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Azure Monitor にて1分間隔のログアラートをサポート
一般公開

Infrastructure as a Service

• ログ アラートは、 Azure アラートでサポートされているアラート タイプの 1 つで、Log Analytics のクエリを使
用して設 定された頻度ごとにリソースログを評価し、その結果に基づいてアラートを発することができます。
ルールは、アクション グループを使用して 1 つまたは複数のアクションをトリガーすることができます。

• 1 分間隔のログ アラートでは、アラートのクエリが
1 分ごとに評価されて条件を確認するため、
ログ アラートが発火するまでの全体的な時間が短縮されます。
ポイント
•
クエリが実行される間隔は1 分から 1 日の範囲 で設定可
能です。 ログ レコードが漏れないように、 クエリ時間
範囲以下にする必要があるためご注 意ください。
•
アラートの頻度を変更するとログアラートの価格が 変
動いたしました。料金に関しては
https://azure.microsoft.com/enus/pricing/details/monitor/を参照ください。

▪

General availability: One-minute frequency log alerts
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/general-availability-oneminute-frequency-log-alerts/

Azure Site Recovery が ZRS 管理ディスクをサポート
一般公開

Infrastructure as a Service

• Ignite 2021 で、Azure 管理ディスクに Zone Redundant Storage (ZRS) オプションを発表しました。ZRS 管理ディ
スクは、任意のリージョンのゾーン間でデータの同期レプリケーションを提供し、ディスクがゾーンの障害を許
容できるようにします。つまり、影響を受けたゾーンで仮想マシンが利用できなくなっても、ディスクを別のゾ
ーンの仮想マシンにマウントすることで、作業を継続することができます。
• しかし、地域的な障害が発生した場合には、ゾーンの回復力では不十分です。そこで、Azure Site Recovery (ASR)
が、ZRS 管理ディスクをサポートするようになりました。ASR では、ZRS 管理下のディスクを利用しているVM を
、選択したセカンダリ リージョンにレプリケートして保護することができます。 ASR は、ソースディスクが ZRS
管理下のディスクであることを識別し、セカンダリ リージョンに同等の ZRS 管理下のディスクを作成します。地
域的な障害が発生し、セカンダリ リージョンへのフェイルオーバーが必要になった場合、ASR がセカンダリ リー
ジョンでスピン アップする VM には、ZRS 管理ディスクが接続されているため、お客様が求める高レベルのゾー
ン回復力を確保することができます。
ポイント
•
マネージド ディスクの ZRS は Premium ソリッド ステート ドライブ (SSD) と Standard SSD でのみサポートされます
•
マネージド ディスクの ZRS は現在、米国西部 2、西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、およびフランス中部の各リージョンでのみ使用できます。
使用 リージョンについてご注意ください。

▪

Generally available: Azure Site Recovery support for ZRS Managed Disks
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/asr-zrs-managed-disks/

Azure Monitor でのアクショングループをテストする
プレビュー

Infrastructure as a Service

• Azure Monitor でのアクショングループのテスト実行サポートが、パブリック プレビューで行われます。
• Azure Monitor のテストアクショングループ機能を使用すると、アラートの通知設定をテストできます。 テストア ク
ショングループ機能を使用すると、次のことが可能になります。
• アクショングループを作成または更新するときに、通知が期待どおりに機能するかどうかをテストします。
• 通知が期待どおりに機能しない原因を自己診断します。
ポイント
•
テストの実行中にウィンドウを閉じるか、[テスト設定に戻る] を選択した場合、
テストは停止され、テスト結果は表示されないためご注意ください。
•
テストに失敗した場合は、[エラーの詳細] セクションの情報を使用して問題を把握
し、アクション グループを再度編集してテストできます。 アクション グループ
を実稼働環境で有効にする前に、アクション グループが期待通りに動作している
ことを確認できるます。
•
テスト アクション グループのアクション数は限定されることがあります。
•
SMS: 1 分ごとに 1 件以下の SMS。
•
音声: 1 分ごとに 1 件以下の音声通話。
•
メール: 1 分ごとに 2 件以下のメール。

▪

Public preview: Test action groups in Azure Monitor
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/public-preview-test-action-groups-in-azure-monitor/

