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ライセンス 

質問 回答 

Oracle Database Appliance（ODA）上で実行さ
れる Oracle WebLogic Server（Oracle WLS）に
ついて、ソフトウェアのライセンスや価格に変
更はありますか。 

WebLogic に関して変更はありません。ODA 上での価格は、他の
ハードウェア上の価格と同じです。異なるのは、CPU 数を ODA
ベースに固定することで仮想化価格を利用できる点です。仮想化の
価値は、ワークロード要件に合わせて割り当てるコア数を増減でき
ることにあります。割り当てるコア数を増やす場合、ユーザーは、
事前払いではなくその時点で支払いをすることができるため、コス
トの削減につながります。 

サブキャパシティ・ライセンスはサポートされ
ていますか。 

はい、サポートされています。詳しくは、この FAQ のライセン
ス・セクションを参照してください。 

Oracle Database と WebLogic Server の両方
で、"Pay-As-You-Grow（成長に応じた支払い）
"オプションまたは"キャパシティ・オンデマン
ド"オプションを利用できますか。 

はい。WebLogic Server と Oracle Database の両方に対して仮想
CPU 価格が適用されます。仮想 CPU 価格は、ODA 上で実行され
る他の Oracle ソフトウェアに対しても適用されます。 

ODA 上にデプロイしたものに応じて、サポー
トは制限されますか。 

いいえ。オラクルまたは他社から完全にライセンス提供されたソ
フトウェアを使用する限り、オラクル製品への投資に対してオラ
クルは全面的なサポートを提供します。 

次のような使用法は可能ですか。Oracle 
Database 用に 4 コア、WebLogic Server 用に 4
コア、サード・パーティの非 Oracle アプリケー
ション用の予備キャパシティに対して 4コア。 

はい、ほかにも多様な組み合わせが可能です。ユーザーは、予備
キャパシティを確実に利用できます。 

使用する vCPU に基づくライセンスのみが必要
ですか。つまり、20 vCPU = 10 コアになりま
すか。 

はい。Oracle ソフトウェアのライセンスは、VM に固定されるコア
数に基づいて提供されます。これは Oracle VM に対する CPU 固定
の仕組みであり、ハード・パーティションとみなされています。
ODA では、コアに対する VM の固定がサポートされるため、コア
のライセンス・オプションがサポートされます。 

おもにコスト削減のためにアクティブ-パッシブ
構成を使用する場合、データベース側には"10 日
間のフェイルオーバー"ルールがありますが、
WebLogic でも同じルールを使用できますか。 

はい、同じルールが適用されます。詳しくは、以下を参照してくだ
さい。 
http://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/b55933/products.
htm#FMWLC121  

Active Grid Link for RAC は Oracle WebLogic 
Suite にのみ含まれていましたが、ODA のリ
リースでの変更はありますか。 

いいえ。Active Grid Link for RAC を使用できるのは、WebLogic 
Suite のライセンスがある場合に限られます。WebLogic Server EE
または SE の使用時に利用できるのは基本的な GridLink（マルチ・
データソース）です。Active GridLink for RAC を使用するには、
WebLogic Suite のライセンスが必要です。 

http://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/b55933/products.htm#FMWLC121
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指名ユーザーの数（NUP）に基づいて、ODA
ソフトウェアのライセンスを購入できますか。 

はい、引き続き、Named User 価格を利用できます。 

ライセンスの面から言って、WebLogic Server の
みを搭載したODA（Oracle Database なし）を実
行することはできますか。 

はい、可能です。 
 

ライセンスの観点から見ると、ユーザーが使用できる Oracle 
Database または WebLogic のライセンスがある場合（ULA の形式
などで）は、単純に必要なハードウェアと追加のソフトウェア・
ライセンスを購入できます。 

ライセンス・コストを低く抑えたい顧客のため
に、Standard Edition（SE）の WebLogic ライ
センスをODA上で利用できますか。 

はい、WebLogic on ODA Release 12.1.3 では、インストール・
ウィザードを使用して WebLogic SE をインストールすることもで
きます。 

ODA で WebLogic Standard Edition を使用す
る場合のライセンス・ルールについて教えて
ください。 

WebLogic Server SE に対する具体的なライセンス要件や制限事項
はありません。ODAでWebLogic Server SE を使用して VMを作成
する場合は、通常のライセンス・パラメータを使用します。1 コア
のWebLogic のみを消費するように構成できます。 

WebLogic Server on ODA に専用の SKU はな

いという理解は正しいですか。 

はい、正しいです。WebLogic Server に対して通常のライセン

スを購入してください。 
 
eDelivery、MOS、または OTN を経由して構成ソフトウェ

アを無料で追加ダウンロードできます。 

 

構成とインストール 

質問 回答 

WebLogic Server は Oracle VM 上でのみ稼
働し、ベアメタル上では稼働しないという
理解は正しいですか。 

いいえ、WebLogic Server をベアメタル上にインストールして構成する
こともできますが、ウィザードを使用した自動インストーラを利用した
い場合は、仮想化ODA上にインストールする以外の方法はありません。

