


受
付 

セミナー会場内は禁煙です。 
喫煙は当ビル  B1F 喫煙所をご利用ください。 

喫煙について  

セミナー会場内でご飲食していただけま
すが、ほかの方のご迷惑にならないによ
うにご協力をお願いいたします。 

飲食について  

その他・ご注意事項 

会場内では、受付時に発行された入館証が
必要となります。 

常に確認できるよう携帯をお願いいたしま
す。   

入館証 

セッション会場では、他のお客様のご迷惑
になりますので、電源をお切りいただくか 

マナーモードなどの設定にご協力ください。  

携帯電話 



喫煙所 は B1F にございます。 

エレベーターで B1F へ 

お降りください。 



セミナー終了後のお願い 

1. アンケート 
セミナー終了後～懇親会前にご提出ください。 
 

2. 懇親会 
部屋を出て右側のスペースで実施します。 

貴重品は必ず手元で管理してください。 
 

3. 退館時 
入館証を 2F の返却ボックスへ必ずお戻しください。 
入館証返却前に必ず忘れ物チェックをお願いします。 

20:00 以降は入口自動ドア横の扉をご利用ください。 



時間 内容 

13:00 – 14:30 
『データセンター自動化への第一歩   ”道場スタイル” 
   ～ System Center Orchestrator による IP プロセスの自動化の定義』 
日本マイクロソフト エバンジェリスト 高添 修 

14:30 – 14:45  休憩 

14:45 – 15:45 
『System Center Orchestrator Integration Pack 開発』 
アバナード株式会社様 

15:45 – 16:00  休憩 

16:00 – 16:30 
 
 
16:30 – 17:00  

『システム運用の自動化を支える 
   System Center と NetApp ストレージ連携のご紹介』 
ネットアップ株式会社 技術本部 シニアシステムズエンジニア  高野 勝様 
  
 『(仮) シスコシステムズが進める System Center 連携』 
シスコシステムズ合同会社 ソリューションズシステムズエンジニアリング  赤坂 知様 

17:00 -  17:10  休憩 

17:10 -  18:00 
『気軽に DevOps！ ～開発と運用をつなぐために』 
日本マイクロソフト エバンジェリスト 長沢 智治 



仮想化しても 
運用コストが下がらない 

仮想化だけでは 
自動化が進まない 

既存 Runbook ツールの 
柔軟性・拡張性が足りない 

結局、業務アプリが 
自動化推進を阻んでいる 

開発者と運用管理者の 
間の溝が埋まらない 

仕事をしているのではなく 
させられている感じ 





 
 

セルフ 
サービス 

 
サービス運用 

と 
自動化 

展開 

構成 

DC 
Admin 

運用 

監視 

仮想環境管理 

稼働監視 

アプリケーション 
展開と管理 

IT サービスの 
利用申請 

サービス管理 
(インシデント) 

IT プロセスの 
自動化 

構成管理 

アプリケーションとサービス管理 サービスデリバリと自動化 インフラ基盤の管理・監視 

バックアップと復元 

App 
Owner 

多様な 
プラットフォーム 

サービス 
カタログ 
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イベント管理 

サービス デスク 

資産/CMDB 

コンフィギュレーション 

仮想 

セキュリティ 

ストレージ 

サーバー 

ネットワーク 

仮想マシンプロビジョニング プロセス例 

各作業はレイヤー毎
の各ツールで自動化 
されるが・・・ 

モニター  
サービス  
リクエスト 

VM 停止 

リクエスト 
アップデート 

リクエスト 
アップデート 

アップデートと 
リクエストの完了 

新規VM  
をクローン 

プロパティの 
アップデート 

Ops Manager 
から削除 

 

VM のテスト アプリケーション 
の導入 

アプリケーション 
の認証 

Ops Managr  
に追加 

 

Create 
CI 

Retire CI 

インシデント 
の作成 

ストレージの分離 

ネットワーク アダプターの分離 

レイヤー 担当者 

いつまで 
経っても。 
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Opalis のセミナー資料はこちら 
http://download.microsoft.com/download/A/4/9/A4975D03-3BDC-474A-98C4-

0E09E8C6D5E5/20110228_TF_1_Opalis_Osamut.pdf 



Host01 (192.168.3.11) 

SC12VMM  (192.168.3.21) 

Active Directory (contoso.com) 

VMMLibrary 

SQL Server 2012 
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          SC12OR  (192.168.3.22) 

アーキテクチャー 



―――――ここまで作業済み―――――
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IIS のインストールも 
自動化が可能 
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Source  Targeted computer  Default port  Configurable  Notes  

Runbook Designer Management server 135, 1024-65535 Yes 

The Runbook Designer communicates with the 
management server over DCOM. By default, DCOM 
communicates over port 135 and dynamically 
allocates a port between 1024 and 65535. For 
information about configuring DCOM for a specific port 
range, see Configuring Microsoft Distributed 
Transaction Coordinator (DTC) to work through a 
firewall. 

Management server 
runbook server 
Web service 

orchestration database 1433 Yes 
Specified during the Microsoft SQL Server 2008 
installation 

Client browser 

Orchestrator REST-based web 
service 

81 

Yes 
Specified during Orchestrator installation. Both ports 
must be accessible for the Orchestration console. 

Orchestration console 82 

Activities 
Various targeted computers 
depending on activity 

For information about individual integration packs, see Integration Packs for System Center 
2012 - Orchestrator. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=229219
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=229219
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=229219
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh295851.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh295851.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh295851.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh295851.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh295851.aspx




Integration Pack による自由な拡張 

マルチベンダー & マルチプラットフォーム 

一番上位に存在する必要はない 

出来上がった感のある重い
ツールではなく、 

自らが運用をデザインし 
実行するためのツール 
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データバス (パイプライン) 
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白い枠内で右クリック ! 

データバスから 
データ取得 

リンクの線にも 
意味がある 
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パラメータ入力 

ブレークポイント 
と 

ステップ実行 

エラー発生時の情報確認 処理途中の情報確認 
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http://www.microsoft.com/en-us/download/search.aspx?q=System%20center%202012%20sp1&p=0&r=10&t=&s=availabledate~Descending 

System Center 2012 SP1 関連 
モジュールのダウンロード 

 
最新版から並べ替え 

既に SP1 対応済み 
• HP Service Manager 
• HP Operations Manager 
• HP iLO and OA 
• IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 
• VMware vSphere 

※ System Center 2012 Service Pack 1 - Orchestrator Component Add-ons and Extensions 
    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34611 
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Runbook の手動開始や 
実行状態の確認など 

Web サービス経由で 
アクセス可能 
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Codeplex
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Microsoft Management Summit 2013 

http://www.2013mms.com/ 



http://microsoft.sitecelerate.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx#sc_2012
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http://microsoft.sitecelerate.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx
http://microsoft.sitecelerate.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx
http://microsoft.sitecelerate.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx
http://microsoft.sitecelerate.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx



