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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 

このドキュメントでは、仮想化プラベート クラウド環境での日常的な操作、お

よび仮想環境での変更管理について説明します。 

この『運用』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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概要 

仮想化および統合化されたサーバーを含むンフラストラクチャは、既存の管理モ

デルおよびンフラストラクチャに適合させることが可能です。ただし、仮想ン

フラストラクチャの管理は簡略化できますが、統合ンフラストラクチャは固有の

要件を持ちます。さらに、プラベート クラウドのシナリオでは、いくつかの固

有のプロセスの管理および維持に関する課題が生じます。 

管理の計画を立案する場合、以下に示すように、考慮すべき多くの重要な要因があ

ります。 

 ゲストとは異なるホストの管理ニーズ 

 バーチャル マシン (仮想マシン) に適合する管理モデルへの追加 

 Microsoft
®

 Virtual Server ホストおよびバーチャル マシンの管理ンフラ

ストラクチャへの統合 

 ホスト サーバーおよびゲスト サーバーの両方に対するソフトウェゕ更新

の管理 

 プラベート クラウド拡張環境の管理プロセス 

 プラベート クラウド ンフラストラクチャの容量管理 

仮想化環境では、ホスト コンピューターは多くのワークロードのプラットフォー

ムになるので、さらに重要になります。サーバーの不安定性またはハードウェゕの

障害は、複数のゕプリケーションおよびワークロードに影響する可能性がありま

す。ホスト サーバーの監視および通知レベルを変更し、仮想ンフラストラク

チャに関するサービス レベル契約 (SLA) および応答手順を再評価することが必要

になる場合があります。 

仮想化の利点の 1 つは、(ハードウェゕの制限により) 変更およびリリース管理に

関するベスト プラクテゖスに従うことができなかった組織でも、仮想ンフラス

トラクチャを使用する機会が得られることで、すべての変更を運用環境に適用する

前に正しくテストすることができるようになることです。 

セルフサービスを可能にするプラベート クラウド機能を導入することにより、

変更およびリリース管理のプロセスの適用について、いくつかの変更が必要になる

場合があります。 

Microsoft® System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 は、Microsoft® 

System Center Operations Manager および Microsoft® System Center 
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Configuration Manager と共に、Windows® ベースのサーバー ンフラストラク

チャおよび仮想ンフラストラクチャを管理するためのスートを構成します。 

このドキュメントは、以下の分野に焦点を当てた作業の一般的なチェックリストと

して使用できます。 

 毎日のメンテナンス作業 

 毎週のメンテナンス作業 

 毎月のメンテナンス作業 

 Virtual Machine Manager の管理コンソールおよびビュー 

 Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 2.0 のンターフェ

スおよびタブ 

 バックゕップ戦略 

 変更リリース戦略 

仮想インフラストラクチャのメンテナンス作業 

仮想環境の可用性および信頼性を確保するには、仮想ンフラストラクチャおよび仮

想ンフラストラクチャをサポートするサービスの継続的な監視およびメンテナンス

が必要です。予防措置的なメンテナンスおよび継続的なサポートを行うことで、潜在

的なエラーがダウンタムを発生させる問題になる前に、こうしたエラーを識別する

ことができます。また、予防措置的なメンテナンスを障害回復計画および通常のバッ

クゕップと組み合わせることで、問題の発生時にその影響を最小化するために役立ち

ます。 

仮想ンフラストラクチャの監視には、ホスト、ホスト グループ、ゲスト、サー

ビス、サーバー リソース、およびシステム リソースに関する問題のチェックが含

まれます。ベスト プラクテゖスは、問題の発生時に管理者に通知する警告を設定

することです。毎日監視を行う主な利点を以下に示します。 

 仮想ンフラストラクチャ SLA のパフォーマンスの要件が満たされてい

ることを確認できます。 

 毎日のバックゕップ操作を実行し、サーバーの正常性を確認するなど、

特定の管理タスクの正常な実行を確認できます。 

 サーバーのパフォーマンスのボトルネックやリソース追加の必要性など、

生産性に影響する前に問題を発見して解決できます。 
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毎日の作業 

以下の表は、仮想ンフラストラクチャ環境の通常操作の基準を確立し、異常な活動を

迅速に検出して処置を講じるために役立つ毎日のメンテナンス タスクを示します。 

毎日の作業 コメント 

仮想環境を必要とするすべてのサー

ビスが稼働中であることの確認 

必要に応じて、仮想環境ホストおよ

びゲストに必要なすべてのサービス

が実行していることを確認します。 

仮想環境へのネットワーク接続の

確認 

ネットワーク接続が機能している

ことを確認します。 

未解決のンシデント チケットの

確認 

オープン/未解決のンシデント チ

ケットを毎日確認し、仮想環境お

よび SLA に対するンシデントの

影響を理解します。 

オープン チケットの解決 (可能な

場合) 

可能な限り早期にオープン チケッ

トを解決します。 

(少なくとも) プロセッサ、デゖス

ク、メモリ、およびネットワーク

の監視 

物理コンピューターまたはホスト 

オペレーテゖング システムを監視

するための何らかのエージェント

を使用します。Operations 

Manager エージェントは、この監

視サポートを提供します。 

Operations Manager の警告およ

びレポートの確認 

Operations Manager では、仮想

環境内のさまざまな項目に関する

レポートおよび警告を含めること

が可能であり、仮想ンフラスト

ラクチャで発生している状況を知

ることができます。 

ホスト システムのバックゕップの

実行 

仮想ホスト システムのバックゕッ

プを毎日実行すべきです。 

ゲスト システムのバックゕップの

実行 

ゲスト システムのバックゕップを

毎日実行すべきです。 
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Virtual Machine Manager ラ