ベアメタル・オプションから現在利用可能
な仮想化オプションへと、ユーザーが移行
することはできますか。 

はい。しかし、仮想化オプションをインストールするために、ボックス
全体を再イメージングする必要があります。したがって、ユーザーは
ODA ベースのドメインをバックアップ、再イメージング、再構築した後
で、データベースをリストアする必要があります。 

ODA 上にクラスタリングした WebLogic
をインストールすることはできますか。 

はい、ODAではWebLogic Server EE、またはWebLogic Suite を選択で
きますが、いずれもクラスタリングを提供しています。WebLogic SE で
は、クラスタリング・オプションは提供されません。 

Oracle Real Application Clusters（Oracle 
RAC）またはOracle RAC One Node の有
効 化 に 使 用 す る の と 同 じ Oracle 
Clusterware を 使 用 して、WebLogic 
Server クラスタを有効化できますか。 

WebLogic クラスタは、Oracle RAC クラスタウェアとは異なります。
WebLogic Server クラスタは、WebLogic ドメインの一部です。
WebLogic クラスタを含む WebLogic ドメインは、データベース・ア
プライアンスの仮想化レイヤーでインストール、構成、管理されま
す。WebLogic クラスタ向けのクラスタ・ソフトウェアが使用するの
は、Oracle RAC またはOracle RAC One Node を有効化するクラスタ
ウェアではありません。WebLogic のクラスタリングは WebLogic 
Server に固有のものです。 
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クラスタリングするには、WebLogic 側
に共有ストレージが必要ですか。また、
その処理方法はどのようなものですか。 

WebLogic Server 側に、クラスタリング向けの共有ストレージは必要
ありません。それぞれの WebLogic Server VM は、ローカル・スト
レージを独自に備えています。ただし、最新リリースの DB および
WebLogic コンフィギュレータでは、WebLogic に共有ストレージを
使用できます。 

ストレージに関して何らかの制約はあり
ますか。 

データベースおよび WebLogic は 12.1 のスタック上にあるため、す
べてのドメインがすべてのストレージにアクセスできます。ODA ス
トレージの拡張シェルフも、ストレージ容量を簡単に追加できる手段
であり、使いやすさという概念に沿って設計されています。 

同じODA上で別々のOracle VMを使用し
て、パッチ適用機能や管理機能を損なう
ことなく、WebLogic Server 10.3.6 と 12c
などの異なるバージョンの WebLogic を
実装することはできますか。 

WebLogic Server 11g （ 10.3.6 ） ま た は WebLogic Server 12c
（12.1.2、12.1.3）のいずれかをデプロイできますが、OAKCLI ベース
の構成ツールを使用する場合は、異なるバージョンの組み合わせはサ
ポートされていません。ただし、ユーザーが望む場合は、このツール
を使わずに実行できます。 

ODA 上で実行できるプラットフォーム
に制限はありますか。たとえば、
Windows、Linux、Solaris です。 

Windows、Oracle Enterprise Linux および Solaris のドメインは、オラ
クルが ODA 向けに用意したテンプレート経由でサポートされていま
す。一部の ISV では、カスタム・テンプレートも作成されます。メモ
リに基づく多少の制限がありますが、ドメインは共有ストレージ内に
収まる限り作成可能です。 
 

これらのプラットフォームはすべてユーザー・ドメインでサポートさ
れますが、ODA ベースおよび Dom0 をユーザーが変更することはで
きません。この場合、Oracle DB は Oracle Enterprise Linux によって
のみサポートされます。 

データベースおよび WebLogic のパッチ
適用は ODA 上でどのように行われます
か。 

ODA 上でプロビジョニングされたデータベース・ソフトウェアに
は、Oracle Appliance Manager を使用してパッチが適用できます。詳
しくは、こちらを参照してください。 
http://docs.oracle.com/cd/E60589_01/doc.12/b69545/postinstall.htm#au
toId5 
WebLogic のパッチ適用は、WebLogic の標準インストールの場合と
まったく同様に行われます。標準のパッチ適用プロセスを使用して、
各 VM 内でパッチまたは PSU を適用します。将来的には、パッチ適
用プロセスを支援する簡素化されたスクリプトを提供する予定です。

既存の ODA ボックスに WebLogic をイ
ンストールする手順は複雑ですか。 

WebLogic を、デプロイ済みの既存の ODA に、ベアメタルと仮想化
オプションの両方でインストールすることが可能です。WebLogic コ
ンフィギュレータ・ユーティリティを使用して、既存の ODA に
Oracle WLS をインストールできます。 

WebLogic の顧客は最新の ODA ハード
ウェアを購入する必要がありますか。 

いいえ、どのバージョンの ODA ハードウェアにでもデプロイできま
す。使用中の ODA 上の最新の WebLogic リリースをデプロイできま
す。 

ODA ドメイン内でディレクトリを実行
できますか。 

オラクルの見解では、Oracle VM テンプレートを使用する場合は、
ODA仮想化プラットフォーム上でこれを実行できる必要があります。

http://docs.oracle.com/cd/E60589_01/doc.12/b69545/postinstall.htm#autoId5
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ODA が事前インストールされた Oracle 
VM を再イメージングなしで使用できま
すか。 

仮想化プラットフォーム・オプションで ODA の再イメージングを行
う必要があります。一部のパートナーは、顧客に代わって仮想化プ
ラットフォームをデプロイできる場合があります。 