Azure Traffic Manager でエンドポイント監視サービス IP アドレスが追加
一般公開

Infrastructure as a Service

• Traffic Manager は、プローブ メカニズムを使用してアプリケーション エンドポイントを評価します。
• 調査機の容量を向上させるために、今後数年間で Traffic Manager のエンドポイント監視サービス内に展開される
プローブの数を増やし、発生している大量の成長を緩和し続けます。
• アプリケーションでは、正常性プローブの数が増加し、これらのプローブの一部が新しい IP アドレスを発生する可能性があ
ります。

ポイント
• ネットワーク アクセス制御メカニズム(Azure ファイアウォールやネットワーク セキュリティ グループなど) を使用していて、サービスタグ
(AzureTrafficManager) を使用していない場合は、この更新された IP アドレスの一覧を毎週水曜日にチェックし、さらに通知するまで、これらの新し
い IP アドレスからの着信トラフィックを許可するようにしてください。
• アプリケーション エンドポイントの Traffic Manager 正常性プローブの一部が失敗し、トラフィックのルーティングが誤る可能性があります。
• アクセス制御が使用されていない、またはネットワーク アクセス制御がAzureTrafficManagerサービス タグで使用されている必要はありません。

▪

Azure Traffic Manager: Additional IP addresses for endpoint monitoring service
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/azure-traffic-manager-additional-ip-addresses-for-endpoint-monitoring-service/

Azure Site Recovery の復元ポイントが 15 日間に延長をサポート
一般公開

Infrastructure as a Service

• Azure Site Recovery は、レプリケーション中に復元ポイントの保持履歴を管理するレプリケーション ポリシーを提供します。
• レプリケーション有効化の際に適用されるレプリケーション ポリシーに基づき、復元ポイントが保持され、アプリケー ション
整合性のあるスナップショットが取得されます。
• 復元ポイントの長期保持サポートに伴い、復元ポイントの保持期間が 72 時間から最大 15 日間になりました。
•

復元ポイントは、最初の 2 時間は 5 分間隔で保持されます。その後、復元ポイントは整理され、より低い頻度で保存されます。

•

レプリケーション ポリシーに保持期間を設定するには、0 から 15 (日) の任意の値を入力します。

ポイント
•

▪

例として、数日間検出されなかったランサムウェアなどのインシデン
トにより 最近の復元ポイントが影響を受けても、古い復元ポイントを
使用して復旧 することができます。

Generally Available: Recovery points extended to 15 days with Azure Site Recovery
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/retain-recovery-now-points-up-to-15-days-with-azure-site-recovery/

Azure Container Apps の名前空間移行
アナウンス

Platform as a Service

• 2022 年 3 月、全ての Azure Container Apps のリソースは、Microsoft.Web から Microsoft.App に名前空間が段階的に移行されます。
• リソースの可用性には影響がありません。
• 移行処理中は、ごく短い時間 Azure CLI のリクエストを受け付けないタイミングが発生する可能性があります。
• Azure CLI でAzure Container Apps を操作する場合、移行後は対応しているバージョンの拡張機能にアップデートし、 az provider

register -n Microsoft.App コマンドで新しい名前空間を登録してください。
• ARM もしくは Bicep を使用している場合、移行後は新しい名前空間と API を利用する必要があります。
ポイント
•
•

•

▪

Announcement: Namespace migration from Microsoft.Web to Microsoft.App in March 2022
https://github.com/microsoft/azure-container-apps/issues/109

API version : 2021-03-01 -> 2022-01-01-preview
resource type:
•
Microsoft.Web/containerApps
->Microsoft.App/managedEnvironments
•
Microsoft.Web/kubeEnvironments
-> Microsoft.App/managedEnvironments
property: kubeEnvironmentId -> managedEnvironmentId

Azure Container Apps におけるカスタム仮想ネットワーク統合が
パブリック プレビュー
プレビュー

Platform as a Service

• 既存の、もしくは新規作成する Azure Container Apps environment を仮想ネットワークに統合することができるようになりました。
インターネットからのアクセスを許可するかどうか選択可能です。
• 仮想ネットワークには、コントロール プレーン用のサブネット、およびアプリ用のサブネットを用意する必要がありま す。

Internal Azure Container Apps
Environment

▪

Public preview: Custom virtual network support in Azure Container Apps
https://azure.microsoft.com/en-us/updates/public-preview-custom-virtual-network-support-in-azure-container-apps/

