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時代が変わり始めている

クラウドの登場により・・・



OpenStackとマイクロソフトの関係
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https://etherpad.openstack.org/p/nova-hyperv-juno

 Nova and Cinder SMB3 integration

 Nova x509 based Windows password-less authentication

 Generation 2 VMs

 Nova serial console

 Nova soft reboot

 Nova host power actions

 Nova SMB shared storage

 This is like NFS shared instance storage in libvirt

 Nova / Neutron Hyper-V SR-IOV pass-through

 Nova Hyper-V clustering support

 Ironic Hyper-V integration

 Nova RemoteFX support

 GPU shares assigned to VMs 
for specific GFX optimization, 
VDI use case - not GPU 
computation

 GPU support for DirectX11 
required on the host



ITインフラの傾向
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敵がいない＝基準は社内にある

クラウドが敵

(基準は外にある)

検証して組み上げていく

使ってもらえる事が最優先

• 「仮想化がゴール」の終焉

• クラウドコントローラー台頭
？？？



いえ、常にマイクロソフトはみなさんの味方です！
～クラウドオンリーではない“マイクロソフトのクラウドOS”～

クラウドと自社DCを
自在に使い分け
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それが Windows Azure Pack (WAP)

利用者画面
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(Microsoft Azure そっくりな)
Azure Pack で作る IaaS



仮想マシンサービス

利用者画面
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[応用]仮想マシンロール

サービス込みの

仮想マシンイメージを展開
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仮想ネットワークサービス

物理非依存のオーバーレイネットワークで
マルチテナントなサービスを実現

利用者が自由に
ネットワークを作成可能

11



ネットワークサービスと VPN 接続
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VPN

BGP による

マルチサイト
VPN も

直接ルーティング



マルチ言語対応：追加設定不要
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事例紹介



会社紹介

会社名：株式会社ビービーシステム

氏名：繁田基史（しげたもとふみ）

仕事：情シス兼、案件支援、検証支援

MS製品は全て担当（SQLは除く）
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会社紹介

 ビジネス比率

マイクロソフトプラットフォーム

見つける整理する共有する

プロフェショナルサービス パッケージ

ライセンス
販売
（代理店販売）

システム構築サービス

xDPS サーバー
導入

クライアント
展開

システム
運用

アプリケーション開発サービス

業務アプリ 汎用アプリ
オンライン
サービス

 設立日：1988年11月10日（創立27年目）

 事業内容：アプリケーションの受託開発、インフラ移行・新規構築SI業
務、最新技術を投入したパッケージ開発、クラウドサービスの提供

2000年 Microsoft Corporation (U.S.A) 、マイクロソフト株式会社、株式会社
ビービーシステムの3社にて業務提携より、本格的にマイクロソフトプラッ
トフォームビジネスを展開
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会社紹介
●主要パッケージ
AddressLook（階層型アドレス帳：15万ユーザーの導入実績）

ExLook Online （モバイル）

GroupLook for Microsoft Office 365（OWAグループスケジューラー）

ClassLook（講義活性化）

IBLook（行先掲示板）

ResouceLook（施設利用効率化）
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事例の背景

業務上、MS 製品の検証環境が多く必要

部門単位での管理・利用

OS バージョンも構成もルールも異なる

利用者全員が管理者→人為的ミス
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Azure Pack構成

仮想マシンサービス 仮想ネットワークサービス ギャラリー
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Azure Pack で目指したこと

管理者と利用者の完全分離
 管理側で標準化・自動化を半ば強制実施
 セルフサービス型の ITサービスと制御

クラウドに負けない環境作成
 答えはMicrosoft Azure の内部構成を想像

 プライベートはクラウド以上の自動化

 独自のカスタマイズが可能
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ユーザーフレンドリーなフォーム サービス化された共通DB

統合的な管理基盤

柔軟な自動化基盤 統一化されたインターフェース
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ADFS
(Multi-Factor Auth)

大阪Hyper-Vホスト
(100台)

東京・大阪社内／社外ユーザー

テナントサイト
（Tenat Site/API)

ホスト・ネットワーク管理
(SCVMM, SPF)

DB
(Failover Cluster)

管理者サイト
（Admin Site/API)

Microsoft Azure Pack

フォームからの申請受付

申請自動処理

ホスト・ネットワーク監視
／レポーティング

(SCOM)

アクセスフロー 申請フロー

東京Hyper-Vホスト
(150台)

全体像
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導入の成果

 管理工数 40％削減
 統合管理・自動化・テンプレート化による効果

 本番切り替え後、翌々月は更に 30% の削減

開発環境の展開時間の削減
 サービステンプレートからスピーディーな展開が可能

 Visual Studio 2013 込の開発環境が 10 分程度で自動展開可能

仮想ネットワークの理解プラスに
 仮想ネットワークは驚くほど簡単に実装可能

 クラウドネットワークの領域理解の助けになった
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今後の展開予定
課金モデルの実装
リソース単位課金

メータリング、Billing(課金) も比較的容易に構成可能

将来性を見据えた基盤準備
Azure Pack 内の仮想ネットワーク間の接続

Azure Pack と Microsoft Azure 仮想ネットワークとの接続

サービステンプレートの拡充
SharePoint ファーム展開の自動化

PowerShell DSC の活用など
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更なるポテンシャル



社内のクラウド化と自動災害対策をセットで

Windows Azure Pack

仮想マシンのテンプレートに
災害対策を事前設定するだけ

Azure への複製は自動化

利用者画面

※ ベースは同じ

IT 担当者

セッション PT-212
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WAPで実現可能なサービス一覧
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仮想マシン

仮想ネットワーク

 Web サイト

 SQL データベース

 MySQL データベース

サービスバス

オートメーション

2014年 10 月時点



Webサイト＋データベースサービス
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アプリケーションとデータを

のせるだけでシステム完成



オートメーションサービス

• ジョブ実行エンジン

• ランブック管理

• 運用時のワークフロー

• 他システムとの連携

WAP Automation各システム毎の自動化を
WAP に集約



3rd Partyによる拡張も続々登場

Cisco ACI 拡張も！



まとめ



サービス思考な社内システムへ

無理なく、無駄なく、シンプルに

利用者目線のプライベートクラウドを
是非 Azure Packで実現してください！
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