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マイクロソフト株式会社

デベロッパー＆プラットフォーム統括本部

野村 一行

マイクロソフトのクラウド戦略と
Windows Azure Platform 
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新たな局面を迎えるIT

ビジネスが深化しつつ
ある…

経済の動向
• オペレーティングコ

ストと設備投資の
カット

• 少ない投資で競争力
強化

• “Do more with 
less”

経済状況が悪化しつつ
ある…

技術のシフトが起こり
つつある…

ビジネスの動向
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クラウドの分類例

定義 捉え方 例

ソフトウェアをサービスとして販売する提
供形態

マイクロソフト（BPOS / Windows Live）
グーグル（Gmail, …）
セールスフォース

ハードウェアのみならず、アプリケーショ
ンを構築するための、OS やワークフロー、
基盤等のミドルウェアの機能も含めて、
サービスとして販売する提供形態

マイクロソフト（Windows Azure Platform）
グーグル（GAE）
セールスフォース（Force.com）

仮想マシンやネットワーク等のインフラを
サービスとして販売する提供形態

IBM(Blue Cloud)
アマゾン（EC2/S3）
Sun Grid

スケーラブルなデータベースをサービスと
して販売する提供形態

マイクロソフト(SQL Azure)
アマゾン(SimpleDB)

※分類は人によって異なる場合もあります
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マイクロソフトのクラウドに対する観点

基本的な特徴

スケールアウト
サービスの

自動化
高可用性

マルチテナント

インフラストラクチャ

ビジネスモデル

オーナーシップ

考慮点

管理

ロケーション
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Business Productivity Online Suite

Exchange Server ベースのメール、予定表、連絡先

Microsoft Office との高度な機能連携
サーチ、コンテンツの共有、
チームコラボレーション

インスタント メッセージング
とプレゼンス管理

コンテンツ、音声 / ビデオ、電子白板、
アプリケーション共有、
リアルタイム Web 会議 & 多人数が
参加可能な Web セミナー

”迷惑メール & ウイルス” 対策

BPOS
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Software + Services

PC スマートフォン

サーバー クラウド

ツ
ー

ル
と
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ッ
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サ

ポ
ー

ト

クライアント

TV
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pdc 09 での発表より～製品スタック
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Windows Azure プラットフォーム

Windows Azure は世界中のマイクロソフトのデータセンターにホストされて
いるインターネット スケールのクラウドサービスプラットフォームです。
Web アプリケーションとサービスを構築するためのシンプルで信頼性の高い、
かつパワフルなプラットフォームを提供しています。
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Windows Azure アーキテクチャ

ファブリックコントローラ ：
Fabricファブリック内の各サーバーと通信す
る。 Windows Azure オペレーティング環境
を管理し、各アプリケーションをモニタリ
ング、ハードウェアの利用率を最適化する
ためにアプリケーションインスタンスをど
こで起動させるか決定する。
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Windows Azure が顧客のIT リソースの管理
を自動化

仮想化された計算能力：
アプリケーションの大規模ス
ケーラビリティを提供する。
顧客はWebロールとWorker
ロールを組み合わせてアプリ
ケーションを構築できる。こ
れらのロールは必要に応じ複
製でき、アプリケーションの
スケーリングや計算能力の増
大に対応する。

ストレージサービス：
あらゆる形式の大容量データをス
トア。ストアした分の料金を払い
続ける限り保管し続ける。

サービス管理：
ファブリックコントローラによって実行さ
れ、データセンター内の全てのリソースを
制御する。ファブリックコントローラは顧
客のサービスを配置し、ファブリック全般
の状態をモニタリングする。
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Windows Azure における演算能力

スケールアウト（スケールアップで
なく）はワーカーインスタンスを必
要に応じて複製することで実現

アプリケーションをスケールするに
あたってはユーザーと演算プロセス
を別々に対応可能

２つのタイプ：Web ロールとWorker ロール
Windows Azure アプリケーションはこれらの
ロールのいづれか、あるいは両方の組み合わせ
で１つ以上のインスタンスで配置する

各インスタンスはそ
れぞれの仮想マシン
（VM）で動作し、
必要に応じて複製さ
れる

ゴール：大規模スケーラビリティ
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Windows Azure ロールの定義

• Web ロールと Worker ロールの組み合わせでサービ
ス、ソリューションを構築

• HTTP/HTTPS、TCP/IP、ポート 80 と 443 以外で
も通信可能

• Microsoft とMicrosoft 以外のツールで開発可能：
ASP.NET、WCF、Java、Python、Ruby、など

WEB ロール

ユーザーあるいはWebサービス
と情報交換

Worker ロールとはダイレクトあ
るいはキュー経由で通信

WORKER ロール

キューからデータやタスクをリクエ
ストとして受け取り動作する

 “バッチジョブ” もしくは
Windows サービスに類似
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Windows Azure における
ストレージサービス