ODA で実行できる Oracle VM の最大数
はいくつですか。 

その答えは、3 つの変数（物理ストレージ、メモリ、CPU）の組合せ
によって決まります。詳しくは、データシートおよびサイジング表を
参照してください。 
 

X4-2 ハードウェアのコア総数は 48 です。パフォーマンスやフェイル
オーバーのために常に容量を確保しておくことをお薦めします。 

2、4、8 ノードの各 WebLogic Server 構
成のフットプリントはいくつですか（メ
モリ、ストレージ、最小 CPU）。 

最新リリースのOracle WebLogic Server 12.1.3 では、管理サーバーと
管理対象サーバーを同じ VM 内に構成できます。以前のリリースで
は、各 VM に 1 つの管理対象サーバーまたは管理サーバーが構成され
ていました。 
 

デフォルトでは、WebLogic によって 4G のメモリと 3G の Java ヒー
プが管理対象サーバーに割り当てられ、2G のメモリと 512MB の
Java ヒープが管理サーバーに割り当てられます。管理サーバーには 2
つの vCPU、管理対象サーバーには 4 つの vCPU がデフォルトで割り
当てられます。 
 

Oracle Traffic Director に対しては、各 VMに 1つのサーバー・インス
タンスまたは管理サーバーが構成されます。デフォルトでは、6G の
メモリが管理ノードに割り当てられ、1G のメモリが管理サーバーに
割り当てられます。管理サーバーには 4 つの vCPU、管理ノードには
2つの vCPU がデフォルトで割り当てられます。 
 

クラスタ・サイズによって、メモリ使用量や割り当てられる vCPU の
総計は変わります。 

Oracle VM 環境で共有ストレージを利用
できますか。 

はい。データベース、Oracle WebLogic、その他のアプリケーション
で共有ストレージを使用できます。 

WebLogic Server のテンプレート・ファ
イルが使用するディスク領域はどのくら
いですか。 

各 VM にはオペレーティング・システム・ディスク（合計 4GB の領
域）があります。さらに、2 つの追加仮想ディスクが、/u01 と
/opt/oracle にマウントされています。/u01 にマウントされたディス
クにはWebLogic Server ドメイン構成とロードバランサ・インスタン
スのホームが含まれ、合計 7.5GB の領域があります。/opt/oracle に
マウントされたディスクにはWebLogic Server とロードバランサのイ
ンストールが含まれます。 

共有ストレージの容量を増やす計画はあ
りますか。 

容量に懸念がある場合は、Exadata および（または）Exalogic の検討
を推奨します。ただし、ODA も外部ストレージをサポートしていま
す。ストレージ・サポートは将来的に拡張する予定ですが、Exadata
の規模に達することは決してありません。 

単一データベース・インスタンスに汎用
データソースを構成できますか。 

はい。汎用データソースを単一データベース・インスタンスに接続す
るように構成できます。 
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コンフィギュレータの実行後に、
WebLogic 管理コンソールまたは Oracle 
WebLogic Scripting Tool（Oracle WLST）
から調整できる設定と調整できない設定
を教えてください。 

プロビジョニング後に、管理コンソールまたは WLST スクリプトを使
用して任意の場所を変更できます。これは、他のハードウェアでの通
常のインストールと同じように機能します。 

はじめに特定の数の CPU を構成して、
後からコアの追加を決定した場合、その
手順は容易に実行できますか。新しいコ
アを使用してWebLogic Server VM を追
加するだけですか。 

はい。ODA で使用できるキャパシティの範囲内で WebLogic Server
を追加することは、非常に簡単です。この簡便性は、アプライアンス
の長所としてあらかじめ意図されたものです。また、ユーザーは必要
なキャパシティに対してのみ支払いをすることができ、時間の経過と
ともに要件が拡大した場合は簡単に追加できます。 
 

現在のところ、ODA コンフィギュレータ上で WebLogic を実行し、
新しいドメインをプロビジョニングすることによって追加を実施でき
ます。新しいドメインと既存の環境とに関連がない場合、現在は機能
します。 
 

Oracle WebLogic on ODA の次回のリリースでは、ウィザードを使用
する自動プロビジョニング・プロセスで、プロビジョニング済みの既
存の環境への資産の追加がサポートされます。 

ベアメタル上のデータベースと仮想化
ODA 上の Oracle WebLogic の両方を実行
することは可能ですか。可能な場合、どの
ような方法がありますか。 

はい、可能です（実際のところ、データベースの実行は重要ではありま
せん。ODAが"Oracle WebLogic Appliance"として機能することも可能だ
からです）。方法は次のとおりです。 
 

1.  DB をベアメタル・オプションでインストールします。 
2. DB コンフィギュレータを使用して ODA ベースを設定します。た

だし、プロビジョニング・プロセス中はデータベースを開始しな
いでください。 

3. WebLogic コンフィギュレータを使用して、Oracle WebLogic 
Server、Oracle Coherence およびOracle Traffic Director をプロビ
ジョニングします。 

ベアメタル上で WebLogic とデータベース
の両方を実行することは可能ですか。 

はい、可能です。自動プロビジョニング・ツールのサポートなしで
WebLogic をインストールする必要があります。 
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WebLogic のクラスタリング 
質問 回答 

