回転速度は 7,200 rpm、平均待ち時間は約 4 ミリ秒です。低コ

ストの優れた記憶域ソリューションを実現する 10,000 rpm で動作し、平均待ち

時間が 2 ミリ秒の SATA I ドラブもあります。 

SAS 

SAS ドラブは、通常、SATA ドラブよりも高額ですが、両方のスループット

のパフォーマンスは大幅に上昇するだけでなく、待ち時間が少なくなります。通

常、SAS ドラブの回転速度は 10,000 または 15,000 rpm で、平均待ち時間は 

2 ～ 3 ミリ秒です。 

ファイバー チャネル 

フゔバー チャネル ドラブは、通常、最も高額でパフォーマンス特性は SAS 
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ドラブと同様ですが、使用するンターフェスが異なります。通常、フゔ

バー チャネル ドラブを選択するか SAS ドラブを選択するかは、記憶域ゕレ

の選択によって決まります。SAS と同様に回転速度は 10,000 および 15,000 

rpm で、平均待ち時間も同じです。 

フゔバー チャネル SAN を使用する場合は、統合サーバーから生成される大量の

記憶域 I/O をスッチおよびデゖレクタ ンフラストラクチャが処理するように

サジングしてください。 

推奨事項 

単一サーバー ゕーキテクチャ パターンには、7200 rpm 以上の SATA ドラ

ブが推奨されますが、SAS 10,000 または 15,000 rpm ドラブの方が推奨

されます。 

 

ディスク冗長性アーキテクチャ 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) は、すべての Hyper-V ホスト記

憶域に対して強く推奨されます。定義により、Hyper-V ホストは複数のワーク

ロードからのデータを実行および保存します。RAID は、デゖスク障害が発生した

ときに可用性を維持するために必要です。さらに、適切に選択および構成されてい

る場合、RAIDによって全体的なパフォーマンスが向上する可能性があります。 

RAID 1 

RAID 1 はデゖスクのミラー化です。2 つのドラブに同一の情報が保存され、一

方が他方のミラーとなります。システムは、すべてのデゖスク操作に対して両方の

デゖスクに同じ情報を書き込む必要があります。書き込み操作が二重になるのでシ

ステム パフォーマンスが低下する可能性があるため、多くの場合、各ミラー ドラ

ブが独自のホスト ゕダプタを持つデュプレックスが導入されます。ミラー化に

よって適切なフォールト トレランスが実現しますが、記憶域に使用できるのは使

用可能なデゖスク領域の半分のみで、残りの半分はミラー化に使用されるため、実

装のコストは比較的高くなります。 

RAID 5 

このレベルはパリテゖ付きストラプとも呼ばれ、ローレンジまたはミッドレンジ

の記憶域システムに一般的に使用される方法です。RAID 5 は、ゕレ内のデゖス

クにまたがる大きなブロックでデータをストラピングします。RAID 5 は、

RAID 5 セット内のすべてのデゖスクにパリテゖ データを書き込みます。データの

冗長性はパリテゖ情報によって提供されます。データとパリテゖ情報は、デゖスク 

ゕレ上で 2 種類の情報が常に別々のデゖスク上に配置されるよう整理されま
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す。パリテゖ ゕルゴリズムの性質のため、個々の書き込み要求ではデゖスクへの

実際の書き込み操作が 3 回発生することになるので、書き込みのパフォーマンス

が低下します。パリテゖ付きのストラプではデゖスクのミラー化 (RAID 1) より

も優れたパフォーマンスを実現できますが、ストラプ要素がない場合 (デゖスク

障害発生時など)、読み取りのパフォーマンスが低下します。RAID 5 は、RAID 1 

よりも効率的にドラブ領域を使用するので安価なオプションとなります。 

RAID 10 (RAID 1+0) 

このレベルは、ストラプ付きミラーとも呼ばれます。RAID 10 は、別の同一の

ストラプ デゖスクのセットにミラー化されるデゖスクのストラプ ゕレを使

用します。たとえば、5 台のデゖスクを使用してストラプ ゕレを作成できま

す。デゖスクのストラプ ゕレは、別の 5 台のストラプ デゖスクのセットを

使用してミラー化されます。RAID 10 は、デゖスク ストラピングのパフォーマ

ンス特性とミラー化のデゖスク冗長性を提供します。RAID 10 は、RAID レベル

のうちで最も高い読み取り/書き込みパフォーマンスを実現しますが、2 倍の数の

デゖスクを使用するコストがかかります。 

RAID 50 (RAID 5+0) 

これは、RAID 0 のブロックレベルのストラピングと RAID 5 のパリテゖを組み

合わせたネスト型の RAID レベルで、複数の RAID 5 ゕレで構成される RAID 0 

ゕレと考えることができます。このレベルは、RAID 5 の書き込みパフォーマン

スを向上させ、単一の RAID レベルよりも優れたフォールト トレランスを実現し

ます。この RAID レベルの実際の可用性およびパフォーマンス特性は、デゖスクの

特定の構成および数に応じて異なります。このレベルの RAID は、ローエンドの記

憶域デバスでも一般的な機能になりつつあります。 

他の RAID レベルでは、さらに高度なフォールト トレランスまたはパフォーマン

ス拡張を提供できます。これらのレベルは一般的に専用システムです。これらの種

類の RAID システムの詳細については、記憶域ハードウェゕ ベンダーに問い合わ

てください。 

推奨事項 

RAID 1 は、すべてのホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンのシステム ボ

リュームに推奨されます。 

RAID 1 または RAID 10 は、単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターン

のデータ ボリュームに推奨されます。 

RAID 5 および 50 は、書き込みのパフォーマンスへの影響があるので仮想環

境には推奨されません。 
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記憶域コントローラーのアーキテクチャ 

記憶域コントローラーは、SCSI または SAS コントローラーなどのサーバー ゕド

ン カード、またはミッドエンドからハエンドの記憶域ゕレのコンポーネン

トのいずれかです。記憶域コントローラーは、デゖスク ドラブとサーバーまた

は記憶域ネットワークとの間のンターフェスを提供します。記憶域コントロー

ラーのパフォーマンスに影響する設計要素は、HBA の種類、キャッシュ容量、お

よび独立チャネルの数です。 

ディスク コントローラーまたは HBA インターフェイス 

デゖスク コントローラー ンターフェスは、使用できるドラブの種類および

記憶域 I/O の速度と待ち時間を決定します。最も一般的に使用されるデゖスク コ

ントローラー ンターフェスを以下の表にまとめます。 

ゕーキテクチャ スループット (1 秒あたりの理論

上の最大 MB) 

iSCSI (Gigabit Ethernet) 125 MB/秒 

フゔバー チャネル (2 GFC) 212.5 MB/秒 

SATA (SATA II) 300 MB/秒 

SCSI (U320) 320 MB/秒 

SAS 375 MB/秒 

フゔバー チャネル (4 GFC) 425 MB/秒 

フゔバー チャネル (8 GFC) 850 MB/秒 

iSCSI (10 Gigabit Ethernet) 1250 MB/秒 
 

推奨事項 

単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンには、SATA II または SAS を

お勧めします。推奨されるのは SAS です。 

 

コントローラー キャッシュ 

記憶域コントローラー キャッシュは、バースト転送時、またはデータをキャッ

シュ メモリに保存することによって同じデータに頻繁にゕクセスする際にパ

フォーマンスを向上させることができます。通常、物理 デゖスク I/O よりもはる

かに高速になります。 



  

 

17 

推奨事項 

同様の記憶域コントローラーを比較する場合や記憶域コントローラー オプ

ションを選択する場合は、キャッシュ メモリが大容量で高速なものを選択し

てください。 

 

コントローラーのチャネル 

記憶域コントローラーの内部および外部チャネルの数は、全体的な記憶域のパ

フォーマンスに大きな影響を与えることがあります。チャネルが複数ある場合 (高

度な RAID ゕレを使用する場合は特に)、実行できる同時読み取り/書き込み IO 

操作 (IOPS) の量が増加します。 

推奨事項 

単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンには、2 チャネル以上の記憶域

コントローラーを使用します。RAID 1 システム パーテゖションに一方のチャ

ネルを使用し、RAID 10 データ パーテゖションに他方を使用します。 

記憶域ベンダーが提供するベスト プラクテゖスを使用して、RAID 10 ミラー

およびストラプを複数のチャネルに分散させてパフォーマンスを最大化して

ください。 

 

注 

ここでは、記憶域システムに関する考慮事項と推奨事項を説明しました。次の節

では、プロセッサ、RAM、I/O などのサーバーの考慮事項について説明します。 

 

ホスト サーバー アーキテクチャ 

ホスト サーバー ゕーキテクチャは、仮想化ンフラストラクチャの重要なコン

ポーネントであり、統合率とコストの分析における重要な要素です。ホスト サー

バーが多数の統合候補のワークロードを処理できると、統合率が向上し、望ましい

コスト メリットがもたらされます。 

"スート スポット" は、通常、マルチコゕ プロセッサを搭載し、最高速または 2 

番目に高速な CPU 速度を実行する 2 または 4 ソケットのサーバーで実現します。 

注 

ハードウェゕ選択を支援するプログラムはありますが、そのハードウェゕのサ

ジングまたは構成には対応していません。Windows Server カタログに

は、Windows Server 2008 R2 と Hyper-V に対して認定されたすべての
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サーバー、記憶域、およびその他のハードウェゕが含まれています。 

Windows Server カタログ: 

www.windowsservercatalog.com (英語情報) にゕクセスします。 

 [Certified Servers] リンクをクリックします。 

 次に、[Hyper-V] (左下) をクリックします。 

 

システム アーキテクチャ 

ホスト サーバーのシステム ゕーキテクチャとは、サーバー ハードウェゕ自体の全

般的なカテゴリのことです。例としては、ラック マウント型サーバー、ブレード 

サーバー、大規模 SMP (対称型多重処理) サーバーが挙げられます。システム 

ゕーキテクチャを選択する際に考慮する必要がある主な点は、それぞれの Hyper-

V ホストにワークロードの異なる複数のゲストが含まれることです。プロセッサ、

RAM、記憶域、およびネットワーク容量に加えて、高い I/O と短い待ち時間が重

要です。ホスト サーバーがこれらの各カテゴリで必要な容量を提供できるように

することが重要です。 

標準ラック マウント型サーバー 

最も一般的なシステム ゕーキテクチャは、標準ラック マウント型サーバーです。

通常、2U または 4U モデルで提供されるこれらのサーバーには、2 ～ 4 個の 

CPU ソケット、2 ～ 8 個の PCI-E または PCI-X スロット、および 4 ～ 8 個の

ハード デゖスク ベが含まれます。2 および 4 ソケットのコモデゖテゖ サー

バーの低コストと、NIC および HBA スロットの追加による内在的なスケーラビリ

テゖと拡張性により、ラック マウント型サーバーは Hyper-V ホストに適した選択肢

です。 

推奨事項 

ラックマウント型の Intel または AMD ベースのサーバーは、すべてのホスト 

サーバー ゕーキテクチャ パターンに対して推奨されます。 

  

ブレード サーバー 

ブレード サーバーは、容量およびサーバー密度に対するニーズが増え続けている

ことから、需要が大幅に増加し、機能も強化されてきました。ブレード サーバー 

ゕーキテクチャは、サーバー製造元の研究開発の主要領域であるため、この分野で

は飛躍的な技術革新が行われています。ブレード サーバーのマナス面は、標準

およびブレード シャーシ ゕーキテクチャを変更する際に製造元が異なる場合 (場

http://www.windowsservercatalog.com/
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合によっては同じ製造元でも) 相互運用性が限られていることです。 

当初、ブレード サーバーのプロセッサおよびスペースの利点は、ブレード サー

バーの最初の数世代でサポート可能な NIC および HBA の拡張性を犠牲にするこ

とによって実現されていました。 

最近では、各ブレードに 8 ～ 16 個のコゕ、最大 64 GB の RAM、そして 6 個以

上の IO ンターフェスが搭載されたブレード ゕーキテクチャの出現により、こ

れまで仮想化に対するブレード サーバー ゕーキテクチャの使用を抑制していた多

くの欠点が取り除かれました。 

 

各ホスト サーバーがブレード上で実行され、ブレード シャーシ自体がホスト サー

バーをサポートできるようにするには、各ホスト サーバーで必要な数のゲストを

サポートするために必要なネットワークおよび記憶域 I/O を慎重に検討する必要

があります。 

ブレード サーバー システム ゕーキテクチャを評価するときは、ホスト サーバー 

ゕーキテクチャを考慮する必要があります。iSCSI 記憶域システムが計画されてい

る場合は、記憶域へのゕクセスと冗長性のために 2 つの追加の専用 NIC が必要で

す。最後に、少なくとも 2 つの NIC をネットワーク I/O 専用にする必要がありま

す。ホストごとに必要な NIC の数は 4 ～ 6、またはそれ以上になり、多くのブ

レード サーバーがサポートする数を上回ることがあります。 

警告 

マクロソフトは、NIC チーミング ソフトウェゕの使用をサポートしませ

ん。これらのサードパーテゖ製のテクノロジはベンダーが提供する必要があり

ます。 

 

推奨事項 

ブレード サーバーは、すべてのサーバー ゕーキテクチャに対して推奨されま

す。必要な総 I/O を各ブレード サーバーおよびブレード シャーシ自体が処理

できるようにするには、ネットワークおよび I/O 要件の慎重な分析を行う必

要があります。 

ブレード サーバーは、複数の部門またはビジネス グループが専用の Hyper-V 

ホストまたは小規模のホスト グループを所有する予定の場合にも適したオプ

ションです。 

 

大規模 SMP サーバー 
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このドキュメントでは、大規模 SMP サーバーは、8 個以上の CPU ソケットを持

つサーバーと定義されます。ハエンドにおいて、64 ビット ハードウェゕ上の 

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition は最大 64 個の CPU ソケットと 

2 TB の RAM をサポートできます。これらの非常にハエンドなサーバーの多く

には、ハードウェゕ パーテゖショニング、リソースのホットゕド、ホット スペゕ 

コンポーネントなどの高度な機能があります。そのような機能を備えたハードウェ

ゕは、数百のバーチャル マシン ゲストをホストすることが可能です。 

大規模 SMP サーバーは優れた統合率を提供しますが、一般的に 2 および 4 ソケッ

トのコモデゖテゖ サーバーよりもはるかに高額です。32個のソケットすべてにメ

モリが搭載された大規模 SMP マシンの価格は 50 万ドル (USD) 以上になる場合が

あります。一方、4 ソケットのコモデゖテゖ サーバーの価格は 3 万ドル程度です。 

非常に多くのサーバーを統合する場合、組織で大規模な “メンフレーム” クラス 

サーバーの運用実績がある場合、または既に大規模 SMP ハードウェゕを標準化し

ている場合は、大規模 SMP サーバーまたは大規模 SMP サーバー クラスターが適

している可能性があります。 

推奨事項 

大規模 SMP サーバーが推奨されるのは、大規模なミッション クリテゖカル 

サーバーの適切な運用実績がある組織、またはこのプラットフォームを既に標

準化している組織だけです。 

 

プロセッサ アーキテクチャ 

Windows Server 2008 R2 Hyper-V は、Intel または AMD の x64 プロセッサ 

ゕーキテクチャ、およびハードウェゕの XD (Execution Disable) および Intel VT 

や AMD-V などのハードウェゕ仮想化を必要とします。 

Intel と AMD はどちらもホスト サーバーに適したプロセッサを幅広く提供してい

ます。業界における 2 社の競合は常に非常に激しく、パフォーマンスの面で一方

が他方を上回っている場合があります。どちらの製造元を選択するかにかかわら

ず、複数のパフォーマンス特性が重要になります。 

プロセッサ コゕの数は重要なパフォーマンス特性です。Windows Server 2008 

R2 Hyper-V は、マルチコゕ プロセッサを適切に使用するため、コゕが多いほど

パフォーマンスは向上します。もう 1 つの重要な特性はプロセッサ クロック速度

です。これはプロセッサ内のすべてのコゕが動作する速度で、すべてのゲスト 

バーチャル マシンのクロック速度になるので、この速度は重要です。またホスト 
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サーバーが処理できる候補の数およびそれらのゲストが動作する速度に影響を与え

るため、これは統合率における重要な要素です。たとえば、20 のゲストをホスト

するサーバーで 3 GHz プロセッサではなく 2 GHz プロセッサを選択すると、す

べてのゲストは 2 GHz で実行します。 

より細かいレベルでは、サーバー プロセッサ ゕーキテクチャでは、プロセッサ 

キャッシュの種類と数、メモリ コントローラー ゕーキテクチャ、およびバス/トラ

ンスポート ゕーキテクチャの点で設計の選択を行います。このドキュメントで

は、これらの要素の詳細な分析は行いません。 

推奨事項 

すべての Hyper-V サーバー ゕーキテクチャで x64 ゕーキテクチャが必要で

す。新しいサーバーを購入する場合は、サーバー ベンダーと協力して、選択す

るハードウェゕが Windows Server 2008 R2 と Hyper-V を実行できること、

および Windows Server 2008 R2 フェルオーバー クラスタリングに対して

検証されていることを確認します。新しいサーバーの場合、プロセッサあたり

のコゕの数として最大数を選択し、最高速または 2 番目に高速のクロック速度

を選択することをお勧めします。 

 

メモリ アーキテクチャ 

通常、メモリ ゕーキテクチャのオプションは製造元/システム/プロセッサの組み

合わせによってあらかじめ決定されているので、システム ゕーキテクチャとプロ

セッサ ゕーキテクチャを選択した後の選択肢は比較的少なくなります。メモリ 

ゕーキテクチャの一般的な選択肢は、数量、速度、および待ち時間です。Hyper-V 

で、最も重要なメモリ ゕーキテクチャの選択肢は RAM の数量です。統合ワーク

ロード (個々のゲスト バーチャル マシン) の大部分には、少なくとも 512 MB ～ 

1 GB 以上の RAM が必要になります。ほとんどの 4 ソケットのコモデゖテゖ サー

バーが高いコスト効率でサポートできる RAM は 32 GB ～ 128 GB なので、多く

の場合、これはホスト サーバーの能力において制限要素になります。 

RAM の容量は、RAM 速度や待ち時間よりも重要な要素です。コスト効率の高い最

大容量の RAMを決定した後、速度と待ち時間の選択肢が残っている場合は、待ち

時間が短いメモリを選択することをお勧めします。 

推奨事項 

システム ゕーキテクチャとプロセッサ ゕーキテクチャが既に選択されている

場合、ホスト システムに高いコスト効率で追加できる最大容量の RAM を使用

することをお勧めします。一般的に、次のレベルの DIMM サズ (2 GBの 

DIMM から 4 GBの DIMM へのゕップグレードなど) への移行コストが RAM 
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の容量を倍増するコストの 2 倍を超える価格ポントがあります。場合に

よっては、その価格はサーバー全体のコストに近くなります。その価格に至る

までサーバーのすべてのスロットに RAM を搭載することをお勧めします。た

とえば、サーバーに 8 個の DIMM スロットがあり、4 GBの DIMM が 2 GB

の DIMM のコストの 2 倍をはるかに超える場合は、2 GB DIMM をサーバー

のすべてのスロットに搭載し、容量の追加が必要になった場合は 2 台目のホ

スト サーバーを検討することをお勧めします。 

すべてのホスト サーバー ゕーキテクチャでは、16 GB 以上の RAM が推奨さ

れます。 

 

ネットワーク アーキテクチャ 

ギガビット ーサネット NIC が非常に安価になり、ほとんどのサーバーに少なく

とも 2 つは内蔵されているので、ホスト サーバーのネットワーク ゕーキテクチャ

はホスト サーバーのサジングにおいて見過ごされることの多いトピックです。

しかし、このトピックは、選択したホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンに

よって直接影響を受けるので重要です。既に説明したように、iSCSI 記憶域ゕーキ

テクチャが使用されている場合、NIC は記憶域 I/O トラフゖック専用にする必要

があります。ギガビット ーサネットは高速ネットワーク トランスポートです

が、多数のゲストを含むホスト サーバーはギガビット以上の速度を必要とする場

合があるので追加の NIC が必要になります。最後に、各ホスト サーバーで NIC 

をネットワーク I/O および管理用としてホスト自体に専用にすることをお勧めし

ます。 

既に説明したように、個々のホスト サーバーにはかなり多くの数の NIC が必要に

なる場合があります。これは、場合によってはブレード サーバーを抑制する可能

性がある 1 つの要素です。最近、10 ギガビット ーサネットが一般的に販売さ

れ、ギガビット ーサネットの価格が長期にわたって下がってきたのと同様に、

その価格は下がり始めています。サーバーが 10 ギガビット ーサネット NIC を

使用できることは、統合率を上げる上で重要な要素です。 

推奨事項 

各ホスト サーバーで複数の NIC およびマルチポート NIC を使用します。 

管理目的のみに使用するホスト マシンに 1 つの専用の NIC を使用します。 

ゲスト バーチャル マシン専用に 1 つ以上の NIC を使用します (最高の統合

には 10 Gbps NIC を使用)。 

iSCSI と MPIO 専用の 2 つ以上の NIC を使用します。 
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ゲスト バーチャル マシンの各ホスト サーバーで少なくとも 1 つの NIC/ポー

トを専用にします。統合率を最大化するには、バーチャル マシン ネットワー

ク I/O に 1 つ以上の 10 ギガビット ーサネット NIC を使用します。 

ホスト バス アダプタ アーキテクチャ 

すべてのゲスト バーチャル マシンのデゖスク記憶域は、ホスト サーバーによって

使用されている記憶域システムに配置される VHD フゔルです。既に説明したシ

ステム、プロセッサ、メモリ、およびネットワーク ゕーキテクチャに加えて、ホ

ストの記憶域 I/O がホスト サーバー サジングの最後の主要コンポーネントで

す。各サーバーで多数のゲストとそのさまざまなワークロードが実行されることか

ら、Hyper-V I/O は、記憶域システムへの多数の読み取りおよび書き込み IOPS 

によって構成されます。 

直接接続型記憶域が使用されている場合は、既に説明したように、サーバー内蔵の 

SATA II または SAS RAID コントローラーが推奨されます。記憶域ゕレと SAN 

が使用されている場合は、ホスト サーバーにホスト バス ゕダプタ (HBA) が必要

です。HBA は、ホスト サーバーから記憶域ゕレへのゕクセスを提供します。記憶

域接続は、高可用性およびパフォーマンスのための重要なコンポーネントです。 

推奨事項 

単一ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンでは、iSCSI 用に少なくとも 1 

つのフゔバー チャネル HBA または 1 つの専用 NIC を使用します。 

フゔバー チャネルを使用する場合は、4 GFC または 8 GFC の HBA を使用

します。 

iSCSI を使用する 場合は、スループットを最大化するために負荷分散構成で 

MPIO を使用します。 

 

オペレーティング システム アーキテクチャ 

オペレーティング システムのバージョン 

Hyper-V ホストのオペレーテゖング システムの選択は、サポートとパフォーマン

スの観点からだけでなく、全体的なコストの観点からも重要です。既に説明したよ

うに、すべてのシナリオで x64 バージョンの Windows Server が必要です。 

また、オペレーテゖング システムのバージョンを選択するときは仮想化使用権を考

慮します。Windows Server 2008 R2 の特定のバージョン (Standard、

Enterprise、および Datacenter Edition) には “仮想化使用権” が含まれています。
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これは、指定された数の Windows ベースのバーチャル マシンを実行するための権

利およびラセンスです。Windows Server® 2008 R2 Standard Edition には、1 

つの実行バーチャル マシンの使用権が含まれます。Windows Server® 2008 R2 

Enterprise Edition には、最大 4 つのバーチャル マシンの使用権が含まれますが、

これはホストが実行できるゲストの数を制限するものではなく、4 つの Windows 

ゲストのラセンスが含まれることを意味します。4 つを超えるゲストを実行する

には、有効な Windows Server ラセンスを追加のバーチャル マシン用に取得す

る必要があります。 

Windows Server® 2008 R2 Datacenter Edition に含まれている使用権には制限

がなく、Windows Server® 2008 R2 Datacenter Edition を実行する物理サー

バーで必要な数のゲストを実行できます。 

推奨事項 

すべての Hyper-V ホストに Windows Server® 2008 R2 Enterprise Edition 

または Windows Server® 2008 R2 Datacenter Edition を使用します。ホス

ト サーバー サジングを完了し、各ホストで実行するゲストの数を判断した

ら、会計担当者と協力してデータセンター サーバーのコスト効率が高くなる

ポントを判断します。 

詳細については、「マクロソフト ボリューム ラセンス - 仮想化ラセン

ス」Web ページを参照してください。 

 

Hyper-V アーキテクチャ 

バーチャル マシン ゲスト 

Hyper-V は、Virtual Server 2005 と比べて大幅にゲスト バーチャル マシンのス

ケーラビリテゖを向上させます。サポートされるオペレーテゖング システムを使

用する場合、Hyper-V ゲストは以下のオプションをサポートできます。 

注 

これらの設定を使用するために計画されている各オペレーテゖング システム

に関して、複数のプロセッサ、大容量 RAM などのサポート レベルを確認して

ください。 

 

Hyper-V は大規模なゲスト バーチャル マシンをサポートするので、マルチプロ

セッサ、マルチコゕ サーバー、大容量デゖスクまたは IO 要件を持つサーバーなど

http://www.microsoft.com/japan/licensing/about-licensing/virtualization.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/about-licensing/virtualization.aspx
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を始めとする統合可能なワークロードの幅が大きく広がります。 

Hyper-V は大規模なゲストをサポートできますが、一般には、必要なリソースで

のみ各ゲストを構成することによって、他のゲストまたは将来の拡張のためにリ

ソースを使用できます。たとえば、ゲストにとって特に必要でない場合は、すべて

のゲストが 4 つの論理プロセッサを使用するようにすることは推奨されません。

プロセッサ、RAM などの追加リソースは、必要に応じて容易に追加できます。 

推奨事項 

必要なパフォーマンスおよび最大統合率を実現するために必要なリソースのみ

を使用するようにゲストを構成します。 

 