• Windows Azure ストレージ
はファブリックコントロー
ラによって管理

• Windows Azure アプリケー
ションはVM内のネイティブ
ストレージ、MySQL、ある
いは SQL Azure を利用可能

• アプリケーションの状態は
ストレージサービスで保管
され、Worker ロールを使っ
て複製可能

• Blob はグローバルな
Windows Azure Content 
Delivery Network (CDN) 
にストア可能

ゴール：スケーラブルで永続性のある、ユーティリティベースのストレージ



Page  14

BLOB、テーブル、キュー、ドライブ

BLOB: 
名前つきファイルとそ
のメタデータがストア
可能なシンプルなイン
ターフェイスを提供。

テーブル: 
構造化ストレージ
を提供。プロパ
ティのセットを含
むエンティティの
セット。

キュー: 
アプリケーションの
ための信頼性の高い
ストレージ、メッ
セージ転送を提供。

ドライブ: 
永続的な NTFS 
ファイルシステム、
インスタンスをまた
がって共有可能。
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SQL Azure データベース

従来の RDBMS と
対称

（慣れた）T-SQL 
リレーショナルモデ
ル

既存のコードライブ
ラリとプロトコルの
サポート

開発及び管理ツール
の豊富な選択肢

差別化価値

物理的な管理の必要な
し

プロビジョニングの負
荷軽減

スケールアウトが容易

マルチテナント

自己管理機能

高信頼性
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SQL Server のクラウドへの拡張

• pdc(2009/11) – RDBMS コア機能

• 将来機能

– データプラットフォーム機能の追加: データ同期（ベータ版提供開
始）、レポーティング、BI

データベース

データ同期レポー
ティング

ビジネス
インテリ
ジェンス

対称的なプログラミングモデルとツール
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pdc 09 での発表より～
AppFabric ブランドへの統一
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Windows Server AppFabric

• IIS 上で動作する
Web とコンポジッ
ト アプリケーショ
ンの構築、スケーリ
ング、管理のための
統合テクノロジー

• 2010 Wave の1つ
としてリリース

Windows Server

.NET Framework

Windows Server AppFabric

Services

Management Tools

IIS/WAS

Workflows

Runtime DatabasesPersistence Monitoring

HostingPersistence CachingMonitoring

IIS Manager Modules

PowerShell
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Windows Azure AppFabric

AppFabric サービスバス
アプリケーションとサービス

の接続

AppFabric
アクセスコントロール

アクセスの制御とセキュリティ

セキュアな接続性
• クラウドサービス、オンプレミスのアプリケー

ションとのブリッジ
• 分散アプリケーション構築やパートナーとのコ

ラボレーションを実現

バウンダリを越える
• セキュリティ境界を安全かつシンプルに越える
• 連合アイデンティティ、組織内とIDプロバイダ

とを連携させアクセス
• クレームベースの認証により分散アプリケー

ション、Webサービスの承認をシンプルにする

クラウドの規模において
• ビジネス要件に従いスケールアップ/ダウン
• サービス管理の負荷軽減
• 様々な開発言語、業界標準との相互運用性
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AppFabric サービスバスの接続性

アプリケーション #1 アプリケーション #2
もし可能であれば、直接接続も

サービスバスが支援

テキスト

XML
グラフィックス
バイナリデータ
ストリーミング

ファイアウォール

送信

受信

疎結合なコンポジット/マッシュアップ
アプリケーション間のメッセージ交換

送信

受信
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AppFabric アクセスコントロール

アプリケーション
あるいはユーザー

手間のかかる承認
スキーマのリクエスト

をシンプルに

クレームベースの認証

を抽象化

セキュアな信頼関係の確立を易しく

データおよび
アプリケーション



Page  22

Windows Azure 活用シナリオ1

ユーザー側 データセンター

マイクロソフト データセンター

拡張・変動部分

データ連携オンデマンド
サービス連携

画像
動画
履歴

基幹系システム
個人情報
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Windows Azure 活用シナリオ2

ユーザー側 データセンター

マイクロソフト データセンター

キャンペーン 新ブランド ソーシャル

データ連携オンデマンド
サービス連携

商品DB

季節性の高いフロントエンド

コア機能
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Windows Azure プラットフォームの
ロードマップ

• サービステンプレー
トの拡充

• 複数の地理的ロケー
ション

• 複数言語
• フルトラスト
• Active Directory と

Web ID サポート

• SQL Azure

• シンプルなサービステン
プレート

• 単一の地理的
ロケーション

• ASP.NET
• 部分信頼
• サービス管理の自動化
• サービスバス、
アクセスコントロール

• Admin モード/VM 配置
• Geo Replication & オンプレミス
• Systems Center 統合
• エンタープライズ ID 連合
• 分散クエリ & CLR

• 分析 &レポーティング
• データ同期 (DataHub)

商用リリース
（2010/1～）

技術プレビュー 将来

Web 2.0

エンタープライズ

パートナー



Page  25

Windows Azure 新サービスの予定

直接コンピューティング イン
スタンスにアタッチできるスト

レージ ボリューム

Windows Azure Drive 
(2010 年 2 月より利用可能予定)

レイテンシの低下のために、
18 のエッジ サーバーを 12 か

国に設置

CDN
(技術プレビュー)