ブラリ、VHD、ISO メージ、お

よびスクリプトのバックゕップの

実行 

Virtual Machine Manager ラブ

ラリに含まれる VHD、ISO メー

ジ、およびスクリプトの毎日の

バックゕップを実行すべきです。 

Virtual Machine Manager 用の 

Microsoft® SQL Server® データ

ベースおよび Virtual Machine 

Manager のジョブ履歴のバック

ゕップの実行 

Virtual Machine Manager 2008 

用の SQL Server データベースお

よび Virtual Machine Manager の

ジョブの履歴を毎日バックゕップ

すべきです。 

セルフサービス ポータル 2.0 用の 

Microsoft® SQL Server®データ

ベースのバックゕップの実行 

セルフサービス ポータル 2.0 用の 

Microsoft® SQL Server® データ

ベースを毎日バックゕップする必

要があります。 

すべてのセルフサービス ポータル 

2.0 拡張機能のカスタム 

ActionXML セグメントのバック

ゕップ 

セルフサービス ポータル 2.0 のす

べてのカスタム ActionXML セグメ

ントを毎日バックゕップする必要

があります。 

バックゕップの状態および結果の

確認 

毎日実行する各バックゕップの

バックゕップ状態および結果を確

認します。 

最新のウルス、ワーム、その他

の脆弱性に関するセキュリテゖの

ニュースの確認 

適用が必要な Service Pack、修正

プログラム、または更新を識別し

ます。修正をテストし、組織内で

識別された変更制御手順に従っ

て、該当する修正を指定の環境に

適用します。 

未解決の要求について、セルフ

サービス ポータル 2.0 の要求

ページの確認 

管理者が処置を講じる必要がある

要求について、セルフサービス 

ポータル 2.0 要求ページを毎日確

認すべきです。 
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毎週の作業 

以下の表は、仮想ンフラストラクチャ環境の通常操作の基準を確立し、異常な活動

を迅速に検出して処置を講じるために役立つ毎週のメンテナンス タスクを示します。 

毎週の作業 コメント 

仮想環境に関する SLA パフォー

マンス値のレビュー 

ホストおよびゲストの SLA パ

フォーマンス値が必要な範囲内に

あることを確認します。不一致を

解決するためのより詳細な調査を

実行できるように、指定のしきい

値を超過する値に注意します。 

Operations Manager または他の監

視レポートおよび警告のレビュー 

Operations Manager または別の監視

ツールからレポートおよび警告を管

理チームと共に確認します。 

仮想環境における週次パフォーマ

ンスのレビュー 

長期間にわたるシステムの適切な

パフォーマンスを確保するため

に、Operations Manager または

その他の監視ツールのパフォーマ

ンス レポートおよび警告を毎週確

認します。 

前の週に仮想環境に対して加え

られたすべての更新の監視およ

びレビュー 

前の週にシステムに加えられたす

べての変更または更新を監視およ

び確認します。変更適用後の仮想

ンフラストラクチャのパフォー

マンスまたは可用性の変化に注意

してください。 

Operations Manager の警告およ

びレポートのチェック 

Operations Manager では、仮想

環境内のさまざまな項目に関する

レポートおよび警告を含めること

が可能で、仮想ンフラストラク

チャで発生している状況を知るこ

とができます。 

週次の操作管理のレビュー この表に記載された項目について
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チームと共に確認します。 

セルフサービス ポータル 2.0 

ンフラストラクチャ消費レポート

の監視 

セルフサービス ポータル 2.0 の

ダッシュボード レポートを使用し

て、部門のンフラストラクチャ

の消費を監視します。 

 

毎月の活動 

以下の表は、仮想ンフラストラクチャ環境の通常操作の基準を確立し、異常な活

動を迅速に検出して処置を講じるために役立つ毎月のメンテナンス タスクを示し

ます。 

最近の活動 記述/コメント 

セキュリテゖ チェックの

確認 

必要なセキュリテゖ レベルに応じて、ホ

スト、ゲスト、および仮想ンフラスト

ラクチャに対して適切なセキュリテゖ レ

ベルが適用および維持されていることを

確認するために、フゔゕウォール ルー

ル、ユーザー権利、グループ メンバー

シップ、デリゲート権利などを含むセ

キュリテゖの定期監査を実行することを

お勧めします。 

容量計画の実行 SLA を基準に容量およびパフォーマンス

を確認します。SLA 要件および先月の容

量を確認します。予測されるデータの拡

大に基づいてゕップグレード パスを作成

および適用します。 

セルフサービス ポータル 2.0 ンフラス

トラクチャ消費レポートを確認し、消費

傾向を追跡します。 

管理者向けの内部ドキュメ

ントおよびガダンスの更

新およびレビュー 

新しいバーチャル マシンを作成し、仮想

ンフラストラクチャを最新に維持する

ために内部ドキュメントおよびガダン

スを確認します。管理者向けの内部ド

キュメントが最新であることを確認する
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ためのプロセスを設定します。 

セルフサービス ポータル 2.0 の拡張機能

に関するドキュメントおよびバージョン

管理を監査します。ActionXML のセグメ

ントのバージョンは最新で、正確なド

キュメントが存在する必要があります。 

障害回復テストの実行 (こ

のテストは四半期ごとに実

施できます) 

プロセスが最新であり予定どおりに機能

していることを確認するための障害回復

テストを実行します。これは四半期ごと

のプロセスとして実施できます。 

前の週に仮想環境に対して

加えられた更新の監視およ

び確認 

前の週にシステムに加えられたすべての

変更または更新を監視および確認しま

す。変更適用後の仮想ンフラストラク

チャのパフォーマンスまたは可用性の変

化に注意してください。すべてのメンテ

ナンス作業に関するログを記録します。

これらのログは、毎週および毎月確認す

べきです。また、仮想ンフラストラク

チャに対するすべての影響にも注意すべ

きです。 

テストを実施して適用する

必要があるかどうかを確認

するために、入手可能なす

べての新しい Service Pack 

の調査 

Service Pack について、テストを実施し

て適用する必要があるかどうかを確認お

よび調査します。 

 

