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第 10 回 Admintech.jp 勉強会
Admintech.jp では第 10 回勉強会を以下の日程で開催いたします。
第 10 回勉強会では、Windows Server の Active Directory の運用ノウハウや仮想化技術の現状につい
て目を向けてみたいと思います。

開催日・場所など
日時
2008 年 05 月 24 日 ( 土 ) 13:00 〜

場所
マイクロソフト株式会社本社 5 階 セミナールーム A&B ( 地図・住所などはこちらをご覧ください
)

参加費用
第 10 回 Admintech.jp は参加費用として、一律 1000 円といたします。
参加費用については、講師の方の交通費、Admintech.jp の各種サーバの運営費用、遠方スタッフの
交通費の一部等として利用いたします。
第 10 回勉強会についても今後の開催を行って行くにあたっての、是非皆様のご意見等を賜りたく
思います。
なお、第 10 回勉強会を含めた Admintech.jp の運営に関する収支は、Web サイトで公開いたします。
また、特に飲み物等のご用意はしておりませんので、必要な場合は各自ご持参ください。

定員
予定人数 40 名 を超える参加申し込みがございましたら先着順とさせていただきます。それ以上
のお申し込みがございましたら、申し込み順にキャンセル待ち扱いとさせていただき、その旨ご
連絡いたします。
受付を終了しました！

申し込み方法
Web サイトからお申し込みいただけます。
URL は本ページ最下部に記載しております。

勉強会概要
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第 10 回 Admintech.jp 勉強会
■マイクロソフトの仮想化
講師 : 高添 修 氏
概要：
* サーバーだけが仮想化じゃない
* Virtual Server から Hyper-V へ
* アプリケーションまで仮想化しちゃえ
* まとめ
セッション資料 : マイクロソフトの仮想化

■仮想マシンとセキュリティ〜実務に取り入れる前に考えるところいろいろ
講師 : 宮本

久仁男氏

概要：
「仮想マシンって何？」という人はぼちぼち減ったと思いますが、実装や特性によって導入できる
ところや使いどころは異なります。
仮想マシンを入れた場合のセキュリティってどんなん？という人もいるでしょう。
今回は、仮想マシンを入れて変わるところとそうでないところを解説して、その上で「仮想マシ
ン構成であらためて留意すべき点」について解説します。
セッション資料 : 仮想マシンとセキュリティ〜実務に取り入れる前に考えるところいろいろ

■ Active Directory とスクリプトでこんなことができる。
講師 : 村松 真氏
概要：
Windows 2000 以降、WSH によるスクリプトの応用範囲は急速に広がりました。
WSH について雑誌やセミナーで取り上げられることも多いですが、入門的な話が多いように感じ
ています。
そこで、Active Directory との連携を核にした実用型のスクリプトを、技術解説とデモも含めて紹
介したいと考えています。
1.

これなら簡単 ID 管理
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2.

ファイルサーバーのアクセス権総ざらい

3.

USB メモリ利用度調査

セッション資料 : Active Directory とスクリプトでこんなことができる。

■ IE 8 beta1 で ITPro に知ってもらいたいこと、Microsoft が知りたいこと
講師 : 五寶 匡郎 氏
概要：
3 月にリリースされた IE8 Beta1。
Web 開発者・デザイナー向けのリリースとされているこの Beta1 ですが、来る Beta2 日本語版の前
に ITPro の方にも知ってもらいたいことがたくさんあります。
まずは、IE8 Beta1 がどういった位置付けで、どんな評価が必要なのか？など IE8 の概要を説明さ
せていただきます。
その後、皆様とフリーなディスカッションをさせていただき、ITPro の皆様が次期 IE 8 リリースに
おいてどんなことを不安に思っているのか？どんな情報を欲しいと思っているのか ? という、
Beta Feedback Live for ITPro みたいなことをしたいと思います。ここでは、普段 Beta Product
Feedback ではできないような質問やリクエストをその場で受け付けて、Beta2 に向けての準備に
役立てたいと思います。
セッション資料 : IE 8 beta1 で ITPro に知ってもらいたいこと、Microsoft が知りたいこと

スケジュール
時刻

内容

12:30

受付開始

13:00

開会

13:15

マイクロソフトの仮想化

14:05

休憩

14:20

仮想マシンとセキュリティ〜実務に取り入れる
前に考えるところいろいろ

15:10

休憩

15:25

Active Directory とスクリプトでこんなことがで
きる。

16:15

休憩

16:30

IE 8 beta1 で ITPro に知ってもらいたいこと、
Microsoft が知りたいこと

17:20

全体を通しての質問とか意見とかいろいろ
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閉会

17:50

備考
・本勉強会においては、資料は先行配布を行います。その為、資料は当日紙での配布はいた
しません。必要な方は、各自で印刷をいただけますようお願いいたします。

懇親会
今回の勉強会を記念し、懇親会も開催いたします。
講師と話したいことやふれあいのひと時がほしいと言う方、是非お待ちしております。

場所・時間など
くっちゃいな 代々木店 ( 地図・住所などはこちらをご覧ください )
開始は 18:30 〜の予定になります。

参加費用
4,000 円

申し込み方法
勉強会申し込みフォームよりあわせてお申し込みください。

備考
・なお、懇親会のキャンセルは 3 日前までにお願いいたします。
・まことに申し訳ございませんが、懇親会のみの参加はいかなる場合も受け付けておりませ
ん。あしからずご了承ください。
・本懇親会に関する費用の領収書をお出しすることはできません。

その他注意事項
個人情報取り扱いについて
今回の勉強会で収集した個人情報を特定できる情報は、開催から 1 ヶ月後までに消去いたしま
す。ただし、Admintech.jp からのニュースを希望される方のメールアドレスのみ、保存させていた
だきます。こちらの情報についても、お名前等は消去させていただきます。
Admintech.jp は、Culminis に加入しておりますが、個人情報等のやり取りは行っておりません。

参加者同士の連絡について
今回ご参加いただくメンバーの方はメールアドレスを同報通知メールアドレスに登録します。
Admintech.jp や参加者の皆様に伝えたいことがあれば、こちらにご連絡ください。
また、当方からの提案や知っておいてほしい情報、当日のリマインダなども送付させていただき
ます。あらかじめご了承ください。

申し込み方法
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受付を終了しました。
折り返し「参加受付」という件名のメールを返信させていただきます。
開催一週間前になっても返信が無い場合も、合わせて「seminar-20080524@admintech.jp」までお問
い合わせください。
振るってのご応募をお待ちしております。

第 10 回勉強会参加スタッフ
勉強会準備時、事前準備に対応してくれたメンバーを紹介します。
（敬称略）
MASA、Moton、はなずきん、ともちゃ、たーきょん
たくちゃん、
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