以下の図は、4 つの論理プロセッサ、4 GB の RAM、複数の SCSI コントロー

ラー、複数のネットワーク ゕダプタなどの適度なリソースで構成された Windows 

Server 2008 を実行するゲスト バーチャル マシンを示しています。この例では、ゲ

ストには IDE ブート デゖスク (VHD) と 4 つの SCSI パススルー デゖスクが含まれ

ます。ゲスト記憶域ゕーキテクチャについては次の節で詳しく説明します。 

Hyper- V ゲスト 

Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 

ネットワーク ゕダプタ 0 - vSwitch 1 ネットワーク ゕダプタ 1 - vSwitch 2 

MAC: VLAN: MAC: VLAN: 

デゖスク 1  
パススルー LUN 2 

SCSI  
コントローラー 0 

SCSI  
コントローラー 1 

デゖスク 1  
パススルー LUN 4 

デゖスク ０  
パススルー LUN 1 

デゖスク 0  
パススルー LUN 3 

IDE コントローラー 0 

ブート デゖスク 
(VHD) 

IDE コントローラー 0 

<空き> 

IDE コントローラー 1 

DVD ドラブ 

IDE  
コントローラー 1 

<空き> 

4 GB の RAM 

論理プロセッサ 1 論理プロセッサ 2 

論理プロセッサ 3 論理プロセッサ 4 

 

バーチャル マシンの記憶域 

ボリュームとパーティション 

Windows Server 2008 R2 および HyperV ホスト サーバー上で実行するゲスト

には、 Microsoft® SQL Server® または Microsoft® Exchange Server を実行す
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るサーバーと同じデゖスク I/O パフォーマンス調整技法の多くを適用できます。

高速 LUN をオペレーテゖング システム専用にし、バーチャル ハード デゖスク 

フゔル (.VHD) とバーチャル マシン構成フゔルを別々の高速 LUNに配置する

ことをお勧めします。ワークロードのパフォーマンス特性によっては、デゖスク 

I/O を別の物理スピンドルに分離することが適切な場合もあります。デゖスク I/O 

の分離に関する推奨事項については、ゕプリケーション固有のガダンスを参照し

てください。 

Hyper-V には、ホストに提示されているデゖスクを使わず、LUN への直接ゕクセ

スをゲストに提供するパススルー デゖスクを使用するオプションもあります。こ

の機能は、記憶域の再割り当てを検討する際に適切な場合があります。たとえば、

バーチャル マシンのデータが特定のサズに達すると、データをコピーするより

も LUN を再マッピングする方が合理的です。その時点でパススルー デゖスクを検

討します。 

記憶域ゕレを使用する場合は、記憶域システムに適したトラックおよびセクター

値を記憶域ベンダーに確認し、Diskpart.exe ツールを使用してデゖスク トラック

がセクターと整列していることを確認します。ほとんどの場合、Windows Server 

2008 R2 では、これの確認は不要ですが、記憶域ベンダーに確認してください。 

推奨事項 

バーチャル マシン ゲスト オペレーテゖング システム VHD フゔルとデータ 

ボリュームに別々の物理デゖスクと LUN を使用します。 

ゲスト ゕプリケーションのデゖスク調整ガダンスに従って、デゖスク I/O 

を分離します。 

すべてのホスト サーバー ボリュームに NTFS を使用します。 

Windows Server 2008 以前のオペレーテゖング システムでは、

http://support.microsoft.com/kb/929491 の記載に従って、ゲスト デゖス

ク セクターを整列させます。 

 

定期的にゲスト上の VHD フゔルをデフラグ (最適化)、事前圧縮、および圧縮

し、ホスト上のボリュームをデフラグすると、デゖスク I/O パフォーマンスが最

適化されます。固定サズの VHD のみを使用する場合は、デゖスク セクターが作

成時に連続形式で事前に割り当てられるため、VHD をホストするボリュームのホ

スト レベルのデフラグは不要です。 

情報 

ホストのデフラグは、Microsoft Windows® のビルトンのデゖスク デフラ

http://support.microsoft.com/kb/929491
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グ ユーテゖリテゖを使用して実行できます。VHD デフラグ、事前圧縮、およ

び圧縮の詳細な手順については、

http://vscommunity.com/blogs/virtualzone/archive/2007/01/17/three-

steps-to-vhd-compaction-with-virtual-server-2005-r2-sp1.aspx (英語情

報) を参照してください。 

 

バーチャル ハード ディスク (VHD) 

バーチャル ハード デゖスクは、ホスト サーバーからゕクセス可能な記憶域に配置

される VHD フゔルの内部にゲストのハード デゖスクをカプセル化します。バー

チャル ハード デゖスクを使用すると、デゖスクの容量可変の拡張機能、デゖスク

のスナップショット作成機能、別のサーバーへデゖスクを移動できる移植性などの

利点が得られます。バーチャル ハード デゖスクには 3 つの形式があります。 

容量可変の拡張ディスク 

容量可変の拡張バーチャル ハード デゖスクは、データを保存するための記憶域容

量を必要に応じて提供します。バーチャル ハード デゖスク (.vhd) フゔルは

デゖスクの作成時にはサズが小さく、デゖスクへのデータの追加に応じて拡大し

ます。.vhd フゔルのサズはデータがバーチャル ハード デゖスクから削除され

るときに自動的に縮小することはありませんが、データが削除された後、バーチャ

ル ハード デゖスクの編集ウゖザードを使用してデゖスクを圧縮してフゔル サ

ズを小さくすることができます。 

固定サイズ ディスク 

固定バーチャル ハード デゖスクは、バーチャル ハード デゖスクの作成時にデゖ

スクに対して指定されたサズの .vhd フゔルを使用して記憶域容量を提供しま

す。.vhd フゔルのサズは、保存されるデータの容量に関係なく、”固定” のま

まですが、バーチャル ハード デゖスクの編集ウゖザードを使用してバーチャル 

ハード デゖスクのサズを増やすことができます。その結果、.vhd フゔルのサ

ズが増加します。作成時に全容量を割り当てることにより、ホスト レベルでの

断片化の問題が解決されます (VHD 自体の内部の断片化はゲスト内で管理する必

要があります)。 

差分ディスク 

差分バーチャル ハード デゖスクは、親バーチャル ハード デゖスクを変更するこ

となく変更を加えることができる記憶域を提供します。差分デゖスクの .vhd フゔ

ルのサズはデゖスクへの変更の保存によって拡大します。 

推奨事項 

運用環境では、パフォーマンスに優れ、記憶域の可用性の監視が容易な固定サ

http://vscommunity.com/blogs/virtualzone/archive/2007/01/17/three-steps-to-vhd-compaction-with-virtual-server-2005-r2-sp1.aspx
http://vscommunity.com/blogs/virtualzone/archive/2007/01/17/three-steps-to-vhd-compaction-with-virtual-server-2005-r2-sp1.aspx
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ズ デゖスクを使用します。固定デゖスクを使用すると、作成時にデゖスク

の全サズが割り当てられます。 

Hyper-V 2.0 では、容量可変の拡張デゖスク (スナップショット/ .AVHD、差

分デゖスクを含む) のパフォーマンスは大幅に向上していて、運用で使用可能

なオプションとなっています。ただし、記憶域のオーバーサブスクリプション

や断片化などの他のリスクが内在するので注意して使用してください。 

 

 

パススルー ディスク 

Hyper-V では、ホスト サーバーにボリュームを提示する必要なく、バーチャル マ

シン ゲストは物理サーバーに接続されているローカル デゖスクまたは SAN LUN 

に直接ゕクセスできます。バーチャル マシン ゲストは、ホストのフゔル システ

ムを使用する必要なく、(デゖスクの GUID を使用して) 直接デゖスクにゕクセス

します。固定デゖスクとパススルー デゖスクのパフォーマンスの違いが現在ごく

わずかであることを考えると、決定は管理性に基づいて行います。たとえば、ボ

リューム上のデータが数百 GB レベルの場合、コピーに要する多大な時間を考える

と、そのサズでは VHD はほとんど移植性がありません。また、バックゕップ方

式にも留意してください。パススルー デゖスクでは、データをバックゕップでき

るのはゲスト内からだけです。 

パススルー デゖスクを使用する場合、VHD フゔルは作成されません。LUN がゲ

ストによって直接使用されます。VHD フゔルがないので、動的なサジング機

能やスナップショット機能はありません。 

推奨事項 

パススルー デゖスクは、絶対的な最大限のパフォーマンスが必要で、スナッ

プショットや移植性などの機能がないことが許容される場合にのみ使用しま

す。パススルー デゖスクと固定デゖスクのパフォーマンスの違いは最小限な

ので、パススルー デゖスクが必要なシナリオは非常に少なくなります。 

 

ディスク アクセス オプション 

バーチャル マシン ゲストは、IDE、SCSI、および iSCSI の 3 つのメカニズムを

使用して記憶域にゕクセスできます。ゲストに対して IDE または SCSI デゖスク

を構成する場合、ホスト サーバーに接続されている任意の記憶域 (ホストに直接接

続されたデゖスク、ホストに提示された SAN LUN、またはホストに提示された 

iSCSI LUN) を使用する VHD またはパススルー デゖスク構成を選択できます。 
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以下の図では個別に示していますが、さまざまなオプションを組み合わせて使用で

きます。 

各図の青いデゖスクはホストによってマウントされる記憶域を表し、ゲストが使用

する VHD フゔルを保持します。オレンジのデゖスクは、パススルー デゖスク 

(IDE または SCSI 仮想コントローラーを使用) を介して、またはゲストに提示され

る iSCSI LUN に直接接続してゲストが直接ゕクセスする記憶域を表しています。 

次の図では、SAS、SCSI、SATA デゖスクなどの直接接続型記憶域が使用されます。 

 

次の図では、フゔバー チャネル SAN ベースの記憶域が使用されます。 

 

 

 

 

注 

Hyper-V ゲストは IDE デゖスクからのみブートできます。Hyper-V ゲストの 

BIOS は 2 つの IDE コントローラーをサポートし、それぞれ最大 2 デゖス

ク、ゲストあたり最大 4 の IDE デゖスクをサポートします。 

Hyper-V ゲストは、最大 4 台の SCSI コントローラーをサポートし、それぞ

れ最大 64 デゖスク、合計でゲストあたり最大 256 の SCSI デゖスクをサ

ポートします。 

Virtual Server 2005 R2 とは異なり、Hyper-V 統合コンポーネントがゲスト

にンストールされると、IDE または SCSI 接続されたバーチャル デゖスク

のパフォーマンスの違いはなくなります。 

 

推奨事項 
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IDE 接続されたデゖスクをブート デゖスクとして使用します。ゲスト データ 

ボリューム用の SCSI コントローラーおよび SCSI 接続されたデゖスクを追加

します。 

Hyper-V R2 ではゲスト デゖスクを仮想 SCSI コントローラーによってホッ

トゕドできるので、VHD のホットゕド機能用の SCSI コントローラー デバ

スをすべての VM で事前に作成することを検討してください。 

Hyper-V は、ゲストの仮想ネットワーク ンターフェス カード (NIC) を使用

して iSCSI LUN に直接接続して、iSCSI 記憶域を使用することもできます。サー

ドパーテゖの iSCSI ニシエーターを使用しないと、ゲストを仮想 NIC を通じて

ゕクセスされる iSCSI LUN からブートすることはできません。 

次の図では、iSCSI 記憶域が使用されます。iSCSI では、ゲストのネットワーク接続

を使用する直接 iSCSI ゕクセスという第 3 のゕクセス シナリオが追加されます。 

 

注 

ホストに提示されてゲストによって使用される iSCSI LUN とゲストに直接提

示される iSCSI LUN とを混同しないよう注意してください。前者では、iSCSI 

LUN へのゕクセスはホストのネットワーク接続を通じて提供されます。後者

では、iSCSI LUN へのゕクセスはゲストのネットワーク接続を通じて提供さ

れます。これらのオプションについては、次の節で説明します。 

 

推奨事項 

iSCSI を使用する場合は、ケーブル配線やスッチングを含め、iSCSI 記憶域

へのゕクセスに個別の物理および仮想ネットワークを使用して、許容可能なパ

フォーマンスを得られるようにします。 

ホストに提示される iSCSI LUN を使用する場合、これは専用の物理 NIC が 

iSCSI 記憶域への接続用になることを意味します。 
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パフォーマンスを向上させるには、NIC を提供するゲストとホストの両方の記

憶域で Jumbo Frame を使用することを検討してください。 

 

ゲストに直接提示される iSCSI LUN を使用する場合、これは、専用の物理 NIC が

ホストに接続されること、専用の仮想スッチが iSCSI 物理 NIC にバンドされ

ること、およびゲスト内の専用の仮想 NIC が iSCSI 仮想スッチにバンドされ

ることを意味します。その結果、ゲストには 2 つ以上の仮想 NIC が含まれ、1 つ

が LAN 接続用、1 つ以上が iSCSI 接続用になります。 

仮想ネットワーク 

Hyper-V を実行するサーバーに多くの仮想ネットワークを作成して、さまざまな

通信チャネルを提供することができます。たとえば、ネットワークを作成して以下

を提供できます。 

 バーチャル マシン間のみの通信。この種類の仮想ネットワークはプラ

ベート ネットワークと呼ばれます。 

 ホスト サーバーとバーチャル マシンの間の通信。この種類の仮想ネット

ワークは内部ネットワークと呼ばれます。 

 ホスト サーバーで物理ネットワーク ゕダプタへの関連付けを作成するこ

とによるバーチャル マシンと物理ネットワークの間の通信。この種類の仮

想ネットワークは外部ネットワークと呼ばれます。 

仮想ネットワーク マネージャーを使用して、仮想ネットワークを追加、削除、お

よび変更できます。仮想ネットワーク マネージャーは、Hyper-V マネージャー 

MMC から使用できます。ネットワークの種類を以下の図に示します。 
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Hyper-V で外部ネットワークを作成すると、仮想ネットワーク スッチが作成さ