Virtual Machine Manager 管理者コンソール 

管理者コンソールは、仮想ホスト、バーチャル マシン、および Virtual Machine 

Manager ラブラリを一元的に管理し、Virtual Machine Manager 内のすべての

管理タスクを実行するために使用します。次の 5 つの主要なビューがあります。 

 ホスト ビュー 

 バーチャル マシン ビュー 
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 ライブラリ ビュー 

 ジョブ ビュー 

 管理ビュー 

これらのビューについては、以下の節で簡単に説明します。 

ホスト ビュー 

Windows Server® Hyper-V™ ホストへの管理は、ホスト ビューで行います。ほ

とんどの構成タスクは、ホスト ビューから実行可能です。さらに、ホスト グルー

プを作成し、セルフサービス ポリシーを定義することができます。 

ホスト グループ 

ホスト グループは、ホストおよびバーチャル マシンを容易に監視および管理する

ことを目的としたバーチャル マシン ホストのカスタム グループです。ホスト グ

ループは、ホスト ビューおよびバーチャル マシン ビューのナビゲーション ウゖ

ンドウでフォルダーとして表されます。 

ホスト グループの最も基本的な機能は、ホストおよびバーチャル マシンをグルー

プ化するためのコンテナーとして機能することです。またホスト グループは、ホ

スト オペレーテゖング システム用にホスト上でリソースを確保することにくわえ

て、セルフ サービス ユーザーのホストを提供し、ホスト グループの最適なホスト

上でバーチャル マシンの自動配置を可能にするために使用できます。 

ホスト グループは階層構造です。一般的管理を目的として既存のホスト グループ

の子ホスト グループを作成すると、親ホスト グループから継承したホスト予約を

上書きすることや、親ホスト グループのセルフサービス ポータルから継承した仮

想マシンのゕクセス許可を修正または追加することができます。 

子ホスト グループは、その親からのホスト予約設定およびセルフサービス ポリ

シーを継承できます。しかし、プロパテゖ継承は、以下の機能では異なる動作を示

します。 

 ホスト予約。親ホスト グループのホスト予約を変更するときは、すべて

の子ホスト グループのホストにホスト予約設定をカスケードするかどう

かを選択できます。ホスト予約設定のカスケードを選択した場合、親ホ

スト グループのすべての子ホスト グループに含まれるすべてのホスト

に対する以前の設定はすべて、親ホスト グループのすべてのホスト予約
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設定で上書きされます。 

 セルフサービス ポリシー。バーチャル マシン セルフサービスで親ホス

ト グループを使用した場合、各子ホスト グループは親ホスト グループ

からセルフサービス ポリシーを自動的に継承します。同じユーザーまた

はグループの場合、親および子ホスト グループの両方にセルフサービス 

ポリシーを追加できるので、親ホスト グループ内のホストのサブセット

上で、同じユーザーを異なるテンプレート、バーチャル マシン ゕクセス

許可、およびクォータに割り当てることができます。 

注: これは VMMSSP (セルフサービス ポータル) 2.0 には適用されませ

ん。セルフサービス ポリシーは、SCVMM に含まれるセルフサービス 

ポータル 1.0 に適用されます。 

セルフサービス ポータル 1.0 ポリシー 

セルフサービス ポリシーは、バーチャル マシンのセルフサービス ポータルを通じ

て以下の作業の実行をユーザーに許可するために使用できます。 

 バーチャル マシンの作成 

 バーチャル マシンの操作 

 バーチャル マシンの管理 

 バーチャル マシンの保存 

 チェックポントの作成 

 自身のバーチャル マシンへの接続 

セルフサービス ポリシーで設定するバーチャル マシンのゕクセス許可により、

ユーザーまたはグループが個々のバーチャル マシンで行うことができる操作が決

定されます。管理者は、以下のゕクセス許可のいずれかを許可できます。 

 作成。管理者が提供するバーチャル マシン テンプレートを使用して新

しいバーチャル マシンを作成することをユーザーに許可します。管理者

は、バーチャル マシン クォータを設定することにより、ユーザーが同

時に展開できるバーチャル マシンの数を制限できます。 

 フル コントロール。ユーザーが所有するバーチャル マシンに対する以

下のすべての管理ゕクセス許可を付与します。 

 バーチャル マシンの起動 

 バーチャル マシンの停止 
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 バーチャル マシンの削除 (ユーザーがバーチャル マシンおよび構成

フゔルを削除することを許可します) 

 バーチャル マシンの一時停止および再開 

 バーチャル マシンのシャットダウン (バーチャル マシン追加機能が

ンストールされたバーチャル マシン上でオペレーテゖング システ

ムをシャットダウンすることをユーザーに許可します) 

 バーチャル マシン上のローカル管理者 (Virtual Machine Manager のセ

ルフサービス ポータルでバーチャル マシンを作成する場合に、ユー

ザーがローカル管理者のパスワードを設定することを許可します) 

 バーチャル マシンへの接続 (バーチャル マシン リモート コント

ロール (VMRC) によるゕクセス) 

 バーチャル マシン上でのチェックポントの作成および管理 (ユー

ザーがチェックポントを作成および統合し、以前のチェックポ

ントにバーチャル マシンを復元することを許可します)。 

 ライブラリへの保存。バーチャル マシンが使用されていない場合、ユー

ザーがバーチャル マシンをラブラリに保存することを許可します。保

存されたバーチャル マシンは、ユーザーのバーチャル マシン クォータ

でカウントされません。ユーザーのバーチャル マシンは、セルフサービ

ス ポリシーで指定されるラブラリ共有上に保存されます。保存された

バーチャル マシンの物理的な場所はユーザーにはわかりません。 

バーチャル マシンの作成を許可したセルフサービス ユーザーに対しては、セルフ

サービス ポリシーのクォータを設定することにより、ユーザーが同時に展開でき

るバーチャル マシンの数を制限できます。 

それぞれのバーチャル マシンは利用するデゖスク領域およびリソース量が異なる

ので、個々のバーチャル マシンに必要に応じた数のクォータポントを割り当て

ることができます。この構成は、バーチャル マシンを作成するためにユーザーが

使用するテンプレートを使用して行います。 

クォータ ポントは、ホストに展開するバーチャル マシンにのみ適用されます。

使用しないバーチャル マシンの状態保存をユーザーに許可した場合、保存された

バーチャル マシンはクォータにカウントされません。 

注: セクション 3.1.1.2 では、(Virtual Machine Manager に含まれる) セルフ

サービス ポータル 1.0 を引用します。セルフサービス ポータル 2.0 の管理はこれ

とは異なり、ゕクセス許可が Virtual Machine Manager コンソールからではなく

セルフサービス ポータル Web ポータルを通じて制御されます。 
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バーチャル マシン ビュー 

