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ご協力お願いいたします。

本セッションは写真/動画撮影禁止です。



Microsoft のオートメーション技術で
どこまでできるかをご理解いただく

オートメーションに対するハードルを下げる





クラウド化により進む
インフラのオートメーション



オートメーションによって
運用管理もクラウド対応

迅速さ 予測可能性 運用コスト削減 クラウド対応
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垣根ない自動化の実現

Azure Automation

Hyper-V
VMWare
OpenStack

Azure
Amazon
Service Providers





基本編 応用編



PowerShell Workflow



Runbook とは

Runbook の中身



「Automation アカウント」の作成





2 種類の作成方法を用意





• ドラッグアンドドロップによる記述

• 高レベル言語による生産性の向上

• IT プロセスを可視化

• Orchestrator 利用者になじみ深い

• Azure Portal 上で実装

• PowerShell Workflow による記述

• 低レベル言語によりきめ細かい制御

• 既存スクリプトの活用

• PowerShell 利用者になじみ深い

• Azure ポータル / ISE による実装

適材適所な使い分けと組み合わせ



様々な Runbook 開始方法を提供

Azure PowerShell

Azure REST API

スケジュール

Webhook

Azure ポータル
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PowerShell 既存資産を効果的に活用

あらゆる PowerShell モジュールを活用
AWS, VMWare, Git Hub, SharePoint Online 等々

既存の PowerShell スクリプトを流用
社内資産、スクリプトギャラリー

DSC リソースを活用
Linux 向け DSC も利用可能 (機能追加予定)

PowerShell と C# による拡張が可能
Web サービス (Invoke-RESTMethod) 

Linux (ネイティブ SSH 対応予定) 





クラウドからオンプレミスも自動化

オンプレミス内のサーバー処理をコントロール

Runbook は Azure Automation で保存

クロスプレミスのタスクを一元的にコントロール

オンプレミスの自動化用基盤の準備が不要

オンプレミスに Hybrid Runbook Worker を設置

オンプレミス NW へのインバウンド通信は不要



Operations Management Suite 

(OMS)
- クラウドベースの運用管理ソリューション -

• Operational Insights Workspace の作成

• Automation の有効化

Hybrid Runbook Worker
- クラウドとオンプレミスの橋渡し役 -

• Microsoft Monitoring Agent をインストール

• Azure Automation との接続

• 利用するモジュールのインストール

オンプレミス

Hyepr-V

VMWare

OpenStack
Linux 等々
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チェックポイント

InlineScript
PowerShell コマンドレットはそのまま Runbook として動作しない

InlineScript ブロックで囲ってアクティビティ化

Runbook の再起呼び出し (Nesting Runbook)
インライン呼び出し (同期呼び出し / 一つのジョブ)

Start-AzureAutomationRunbook (非同期呼び出し / 複数のジョブ)



ローカルディスクの利用

エラー時の挙動
Runbook 内でのエラー発生時は「中断」ステータスで終了

「中断」するためには $ErrorActionPreference = ‘Stop’が必要

フェアシェア (3 時間)
一つのジョブは 3 時間で中断される

直近のチェックポイントから再開



SCO から Azure Automation への移行ツールを提供









より幅広く、より簡単に。





評価を反映できるサイクルが重要



目的に沿った対象を絞り込む

目的を明確化しチームで共有する
スピード、ミス防止、コスト削減・・・

自動化対象となる作業とその属性を調査する
作業時間、難易度、作業頻度、課題・・・

「目的への効果が高く」「実装難易度が低い」
作業から手を付ける



できるだけ簡単に実装する

完璧なものを目指さず機能を絞る
既存プロセスにとらわれ過ぎない

「作業の流れ」と「作業そのもの」を分離する
再利用を意識して分離する

最低限運用者に理解できるエラーを出力する
特に Get-○○ 直後は注意する



効果と課題を可視化する

目的に対する効果を数字で表す
短縮された時間、減少したミスの回数、削減コスト…

運用の中で挙がる要望を整理
実装時に省略した機能の必要性を検証

実装時のノウハウの文書化
Runbook のバージョン管理



小さく始めて大きく育てる





Microsoft 自動化技術の対応範囲は
どんどん広がっている

PowerShell ! PowerShell ! PowerShell !

できることから少しずつ



アンケートにご協力ください。

●アンケートに上記の Session ID のブレイクアウトセッションに

チェックを入れて下さい。

●アンケートはお帰りの際に、受付でご提出ください。

マイクロソフトスペシャルグッズと引換えさせていただきます。



Ask the Speaker のご案内

●本セッションの詳細は、EXPO 会場内

『Ask the Speaker』コーナー

Room E カウンタにてご説明させて

いただきます。是非、お立ち寄りください。

Ask the Speaker

EXPO会場MAP