れ、選択した物理ゕダプタにバンドされます。新しい仮想ネットワーク ゕダプ

タが親パーテゖションに作成され、仮想ネットワーク スッチに接続されます。

子パーテゖションは、仮想ネットワーク ゕダプタを使用して仮想ネットワーク ス

ッチにバンドできます。次の図はゕーキテクチャを示しています。 

 



  

 

33 

上記のシナリオに加えて、Hyper-V は、仮想ネットワーク スッチと仮想ネット

ワーク ゕダプタによって VLAN と VLAN ID の使用もサポートします。Hyper-V 

は 802.1q VLAN トランキングを利用して、この目的を実現します。この機能を使

用するには、ホストで仮想ネットワーク スッチを作成し、802.1q VLAN タグを

サポートする物理ネットワーク ゕダプタにバンドする必要があります。VLAN 

ID は次の 2 つの場所で構成されます。 

 仮想ネットワーク スッチ自体。親パーテゖションの仮想ネットワーク 

ゕダプタが使用する VLAN ID を設定します。 

 各ゲストの仮想ネットワーク ゕダプタ。ゲストが使用する VLAN ID を設

定します。 

以下の図は、3 つの VLAN (5、10、20) を含む物理ネットワーク上の 802.1q ト

ランクに接続されているホストで単一の物理 NIC を使用する例を示しています。

この例の設計目標は次のとおりです。 

 3 VLAN (5、10、20) を含む 802.1q トランクは、ホスト内の物理ゕダプ

タに接続される。 

 単一の仮想スッチが作成され、物理ゕダプタにバンドされる。 

 仮想スッチの VLAN ID は 5 に構成され、親の仮想 NIC が VLAN 5 で

通信できるようする。 

 子パーテゖション #1 の仮想 NIC の VLAN ID は 10 に設定され、VLAN 

10 での通信を可能にする。 

 子パーテゖション #2 の仮想 NIC の VLAN ID は 20 に設定され、VLAN 

20 での通信を可能にする。 

予期される結果では、単一の仮想スッチがあり、親と 2 つの子はそれぞれの 

VLAN でのみ通信できます。相互通信はできません。 
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セキュリティに関する考慮事項 

Microsoft Hyper-V は、仮想環境上で攻撃にさらされる面を最小限に抑えるように

設計されました。ハパーバザー自体は、サードパーテゖ ドラバから独立し

たマクロカーネルに分離されています。HyperV ゕクテゖビテゖのホスト部分は

親パーテゖションに分離され、各ゲストから切り離されています。親パーテゖショ

ン自体はバーチャル マシンです。各ゲスト バーチャル マシンは、独自の子パー

テゖションで動作します。 

以下は、物理サーバーのセキュリテゖに関する通常のベスト プラクテゖスに追加

される、Hyper-V 環境で推奨されるセキュリテゖのベスト プラクテゖスです。 

 ホストとゲストの両方で IPSec によるドメン分離の使用を検討します。 

 Hyper-V サーバーとその管理者およびユーザーとの間の通信をセキュリ

テゖで保護します。 

ホスト オペレーティング システム構成 

 管理オペレーテゖング システムには Server Core ンストールを使用します。 

 最新のセキュリテゖ更新プログラムを適用して管理オペレーテゖング シス

テムを最新の状態に維持します。 

 物理 Hyper-V コンピューターの管理オペレーテゖング システムには、専

用ネットワーク ゕダプタを備えた個別のネットワークを使用します。 

 バーチャル マシンのリソース フゔルを保存する記憶域デバスをセ

キュリテゖで保護します。 
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 Windows Server 2008 Security Compliance Management Toolkit に

記載されているベースラン セキュリテゖ設定の推奨事項に従って管理オ

ペレーテゖング システムを強化します。 

 管理オペレーテゖング システムにンストールされたリゕルタムのウ

ルス対策ソフトウェゕ コンポーネントでは Hyper-V リソースを除外する

ように構成します。 

 管理オペレーテゖング システムを使用してゕプリケーションを実行しない

ようにします。 

 管理オペレーテゖング システムに対するゕクセス許可をバーチャル マシ

ン管理者に付与しないようにします。 

 バーチャル マシンのセキュリテゖ レベルを使用して、管理オペレーテゖ

ング システムのセキュリテゖ レベルを判断します。 

 Windows® BitLocker™ ドラブ暗号化を使用してリソースを保護します。

(注: BitLocker はフェールオーバー クラスタリングでは動作しません。) 

バーチャル マシン構成 

 固定サズの仮想ハード デゖスクを使用するようにバーチャル マシンを構成し

ます。 

 仮想ハード デゖスクとスナップショット フゔルを安全な場所に保存し

ます。 

 バーチャル マシンに割り当てるメモリの量を決定します。 

 プロセッサの使用率に制限を設定します。 

 必要に応じて正しい種類の仮想ネットワークに接続してネットワーク トラ

フゖックを分離するよう各バーチャル マシンの仮想ネットワーク ゕダプ

タを構成します。 

 バーチャル マシンに必要な記憶域デバスのみを構成します。 

 Windows Server 2008 Security Compliance Management Toolkit に

記載されているベースラン セキュリテゖ設定の推奨事項を使用し、実行

するサーバーの役割に従って各バーチャル マシンで実行されるオペレー

テゖング システムを強化します。 

 サーバーの役割に基づいてバーチャル マシン内のウルス対策、フゔゕ

ウォール、および侵入検知ソフトウェゕを適宜構成します。 

 運用環境で有効にする前に、バーチャル マシンにすべての最新セキュリ

テゖ修正プログラムが適用されていることを確認します。 

 バーチャル マシンに統合サービスがンストールされていることを確認し

ます。 
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ネットワーク構成 

Hyper-V サーバーには、少なくとも 2 つの物理ネットワーク ンターフェス 

カード (NIC) が必要で、ゲスト バーチャル マシンのグループを互いに分離するに

はそれ以上の NIC が必要になる可能性があります。 

最初の NIC はホスト パーテゖションを管理するために使用され、残りの NIC は

物理ネットワークおよび記憶域との通信のためにゲスト マシンによって使用され

ます。子パーテゖションで使用される NIC が過負荷状態になった場合でも管理者

はホスト パーテゖションにゕクセスできるため、個別のンターフェスの使用

が特に有益です。 

 

さらに、特に機密性の高いデータを含むゲスト マシンの場合、物理ネットワーク

にゕクセスするために 1 つの NIC のみを使用するように構成できます。これらの

システムにゕクセスできるユーザーを制御する VLAN とその他の物理境界を使っ

て、管理者は、追加の物理 NIC へのゕクセスか仮想ネットワークへのゕクセスか

に応じて、セキュリテゖ レヤーを追加できます。 

 

ドメイン分離 

Hyper-V ホストが参加するドメンで Kerberos ベースの認証を使用する場合は

特に、IPSec ベースのドメン分離の実装には利点があり、追加トラフゖックの面

で比較的小さなオーバーヘッドがあります。Hyper-V ホストを参照または Hyper-

V ホストに接続できるのは Kerberos によって認証されたシステムだけになりま

す。また、ドメン分離は、内部ネットワークに接続する不正マシンがサーバーを
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参照することやスキャンすることを阻止します。サーバーの一覧を表示しようとし

たとき、侵入者は空白しか読み取れず、どのサーバーもクエリを受け付けません。 

ドメン分離はシステムを分離するために IPSec 認証のみを使用するので、シス

テムの全体的なパフォーマンスへの影響は最小限に押さえられます。サーバー分離

シナリオとは異なり、IPSec は実際のデータを暗号化しません。 

一般的に、仮想環境内では可能な限り常にドメン分離を使用し、サーバー分離は

絶対的に必要な場合のみ使用することをお勧めします。管理コンソールをネット

ワークのその他の部分から物理的に分離する手段がない場合は、サーバー分離を 

IPSec ポリシーと共に使用して、親パーテゖションへのゕクセスがあり、Hyper-V 

ホストを完全管理する管理 NIC に管理者のコンソールだけをリンクできます。 

パフォーマンスへの影響 

IPSec ハードウェゕ ゕクセラレータは仮想環境では効果がないので、IPSec 

トラフゖックをハードウェゕへオフロードするのには役立ちません。 

Hyper-V に対して推奨されるファイアウォール例外 

以下は、Hyper-V が正しく動作するために開いておく必要があるポートです。こ

れらは Hyper-V 役割が Windows 2008 R2 サーバーに追加されるときに自動的

に設定されます。グループ ポリシー経由やローカルでは変更できません。この構

成は、他のポリシーが上書きして必要な Hyper-V サービスをシャットダウンして

しまうことがないようセキュリテゖ ポリシーで永続的に設定できます。 

これらのポートは、Hyper-V 役割によって影響を受けるすべてのフゔル、サー

ビス、およびポートのリフゔレンスである Windows Server 2008 Hyper-V 

Attack Surface Reference.xlsx から抽出したものです。このスプレッドシートは

以下の場所からダウンロードできます。 

http://download.microsoft.com/download/8/2/9/829bee7b-821b-4c4c-

8297-13762aa5c3e4/Windows%20Server%202008%20Hyper-

V%20Attack%20Surface%20Reference.xlsx 

BitLocker 

攻撃者は、サーバーに物理的にゕクセスし、物理ドラブ上のサーバー データに

ゕクセスし、Microsoft Windows プレンストール環境 (WinPE) CD を挿入して

起動するだけで NTFS パーテゖションに認証なしでゕクセスできます。データが

暗号化フゔル システム (EFS) などの方法で暗号化されていない場合、すべての

フゔルが開示されます。 

http://download.microsoft.com/download/8/2/9/829bee7b-821b-4c4c-8297-13762aa5c3e4/Windows%20Server%202008%20Hyper-V%20Attack%20Surface%20Reference.xlsx
http://download.microsoft.com/download/8/2/9/829bee7b-821b-4c4c-8297-13762aa5c3e4/Windows%20Server%202008%20Hyper-V%20Attack%20Surface%20Reference.xlsx
http://download.microsoft.com/download/8/2/9/829bee7b-821b-4c4c-8297-13762aa5c3e4/Windows%20Server%202008%20Hyper-V%20Attack%20Surface%20Reference.xlsx
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この問題に対する最善の対策は、Windows® BitLocker™ ドラブ暗号化 

(Windows Server 2008 に組み込まれているハードウェゕ ベースのボリューム暗

号化) で Hyper-V システム フゔルとバーチャル マシンを保存するボリュームを

セキュリテゖで保護することです。 

パフォーマンスへの影響 

テクノロジによってボリュームを暗号化した場合、サーバーに少量のオーバー

ヘッドが追加されます。この件に関する公式なドキュメントはありませんが、

製品グループによるテストでは、BitLocker が有効になるとパフォーマンスが

最悪の場合で 8% 低下し、通常 3 ～5% 低下します。BitLocker を追加して

ボリュームを暗号化する前と後のパフォーマンス指標をテストしてください。 

 

管理者権限の委任 

単一の物理サーバーが複数のオペレーテゖング システム ンスタンスをサポート

するように構成されている場合、どのンスタンスへの管理者権限をどのユーザー

に付与するかという課題は、Hyper-V 環境のセキュリテゖ保護において重要にな

ります。 

承認マネージャー (Azman.msc) は、Windows Role-Based Access Control 

(RBAC) フレームワークの一部です。管理者権限を委任して、ユーザーが役割の定

義と割り当てに基づいて指定されたタスク (操作) を実行できるようにするために

使用されます。既定の適用範囲では、菅理者グループのメンバーのみがバーチャル 

マシンを作成および制御する権利を与えられます。 

注 

Microsoft
®
 System Center Virtual Machine Manager が使用されている場

合、承認は AzMan を使用してではなく、Virtual Machine Manager から構

成する必要があります。 

 

以下は AzMan の主な概念です。 

 適用範囲: 同じ承認ポリシーを共有する類似したリソースのコレクション 

(バーチャル マシンや仮想ネットワークなど)。 

 役割: ジョブのカテゴリまたは責任。例: 管理者、セルフサービス ユー

ザー (Virtual Machine Manager 内) 

 タスク: 操作または他のタスクのコレクション (Hyper-V サーバー設定の

管理やバーチャル マシンの作成など)。 
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o 操作: 操作はタスクのサブコンポーネントです。役割に個別に割り

当てることもできます。操作はユーザーが実行できるゕクションで

す ("バーチャル マシンの起動"、"バーチャル マシンの停止" な

ど)。操作をグループ化するとタスクが作成され、そのタスクは役

割に対して特定の管理機能の実行を許可します。 

 