バーチャル マシン ビューには、Virtual Machine Manager によって管理される

バーチャル マシンの状態の概要が表形式およびグラフゖック形式で示されます。こ

こから管理者は、バーチャル マシンに対して以下のゕクションを実行できます。 

 起動 

 停止 

 一時停止 

 状態の保存 

 保存された状態の破棄 

 ゲスト オペレーテゖング システムのシャットダウン 

 接続 (VMRC 経由) 

 バーチャル マシンの移行 

 チェックポントの作成 

 チェックポントの管理 

 復元デゖスクの無効化 

 バーチャル マシンの修復 

 バーチャル マシンの複製 

 ラブラリのバーチャル マシンの保存 

 バーチャル マシンの削除 

 バーチャル マシンのプロパテゖの変更 

ライブラリ ビュー 

ラブラリ ビューには、Virtual Machine Manager ラブラリで使用可能な呼び

出しオプションに関するグラフゖック形式の概要または表形式のビューが表示さ

れます。ラブラリ ビューの内部からテンプレート、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 プロフゔルと共に新しいラブ

ラリ サーバーを追加できます。VMware などの他の仮想化ソリューションにより

作成されたバーチャル マシンは、このビューから変換してラブラリに追加でき

ます。 
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ジョブ ビュー 

Virtual Machine Manager 内の各作業単位は、ジョブとして追跡されます。こう

したジョブは、Virtual Machine Manager により管理されるオブジェクトに対す

る操作として作成されます。たとえば、バーチャル マシンの作成は単一のジョブ

です。同様に、その同じコンピューターの停止または開始も監視、キャンセル、ま

たは再開できる 1 つのジョブです。これらのジョブは、ジョブ ビューに表示さ

れ、検索、並べ替え、フゖルター、およびグループ化を行うことができます。 

Virtual Machine Manager では、以下のジョブに関する情報をレポートできます。 

 状態 

 適用可能な Windows PowerShell™ コマンド 

 開始日 

 終了日 

 進行状況 

 結果オブジェクト名 

 結果の種類 

 所有者 

管理ビュー 

管理ビューでは、以下の作成および管理のためのゕクセスを行うことができます。 

 管理されたコンピューター。管理されたホストおよびラブラリ サー

バーで、Virtual Machine Manager エージェントを管理します (エージェ

ントの更新、エージェントのロールの削除、および現在の Virtual 

Machine Manager サーバーに対するエージェントの再関連付け)。 

 全般の設定。カスタマー エクスペリエンス向上プログラム (CEIP) の参加

または終了、ラブラリの更新、バーチャル マシンのンテリジェント

な既定の配置、およびシステム全体の VMRC 設定の構成、セルフ サービ

ス ユーザーに対する管理者の連絡先の指定、および Virtual Machine 

Manager のバックゕップについて、システム全体の設定を構成します。 

 

SCVMM セルフサービス ポータル 2.0 管理インターフェイス 
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セルフサービス ポータル 2.0 では、すべてのユーザー操作および管理タスクを 

Web ンターフェスを通じて実行します。Web UI は、セキュリテゖ コンテキ

ストにより除去されるので、管理者のみがすべての機能を表示できます。セルフ

サービス ポータル 2.0 には、6 つの機能タブがあります。 

 Requests (要求) 

 Infrastructure (ンフラストラクチャ)  

 Virtual Machines (バーチャル マシン) 

 Jobs (ジョブ) 

 User Roles (ユーザー ロール) 

 Settings (設定) 

これのタブについては、以下のセクションで説明します。 

[Requests] タブ 

このタブでは、部門の管理者が要求を行います。可能な要求には、次の 3 つの種

類があります。 

 Business Unit (部門) の登録 

 Infrastructure (ンフラストラクチャ) の作成 

 既存のンフラストラクチャに対する変更要求 

管理者ビューからのすべての要求は、このタブに表示されます。管理者は、

[Requests] タブから必要な情報を要求に入力し、要求の承認または拒否を行うこ

とができます。 

[Infrastructure] タブ 

[Infrastructure] タブには、システムで構成されたすべてのンフラストラクチャ

が表示されます。セルフサービス ポータルのンフラストラクチャは、環境設定

およびバーチャル マシン クォータのコレクションとして定義します。RAM および

記憶域の制限は、"Service (サービス)" と呼ばれるサブグループに分類される 

Infrastructure に割り当てられます。Infrastructure に割り当てられた制限を超え

ない限り、Business Unit ではバーチャル マシンを自由に作成できます。 

Business Unit の管理では独自の Infrastructure のみを表示できるのに対して、

セルフサービス ポータルの管理者はシステム内のすべての Infrastructure を表示

できます。 

[Virtual Machines] タブ 
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[Virtual Machines] タブは、ポータルによって作成されたバーチャル マシンを表

示および操作するために使用できます。 

ユーザーは、以下の機能を使用できます。 

 バーチャル マシンへの接続 

 バーチャル マシンの作成 

 バーチャル マシンの削減 

 (Virtual Machine Manager ラブラリからの) バーチャル マシンの展開 

 バーチャル マシンの一時停止 

 バーチャル マシンの再開 

 バーチャル マシンのシャットダウン 

 バーチャル マシンの開始 

 (Virtual Machine Manager ラブラリでの) バーチャル マシンの停止 

使用可能な機能は、ユーザーに割り当てられたゕクセス許可に応じて異なります。 

[Jobs] タブ 

[Jobs] タブには、セルフサービス ポータルによって開始されたジョブの状態が表

示されます。ほとんどの場合、相当するジョブが Virtual Machine Manager コン

ソールの [ジョブ] ビューに表示されます。しかし、いくつかの違いについて注意

する必要があります。 

 セルフサービス ポータルのジョブは再開できません。 

 Virtual Machine Manager コンソールに表示されたすべてのジョブは、セ

ルフサービス ポータルに反映されるわけではありません。セルフサービス 

ポータルには、セルフサービス ポータルによって開始されたジョブだけが

表示されます。 

 また、セルフサービス ポータル ジョブにはゕクテゖビテゖのすべての 

ActionXML タスクの状態が表示されます。 

[User Roles] タブ 

セルフサービス ポータルへのすべてのゕクセスは、[User Roles] タブから制御しま

す。Business Unit が承認された場合、その Business Unit で指定された 

Administrators (管理者) には、Business Unit に割り当てられたすべての 

Infrastructure に対するゕクセス制御に関するフル コントロールが付与されます。 

Infrastructure は、Service と呼ばれるサブグループに分類されます。さらに、

Service は Service Role (サービス ロール) に分類されます。バーチャル マシン 
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ゕクセスは Infrastructure、Service、および Service Role のレベルで制御できま