SQL Azure と Windows 
Azure 上から提供するイン
フォーメーション サービス

コードネーム
“Dallas”

(技術プレビュー)

10 GB 以上の SQL Azure 
データベース

SQL Azure >10GB 
(2010 年上半期)

新しいサービスの利用可能予定 (価格は後日発表)

柔軟でシンプル、そして価値に見合った価格とライセンス体系
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次のステップ

サインアップ - Windows Azure platform 

開発者ポータル: http://www.windowsazure.com

Windows Azure アクセス
開発ツール
ホワイトペーパー
サンプルアプリケーション

パイロットの計画

様々な機会で情報収集、キャッチアップ

日本語ポータル

http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/azure/default.aspx
技術コンファレンス、セミナーなど

2

3

1
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(A)アプリケーション開発部門 or (B)タイムアタック部門 の2部門
入賞者は Microsoft Tech・Days2010 ご招待
各部門の応募者先着 500 名様にプレゼントつき！

ハンズオン形式で Windows Azure 開発を実際に体験頂ける、

「Cloud Bootstrap セミナー & ハンズオンラボ」無償開催中!!

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/campaign/valueup/cloud.aspx

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/azure/ee702427.aspx

または Bing で検索！

クラウド アプリケーション
構築コンテスト

並行開催!!
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(A)アプリケーション開発部門 or (B)タイムアタック部門 の2部門
入賞者は Microsoft Tech・Days2010 ご招待
各部門の応募者先着 500 名様にプレゼントつき！

ハンズオン形式で Windows Azure 開発を実際に体験頂ける、
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クラウド アプリケーション
構築コンテスト

並行開催!!
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Azure プレビュー版トークン

* Tokenのみを希望する方は12/22(火)ま
でに事務局(kkadcsp@microsoft.com)へ
ご連絡ください。Tokenは12/31(木)まで

有効です。
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Microsoft Best of PDC

Tech･Days 2010

オフィシャルサイト:

http://www.microsoft.com/japan/techdays/

Tech・Days “Best of PDC” は、PDC の日本版として

マイクロソフトが提唱する “ソフトウェア + サービス” の世界を具現化する

数年先の次世代テクノロジ/製品/サービスを紹介するカンファレンスです。

開催日

場所

2010年 2月23日(火）- 24日(木)

グランパシフィック LE DAIBA （台場）
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other countries.
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Appendix
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Windows Azure 購買モデル

“Value for a commitment”

「定額制」

サブスクリプション制

“Coordinated purchasing”
「他のライセンスとの組合せ」

購買の集約

ディスカウントの適用

その他のライセンス形態

• 自由度が高く、使い始めやす
いモデル

• クラウドのElastic
（伸縮自在）な特性に
マッチしたモデル

“Pay as you go and grow”
「使った分払い」

2010 年 1 月から利用可能

従量課金制

2010 年 1 月から利用可能

• 最低契約期間などの制約を課
すことによる割引

• 事前に費用の予測や計画
が可能なモデル

将来的に利用可能になる予定
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Windows Azure プラットフォーム
従量課金体系

Elastic (伸縮自在) でスケーラブル、セ
キュアで & 高可用性を持つ

自動化されたサービスプ ラットフォーム

コンピューティング時間

11.76 円/時間
+ 可変のインスタンスサイズ

サービス時間ごと

高可用性を持つ、スケーラブルで self 
managed な分散データベース サービス

Web Edition

データベース/月ごと

979.02 円/月
(1 GB までの DB)  

Business Edition   

9,799.02 円/月
(10 GB DB までの DB)

データベース/月ごと

ストレージ

使用 GB および
トランザクションごと

14.70 円/月
0.98 円/10K トランザクション

アクセス コントロール

メッセージごと メッセージごと

サービス バス
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Windows Azure のインスタンス サイズ

各インスタンスの定義

Small (S)

11.76 円

サービス時間ごと

Medium (M)

23.52 円

サービス時間ごと

Large (L)

47.04 円

サービス時間ごと

X Large (XL)

94.08 円

サービス時間ごと

Small (S)

1 x 1.6Ghz  

(標準的な IO) 

Medium (M)

2 x 1.6Ghz 

(高 IO)

Large (L)

4 x 1.6Ghz 

(高 IO) 

X-Large (XL)

8 x 1.6Ghz

(高 IO)

1.6Ghz のプロセッサーの計算に相当 (64bit プラットフォーム)  

1.75 GB メモリー 3.5 GB メモリー 7.0 GB メモリー 14 GB メモリー

250 GB ストレージ
(インスタンスのストレージ)

500 GB ストレージ
(インスタンスのストレージ)

1000 GB ストレージ
(インスタンスのストレージ)

2000 GB ストレージ
(インスタンスのストレージ)
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Windows Azure platform への転送が期間限定で無償
オフピーク タイムは下記の各地域の平日 (月曜から金曜) の 10:00 pm から 6:00 

am
および金曜日の 10:00 pm から月曜日の 6:00 am です

北アメリカ

PST = UTC-8 

ヨーロッパ

WET = UTC

アジア太平洋
SST = UTC+8

Windows Azure プラットフォーム データ転送