複数のクラスタがサポートされるようになった
と聞きました。1 台の ODA 上に作成できる
WebLogic Server ドメインはいくつですか。 

はい、Oracle WebLogic Server リリース 2.9 では、WebLogic の複数
のクラスタがサポートされています。このリリースでは、複数のド
メインもサポートされています。 

WebLogic on ODA 2.9、2.9.1、12.1.3 の違いは
何ですか。 

WebLogic on ODA 2.9 では、WebLogic の複数のドメイン、複数の
クラスタ・オプション、そして他の高度な機能がサポートされてい
ます。 
 

WebLogic on ODA 2.9.1 は、2.9 に加えて、ODA 2.10 ソフトウェア
および v1、X3-2 ハードウェアが認定されたバージョンです。 
 

WebLogic for ODA 12.1.3 では、データベース・リリース（2.9 から
12.1）に一致するようにネーミング規則を調整しました。加えて、
以下の機能が追加されました。高可用性の必要性が少なく、コスト
や領域を重視するユーザーのためのコロケーションを含む
WebLogic シングル・インスタンス（管理サーバーのみ、1 つの管
理対象サーバー、1 つの VM 内の管理サーバーおよび管理対象サー
バーなど）。オプションとなったクラスタ。世界有数のデータ・グ
リッド・テクノロジーである Oracle Coherence の自動プロビジョ
ニング。新しいスナップ機能の使用によるより高速なプロビジョニ
ング。構成オプションの増加による GUI およびプロビジョニング・
ツール・エクスペリエンスの向上。 

WebLogic を 1 ノードにデプロイできますか。
それとも、クラスタ環境や 2ノードを使用しな
ければなりませんか。 

はい、希望する場合は、WebLogic を 1 ノードにインストールでき
ます。クラスタ環境である必要はありません。実際のところ、非常
に小規模な開発環境では、可能な限り最小のデプロイメントとし
て、1 つの VM 内で管理対象サーバーとして管理サーバーを実行す
る方法も選択できます。WebLogic のもっとも安価なバージョンで
あるOracle WebLogic SE も ODAで利用できるようになりました。
クラスタリングは提供されていません。 

WebLogic に割り当てることができる最小コア
数に制限はありますか。 

最新リリースの Oracle WebLogic に対する最小設定については、前
述したとおりです。1 つの VM 内で、管理サーバーは管理対象サー
バーとして機能します。 

コンフィギュレータを使用してプロビジョニン
グを実行し、構成が完了した後に、追加の
WebLogic Server を構成することはできます
か。 

ポスト・プロビジョニング・ツールを使用して新しいノードを作成
し、それをクラスタに結合することによって簡単に実行できます。
次回のリリースでは、既存のプロビジョニング済みの環境への追加
がサポートされます。 

WebLogic のサーバー全体の移行は可能です
か。 

サーバー全体の移行は、プロビジョニング後に設定できます。 
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WebLogic Server のプロビジョニング・プロセ
スが終了した時点で、環境全体が実行中にな
り、アプリケーションをデプロイできる状態に
なっていますか。 

はい、これがアプライアンスの長所である簡便性です。 

 
ロードバランサ 

質問 回答 
ODA 上のソフトウェア・ロードバランサ
について教えてください。 

ODA で使用されるソフトウェア・ロードバランサは、使用制限付きライ
センスの Oracle Traffic Director です。 
 

Oracle Traffic Director は、信頼性の高い、スケーラブルな高速レイヤー
7 ソフトウェア・ロードバランサで、ネットワーク内のアプリケーショ
ン・サーバーおよびWeb サーバーのあらゆる TCP、HTTP および HTTPS
トラフィックに対する信頼性の高いエントリ・ポイントとしてデプロイ
できます。 

Oracle Traffic Director を ODA で使用す
る場合、ライセンスはどのように付与さ
れるのですか。 

Oracle Traffic Director は、制限された形で ODA と使用できます。
Oracle WebLogic SE および EE に搭載された新機能である Oracle 
WebLogic Software Kit for Oracle Database Appliance は、スタンドア
ロンの製品としては販売されず、Oracle Database Appliance 上のみで
機能します。この新機能には以下が含まれます。（a）Oracle WebLogic 
Server on ODA の構成のための統合ソフトウェア、（b）Oracle Traffic 
Director（高可用性の仮想 IP、Oracle Access Manager WebGate、
WebLogic Server に対するオリジン・サーバーのロードバランシング、
ODA での HTML コンテンツ提供に限定）。詳しくは、こちらのライセン
ス・ドキュメントを参照してください。 
http://docs.oracle.com/cd/E57014_01/core/FMWLC/products2.htm#CHC
JBBEG 
 

OTD への対価に関しては、WebLogic コアが使われます。管理サーバー
に 2 つの管理ノードを加えた構成では（管理ノードは OTD に対する管理
対象サーバーに相当）、OTD では WebLogic の 3 つのコアをライセンス
目的で消費します。 

同じボックス上で WebLogic Suite
（WebLogic Server の管理対象サー
バー用）とWebLogic Server EE あるい
は SE（ロードバランサ・インスタンス
用）を実行できますか。 