す。たとえば、Business Unit の管理者は、Infrastructure 内の Service "B" では

なく Service "A" の Virtual Machines に対するゕクセスを割り当てることができ

ます。 

セルフサービス ポータルには、以下の 5 つの既定のユーザー ロールがあります 

 DCITAdmin (データ センター管理者) 

 BUITAdmin (Business Unit の管理者) 

 AdvancedOperator (Business Unit の高度なオペレーター) 

 BusinessUnitUser (Business Unit のユーザー) 

 カスタム ユーザー ロール 

DCITAdmin 

データ センター管理者は、以下を始めとするセルフサービス ポータルのすべての

側面に対してフル コントロールを持ちます。 

 すべての構成設定 

 デバス構成 (SAN および負荷分散) 

 ネットワーク構成 

 Virtual Machine Manager テンプレート ンポート 

 すべての要求の承認/拒否 

 カスタム ユーザー ロールの作成 

BUITAdmin 

Business Unit の管理者は、担当の Business Unit に対してフルコントロールを持

ちます。個人またはグループは、複数の Business Unit の管理者になることができ

ます。 

BUITAdmin は、Business Unit に対してゕクションを行うことができます。 

 Infrastructure の要求 (DCITAdmin の承認を必要とします) 

 Infrastructure に対する変更要求 (DCITAdmin の承認を必要とします) 

 Infrastructure、Service、および Service Role に対するバーチャル マシ

ンのゕクセスにゕクセス許可を割り当てます。 

 すべてのバーチャル マシン タスク 

AdvancedOperator 

AdvancedOperator は、バーチャル マシンのみを管理でき、以下のバーチャル マ
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シン機能に対するゕクセスが許可されます。 

 バーチャル マシンへの接続 

 バーチャル マシンの作成 

 バーチャル マシンの削減 

 (Virtual Machine Manager ラブラリからの) バーチャル マシンの展開 

 バーチャル マシンの一時停止 

 バーチャル マシンの再開 

 バーチャル マシンのシャットダウン 

 バーチャル マシンの開始 

 バーチャル マシンの停止 

 (Virtual Machine Manager ラブラリでの) バーチャル マシンの保存 

BusinessUnitUser 

BusinessUnitUser には、バーチャル マシン ゕクションの以下のサブセットに対

するゕクセスが許可されます。 

 バーチャル マシンへの接続 

 (Virtual Machine Manager ラブラリからの) バーチャル マシンの展開 

 バーチャル マシンの再開 

 バーチャル マシンのシャットダウン 

 バーチャル マシンの開始 

 バーチャル マシンの停止 

 (Virtual Machine Manager ラブラリでの) バーチャル マシンの保存 

カスタム ユーザー ロール 

カスタム ユーザー ロールは、DCITAdmin が作成できます。カスタム ユーザー 

ロールには、任意の組み合わせのバーチャル マシン ゕクションを割り当てること

ができます。DCITAdmin により作成されたカスタム ロールは、すべての BUIT で

使用可能です。 

[Settings] タブ 

[Settings] タブでは、すべてのセルフサービス ポータル構成を実行できます。

[Settings] タブは、次の 3 つの主要な領域で構成されます。 

 Data Center Management (データ センター管理) 

 Virtual Machine Templates (バーチャル マシン テンプレート) 

 Virtual Machine Actions (バーチャル マシン ゕクション) 
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[Data Center Management] 

[Data Center Management] では、セルフサービス ポータル接続を構成します。 

[Server] (サーバー) – このセクションでは、Virtual Machine Manager サーバ

ーの FQDN を指定します。セルフサービス ポータルは、単一の Virtual Machine 

Manager サーバーに関連付けることができます。セルフサービス ポータル エンジ

ン サービスを実行するサービス ゕカウントには、Virtual Machine Manager の管

理者権限が必要です。 

[Device] (デバイス) – このセクションでは、SAN および負荷分散デバスに対

する接続パラメーターを構成します。デバス接続で使用するスクリプト接続文字

列にはデバス名を指定します。 

[Network] (ネットワーク) – このセクションでは、ネットワークを追加します。

ネットワークごとに、以下のパラメーターを割り当てることができます。 

 [Hyper-V Network Name] (Hyper-V ネットワーク名) 

 [Network Type] (ネットワークの種類) 

 [Address Type] (ゕドレスの種類) 

[Active Directory] – ここには、バーチャル マシンが参加できるすべてのドメ

ンが表示されます。ネットワークの構成でドメンが表示されており、[Domain 

Join] オプションがオンである場合、バーチャル マシンの作成時に選択肢としてド

メンの一覧がユーザーに表示されます。 

[Quota Cost] (クォータ コスト) – RAM (GB/日) および記憶域 (GB/日) につい

て、既定値の単位を割り当てます。これらの値は、Infrastructure 内の "Service" レ

ベルで上書きできます。これらの単位値は、チャージバック計算で使用されます。 

[Environment] (環境) – ユーザーがバーチャル マシンを作成するときに、選択

肢として環境設定が示されます。環境には、テキスト フゖールドが含まれず、任

意の値を指定できます。バーチャル マシンを作成するには、環境に対して少なく

とも 1 つの値を設定する必要があります。この環境値は、特定のゕクションを行

うために実行スクリプトで変数として使用できます。 

[Virtual Machine Templates] 

このセクションでは、セルフサービス ポータルで使用するテンプレートを Virtual 

Machine Manager からンポートします。既定では、テンプレートは標準スクリ

プトによって展開される syspreped 済みメージである必要があります。このセ
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クションでは、Cost (コスト) 値をテンプレートに割り当てます。これは、チャー

ジバック計算で使用されます。この値は、テンプレートからプロビジョニングされ

る任意のバーチャル マシンに対する単位数/日として請求されます。 

[Virtual Machine Actions] 