ネットワーク アクセス制限された Azure Container Registryに
対する信頼された Azure サービスからのアクセスが一般公開
一般公開

Platform as a Service

• Azure Container Registry (ACR) では、特定の信頼されたサービスに対して、ネットワーク アクセス制御された
レジストリーにアクセスすることを許可できます。
• Azure Container Instances が ACR の信頼されたサービスに追加されました。ポイント
マネージド ID を使用して、ACR からコンテナー イメージを
• 対象のネットワーク アクセス制御は以下の 2 種類です。
• Azure Private Link によるプライベート エンドポイント
プルすることができます。
• レジストリのファイアウォール規則
信頼されたサービス

▪

RBAC ロールによるマネージド ID の構成

サポートされているシナリオ

Azure Container Instances

マネージド ID を使用して ACR からコンテナー イメージをプルし、デプロイ

システム割り当てマネージド ID とユーザー
割り当て マネージド ID の両方

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for container registries による脆弱性スキャン

-

ACR タスク

ACR タスクから親レジストリまたは別のレジストリにアクセス

システム割り当てマネージド ID

Machine Learning

カスタムの Docker コンテナー イメージを使用して、Machine Learning ワークスペ
ースでモデ ルをデプロイまたはトレーニング

システム割り当てマネージド ID

Azure Container Registry

ネットワーク制限された Azure Container Registry 間でイメージをインポート

-

Announcing Azure Container Instances’ support for Managed Identity Authenticated Image Pulls
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-compute-blog/announcing-azure-container-instances-support-for-managed/ba-p/3093319

Azure Functions の PowerShell on Linux OS サポート
一般公開

Platform as a Service

• Azure Functions のランタイム 4.0 で、Linux OS における PowerShell 関数がサポートされるようになりました。
• 全てのホスティング プランで利用可能です。
• Visual Studio Code 拡張機能から Functions App をデプロイする場合、デフォルトでは OS が Windows に なります。
Linux の場合は Advanced オプションを選択してください。

▪

Generally available: PowerShell on Linux OS in Azure Functions
https://azure.microsoft.com/en-us/updates/generally-available-powershell-on-linux-os-in-azure-functions/

Azure App Service の計画メンテナンス通知
プレビュー

Platform as a Service

• マルチ テナントの App Service で、計画メンテナンスの事前通知を受け取ることが可能になりました。

• 通知を受け取った際に、メール / SMS のアラート、Azure Functions や Logic Apps の起動が可能です。
• 通知タイミング
•
•
•
•
•

▪

メンテナンスの 7 日前
メンテナンスの 60 - 90 分前
メンテナンス開始時
メンテナンス中 (1 回 / 12 時間)
メンテナンス終了時

Planned Maintenance Notifications for Azure App Service
https://azure.github.io/AppService/2022/02/01/App-Service-Planned-Notification-Feature.html

クロス テナント アクセス（外部ユーザー／組織コントロール）
プレビュー

Identity and Security

• Azure AD では、外部ユーザーおよび組織内のユーザーがテナント間で共同作業する範囲を制御するクロス テナン
トアクセスの機能をプレビューで提供開始しました。管理者は、クロス テナント アクセスを利用することで、外
部ユーザーの自社テナントへのアクセス、テナント内ユーザーの外部アクセスの組織制限、外部テナントからの
セキュリティ クレームの信頼を制御することができます。
クロス テナント アクセス
受信アクセスの設定

自社テナントがアクセスを受け入れる
外部テナントおよびユーザー（グループ）、
アプリを制御

外部テナント

【重要】
「受信」または「送信」の既定の設定を編集すると既存の B2B コラボレー
ションにビジネス クリティカルな影響を及ぼす可能性があるため、ビジネ
ス関係者と充分に協議した上で構成を検討

送信アクセスの設定
自社テナント
ゲストとしてアクセスできる外部
テナントおよびアプリを制御

▪

外部テナント

ポイント
· クロス テナント アクセス設定は、招待後のアプリ（リソース）へのアクセ
ス時に評価される
· 許可／ブロックを構成でき、外部テナント単位でオーバーライド可能
· 外部テナントのユーザーやグループを基に制御する場合には、対象アカウ
ントのオブジェクト ID が必要

クロス テナントのアクセス設定でよりセキュアなコラボレーションを実現
https://jpazureid.github.io/blog/azure-active-directory/collaborate-more-securely-with-new-cross-tenant-access-settings/

クロス テナント アクセス（セキュリティ クレーム信頼）
プレビュー

Identity and Security
クロス テナント アクセス
受信アクセスの設定

セキュリティ クレーム信頼により、他の Azure AD 組織からの多要素認証、
デバイス準拠、Hybrid Azure AD Join の情報を受け取れるため、条件付き
アクセスでゲスト ユーザーに対して、これらの制限を掛けることが可能
従来では、多要素認証（MFA）が２回要求されていた動作を１回に抑える
ことも出来るため、ユーザー エクスペリエンスの向上も図れる