OTD は上で触れたようにいずれの WebLogic ライセンス・バージョン
(SE、EE、あるいは Suite)でもライセンス可能であり、ODA プラット
フォーム内にデプロイしたフロントエンド・アプリケーションに制限さ
れます。 
 
Oracle Traffic Director は、ODA プラットフォーム上の高可用性機能で
デプロイされているので、OTD はWebLogic のいずれかのバージョンの
2 つのコアのライセンスを必要とする ODA 上で使用します。WebLogic 
on ODA 上で実行するアプリケーションのために、WebLogic Suite をラ
イセンス、デプロイでき、ODA 上のアプリケーションのフロントエン
ドとしての OTD のために WebLogic SE あるいは EE をライセンスでき
ます。 

http://docs.oracle.com/cd/E57014_01/core/FMWLC/products2.htm#CHC
http://docs.oracle.com/cd/E57014_01/core/FMWLC/products2.htm#CHCJBBEG
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このロードバランサは物理的なロードバ
ランサの代わりに使用するものですか。
つまり、2 つの ODA ノード上で稼働
する WebLogic  Server 間の負荷分
散を目的としていますか。 

はい、ソフトウェア・ロードバランサは異なる WebLogic インスタンス
間でトラフィックをルーティングします。詳しくは、次のドキュメント
を参照してください。 
http://docs.oracle.com/cd/E50024_01/doc.11116/b66436/get_started.ht
m#TDADG102 

ロードバランサは WebLogic Server のイ
ンストール中にインストールされます
か。それとも、個別のインストールが必
要ですか。必要に応じて、ロードバラン
サをインストールしないように選択でき
ますか。 

ロードバランサには別個の VM が必要です。プロビジョニング・プロセ
ス内で、ロードバランサは WebLogic Server とともにインストールされ
ますが、独立した製品としてパッケージされています。プロビジョニン
グ・プロセス中に、OTD をインストールするかどうかの選択肢が表示さ
れます。 

ODA 上のロードバランサ・ノードの数と
WebLogic Server 用 VM の数には何らか
の関係がありますか。ロードバランサ用
VM の数は WebLogic Server 用 VM の数
に依存しますか。それとも、2 つのロー
ドバランサ管理用/管理対象ノードのセッ
ト で 、 ODA ノ ー ド 上 の す べ て の
WebLogic Server 用 VM をサポートでき
ますか。 

2 つのロードバランサ管理用ノードと 1 つの管理サーバーからなるセッ
トで、ODA ノード上のすべての VM 上にある、すべての WebLogic 
Server 管理対象サーバー・インスタンスをサポートできます。2 つの
ロードバランサに関連はありません。ロードバランサには常に 2 ノード
のフェイルオーバー・グループが含まれます。 

ロードバランサは、ODA の外部と内部の
いずれで稼働しますか。 

ロードバランサは ODA ボックス内部で稼働します。ロードバランサは 3
つの別々の VM を使用します。1 つは管理サーバー用であり、2 つはア
クティブ-パッシブ・シナリオ向けの管理ノードです。これは WebLogic
管理対象サーバーの仕組みと似ています。つまり、1 つのコンピュー
ト・ノードにアクティブ・インスタンスがセットアップされ、別のコン
ピュート・ノードにパッシブ・インスタンスがセットアップされます。
仮想 IP を設定することで、これら 2 つのインスタンス間でトラフィック
がルーティングされ、フェイルオーバー・ソリューションに対する高可
用性も提供されます。 

http://docs.oracle.com/cd/E50024_01/doc.11116/b66436/get_started.htm#TDADG102
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ODA では、このようなプラットフォーム
上の層をどのように分離しますか。
WebTier と WebLogic の間にファイア
ウォールを要求するユーザーもいます。 

多くの場合、ユーザーは常にファイウォールによってすべての層を分離
することを望んできました。次のように、2つの選択肢があります。 
1.   F5 や Cisco ASA などのアプリケーション・レベルのファイアウォー
ルとともに外部のロードバランサを使用する。ここでは、信頼できるト
ラフィックがWLS ドメインにログインします。 
2.OTD 内で利用可能な組込みソフトウェア・ベースの Web アプリケー
ション・ファイアウォール機能を使用する。これは、オープンソースの
ModSecurity に基づきます。ユーザーは、特定のルール・セットを書き
込むか、または公開されているオープン標準の Core Rule Set を単純に使
用することによってアプリケーションを保護できます。詳しくは、Web 
Application Firewall の OTD 製品ドキュメントを参照してください。 
http://docs.oracle.com/cd/E50024_01/doc.11116/b66436/security006.ht
m  
 
OTD と Oracle HTTP Server（OHS）では、同じ Web Application 
Firewall 機能によってアプリケーション専用の保護を提供します。 

OHS を ODA 上にインストールできます
か。 

はい、OHS は ODA 上に手動でインストールできます。現在、OAKCLI
ベースのコンフィギュレータ経由での OHS の ODA 上へのインストール
はサポートされていません。 

 

http://docs.oracle.com/cd/E50024_01/doc.11116/b66436/security006.htm
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その他の ODA 上のミドルウェアとアプリケーション 
質問 回答 