このセクションでは、カスタム ActionXML セグメントを作成します。カスタム 

ActionXML スクリプトは、必要な追加プロビジョニング操作を実行するために使

用します。たとえば、カスタム セグメントでは記憶装置上で LUN を作成するか、

または作成中の VM の IP 詳細で負荷分散を構成できます。カスタム セグメント

は、組織のソフトウェゕ配布システムと統合することにより、バーチャル マシン

にゕプリケーション/サービスを展開するために使用することもできます。 

ActionXML セグメントは、タスクのコレクションから構成されます。各タスク

は、PowerShell、VBScript、または Batch (コマンド ラン) のスクリプトを表

します。たとえば、カスタム ActionXML セグメントの CreateVM ゕクションで

は、3 つの個別のタスク (負荷分散の構成、バーチャル マシンの作成、およびバー

チャル マシンへの展開および適用) を含む場合があります。 

カスタム ActionXML セグメントを使用することで、バーチャル マシンを作成する

ためのエンド ツー エンドの自動化が可能になります。実行される操作はユーザー

に対して透過的なので、ユーザーはバーチャル マシン Service Role を要求するだ

けです。Service Role は、必要なゕクションを実行する特定の ActionXML セグメ

ントに関連付けられます。 

 

仮想インフラストラクチャ バックアップの管理 

Virtual Machine Manager サーバー、ホスト、バーチャル マシン、ラブラリ 

サーバー、セルフサービス ポータル データベース、および ActionXML セグメン

トを含め、Virtual Machine Manager およびセルフサービス ポータルのデータを

保護するための包括的なバックゕップ計画を開発および実装することが重要です。 

 

重要 

バーチャル マシンのチェックポントでは、障害回復のためのバックゕップ

を考慮すべきではありません。チェックポントでは、ハードデゖスクの内容

の完全な複製は作成されず、個別のボリュームにデータがコピーされることも

ありません。チェックポントは、オペレーテゖング システムの更新前に
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ロール バックできる一時的なバックゕップとして使用できます。致命的な

データ損失が発生した場合にデータをバックゕップおよび復元するには、バッ

クゕップ ゕプリケーションを使用することをお勧めします。 

 

バックアップ計画の作成 

データ バックゕップを計画する場合に考慮すべき主要な要因は、データが損失ま

たは破損した場合に迅速に環境を回復できることです。保護の主な対象は、頻繁に

変更またはゕクセスされるフゔルです。次の対象に対して、バックゕップ計画が

必要です。 

 Virtual Machine Manager サーバー 

 SQL Server データベース (ユーザー ゕカウントおよび構成データ) 

 ジョブ履歴 

 ホスト 

  バーチャル マシン 

 ラブラリ サーバー データ 

 VHD 

 ISO メージ 

 スクリプト 

 セルフサービス ポータル 2.0 データ 

 セルフサービス ポータル 2.0 データベース 

 カスタム ActionXML セグメント 

Virtual Machine Manager サーバーのバックアップ 

Virtual Machine Manager サーバーには、Virtual Machine Manager 構成情報を格納

する SQL Server データベースが含まれます。SQL Server データベースは、Virtual 

Machine Manager 管理者コンソールからバックゕップできます。また、Virtual 

Machine Manager サーバーのシステム状態バックゕップを実行できます。 

致命的なデータ損失が発生したときに同じセキュリテゖ ID (SID) を持つ Virtual 

Machine Manager サーバーを再構築できるように、Virtual Machine Manager 

サーバーのバックゕップ時にシステム状態バックゕップを作成することをお勧めし

ます。 
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ホストおよびライブラリ サーバーのバックアップ 

仮想化環境では、物理環境と同様にバックゕップ計画について注意が必要です。内

部システム リソースの使用状況が他のワークロードに影響しない物理サーバーと

は異なり、バーチャル マシンでは他のバーチャル マシンとハードウェゕ リソース

を共有します。したがって、バーチャル マシンのバックゕップ スケジュールで

は、パフォーマンスおよびゕプリケーションの可用性に対する影響を最小化するこ

とが必要です。 

バックゕップでは、Microsoft® System Center Data Protection Manager、また

はホストおよびラブラリ データのコピーを作成するためにボリューム シャドウ 

コピー サービス (VSS) を使用するサード パーテゖ製バックゕップ スートを使

用することをお勧めします。 

Hyper-V™ では、VSS ラター ンターフェスにより新しい機能が提供されま

す。Hyper-V VSS ラターは以下の機能を提供します。 

 Virtual Server およびすべての構成設定のバックゕップおよび回復。 

 Windows Server
®

 2003 (以降) のバーチャル マシンのオンラン バック

ゕップ。 

 サポートされるすべてのゲスト オペレーテゖング システムのオフラ

ン バックゕップ。 

 統合サービスのンストールされたバーチャル マシンのシームレスな

バックゕップを可能にする親パーテゖションからのユーザーによるバッ

クゕップの開始。 

 Windows Server Backup を使用するには、ボリューム バックゕップを開

始する前にサポートされるゕプリケーションとして Hyper-V を登録する

必要があります。子パーテゖションおよびコンピューターのバックゕッ

プおよび親からの回復は、Windows Server バックゕップでサポートされ

るシナリオではありません。Windows Server バックゕップは、各ゲスト 

オペレーテゖング システムを個別に保護するために使用できます。 

 同じホストまたは異なるホストに対する個々のバーチャル マシンの復元。 

ラブラリ サーバーでは、ラブラリ データの多くが実際に Virtual Machine 

Manager データベースに存在します。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 プロフゔルは、ラブラリ共有上

でフゔルとして表されません。したがって、この情報は Virtual Machine 
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Manager データベースによりバックゕップされます。フゔルによって表される

ラブラリ リソースは、顧客のバックゕップ スートを使用してバックゕップで

きます。 

セルフサービス ポータル データのバックアップ 

サービス中のバーチャル マシン、ンフラストラクチャ情報、およびチャージ

バック データを含む重要な大量のセルフサービス ポータル データが Microsoft 

SQL Server データベースに保存されます。このデータベースでは、データベース

およびトランザクション ログについて承認された方法でバックゕップする必要が

あります。 

ActionXML セグメントは、以下の 2 つの領域で構成されます。 

 タスク名および実行順序 

 タスク コンテンツ (スクリプトおよび割り当て済み変数) 