例として、外部テナントのデバイス準拠
情報を条件付きアクセスで判定可能

外部テナント

条件付き
アクセス

信頼の設定
多要素認証

信頼設定で許可された外部テナントからの
セキュリティ クレームを受け入れる

自社テナント
デバイス準拠

Hybrid Azure
AD Join

▪

ポイント
·信頼の設定（セキュリティ クレーム信頼）は、条件付きア
クセスとの 組み合わせで利用可能
· 信頼の設定も、外部テナント単位でオーバーライド可能

クロス テナントのアクセス設定でよりセキュアなコラボレーションを実現
https://jpazureid.github.io/blog/azure-active-directory/collaborate-more-securely-with-new-cross-tenant-access-settings/

ワークロード ID フェデレーション
プレビュー

Identity and Security

• Azure AD では、認証におけるシークレットの必要性を最小限に抑えるために、ワークロード ID フェデレーショ
ン機能のプレビューを提供開始しました。開発者は、外部 ID プロバイダー (IdP) のトークンを Azure AD のトー
クンに交換して、Azure AD で保護されたリソース（Azure, Microsoft Graph, M365）にアクセスすることが可能
となります。
◆ サポートされるシナリオ
・
・
・
・

GitHub Actions ワークフロー
Kubernetes クラスタで動作するサービス
SPIFFE/SPIRE を使用しているサービス
Google Cloud Platform で動作するサービス

ポイント
· サポート シナリオにある外部 IdP をアプリケ
ーションが 利用することが前提
· OAuth – Client Credential Flow の拡張で実現
· 事前に Graph API によるフェデレーション ID
資格情 報を登録する必要がある

▪

シークレットなしで異なるソフトウェア ワークロードから Azure リソースにアクセス
https://jpazureid.github.io/blog/azure-active-directory/access-azure-resources-from-software-workload-in-different/

条件付きアクセス：Linux デバイス プラットフォーム
プレビュー

Identity and Security

• Azure AD では、条件付きアクセスのデバイス プラットフォーム条件に Linux プラットフォームをプレビューで追加しました。管理者は、
Linux OS を判定するアクセス制御を追加することが可能となります。

What If の検証ツール側にも
Linux の項目が追加

条件付きアクセスの OS 制御に
Linux が追加

▪

Device platforms

ポイント
・ デ バイス プラットフォームを条件付きアクセスに構成する際には、選択に
含まれない OS も考慮してアクセス制御を設計することを推奨
・ ” 任 意 の デ バイス” に、”対象外”を構成することで抜けもれな
く、デバイス
に対して制御を追加することが可能

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/concept-conditional-access-conditions#device-platforms

継続的アクセス評価 (CAE) の一般提供
一般公開

Identity and Security

• Azure AD では、継続的アクセス評価 (CAE) の一般提供を開始しました。CAE 対応アプリケーションおよびクライア
ントは、ユーザーの状態が変化したタイミング等でタイムリーにトークンの再評価や失効をすることが可能です。
管理者は、CAE によるトークン有効期限の制御について十分に理解されることを推奨します。
◆重大なイベントの評価
Azure AD 側の以下のイベントでもポリシーを再評価
・ ユ ー ザーアカウントの削除／無効化
・ パ ス ワードが変更またはリセット
・管理者による更新トークンの取り消し
・AAD ID Protection によるユーザー
リスク（高）の検出

CAEでは、クライアントの移動
（IP 変更）などの状態変化を
検知してトークンを再評価する

▪

無効化は条件付き
アクセスで構成

ポイント
· O365 アプリおよびクライアントの多くが CAE に対応
（詳細は技術情報を参照）
· CAE セッションでは、トークン有効期間は、最大 28 時間まで延長、
有効期間内はイベントと状態変化でポリシーを評価する動作
· 独自アプリでの CAE 利用は実装追加が必要

General availability - Continuous Access Evaluation
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/whats-new#general-availability---continuous-access-evaluation

BitLocker 回復の監査
一般公開

Identity and Security

• Azure AD では、 BitLocker 回復キーにアクセスするユーザーを追跡するための監査ログを一般提供開始しました。
オペレーターが特定デバイスの BitLocker 回復キーにアクセスした場合、監査ログより対象アカウントおよび IP
アド レスを参照することができます。