階層化製品を ODA 上にデプロイすることはで
きますか。 

はい。WebLogic Server に対するおもな相違は、インストール
とネットワーク設定が大幅に簡素化されており、VM イメージ
が事前に作成および構成済みであり、非常に使いやすいカスタ
マイズとロードバランシングとの統合が提供されている点で
す。SOA や WebCenter などに関して言えば、物理マシン上の
物理 OS の場合と同様に、Oracle VM イメージに WebLogic 
Server と SOA を簡単にインストールし、複数の Oracle VM イ
メージを構成してODA上で使用できます。 
 

一部のオラクルのパートナーは、ODA 上への SOA のインス
トール向けにワンボックス・ソリューションを開発していま
す。Veriton の O-Box がその一例です。 

可能であることは分かりました。では、たと
え専用のインストーラやコンフィギュレータ
が提供されていなくても、WebLogic Server
へのその他のミドルウェア・コンポーネント
のインストールはサポートされていると考え
て良いでしょうか。 

はい。まったく問題なく機能し、サポートも受けられます。こ
こでの大きな付加価値は、すべての Oracle Fusion Middleware
（Oracle FMW）コンポーネントに対してサブキャパシティ・ラ
イセンスが適用できる点です（ハードウェア・パーティショ
ン）。これは有効であり、サポート対象にもなります（ODA 専
用のサポートではなく標準のサポート）。 

階層化された FMW 製品は ODA 上で認定さ
れていますか。これらの製品向けに、ODA 上
で実行できる Oracle VM テンプレートが提供
されていますか。 

ODA 専用の認定というものはありません。対象のオラクル製品
の連携が一般的に認定されていれば、ODA 上での使用に対して
特別な認定はありません。ODA上へ Oracle SOA Suite をインス
トールする方法には次のものがあります。 
 

1.  オラクルまたはユーザーが作成する Oracle VM テンプ
レート 

2. プロビジョニング済みのOracle WebLogic Server 環境に
SOAソフトウェアをインストール 

3. ODA 上に Oracle SOA Suite の簡単な"2 スティック・イ
ンストール"を提供する O-Box などのパートナーに問合
せ 

ODA 上でその他の FMW を使用する場合と比
べると、WebLogic のインストールおよび管
理体験はどう違いますか。 

仮想化レイヤーは顧客がOracle VM上にデプロイするものの大半
をサポートします。顧客は Oracle VM テンプレートを使用する
か、WebCenter コンテンツや WebCenter ポータルなどの Oracle 
VM インスタンスをデプロイする必要があります。また、標準の
クラスタ構成を実施する必要があります。WebLogic でのおもな
違いは、ネットワークの配線と Oracle Database を含むクラスタ
リングが事前に実施されている点です。この処理はプロビジョニ
ングの一部として実行されます。したがって、これをベースライ
ンとして使用し、クラスタ上にソフトウェアをインストールする
ことで、WebCenter のコンテンツやポータル、サイトを階層化
できます。これは標準的なインストール手順です。 
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ODA ボックスで Oracle Coherence を使用で
きますか。 

はい、できます。最新リリースの Oracle WebLogic 12.1.3 で
は、Oracle WebLogic Suite のインストールを選択した場合、
Oracle Coherence を実行する権限が与えられます。この
WebLogic on ODA の最新リリースでは、ODA 上への Oracle 
Coherence の自動インストールおよび構成が使用できるように
なりました。 

Oracle VM でサポートされるテンプレートの
一覧はどこで参照できますか。 

事前作成されたテンプレートは eDelivery、MOS、および OTN
から参照できます。 

Oracle Forms と Oracle Reports のみを必要と
する場合、WebLogic Suite のライセンスを購
入してデプロイする必要がありますか。ODA
上で Forms と Reports のみを使用することは
可能ですか。 

ODA 上で Forms と Reports のみを使用できます。ODA では、
Forms と Reports 向けの VM テンプレートは現時点では提供さ
れていない点に注意してください。インストール後の手動セッ
トアップは簡単に実行できますが、言うまでもなく、Forms と
Reports のライセンス・エンタイトルメントに対応する必要が
あります。 

PeopleSoft などのその他の Oracle アプリ
ケーションをODA上で実行できますか。 

はい、サポート対象です。Oracle VM 上のODAで実行するよう
に作成されたテンプレートがサポートされています。アプリ
ケーションを手動でインストールすることもできます。 

WebLogic Server 上にデプロイするアプリ
ケーションに関して、何らかの制限はありま
すか。 

いいえ、ODA の技術的およびサイズに関する機能に合う限り、
制限はありません。 

ODA 上で別のアプリケーション・サーバーを
実行できますか。ODA で、WebLogic ではな
く Tomcat や.net を Windows 上で利用でき
ますか。 

現在、ODA には仮想化されたアプリケーション・レイヤーが含
まれています。これは Oracle VM 上で稼働するすべての要素で
使用できます。この環境で Oracle VM テンプレートを実行し
て、Tomcat や Oracle WLS などの好みのソフトウェアをデプロ
イすることは可能です。しかし、オラクルが ODA で実現したこ
とは、究極の簡便性と Oracle Database に関連したベスト・プ
ラクティス、そして WebLogic Server のプロビジョニングで
す。オラクルは、これがユーザーにとって非常に高い価値のあ
る提案だと考えています。しかし、これでは十分でなく別のソ
フトウェアを使用したい場合、仮想化アプリケーション・レイ
ヤー上に'顧客が独自に'ソリューションを導入しても問題あり
ません。 
 