カスタム ActionXML のすべての要素は、バージョン管理および完全な文書化を行

うことをお勧めします。 

 

仮想インフラストラクチャの修正プログラムの管理 

修正プログラムの管理は、どのようなンフラストラクチャの運用においても重要

な要素になります。Windows Server Update Services、Microsoft® Systems 

Management Server 2003、System Center Configuration Manager 2007、

サード パーテゖ ゕプリケーションなど、バーチャル マシンの更新を管理するため

に多くのソフトウェゕ スートを使用できます。 

大半の場合、修正プログラムの管理で仮想ホストおよびバーチャル マシンをほと

んど同様に扱うことができますが、修正プログラムの管理においては、仮想環境に

固有の次のようないくつかの課題があります。 

 ホストの更新。更新のンストール後に再起動を必要とする Hyper-V ホ

ストは、ゲストのすべての可用性に影響します。 

 独立しているゲスト。バーチャル マシンが内部ネットワークに接続され

ていて、修正プログラムの管理ソリューションからゕクセスできない場

合があります。 

 電源オフのゲスト。テスト用または Virtual Machine Manager ラブラ

リに保存されたバーチャル マシンの電源が長期間にわたってオフである
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場合があります。 

 パフォーマンス。特定ホスト上のすべてのゲストを更新すると、すべての

コンピューターに重大なパフォーマンスの影響を及ぼす場合があります。 

ホストの更新 

ホスト マシンで更新または Service Pack のンストールを完了するために再起動

を必要とする場合、再起動期間中、ホストに割り当てられたすべてのバーチャル 

マシンは使用できなくなります。 

ゲスト ゕプリケーションが重要である場合は、ミッション クリテゖカルなゲスト

のサービス中断を最小限に抑えるために、迅速な移行を可能にする Hyper-V ホス

トのクラスター化を使用することを検討してください。 

それ以外の場合は、バーチャル マシンが最初に更新された後、必要な場合に再起

動することを見越して、仮想ンフラストラクチャに対する更新の時間を調整しま

す。この処理が完了した後、実行するゲストをシャットダウンし、ホストを更新し

ます。ホストの再起動が完了した後、すべてのゲストのサービスが復帰します。 

Offline Virtual Machine Servicing Toolkit 

Offline Virtual Machine Servicing Toolkit は、無償のソリューション ゕクセ

ラレータです。ソリューション ゕクセラレータは、IT プロフェッショナルが

実際のシナリオに対応する IT システムの計画、提供、運用、および管理を

行うために役立つ信頼できるリソースです。ソリューション ゕクセラレー

タは、製品間の統合の促進、コゕ ンフラストラクチャの開発、その他の

向上のために無償の規範ガダンスを提供すると共に、自動化を可能にし

ます。 

セルフサービス ポータル上での修正プログラム要求 

セルフサービス ポータルの Business Unit から Infrastructure が要求される場

合、バックゕップと修正プログラムの要件を指定するセクションが存在します。 

このことは、修正プログラムのンフラストラクチャを設計する場合に考慮する必

要があります。Business Unit は、一定の状態が必要な独立したテスト環境でバー

チャル マシンをプロビジョニングする場合があります。このような場合の環境で

は、修正プログラムは望ましくないことがあります。 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8408ecf5-7afe-47ec-a697-eb433027df73&DisplayLang=en


  

 

27 

その他の変更管理の考慮事項 

変更管理では、仮想ンフラストラクチャの展開後に発生する可能性があるさまざ

まな変更に関連する問題に焦点を当てます。変更管理プロセスの対象となる組織の

変更は、IT 部門とその担当部門との間の SLA に合わせて機能に影響する可能性が

ある仮想環境への意図的なあらゆる導入 (ハードウェゕ、ソフトウェゕ、システム 

コンポーネント、ドキュメント、およびプロセスに関する変更) です。仮想ンフ

ラストラクチャの変更管理プロセスを考慮する場合、以下の作業をそのプロセスの

一部と見なすか、またはそれに含めるべきです。 

 変更要求の作成。変更要求 (RFC) を送信することにより、正式に変更を

開始します。 

 変更の分類。ンフラストラクチャまたはユーザーに対する緊急性およ

び影響を基準として、変更に対する優先度およびカテゴリを割り当てま

す。この割り当ては、実装の速度およびルートに影響します。 

 変更の承認。変更マネージャー、および存在する場合には IT とビジネス

担当者で構成される変更諮問委員会 (CAB) による変更の考慮および承

認、または否認。 

 変更の開発。変更の計画および開発。範囲内で大幅に異なる場合があ

り、重要な中間マルストーンでの確認を含むプロセス。 

 変更のリリース。運用環境へ変更のリリースおよび展開。 

 変更の確認。確立された目的が変更により実現したかどうか、および変

更を有効に維持すべきかどうかを決定する実装後のプロセスを実施します。 

少なくとも、修正プログラム管理プロセスの方法、時期、および担当者に関する変

更管理ポリシーを決定および文書化します。考慮すべき質問を以下に示します。 

 変更は管理されているかどうか (識別、テスト、および展開されているか

どうか)。 

 ユーザーまたは操作スタッフが変更を実行するかどうか。 

 どのツールを使用するか  (そのツールは自動化されているかどうか、およ

びその方法)。 

 

プライベート クラウドの俊敏性 
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セルフサービス ポータル 2.0 によって可能になるプラベート クラウドのシナリ

オでは、これまでと異なる変更管理の概念が必要になります。 

プラベート クラウドの背後にある概念では、Business Unit からのオン デマンド

のバーチャル マシンの動的なプロビジョニングが含まれます。この操作は、完全な

変更管理承認プロセスと考えるべきではありません。むしろ、基本的なンフラス

トラクチャのプロビジョニングが変更承認プロセスと考えられます。 

セルフサービス ポータルのワークフローは、Business Unit の登録、

Infrastructure の要求、および Infrastructure の変更要求の段階で設定される承

認段階に対して設計されています。Infrastructure の要求が変更およびリリース管

理の制御を通過すると、Infrastructure は "有効" と見なされます。この時点で管

理者は、セルフサービス ポータルの Infrastructure の要求を承認できます。ン

フラストラクチャでのバーチャル マシンの作成および削除は Business Unit の責

任であり、追加プロセスを喚起すべきではありません。 

 