ホストのサイジングおよび統合計画 

ホストのサジングでは、統合されるすべてのワークロード (CPU、RAM、デゖス

ク I/O、ネットワーク I/O など) の合計と、統合される個々のワークロードの最大

値を判断します。次に、標準のホスト サーバー ゕーキテクチャ (複数の場合もあ

ります) が設計され、各ホスト サーバー ゕーキテクチャの実際の容量を判断する

ためのベンチマーク評価が行われます。統合されるワークロードを 1台あたりのホ

ストサーバーの容量で割ることによって、必要なホスト サーバーの数を判断しま

す。これは、プロセッサ、RAM、デゖスク I/O、ネットワーク I/O などに対して

個別に行われます。この数は、元の候補サーバー数と比較して全体的な統合率を判

断するために使用されます。 

サジングから最終的に、1 つ以上の標準ホスト サーバー ゕーキテクチャ、およ

び候補となるワークロード全体を仮想化するために各ゕーキテクチャで必要なサー

バーの数が導き出されます。 

ほとんどの場合、ホスト サーバーの RAM 容量は、サーバーがホストできるゲスト

の数を制約する第一の要素です。さらに、個々のゲストに割り当てられる RAM の

容量は、通常、ゲスト OS パフォーマンスの制約要素です。幸いなことに、RAM 

の価格およびコモデゖテゖ サーバーがサポートする RAM の最大容量は、過去数年

間で大幅に向上しました。したがって、このガダンスでは、大容量の RAM を搭

載したサーバーを使用し、運用環境のゲスト バーチャル マシンには少なくとも 2 

GB の RAM を割り当てることをお勧めします。はるかに高い統合率を実現するこ

とは可能ですが、前述のガダンスによってバーチャル マシンの高パフォーマン

スは確実に実現されます。 

統合候補のワークロード分析 

検出および評価フェーズでは、統合候補となる一連の物理サーバーが識別されま

す。統合候補は、一定の時間をかけて分析され、CPU、RAM、デゖスク I/O、ネッ

トワーク I/O などの平均およびピーク時使用率が判断されます。ホスト ゕーキテ

クチャでサポートする必要がある合計ワークロードや統合される予定の個々のワー
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クロードの最大値を判断し、単一のバーチャル マシンの物理的な制限内 (4 CPU 

コゕ、64 GB の RAM など) に収まることを確認するワークロード分析はホスト 

サジング プロセスの重要な部分です。単一のワークロードが単一のバーチャル 

マシンの制限を超える場合は、スケール ゕウトせずにワークロードをバーチャル 

マシンへ移行することは避けてください。 

ホスト サーバー アーキテクチャ パターン 

ゲストが使用できる容量を判断する際、1 つの CPU コゕ、1GB の RAM、1 つの 

NIC、および 20 GB + サーバー内の RAM 容量でサジングしたホスト サーバー

自体のための RAID 1 パーテゖションを予約します。たとえば、サーバーに 32 

GB の RAM が搭載されている場合、RAID 1 OS パーテゖションは少なくとも 52 

GB にサジングして、ホスト OS 障害発生時のメモリ ダンプに必要な適切な容量

を確保します。ホスト サーバー容量の残りは、ゲストに使用できます。 

ゲスト ハードウェア プロファイルの定義 

System Center Virtual Machine Manager はハードウェゕ プロフゔルの概念

を提供します。ハードウェゕ プロフゔルとは、論理プロセッサの数、RAM の容

量などのバーチャル マシン ゲスト ハードウェゕ設定のユーザー定義コレクション

です。新しいバーチャル マシンを作成するとき、ハードウェゕ プロフゔルを選

択して、統一された構成設定がそのプロフゔルを使用するすべてのゲスト バー

チャル マシンに適用されるようにすることができます。 

統合計画の簡素化と整合性を図るために、3 つのゲスト ハードウェゕ プロフゔ

ルが推奨されます。以下の図に詳しく示します。 

 

 

 

Hyper- V ゲスト (大) 

Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 

ネットワーク ゕダプタ 0 - vSwitch 1 ネットワーク ゕダプタ 1 - vSwitch 2 

MAC: VLAN: MAC: VLAN: 

デゖスク 1  
パススルー LUN 2 

SCSI  
コントローラー 0 

SCSI  
コントローラー 1 

デゖスク 1  
パススルー LUN 4 

デゖスク ０  
パススルー LUN 1 

デゖスク 0  
パススルー LUN 3 

IDE コントローラー 0 IDE  IDE  IDE  
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ブート デゖスク (VHD) コントローラー 0 

<空き> 

コントローラー 1 

DVD ドラブ 

コントローラー 1 

<空き> 

16 GB の RAM 

論理プロセッサ 1 論理プロセッサ 2 

論理プロセッサ 3 論理プロセッサ 4 
 

Hyper- V ゲスト (中) 

Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 

ネットワーク ゕダプタ 0 - vSwitch 1 ネットワーク ゕダプタ 1 - vSwitch 2 

MAC: VLAN: MAC: VLAN: 

デゖスク 1  
パススルー LUN 2 

SCSI  
コントローラー 0 

SCSI  
コントローラー 1 

デゖスク 1  
パススルー LUN 4 

デゖスク ０  
パススルー LUN 1 

デゖスク 0  
パススルー LUN 3 

IDE コントローラー 0 

ブート デゖスク (VHD) 

IDE  
コントローラー 0 

<空き> 

IDE  
コントローラー 1 

DVD ドラブ 

IDE  
コントローラー 1 

<空き> 

4 GB の RAM 

論理プロセッサ 1 論理プロセッサ 2 

論理プロセッサ 3 論理プロセッサ 4 
 

Hyper- V ゲスト (小) 

Windows Server 2008 Enterprise Edition x86 

ネットワーク ゕダプタ 0 - vSwitch 1 
SCSI  

コントローラー 0 
MAC: VLAN: 

IDE コントローラー 0 
ブート デゖスク 

(VHD) 

IDE  
コントローラー 0 

DVD ドラブ 

IDE  
コントローラー 1 

データ デゖスク (VHD) 

IDE  
コントローラー 1 

<空き> 

2 GB の RAM 

論理プロセッサ 1 論理プロセッサ 2 

各統合を 3 つのハードウェゕ プロフゔルのいずれかと関連付けることをお勧め

します。ホストの合計 CPU、RAM、および I/O リソースを、必要なさまざまなゲ

スト ハードウェゕ プロフゔルとその数で割ることによって、ホスト サーバーが

処理できる各プロフゔルの数を計算するためにハードウェゕ プロフゔルを使

用できます。 

ホストおよびゲスト サーバー アーキテクチャのベンチマーク測定 

サーバーの継続的な最大 CPU 使用率、RAM、デゖスク I/O、およびネットワーク 
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I/O のベンチマーク測定を実施する必要があります。ベンチマーク測定によってサ

ジングの式で利用するための正確な数値が提供されると同時に、重大なコンポー

ネントまたは構成の問題が早期に警告されます。パフォーマンス ベンチマークが

期待を満たさない場合は、すべてのハードウェゕ、ソフトウェゕ、および構成を慎

重に再確認する必要があります。 

ゲスト マシンの実際のパフォーマンスが次の節の式を使用して計算される数値に

一致するようにするために標準ゲストまたはゲストのセットのベンチマーク測定を

利用できます。 

ホストとゲストの組み合わせを適切にベンチマーク測定することにより、仮想化さ

れたンフラストラクチャのパフォーマンスが期待を満たすこと、または期待を上

回ることを確信できます。適切にベンチマーク測定せず、リソース使用量の計算や

サジング方法を誤った場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。 

 

必要なホスト サーバー数の計算 

統合候補の合計リソース要件 

前のフェーズで収集したパフォーマンス データを利用して、サトごとのすべて

の統合候補の全体的なリソース要件を判断します。 

 

合計     要件  ∑ コゕ数       速度             使用率    

候補  

候補  

 

 

合計    要件 ∑

候補  候補  

 合計                使用率              

合計ネットワーク     要件

 ∑ ∑   秒あたりの平均受信バト数 

     

     

    

    

    秒あたりの平均送信バト数 
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合計デゖスク     要件

 ∑                            

    

    

 

 

ホスト サーバー リソース 

サトごとに、ホスト サーバー ゕーキテクチャ パターンおよびホスト サーバー 

ゕーキテクチャを選択する必要があります。以下の方程式を使用して、ホスト 

サーバー リソースを統合候補リソース要件で除算します。または、ホスト サー

バー リソースをハードウェゕ プロフゔル リソースで除算します。 

 

  ト   ト          リソース

                                   

 

ゲストのホスト サーバー     容量  ホスト サーバー合計                 

ゲストのホスト サーバー デゖスク    容量  ホスト    ベンチマーク            

 

ゲストのホスト サーバー ネットワーク    リソース

     秒あたりのホスト    ベンチマーク平均バト数       

 

上記の計算のうち、いずれか計算結果のホスト サーバー数が最大になる方程式

を、そのサトに必要なサーバーの数を決定する要素として使用する必要があり

ます。 

 

 

SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER 2008 R2 

System Center Virtual Machine Manager コンポーネント 

ここでは、System Center Virtual Machine Manager コンポーネントの簡単な概

要、およびンストールする前に考慮する必要がある各コンポーネントの情報につ

いて説明します。 
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System Center Virtual Machine Manager サーバー 

System Center Virtual Machine Manager サーバーは、System Center Virtual 

Machine Manager 展開のハブで、System Center Virtual Machine Manager の

その他のコンポーネントはすべて、このサーバーを介して対話および通信します。 

System Center Virtual Machine Manager サーバーは、System Center Virtual 

Machine Manager サービスを実行します。このサービスはコマンドを実行し、

フゔルを転送して、その他の System Center Virtual Machine Manager コン

ポーネント、すべてのマシン ホスト、および System Center Virtual Machine 

Manager ラブラリ サーバーとの通信を制御します。これらは、集合的に "管理

されたコンピューター" と呼ばれます。System Center Virtual Machine 

Manager サービスは、管理するコンピューターにンストールされる System 

Center Virtual Machine Manager エージェントを通じて実行されます。 

System Center Virtual Machine Manager サーバーは、すべての System 

Center Virtual Machine Manager 構成情報を保存する Microsoft SQL Server
®
 

にも接続します。 

既定では、System Center Virtual Machine Manager サーバーはラブラリ 

サーバーでもあり、バーチャル ハード デゖスクなどのフゔル ベースのリソー

ス、バーチャル フロッピー デゖスク、テンプレート、PowerShell™ スクリプト、

無人応答フゔル、ISO メージ、ハードウェゕやゲスト オペレーテゖング シス

テム (OS) プロフゔルなどの System Center Virtual Machine Manager メタ 

データを保存するために使用できます。 

System Center Virtual Machine Manager 管理者コンソール 

System Center Virtual Machine Manager 管理者コンソールの用途は次のとおり

です。 

 バーチャル マシンおよびテンプレートの作成、展開、管理 

 ホスト (Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™、

Microsoft® Virtual Server 2005、および VMware® Virtual Center で管理さ

れた ESX サーバー) およびラブラリ サーバーの監視と管理 

 ラブラリ オブジェクトおよびジョブの管理 

 グローバル構成設定の管理 

System Center Virtual Machine Manager コンソールは、System Center 

Virtual Machine Manager サーバーの後にンストールされます。System 

Center Virtual Machine Manager サーバーと同じコンピューター、または別のコ
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ンピューターにンストールできます。System Center Virtual Machine 

Manager 管理者コンソールから使用できる機能はすべて Windows PowerShell 

のコマンドレットを使用して実行することもできます。 

System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル v1 

System Center Virtual Machine Manager セルフ サービス ポータル (VMMSSP) 

は、ンストールして、管理された環境内でエンド ユーザーが自分のバーチャル マ

シンを作成して管理できるように構成できるオプションの Web ベースのコンポーネ

ントです。 

重要 

VMMSSP 2.0 は、既存の VMM 2008 R2 セルフサービス ポータルのゕップ

グレードではありません。要件に応じて、いずれかまたは両方のセルフサービ

ス ポータルを展開して使用することができます。 

 

System Center Virtual Machine Manager エージェント 

System Center Virtual Machine Manager エージェントは、バーチャル マシン

のホストでバーチャル マシンを管理し、ホストおよびラブラリ サーバーが 

System Center Virtual Machine Manager サーバーと通信して System Center 

Virtual Machine Manager サーバーとの間でフゔルを転送できるようにします。 

バーチャル マシンのホストまたはラブラリ サーバーが信頼されたドメンに参

加し、System Center Virtual Machine Manager 管理者コンソールを使用して追

加されると、System Center Virtual Machine Manager はその管理するコン

ピューターに既定の設定を使用してエージェントを自動的にンストールします。 

ホストが境界ネットワーク上にある場合、または信頼されたドメンに参加してい

ない場合は、System Center Virtual Machine Manager に追加する前に、エー

ジェントをホストに手動でンストールする必要があります。 

バーチャル マシンのホスト 

バーチャル マシンのホストは、1 つ以上のバーチャル マシンをホストする物理コ

ンピューターです。ホストは、System Center Virtual Machine Manager 管理者

コンソールのホストの追加ウゖザードを使用して、System Center Virtual 

Machine Manager に追加されます。ホストが System Center Virtual Machine 

Manager に追加されると、エージェントはホスト システムに自動的にンストー

ルされます。Windows® ベースのホストを追加すると、System Center Virtual 
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Machine Manager は自動的に適切なバージョンの Virtual Server をンストー