顧客がサード・パーティ製品を使用する場合は、別の企業に手
配してサポートを受ける必要があります。 
 

ODA 上で Oracle データベースおよび WebLogic アプリケー
ション・サーバーを実行することを選択することで、すべての
サポートが提供されます。 
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Oracle 以外のアプリケーション・サーバーで
あっても、Oracle VM 上でホストされる限り
実行できることを考慮すれば、コンフィギュ
レータでプロビジョニングされる WebLogic 
Server ドメイン/クラスタの代わりに（また
はこれに加えて）、手動で WebLogic Server
ドメイン/クラスタをプロビジョニングできま
すか。 

Oracle VM でサポートされる限り、任意のソフトウェアを手動
でプロビジョニングできます。ただし、この場合のマイナス面
は、WebLogic コンフィギュレータを使用して WebLogic、
Oracle Traffic Director、Oracle Coherence などをプロビジョニ
ングおよび構成することで実現されるスピード、簡便性、価値
が活用されない点です。 

このケースは、Oracle Enterprise Manager
（EM）パックを使用するのに最適のケースで
はないでしょうか。アプライアンス上の
Oracle Database と WebLogic Server の両方
を 1 つの環境で管理できれば、非常に効果的
だと思います。 

実際にそのとおりなのです。この製品には特別な統合が実施さ
れており、EMエージェントが事前にプロビジョニングされてい
ます。WebLogic Server on ODA での EM Cloud Control は事前
構成済みであり、Enterprise Manager を使用した管理と、
WebLogic Server およびWebLogic Management Pack の統合ソ
リューションをすぐに実現できます。 
 

Cloud Control は、WebLogic および OTD の管理に使用できま
す。また、WebLogic へのパッチ適用にも使用できます。 

その他の Oracle アプリケーションと ISV アプ
リケーションに対して、ODA ボックスでの認
定とテストは計画されていますか。 

ODA チームは別の社内チームと協力しており、WebLogic 
Server の場合と同様に、使いやすいプロビジョニングと構成な
どを実装することを検討中です。関心があるのは確かです。ま
た、優れた ISV も参加しており、いくつかのソリューションは
利用が可能です。 

Oracle VM のサポートについて教えてくださ
い。 

Oracle VM のサポートは製品に含まれており、個別のライセン
スや費用は必要ありません。ユーザーが ODA サポート・チーム
に対してサービス・リクエストを登録すると、必要に応じて別
のサポートへのアクセスが手配されます。 

サポートされるのは Oracle VM のみですか。
その他の仮想化テクノロジーはサポートされ
ますか。 

サポートされるのはOracle VM のみです。 

 

ODA の適切な配置 

質問 回答 

ODA と Exa*システムの比較について教えてく
ださい。 

ODA と Exa の組合せに最適なユースケースは、ODA を使用した支
店と Exa を使用したデータセンター・ハブです。中小規模の支店に
デプロイした ODA とデータセンターにデプロイした Exa は非常に
補完性の高い組合せであり、費用効果の高いソリューションを実現
するとともに、将来的な企業成長に合わせて容易で効率的な拡張を
提供します。 
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ODA 上に仮想化レイヤーを提供することで、
ODA 外部の WebLogic へのスケーラビリティ
は向上しますか。 

理論上は、技術的に可能ですが、この目的のためにはデザイン・セ
ンターをボックスに含める必要があります。これらのボックスを大
規模なクラスタにデイジーチェインで接続することはお薦めできま
せん。それには、Exa*モデルの使用が適しています。デザイン・セ
ンターは、Oracle WebLogic Server が Oracle DB とともに配置され
ているボックス上のソリューションです。たとえば、16 ノード
WLS クラスタでは、2つの Oracle RAC DB を含む 2 つの ODA ボッ
クスを配置できます。24 ノード・クラスタでは、3 つの ODA ボッ
クスを配置できます。 
ODA ボックスは、それぞれ 8 ノード・クラスタと、3 つの Oracle 
RAC インスタンスが含まれます。 
 

アーキテクチャ的には、ODA はこのような目的に合わせて設計され
ておらず、ODA にとってベスト・プラクティスと言えるユースケー
スではありません。多数の ODA ボックスによるスケールアウト・
ソリューションという点については、ODA の設計目的に沿っている
とは言えません。4Us、8Us への拡張には、Exa*を使用することを
お薦めします。この場合、オラクルの大規模なエンジニアド・シス
テムを検討することをお薦めします。Exalogic や Exadata を使用す
ることで、容量の問題に適切に対処できるからです。 