構成管理の考慮事項 

構成管理は、ハードウェゕ、ソフトウェゕ、ドキュメント、プロセス、手順、およ

びその他の IT 組織の重要コンポーネントのすべてのバージョンを識別、管理、そ

して追跡する責任が発生する重要なプロセスです。構成管理による重要な利点は、

環境内の関係のモデル化です。変更管理では、変更の影響を評価するためにこの情

報を使用します。したがって、そのような影響を適切に理解および周知するために

構成データの精度が重要になります。 

Hyper-V を実行する環境では、ホスト システムの構成管理のベスト プラクテゖス

に従うことが特に重要です。構成情報が不十分であるか正しくない場合、環境に悪

影響を及ぼす不適切な決定に至る可能性があります。構成管理システムに含めるこ

とができるホスト システム情報には、以下の構成項目および属性が含まれます。 

 名前 

 ネットワーク ンターフェス 

 オペレーテゖング システム 

 メモリ 

 プロセッサ 

 製造元 

 速度 
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 コゕ 

 ネットワーク ンターフェス 

 名前 

 サブネット 

 IP ゕドレス 

 iSCSI (Internet Small Computer System Interface) 

 ゕプリケーション 

 Microsoft 修正プログラム 

 ウルス対策ソフトウェゕ 

 ゕプリケーションのバージョン 

 バックゕップ ソフトウェゕ 

 その他 

 記憶域コントローラー 

 追加 CI および属性 

 クラスター 

 追加 CI および属性 

ドキュメントには、SLA、障害回復計画、構築ドキュメントなどが含まれます。 

構成管理および Microsoft Operations Framework (MOF) の詳細については、

http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/smf/smfcf

gmg.mspx (英語情報) を参照してください。 

セルフサービス ポータルのカスタム ActionXML の 

バージョン管理およびドキュメント 

SAN および負荷分散装置と統合した場合、セルフサービス ポータルのカスタム 

ActionXML セグメントを使用すると非常に強力な自動化処理が可能になります。

この機能は非常に強力であるために、バーチャル マシンをプロビジョニングする

カスタム ActionXML セグメントに対して非常に厳格なバージョン管理を維持する

ことが重要です。このセグメントに対するすべての変更は、文書化し、変更および

リリース管理の対象とすることが必要です。 
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リリース管理の考慮事項 

仮想化の最も大きな利点の 1 つは、過去に完全なリリース管理活動を実行したこ

とのない組織にとって、このテクノロジを使用することで運用環境への導入前に承

認されたすべての変更が正しく調査されていることを確認できることです。リリー

ス管理は IT 環境に対する変更の展開を対象とするので、展開用リリースに対して 

1 つ以上の変更が開発、テスト、およびパッケージ化された後、こうした変更の導

入およびそのリリースの管理を行う必要があります。 

多くの組織が直面する課題は、リリースの完全なテストを行うためのハードウェゕ

が十分でないことです。テスト環境が存在する場合でも、運用環境の正確な複製環

境で変更をテストすることは多くの場合に時間がかかるだけでなく困難です。仮想

化テクノロジに加えて、効率的な変更管理、構成管理、およびリリース管理プロセ

スを組み合わせることで、組織では運用へのリリースの導入時に、中断または障害

が発生しないことを入念に確認できます。Hyper-V ではゲスト システムのコピー

を簡単に作成し、リリースおよび変更をテストできます。 

リリース管理および Microsoft Operations Framework (MOF) の詳細については、

http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/smf/smfrel

mg.mspx (英語情報) を参照してください。 

 

付録 A: ポートおよびプロトコル 

Virtual Machine Manager では、Virtual Machine Manager のコンポーネント間

でデータおよびコマンドを送信するために、以下に示すさまざまなポートおよびプ

ロトコルを使用します。 

 Virtual Machine Manager サーバーは、Windows リモート管理 (WinRM) 

を使用して Virtual Machine Manager エージェントと通信し、バックグ

ラウンド ンテリジェント転送サービス (BITS) を使用して、管理された

コンピューター間でデータを転送します。 

 Virtual Machine Manager 管理者コンソールは、Windows 

Communication Foundation サービスを使用して Virtual Machine 

Manager サーバーと通信します。 

 Virtual Machine Manager のセルフサービス ポータルは Windows 

Communication Foundation サービスを使用して Virtual Machine 

Manager サーバーと通信します。セルフサービス ユーザーは HTTP を

http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/smf/smfrelmg.mspx
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/smf/smfrelmg.mspx


  

 

31 

使用してポータルに接続します。 

 セルフサービス ユーザーは、VMRC を使用してバーチャル マシンに接

続してバーチャル マシンを操作します。 

以下の表に Virtual Machine Manager で使用される既定のポート設定を示しま

す。これらの設定は、顧客のニーズに合わせて構成可能です。 

接続の種類 プロトコル ポート 

Virtual Machine Manager サー

バーから管理されたコンピュー

ター (制御チャネル) への接続 

WinRM TCP 80 

Virtual Machine Manager サー

バーから管理されたコンピュー

ター (データ転送) への接続 

BITS TCP 443 

Virtual Machine Manager 管理

者コンソールから Virtual 

Machine Manager サーバー への

接続 

WCF TCP 8100 

Virtual Machine Manager のセ

ルフサービス ポータルから 

Virtual Machine Manager サー

バーへの接続 

WCF TCP 8100 

セルフサービス ユーザーから 

Virtual Machine Manager のセ

ルフサービス ポータル (1.0) へ

の接続 

HTTP 80 

セルフサービス ユーザーから 

VMMSSP 2.0 への接続 

HTTP 管理者により指定されま

す (既定は 80) 

VMMSSP Web サーバーから

キュー サービスのためのエンジン 

サーバーへの接続 

WCF 管理者により指定されま

す (既定は TCP 8100 お

よび 8000) 

VMMSSP Web およびエンジン 

サーバーから SQL データベース

TCP 管理者により指定されま

す (既定は 1433) 
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への接続 

VMMSSP ダッシュボード レポー

ト Web サト 

TCP 管理者により指定されま

す (ンストール時に指

定されます) 

 

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

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 

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