ルまたはゕップグレードするか、Hyper-V の役割を有効にします。 

重要 

Windows Server® 2003オペレーテゖング システムを実行する Virtual 

Server ホストを管理するには、正しいバージョンの Windows Remote 

Management (WinRM) がンストールされている必要があります。 

 

ホスト グループ 

バーチャル マシンのホストをグループに整理すると、ホストとバーチャル マシン

の監視と管理が容易になります。ホスト グループは、組織にとって最適な方法で

使用できます。 

ホスト グループの最も基本的な機能は、有意義な方法でグループ ホストとバー

チャル マシンへのコンテナとして機能することです。ホスト グループは以下の目

的に使用できます。 

 ホスト オペレーテゖング システムの使用のためのホストのリソースの確保。 

 セルフサービスに使用されるホストの指定。 

 記憶域ネットワーク (SAN) に接続されるホストの指定 (ベスト プラク

テゖス) 

 ホストのグループ内の最適なホストへのバーチャル マシンの自動配置の有

効化。 

ホスト グループ プロパティの継承 

子ホスト グループは、親グループからホスト予約の設定および役割委任を継承で

きます。ただし、プロパテゖ継承は、以下の 2 つの機能で動作が異なります。 

 ホスト サーバー。親ホスト グループのホスト予約を変更するとき、管理

者は、ホスト予約の設定を子グループ内のホストに継承するかどうかを選

択できます。継承が有効になっている場合、子グループ内のホスト予約の

設定は上書きされます。 

 役割委任。親ホスト グループが仮想の役割委任に使用される場合、その子

ホスト グループはそれぞれ、これらの設定を親から自動的に継承します。 

グループの分離 

ホスト グループを使用して、ホスト (またはホストのコレクション) を分離できま

す。たとえば、ホストにミッション クリテゖカルなゕプリケーションをホストす

るバーチャル ゲストが含まれる場合、独自のホスト グループに配置することで、
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そのホストを分離できます。この方法で、管理者は、適切なユーザーのみがゕクセ

ス許可を委任されること、およびそのホスト サーバーの予約リソースの可用性を

最大限にすることができます。 

System Center Virtual Machine Manager ライブラリ サーバー 

各 System Center Virtual Machine Manager ラブラリ サーバーには、System 

Center Virtual Machine Manager でバーチャル マシンを作成および構成する際

に使用できるリソースのカタログが含まれています。ラブラリには、ラブラリ

共有に保存されるフゔルが含まれ、バーチャル ハード デゖスク、バーチャル フ

ロッピー デゖスク、ISO メージ、スクリプトなどのフゔル ベースのリソース

を含めることができます。 

重要 

セットゕップの完了後に、既定のラブラリ サーバーおよびラブラリ共有

を削除することはできません。配置場所はセットゕップの実行時に慎重に考慮

するようにしてください。 

 

さらに、ラブラリ サーバーには、バーチャル マシンの作成や未使用のバーチャ

ル マシンの保存に使用できるバーチャル マシン テンプレート、ハードウェゕ プ

ロフゔル、およびゲスト オペレーテゖング システム プロフゔルを含めること

ができます。 

ライブラリ グループ 

ラブラリ サーバーを作成するときに、ラブラリ サーバーをニーズに最適な方

法で整理するのに役立つラブラリ グループを作成できます。 

ラブラリ サーバーが SAN に接続されている場合は特に、ラブラリ サーバー

をそのリソースを使用するホスト グループと合わせることがベスト プラクテゖス

となります。この方法により、SAN フゔル転送を利用するためにどのホストお

よびラブラリ サーバーを使用できるかが明らかになります。 

System Center Virtual Machine Manager サーバー配置 

ほとんどの System Center Virtual Machine Manager 展開では、単一の System 

Center Virtual Machine Manager サーバーで十分です。System Center Virtual 

Machine Manager 環境は、仮想環境の拡張に応じてバーチャル マシンのホストおよ

びラブラリ サーバーを追加することにより、後で拡張できます。また、単一の 

System Center Virtual Machine Manager サーバーで単一のデータベースを使用する
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と、仮想環境全体を一元管理するのに役立ちます。しかし、以下の状況では、複数の 

System Center Virtual Machine Manager サーバーが効果的な場合があります。 

 開発およびテスト環境が運用の仮想環境とは別に管理されている場合 

 仮想環境が、サポートされる最大 400の ホストおよび 8,000 のバーチャ

ル マシンを超えて拡張する場合、または拡張が予定されている場合 

ビジネス ニーズにより、複数の System Center Virtual Machine Manager サー

バーをンストールする必要がある場合は、以下の点を考慮してください。 

 各 System Center Virtual Machine Manager サーバーは、個別のコンピ

ューターにンストールし、個別の System Center Virtual Machine 

Manager データベースを使用する必要があります。 

 ある System Center Virtual Machine Manager 環境から別の System 

Center Virtual Machine Manager 環境へのフゔルの移動はサポートさ

れていません。 

サポートされるホストおよびバーチャル マシンの数 

推奨される最大ハードウェゕ構成での System Center Virtual Machine Manager 

によってテストされサポートされているホストおよびバーチャル マシンの最大数

は、ホストが 400、バーチャル マシンが 8,000 です。これらは、ハードコード化

された制限よりも現実的です。この数は、顧客またはフォールト トレランス要件

に応じて増減できます。 

ホストで実行できるバーチャル マシンの数は、主にホストとバーチャル マシンの

構成によって制限されます。 

ネットワークに関する考慮事項 

ネットワーキングの観点から、System Center Virtual Machine Manager に関し

て考慮する必要がある重要な事項は、次のとおりです。 

 接続 

 帯域幅 

 ネットワーク トラフゖック 

接続 

存在するすべてのフゔゕウォールが System Center Virtual Machine Manager 

コンポーネント間で必要な通信をブロックしないようにします。 

System Center Virtual Machine Manager をンストールするとき、System 

Center Virtual Machine Manager サーバーがエージェント通信およびホストとラ
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ブラリ サーバー間のフゔル転送に使用するポートが指定されます。既定で

は、これらのポートはそれぞれ 22 (SFTP) 80、および 443 です。 

帯域幅 

System Center Virtual Machine Manager を使用したバーチャル マシンの作成

および管理では、ネットワークを介して GB サズの複数のフゔルが移動される

可能性があります (P2V 移行を実行する場合、あるホストから別のホストへバー

チャル マシンを移動する場合、または新しいバーチャル マシンをテンプレートか

ら展開する場合など)。 

ベスト プラクテゖスとして、System Center Virtual Machine Manager 構成内

のすべてのコンピューターを少なくとも 100 MB の全二重ーサネット接続で接

続します。ギガビット ーサネット接続を使用するときは、推奨要件よりも強力

なプロセッサを使用すると、パフォーマンスがさらに向上します。 

リモート オフゖスやブランチ オフゖス シナリオでのように、System Center 

Virtual Machine Manager をデータ センターを越えて拡張する場合 

 バーチャル マシンやテンプレートをプロビジョニングするリモートの場

所、または ISO メージにゕクセスする必要があるリモートの場所に 

System Center Virtual Machine Manager ラブラリ サーバーを追加す

ることを検討します。 

 小規模または信頼性の低い WAN リンクを介してフゔル転送を実行しな

いようにします。 

ネットワーク トラフィック 

System Center Virtual Machine Manager は、ラブラリ、ホスト、およびバー

チャル サーバーの定期的な更新を実行します。非常に大規模な仮想環境では、ト

ラフゖックの量が膨大になることがあります。 

フゔバー チャネルまたは Internet Small Computer System Interface 

(iSCSI) SAN を使用する場合は、ネットワーク転送ではなく SAN 転送を行うこと

で、ネットワークへの影響を低減できます。SAN 転送が実行されると、バーチャ

ル マシンを含む LUN が転送元から転送先のコンピューターへと再マッピングされ

ます (ネットワーク フゔル転送は実行されません)。このため、SAN 転送ははる

かに高速になり、転送するフゔルのサズに左右されることがなくなります。

iSCSI を使用する場合は、System Center Virtual Machine Manager で iSCSI 接

続を使用することで発生するネットワーク トラフゖックを考慮します。 

記憶域に関する考慮事項 
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Internet Small Computer System Interface (iSCSI) SAN は、すべての形式の

直接接続型記憶域 (DAS)、さらにフゔバー チャネル、iSCSI SAN をサポートし

ます。System Center Virtual Machine Manager は、フゔバー チャネル SAN 

で N_Port ID Virtualization (NPIV) もサポートします。NPIV は、基になる物理

ポートを抽象化することでホスト上に仮想 HBA ポートを作成するホスト バス ゕ

ダプタ (HBA) テクノロジを使用します。これにより、単一の HBA ポートが複数

の論理ポートとして機能し、各ポートが独自の ID を持つことになります。それぞ

れのバーチャル マシンは独自の HBA ポートに接続でき、個別のワールドワド名 

(WWN) に独立してゾーニングできます。 

System Center Virtual Machine Manager での SAN 転送 

System Center Virtual Machine Manager は、転送元と転送先のコンピューター

間で以下の種類の SAN 転送を実行できます。 

 ホストからのバーチャル マシンを System Center Virtual Machine 

Manager ラブラリに保存 

 System Center Virtual Machine Manager ラブラリからホストへバー

チャル マシンを展開 

 あるホストから別のホストへバーチャル マシンを移行 

SAN 転送が実行されると、ネットワークを介してフゔルが転送されるのではな

く、バーチャル マシンを含む LUN が転送元から転送先のコンピューターに再マッ

ピングされます。このため、SAN 転送は標準ネットワーク転送よりはるかに高速

になり、フゔル サズに影響されることはなくなります。 

SAN 転送が利用可能な場合、System Center Virtual Machine Manager は自動

的にこの転送を使用します。この動作を無効にして、System Center Virtual 

Machine Manager にネットワーク転送の使用を強制することができます。 

System Center Virtual Machine Manager を SAN フゔル転送に使用するに

は、事前に以下の構成手順を実行する必要があります。 

1. 転送元または転送先として機能する各コンピューターに Windows Server 

2003 R2 のコンポーネントである Virtual Disk Service (VDS) 1.1 を

ンストールします。 

2. Virtual Disk Service (VDS) 1.1 サーバーには VDS ハードウェゕ プロバ

ダーのみをンストールします。 

3. iSCSI SAN の iSCSI ニシエーターをンストールします。 
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4. HBA ポートを 1 つだけ使用する場合でも、フゔバー チャネル SAN 用の

マルチパス I/O (MPIO) ドラバをンストールします。 

System Center Virtual Machine Manager を Windows Server 2008/Hyper-V 

ホストでの SAN フゔル転送に使用するには、事前に以下の構成手順を実行する

必要があります。 

1. iSCSI SAN 用の iSCSI ニシエーターをンストールします。 

2. HBA ポートを 1 つだけ使用する場合でも、フゔバー チャネル SAN 用の

マルチパス I/O (MPIO) ドラバをンストールします。 

SAN による System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 の

迅速なプロビジョニング 

一部の SAN には、VHD を含み、それをホストへと提示する LUN を複製するための

リソースがあります。OS のカスタマズや IC のンストールに System Center 

Virtual Machine Manager を使用するために、System Center Virtual Machine 

Manager R2 にはネットワーク コピーを含まない new-VM コマンドレット用の 

UseLocalVirtualHardDisk スッチが用意されています。OS 応答フゔルを含み、

使用されていないダミー VHD を参照するテンプレートを作成できます (この機能を

使用するには、Windows PowerShell™ を使用する必要があります)。 

次にサンプル スクリプトを示します。 

Get-VMMServer -ComputerName "VMMServer1.Contoso.com" 

$JobGroupID = [Guid]::NewGuid().ToString() 

$Template = Get-Template | where {$_.Name -eq MyTemplate"} 

$VMHost = Get-VMHost | where {$_.Name -eq "VMHost.Contoso.com"} 

Move-VirtualHardDisk -IDE -BUS 0 -LUN 0 -Path "L:\OS.VHD" -JobGroup 

$JobGroupID  

New-VM -Name "VM Name" -Path "L:\" -Template $Template -VMHost 

$VMHost -JobGroup -$JobGroupID -UseLocalVirtualHardDisks  

 

セキュリティに関する考慮事項 
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セキュリティに関する一般的な考慮事項 

System Center Virtual Machine Manager 展開を計画するときは、以下の点を考

慮してください。  

 複数の Active Directory フォレストを使用する場合、System Center 

Virtual Machine Manager コンポーネントをンストールするには双方向

の信頼関係が必要です。 

 既定では、バーチャル マシンは、マシンを起動したゕカウントのセキュリ

テゖ コンテキスト内で実行されます。セキュリテゖを拡張するには、低い

レベルの特権を持つゕカウントを指定できます。 

 SQL Server のリモート ンスタンスを使用するときは、ンスタンスを 

LocalSystem 以外のゕカウントで実行する必要があります。 

 セルフサービス ユーザーは、バーチャル マシンに接続するときに資格情

報を求められる場合があります。これを回避するには、[セキュリテゖの設

定] または Microsoft® Internet Explorer® の [ローカル ントラネット] 

サトにホスト名を追加します。 

 バーチャル マシンのホストまたはラブラリ サーバーを追加するとき、

System Center Virtual Machine Manager は、管理されるコンピュー

ターのローカル管理者として System Center Virtual Machine Manager 

サーバーのマシン ゕカウントをンストールします。グループ ポリシー

によって制限されるグループがこのゕカウントを削除しないようにしてく

ださい。このゕカウントが削除されると、System Center Virtual 

Machine Manager は正しく機能しません。 

セキュリティの脆弱性 

一般的なセキュリテゖの脆弱性を避けるために、以下の点を考慮してください。 

 現実的な場合は、ベスト プラクテゖスとして System Center Virtual 

Machine Manager コンポーネントをンストールするときに既定のポー

トを使用しないようにします。 

 ホスト オペレーテゖング システムで実行されているフゔゕウォールお

よびウルス対策ソフトウェゕは、ゲスト バーチャル マシンを保護しま

せん。運用を最適化するには、これらの製品をホストだけでなくゲスト オ

ペレーテゖング システムにもンストールします。 

 ホスト フゔル システムへのゕクセスを制限します。ラブラリ共有の

ゕクセス制御リスト (ACL) には、System Center Virtual Machine 

Manager 管理者、System Center Virtual Machine Manager サーバー
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のマシン ゕカウント、およびセルフサービス ユーザー (該当する場合) の

みを含めます。 

 バーチャル マシン ホストまたはラブラリ サーバーが追加されると、

System Center Virtual Machine Manager は、管理されるコンピュータ

ーに System Center Virtual Machine Manager エージェントをリモート 

ンストールします。このプロセスは、DCOM ポートの範囲を開き、サー

バー メッセージ ブロック (SMB) を使用します。これが顧客にとって懸念

事項である場合は、System Center Virtual Machine Manager  エージェ

ントをホストに手動でンストールしてから、Microsoft Windows® 

Remote Management (WinRM) ポート(既定では 80) および 

Background Intelligent Transfer Service (BITS) ポート (既定では 

443) のみを使用して、System Center Virtual Machine Manager 管理

者コンソールからリモート検出することができます。 

 ホストでバーチャル マシンを作成して管理するには、管理者に適切な役割

が割り当てられている必要があります。ローカルの管理者権限は必要あり

ません。 

監視とレポート 

System Center Virtual Machine Manager のレポートは、System Center 

Operations Manager 2007 用の Server Virtualization Management Pack を通

じて提供されます。レポートを表示して使用するには、Operations Manager が

ンストールされ、Server Virtualization Management Pack が展開されている必

要があります。レポートは、Operations Manager によって生成されますが、

System Center Virtual Machine Manager 管理者コンソールの [レポート] 

ビューで開くことができます。 

さらに、Operations Manager 2007 エージェントが、監視される各マシンにン

ストールされている必要があります。 

仮想環境を計画する上で役に立つレポートの 1 つが仮想化の候補レポートです。

このレポートは、バーチャル マシンへと変換する候補として適切な物理コン

ピューターを識別するために使用できます。仮想化の候補レポートは、使用率の低

いサーバーを識別し、CPU、メモリ、およびデゖスク使用率の一般的なパフォーマ

ンス カウンターの平均値をハードウェゕ構成情報 (プロセッサ速度、プロセッサの

数、RAM など) と共に表示するために使用できます。指定された CPU および 

RAM 要件を満たすコンピューターのみにレポートを制限することや結果を並べ替

えることができます。 
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Server Virtualization Management Pack は、以下のオブジェクトを検出します。 

 System Center Virtual Machine Manager によって管理されるバーチャ

ル マシン 

 System Center Virtual Machine Manager エージェント 

 System Center Virtual Machine Manager によって管理されるホスト 

 System Center Virtual Machine Manager ホスト グループ 

 System Center Virtual Machine Manager エンジン サーバー 

 System Center Virtual Machine Manager ラブラリ サーバー 

 System Center Virtual Machine Manager データベース 

 System Center Virtual Machine Manager セルフサービス サーバー 

 System Center Virtual Machine Manager セルフサービス Web サト 

 System Center Virtual Machine Manager 管理グループ 

 Virtual Server 2005 R2 

 バーチャル マシン 

 バーチャル マシン コンピューター 

物理から仮想への移行 (P2V) の計画 

P2Vをサポートするオペレーテゖングシステムを実行している場合は、System 

Center Virtual Machine Manager が、物理ワークロードをバーチャル マシンに

移行するための第 1 の方法となります。System Center Virtual Machine 

Manager では、P2V 変換とは、機能している物理コンピューターがほぼ同一の

バーチャル マシンにコピーされるプロセスです。P2V 変換時、ターゲット コン

ピューターの物理ハード デゖスクのデゖスク メージが作成され、新しいバー

チャル マシンで使用するためのバーチャル ハード デゖスク (.vhd フゔル) とし

てフォーマットされます。新しいバーチャル マシンの ID は、基になる元の物理マ

シンの ID と同じです。 

System Center Virtual Machine Manager は、すべてのサポートされるオペレーテゖ

ング システムでオフランまたはオンランの P2V 移行を実行できます (Windows 

2000 ではオフランのみ利用できます)。オンラン変換は、ボリューム シャドー 

コピー サービス (VSS) を使用するため、移行元のマシンを処理中に再起動する必要

はありません。オフラン変換では、移行元のマシンは Windows® プレンストー

ル環境 (Windows PE) へと再起動されて、物理デゖスクをメージングします。 

次の表は、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 による P2V 移行

のオンランおよびオフラン サポート状況を示しています。 
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オペレーティング システム P2V   

オフライン 

P2V  

オンライン  

V2V 

Windows Server
®
 2008 / 

Windows Server
®
 2008 

R2  

(Hyper-V の役割が有効) 

不可 不可 不可 

Windows Server
®
 2008 / 

Windows Server
®
 2008 

R2  

(Hyper-V の役割が無効) 

可 可 可 

Windows Server
®
 2003 

SP1 以降 

可 可 可 

Windows Server
®
 2003 

x64 Edition 

可 可 可 

Windows
®
 2000 Server 

SP4 

可 不可 可 

Windows
®
 XP SP2 以降 可 可 可 

Windows
®
 XP x64 

Edition 

可 可 可 

Windows Vista® 可 可 可 

Windows Vista® x64 可 可 可 

Windows® 7 可 可 可 

Windows® 7 x64 可 可 可 

Microsoft Windows NT® 4.0 またはその他の System Center Virtual Machine 

Manager によってサポートされていないオペレーテゖング システムあるいは 

Service Pack を実行している統合候補がある場合は、Microsoft Virtual Server 

2005 Migration Toolkit (VSMT) またはサードパーテゖのツールをこれらのサー

バー用のスポット ソリューションとして使用できます。  
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移行要件 

System Center Virtual Machine Manager での P2V 変換を始める前に、以下の

要件と制限事項を確認してください。 

 ホスト サーバー要件。P2V 変換では、ターゲット バーチャル マシンのホ

ストが Hyper-V または Virtual Server 2005 R2 SP1 を実行しているコ

ンピューターである必要があります。 

 オンラインとオフラインの P2V 変換。オフラン P2V 変換では、変換元

マシンは Windows PE 環境へと起動されて、物理デゖスクをメージン

グします。オンラン変換では、VSS が使用され、移行前にマシンを再起

動する必要はありません。 

 オフライン P2V のメモリ要件。オフラン P2V 変換では、変換元マシン

に 512 MB 以上の物理メモリが搭載されている必要があります。WINPE 

が変換元マシンを正しくメージングできるようにするには、追加の記憶

域およびネットワーク ドラバの提供が必要になる場合があります。 

 更新要件 (必要な場合) P2V 変換では、内部の System Center Virtual 

Machine Manager プログラム修正キャッシュへのその他のフゔルの追

加が必要になる場合があります。この場合は、以下の処理が必要です。 

o ウゖザードが提供する情報を使用して、どの更新が必要かを識別し

ます。 

o プログラム修正フゔルを入手し、System Center Virtual 

Machine Manager サーバーの Patch Import デゖレクトリにコ

ピーします。 

o [再確認] をクリックして、ウゖザードを続行します。 

 転送されない不良セクター。デゖスク上の不良セクターは、P2V 変換時に

転送できません。データ損失を避けるために、移行前に変換元マシンで

デゖスク メンテナンス ツール (chkdsk など) を実行します。 

 

移行前の考慮事項 

P2V 移行が正常に完了する確率を最大限に高めるには、その他の考慮事項を踏ま

えておく必要があります。以下の節では、これらの考慮事項について説明します。 

テスト 

P2V 移行を実行するための方法論は、運用環境での移行を実行する前に、分離さ
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れたラボ環境で徹底的にテストし、文書化する必要があります。移行の以下の領域

を徹底的にテストし、文書化してください。 

 移行前のサーバー準備。chkdsk およびデフラグを実行し、適切なハード

ウェゕ診断を行って P2V 候補マシンが適切な動作状態にあることを確認

する手順をテストし、文書化します。 

 System Center Virtual Machine Manager 構成。System Center 

Virtual Machine Manager の推奨される構成および配置がニーズを満たし

ていることを確認します。 

 障害復旧。失敗した P2V 移行を復旧する、または移行後に計画外の混乱

が発生した場合にサービスを元のハードウェゕへと復元するための、不測

の事態への対応計画を準備します。 

 P2V ツールの使用。一部の P2V シナリオには、System Center Virtual 

Machine Manager によって直接サポートされていないオペレーテゖング 

システムが含まれる場合があるので、VSMT または P2V 移行用のサード

パーテゖ ツールの使用が必要になります。 

移行順序 

成功の可能性が最も高いデータ センターおよび P2V 候補内のマシンから始めま

す。この手法により、リモート サト、ブランチ オフゖスなどの課題の大きいシ

ナリオに取り組む前に、仮想化チームが経験を積むことができます。 

リモート サトやブランチ オフゖスを検討するときは、その場所に仮想化チーム

を導入する前に、必要なハードウェゕおよびサーバーの役割が準備されて機能して

いることを確認します。チーム メンバーがリモート サトに出向くための十分な

時間がプロジェクト計画に組み込まれるようにします。 

ビジネスの継続性 

P2V 移行は元のマシンのデータを破壊するものではありませんが、移行中に問題

が発生した場合に P2V 候補のマシンによってホストされるゕプリケーションを復

旧できるよう、注意を払う必要があります。仮想化チームが文書化されている障害

復旧手順を十分理解して実行できるようにし、移行前には必ず元のマシンの完全

バックゕップを実行します。 

移行後の一定期間、移行された物理サーバーをコールド スペゕとして維持しま

す。一般には、2 週間程度の稼動日で十分です。予期しないパフォーマンスの問題

を発生させる高負荷のゕクテゖビテゖが行われる期間がある場合は、2 週間よりも

長い期間が必要になることがあります。 
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ユーザー受け入れテスト 

移行されたバーチャル マシンを運用で使用する前に、移行の成功を検証するために

ユーザー受け入れテストを実行できる担当者を配置します。場合によっては、P2V 

移行を実行し、移行後ユーザーによる受け入れテスト (UAT) を実行するまでの短い

期間、元のサーバーを稼動させておく必要があります。 

複雑なゕプリケーション、クリテゖカルなゕプリケーション、または時間的制約の

あるゕプリケーションの場合は、P2V 移行を実行し、移行されたバーチャル マシ

ンを分離したラボ環境に移動して必要な検証を実行しなければならないことがあり

ます。 

仮想化の候補がドメン コントローラーの場合は、サーバーが直ちにオンラン

稼動しない際の USN ロールバックのリスクに注意してください。 

周知計画 

文書化されている場合は、定められたメンテナンス時間帯を使用して P2V 移行を実

施します。特定のサービスまたはゕプリケーションのユーザーをすべて識別し、計

画される移行について事前に適切に周知します。次に例を示します。 

 Active Directory ドメン コントローラーを仮想化する場合は、そのサ

ト内のすべてのユーザーに周知します。代替の Active Directory サトが

利用可能で機能していること、および移行されるサトが別の場所の代替

サトになっていないことを確認します。 

 基幹業務 (LOB) ゕプリケーションについて、影響を受ける組織のすべて

のユーザーと利害関係者に周知します。 

 フゔルやプリントなどのその他のサービスについては、そのサーバーを

使用するすべてのユーザーに通知します。 

移行に関連する問題に迅速に対応できるよう、移行計画をネットワーク オペレー

ション センターやヘルプ デスクの担当者に周知しておきます。 

 

 

SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER  

セルフサービス ポータル (VMMSSP) 2.0  

VMMSSP コンポーネント 
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ここでは、VMMSSP コンポーネントの簡単な概要、および各コンポーネントに関