回復キーの表示で監査ログが記録
アクセスしたアカウントおよび IP を参照可能

▪

General Availability - Audited BitLocker Recovery
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/whats-new#general-availability---audited-bitlocker-recovery

Azure SQL Database / Managed Instance
TDE に ユーザー割り当て Managed ID が利用可能に
プレビュー

Data Platform

TDE にユーザー割り当て Managed ID をご利用いただけるようになりました。

今回の変更のポイント
•

TDE (透過的データ暗号化) はデータ保存時に暗号化するための仕組みです

•

Managed ID には 「システム割り当て」 と 「ユーザー割り当て」 の 2 種類あり、
「ユーザー割り当て」が今回の変更の対象です

•

「ユーザー割り当て」 を利用することで次のメリットがあります
•
•
•

暗号化/復号化 を行う際にキー コンテナに直接アクセスすることができます
データベース作成時点から独自のキーでデータベースを暗号化することができます
同じユーザー割り当てID を複数サーバーに割り当てることが可能になります

注意事項

▪

•

キーコンテナー が VNET 背後にある場合にはご利用いただけません

•

その他の制限事項はこちらのリンク先をご参照ください

User-Assigned Managed Identity support for TDE BYOK for Azure SQL is in preview!
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/user-assigned-managed-identity-support-for-tde-byok-for-azure/ba-p/3039499

Azure Cache for Redis
アクティブな Geo Replication がエンタープライズ グレードで有効に
一般公開

Data Platform

アクティブな Geo Replication をご利用いただくことで、1 つの Redis に書き込むと、リンクされているその他の
クラスタに自動的にコピーされ、マルチプライマリ、マルチライト アーキテクチャを実現できます。
今回の変更のポイント
• こちらの機能を有効にすると SLA が 99.99% から
最大 99.999% に向上します

• キャッシュ内の最新データは即座に別リージョン
に同期されるため耐障害性が上がります
• ユーザーとアプリケーションが最も近いキャッシ
ュを利用できるため、待機時間を減少できます

• リンクされた Redis は共通のソート済みセットを
更新できるため、即座にリーダーボードを更新す
ることができます
▪

General availability: Azure Cache for Redis active geo-replication in enterprise tiers
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/general-availability-azure-cache-for-redis-active-georeplication-in-enterprise-tiers/

Azure Machine Learning
自動機械学習により作成されたモデルからコード生成が可能に
プレビュー

Data Platform

自動機械学習 (AutoML) の機能によって作成されたトレーニング モデルから、モデルのトレーニング コードを
取り出す事が可能になります
今回の変更のポイント
• モデルのハイパー パラメーターについて説明ができます
• トレーニング済みモデルのバージョン管理 ・
監 査 ・追跡が
できるようになります
• ハイパーパラメーターを変更したり、コードを
カスタマイズし、 修正後のコードでモデルを
トレーニングすることができます
注意事項
•
▪

Computer Vision や自然言語処理を用いたモデルについてはコード生成機能をサポートしていません

View automated ML model's training code (preview)
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/machine-learning/how-to-generate-automl-training-code

Azure Machine Learning
AML ワークスペースをサブスクリプション間で移動可能に
プレビュー

Data Platform

Azure Machine Learning のワークスペースを、テスト環境サブスクリプションから本番環境サブスクリプションへ
移動させるなど、別サブスクリプションに移動させることが容易にできるようになります。
今回の変更のポイント

コンテンツ名

移動可否

きます

データセット

〇

注意事項

実験実行

〇

環境

〇

モデルとアセット

〇

コンピューティング リソース

×

エンドポイント

×

• ワークスペースとそれに付随するコンテンツ (右図) を、自動 ステップで移動させることがで

• ワークスペースの複製・ワークスペース間でのモデルの複製を行うためのものではありません

• 異なる Azure リージョン間、AAD テナント間での移動はサポートされていません
• 移動中はワークスペースをご利用いただけません
• 移動前にコンピュートやエンドポイントの削 除・取 り外しを行う必要があります
▪

表１ ワークスペース内のコンテンツ

Move Azure Machine Learning workspaces between subscriptions (preview)
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/machine-learning/how-to-move-workspace

Contact Us
お問い合わせ先：
東京エレクトロンデバイス株式会社
クラウドIoTカンパニー
エッジクラウドソリューション部
URL: https://cptechweb.teldevice.co.jp/