する情報について説明します。 

VMMSSP Web サイト 

セルフサービス ポータルへのユーザー ンターフェスを提供する Web ベース

のコンポーネントです。ユーザーは、VMMSSP Web サトを通じて、セルフサー

ビス ポータルでのンフラストラクチャ ゕセットのプーリング、バーチャル マシ

ンの操作の拡張、部門とンフラストラクチャ要求の作成、要求の検証と承認、

バーチャル マシンのプロビジョニング (セルフサービス バーチャル マシン プロビ

ジョニング機能を使用) などのさまざまなタスクを実行できます。ユーザーは、

VMMSSP Web サトを使用して、これらのタスクに関連する情報を参照すること

もできます。 

VMMSSP データベース 

構成されたゕセットに関する情報、部門や要求に関連する情報、およびさまざまな

部門へとプロビジョニングされた内容に関する情報を保存する SQL Server データ

ベースです。データベースには、既定およびカスタマズされたバーチャル マシ

ンの操作およびセルフサービス ポータルの構成に関連するその他の情報も保存さ

れます。 

VMMSSP サーバー 

VMMSSP Web サトを通じてユーザーが要求する既定およびカスタマズされた

バーチャル マシンの操作を実行する Windows サーバーです。このサービスは、

Communication Foundation (WCF) TCP を使用してクラゕント通信を受信

し、Windows Workflow Foundation (WF) ランタム環境をホストします。サー

バー コンポーネントは、WF を使用して、バーチャル マシンの操作で構成された

タスクのシーケンスを実行します。セルフサービス ポータルまたは構成フゔル

で使用できるパラメーターを使用して、サーバー コンポーネントのパフォーマン

スを最適化できます。これらのパラメーターは、同時に実行できる操作の数を制御 

(調整) します。 

 

VMMSSP レポート ダッシュボード 

VMMSSP は、Windows SharePoint Services に組み込まれているレポート ダッ

シュボードを使用します。ダッシュボードは、SharePoint Dashboard 

Configuration および Viewer Web パーツを使用して、VMMSSP からのレポート
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を提供します。既定のダッシュボードが用意されており、カスタム レポートを作

成する機能もあります。 

注 

Windows SharePoint Services 3.0 SP2 が基本要件です。ただし、

SharePoint Server 2007 はサポートされる代替構成です。 

 

ハードウェア要件 

次の表に、最小および推奨されるハードウェゕ要件を示します。 

 

ハードウェア コンポーネント 最小 推奨 

RAM 2 GB 4 GB 

空きデゖスク領域 50 GB 50 GB 

ソフトウェゕ要件 

 

セルフサービス ポータル コンポーネントをンストールする前に、以下のソフト

ウェゕをコンピューターにンストールして構成します。 

ソフトウェア コメント 

オペレーテゖング  

システム: Windows 

Server® 2008 R2 

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition と 

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 

がサポートされます。 

Windows Server 

Internet Information 

Services (IIS) 7.0 

Web サーバーの役割 (IIS) を追加し、以下の役割

サービスをンストールする必要があります。 

 静的コンテンツ 

 既定のドキュメント 

 ASP.NET 

 .NET 拡張機能 

 ISAPI 拡張機能 

 ISAPI フゖルター 

 要求のフゖルタリング 



  

 

61 

 IIS 6 メタベース互換 

統合 Windows 認証 (NTLM または Kerberos) を

使用します。匿名認証は無効にします。詳細につい

ては、IIS ドキュメントの「Windows 認証を設

定する (IIS 7)」を参照してください。 

Microsoft .NET 

Framework 3.5 SP1 

 

Windows PowerShell™ 

2.0 

重要   拡張機能スクリプトが特定の Windows 

PowerShell スナップンを必要とする場合は、

ツールキット サーバー コンポーネントをンス

トールするときにンストールします。 

注  Windows PowerShell 実行ポリシーが 

Restricted に設定されている場合、セットゕップ 

ウゖザードによって AllSigned に変更されます。 

Microsoft Message 

Queuing 

MSMQ とも呼ばれます。 

VMM 2008 R2 管理者 

コンソール 

 

SQL Server 2008 SQL Server 2008 Enterprise (64 ビット) および 

SQL Server 2008 Standard (64 ビット) バー

ジョンがサポートされます。 

 

 

 

 

VMMSSP アーキテクチャ パターン 

単一サーバー アーキテクチャ 

単一サーバー ゕーキテクチャ パターンを以下の図に示します。ゕーキテクチャ

は、Windows Server 2008 R2 を実行する単一ホスト サーバー (物理またはバー

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754628(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754628(WS.10).aspx
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チャル マシン)、SCVMM2008 R2 管理者コンソール、SQL Server 2008、および 

SSP コンポーネントから構成されます。 

 

このパターンは、テストおよび開発環境や小規模のブランチ オフゖスに適してい

ます。 

4 サーバー アーキテクチャ 

4 サーバー ゕーキテクチャ パターンを以下の図に示します。ゕーキテクチャは、

Windows Server 2008 R2 を実行する 4 つのサーバー (物理またはバーチャル マ

シン)、最初のマシンにンストールされた SCVMM 2008 R2 管理者コンソール

とサーバー コンポーネント、2 番目のサーバーの SQL Server 2008、3 番目の

サーバーの Windows SharePoint Services 3.0 SP2 または Windows 

SharePoint Server 2007、および 4 番目のサーバーにンストールされた SSP 

Web コンポーネントから構成されます。 
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パターンは、拡張の必要性がある大規模環境に適しています。 

セキュリティに関する考慮事項 

セルフサービス ポータルの環境をセキュリテゖで保護するタスクは次のとおりです。 

 セルフサービス ポータルで定義される既定およびカスタムのユーザー役割 

(User Role) の理解と計画。 

 サービス ゕカウントの計画と準備。 

 さまざまなセルフサービス ポータル コンポーネント間の通信チャネルを

確立するために必要なポートとプロトコルの理解。 

 VMMSSP Web コンポーネントを実行する Web サーバーの強化。 

SSP ユーザー役割のアカウントおよびグループ 

セルフサービス ポータル (SSP) は、4 つの既定のユーザー役割を提供します。カ

スタムのユーザー役割を作成することもできます。セルフサービス ポータルは 

Windows 認証を使用するため、これらのユーザー役割に Active Directory ユー

ザー ゕカウントおよびセキュリテゖ グループを設定できます。セキュリテゖ グ
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ループをユーザー役割にマッピングする方法を計画します。特に、組み込みの 

DCITAdmin ユーザー役割に追加するセキュリテゖ グループとユーザー ゕカウン

トを特定します。この役割のメンバーは特別な管理者です。VMMSSP Web サト

が公開するタスクのセット全体を実行できます。セットゕップ ウゖザードを実行

するときに、DCITAdmin 役割にメンバーを追加できます。後でセルフサービス 

ポータルを構成するときに追加することもできます。 

サービス アカウント 

ドメン ゕカウントを使用していて、必要に応じてドメン グループ ポリシー 

オブジェクト (GPO) に既定のパスワード失効ポリシーが設定されている場合は、

スケジュールに従ってサービス ゕカウントのパスワードを変更するか、パスワー

ドが失効しないようにゕカウントを構成する必要があります。 

ファイアウォールの例外設定 

セルフサービス ポータルをンストールする予定のコンピューターで Windows 

フゔゕウォールが構成されている場合は、セルフサービス ポータルに使用する

予定のコンピューターでフゔゕウォールにポートに例外設定が追加されているこ

とを確認する必要があります。 

その他のフゔゕウォールの構成については、フゔゕウォールの製造元の指示に

従ってください。 

セルフサービス ポータル Web サイトの強化 

VMMSSP Web サト コンポーネントをンストールすると、セルフサービス ポー

タルに対応する Web サトが IIS に作成されます。ここでは、セルフサービス 

ポータル Web サトの強化に関する推奨事項を紹介します。 

セルフサービス ポータルのための SSL の構成 

クラゕントと VMMSSP Web サト コンポーネントとの通信を暗号化するに

は、Web サーバーで SSL セキュリテゖを構成する必要があります。ポータルの使

用方法に応じて、以下の方法のいずれかを使用して SSL に必要な暗号化証明書を

入手できます。 

 Web サトが組織のントラネット上にあり、パブリック ゕクセスが不可

能な場合は、組織の既存の公開キー基盤 (PKI) から証明書を入手できます。 

 ユーザーがンターネットからセルフサービス ポータルにゕクセスできる場

合は、認証機関から証明書を入手することをお勧めします。 



  

 

65 

IIS 7.0 を使用している場合は、詳細情報については IIS ドキュメントの

「Securing Communications with Secure Socket Layer (SSL)」(英語情報) を

参照してください。 

不要な ISAPI ハンドルの無効化 

VMMSSP Web サト コンポーネントをンストールするとき、IIS 

は、.soap、.xoml、.asmx などの一般的な拡張子に対して既定の ISAPI フゖル

ターおよびハンドラーを設定します。セキュリテゖ リスクの可能性への不要な開

示を避けるために、Web サト コンポーネントが使用しないハンドラーを無効に

することをお勧めします。 

次の表は、VMMSSP Web サト コンポーネントの ISAPI ハンドラーの一覧です。 

OPTIONSVerbHandler 

PageHandlerFactory-ISAPI-2.0 

PageHandlerFactory-ISAPI-2.0-64 

TRACEVerbHandler 

WebServiceHandlerFactory-ISAPI-2.0 

WebServiceHandlerFactory-ISAPI-2.0-64 

StaticFile 

AXD-ISAPI-2.0 

AXD-ISAPI-2.0-64 

 

 

以下の手順では、IIS 7.0 で ISAPI ハンドラーを無効にする方法を説明します。 

重要 

他の Web サトへの意図しない影響を避けるために、セルフサービス ポータ

ル用に構成された IIS Web サトのハンドラーのみを更新するよう注意して

ください。 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=180417
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セルフサービス ポータルの ISAPI ハンドルを無効にするには 

1. Web サーバーの [管理ツール] で、Internet Information Services (IIS) 

マネージャーを開きます。 

2. サトを展開し、セルフサービス ポータル用に構成された IIS Web サ

トへ移動します。 

3. [機能ビュー] ペンで、[IIS] の [ハンドラー マッピング] を開きます。 

4. 前述の表に記載されていない各ハンドラーについて、ハンドラーを選択

し、[削除] をクリックし、[はい] をクリックします。 

監視とレポート 

VMMSSP ダッシュボード 

Microsoft® System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 

(VMMSSP) ダッシュボードは、Windows® SharePoint® Services ベースのゕプ

リケーションで、セルフサービス ポータル統計情報の複数のセットを単一の Web 

ページに表示します。ユーザーは、円グラフ、グラフ、または Dundas 尺度で

データを表示できます。 

VMMSSP ダッシュボードは、ンフラストラクチャ、リソース、バーチャル マシ

ン、チャージバック データを一元的に表示して、Virtual Machine Manager 2008 

R2 セルフサービス ポータル 2.0 を補足します。これらの各領域でも、ダッシュ

ボードは詳細な統計情報を提供します。VMMSSP ダッシュボードは、IT マネー

ジャーが決定を下す際に必要な情報、サービスのコストを削減するための情報、お

よびデータセンターの全体的な生産性を高めるために必要な情報を提供します。 

ダッシュボードは Windows SharePoint Services に組み込まれているため、ユー

ザーはセルフサービス ポータルを使用せずにゕクセスできます。 
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追加リソース 

サーバー仮想化の展開を成功させるためのその他のリソースを以下に示します。 

Microsoft ソリューション アクセラレータ 

マクロソフトでは、展開、計画、および運用に関する IT の問題を解決するため

に役立つツールおよびガダンスを提供しています。これらは無償で提供され、完
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全にサポートされます。 

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit  

Windows Server 2008 R2 Hyper-V およびゕプリケーション仮想化の仮想化候補

を判断するために、ネットワーク経由でンベントリを収集し、ゕセスメントを行

うツールです。顧客が現在 VMware を実行している場合、VMware上で既に仮想

化されたサーバーを System Center Virtual Machine Manager を使って管理した

り Hyper-V への移行が可能なものを識別するための VMware 検出機能も含まれ

ています。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee423691.aspx 

Offline Virtual Machine Servicing Tool 3.0 

Offline Virtual Machine Servicing Tool 3.0 には、IT ンフラストラクチャに脆弱

性をもたらすことなくオフランの仮想化されたマシンを最新状態に保つのに役立

つテスト済みの無償のガダンスおよびツールが含まれています。ツールは、

Windows Workflow プログラミング モデルを Windows PowerShell™ ンター

フェスと組み合わせて、バーチャル マシンのグループを自動的にオンランに移

行し、最新のセキュリテゖ修正プログラムを適用してオフラン状態に戻します。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx (英語情報) 

仮想化用 Infrastructure Planning and Design ガイド 

『仮想化用 Infrastructure Planning and Design ガド』の計画ガダンスに従っ

て、仮想化ンフラストラクチャの設計プロセスを効率化します。各ガドは、固

有の仮想化ンフラストラクチャ テクノロジまたはシナリオに対応し、使用できる

オプションによって対処される重要なゕーキテクチャ決定を紹介し、設計に関する

決定を検証してソリューションでビジネスと IT 関係者の両方の要件を満たすため

の手段について説明します。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/ja-

jp/solutionaccelerators/ee395429.aspx 

Microsoft.com 

上記のリソースに加えて、http://www.microsoft.com/japan にゕクセスして、

Microsoft サーバー仮想化テクノロジの提供に関するリソースを検索してください。 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee423691.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/ee395429.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/ee395429.aspx
http://www.microsoft.com/japan
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