複数の ODA（ノードではなく ODA）を組み合
わせて、1 台をアクティブとし、残りをパッシ
ブとして構成できますか。 

ODA は自己完結型の 2 ノード DB クラスタです。この製品では、複
数のODAのクラスタリングは意図されていません。 

1 台の ODA にデータベースをインストール
し、別の ODA に WebLogic をインストール
するような構成は、現在サポートされていま
すか。 

はい、可能です。 

ODA ボックスのクラスタリングがサポートさ
れていないのはなぜですか。 

より大規模なアプリケーションや要件に対しては、Exalogic と
Exadata（Exa*）を提供しています。このアプライアンスの対象市
場は Exa*とは異なります。ODA ボックスのクラスタリングを望む
場合は、Exalogic と Exadata を使用することをお薦めします。 

Oracle VM と Oracle Database のみを ODA に
デプロイし、WebLogic を省略することは可能
ですか。 

もちろん可能です。この製品はそもそもデータベース・アプライア
ンスです。 

ODA ボックスとその他の汎用ハードウェアに
またがる WebLogic Server ドメイン/クラスタ
を作成できますか。 

作成は可能ですが、推奨されていません。このような要件を持つ
ユーザーに対して、オラクルは Exalogic と Exadata で構成される
ソリューションを推奨します。これらのシステムは、このような
目的に特化して設計されています。 
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この製品は"Oracle アプライアンス"、"Oracle
ソリューション・アプライアンス"、"ソフト
ウェア・アプライアンス"のいずれに該当しま
すか。 

それはユースケースによって異なります。WebLogic Server とアプ
リケーションの実行機能を利用することで、ISV はターンキー・ソ
リューションを構築できます。また、設置床面積の制約から支
店への導入が必要であるものの、Orac le スタック全体を実
行するスキルが不足しているユーザーに対して、このソ
リューションはメリットをもたらすでしょう。単なる製品の
集合体ではなく、完全なソリューションである点に注目して

Oracle WebLogic Server on ODA のおもな価
値提案は何ですか。 

開発を簡素化し、適切なサイズのアプライアンスの利点を享受する
という'簡易性'に重点が置かれています。非常に簡単なインストー
ル、構成および管理が組み込まれた、最善のソフトウェア、ハード
ウェア、およびサポートを 1 社で提供するベンダーは他にありませ
ん。 

 
その他 

質問 回答 

JeOS について教えてください。 JeOS は、ソフトウェア・アプライアンスに使用される必要最低限
のオペレーティング・システム（Just enough Operating System）
です。JeOS は、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタマ
イズされたオペレーティング・システムを指します。オラクルはこ
の概念を、Exalogic と ODA などのアプライアンス製品に使用して
います。 

WebLogic Server のインストールについて、従
来の WebLogic Server インストールと比べ
て、インストールにかかる大体の時間はどの
くらいですか。 

WebLogic Server のプロビジョニングには約 2時間かかります。これ
は、Oracle VMとデータベースのインストールが完了した後に実行さ
れます。インストールは VM に対して直接実行されます。ODA を使
用しない従来の WebLogic 導入では、同様の構成に対して 2 週間ま
たはそれ以上の時間がかかります。これには、個別のハードウェア
に加えてOracle Database と Oracle WLS のライセンスの購入、ソフ
トウェアのダウンロード、インストールと構成が含まれます。 
 

最新リリースの新機能であるスナップショットにより、インストー
ル時間が 1時間未満に大幅に削減されました。 

プロビジョニングを簡素化するためのソフト
ウェア提供方法について教えてください。専
用のテンプレート、特定のインストールや
ウィザードがありますか。 

オラクルはソフトウェアの入手方法とその手順を説明したインストー
ル・ガイドを提供しています。このウィザード主導の手順は非常に簡
単です。ソフトウェアはeDelivery からダウンロードできます。 

WebLogic Server のパッチ適用向けに単独のコ
ンフィギュレータまたはツールが提供されて
いますか。 

現行のバージョンでは提供されていません。手順は通常の
WebLogic Server インストールに対するパッチ適用と同じで
す。標準のパッチ適用プロセスを使用して、各 VM 内でパッ
チまたは PSU を適用します。将来的には、パッチ適用プロセ
スを支援する簡素化されたスクリプトを提供する予定です。 

ある WebLogic ノードが停止した場合、どの
ような方法で 2 番目のノードにクライアント
がリダイレクトされますか。このプロセスを
管理するのは Oracle Traffic Director ですか。 

ノード 1でWebLogic Server インスタンスがクラッシュした場合、
サーバー全体の移行により、ノード 2 で稼働するインスタンスへの
リカバリが実行されます。OTD を使用すると、WebLogic Server の
インスタンス間でHTTP リクエストをフェイルオーバーできます。 
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ISV などによって、多数の外部ソリューション
が ODA に提供されていますか。 

仮想化のリリースは ISV にとって非常に魅力的なものです。利用可
能なソリューションは多数あり、多くの ISV が新たに参加しまし
た。ISV 向けのツールおよびサポートについては、以下を参照して
ください。paul.tsien@oracle.com 

Oracle WebLogic Server on ODA の代わりのソ
リューションは何ですか。 

結論としては、汎用ハードウェアに好みの OS、DB、およびアプリ
ケーション・サーバーを加えて使用することで、"独自のソリュー
ションを構築する"ことが代替案となります。選択、設計、発注、
インストール、構成、トラブルシューティング、調整などのための
時間を考慮に入れているのであれば、ODA の価値提案は非常に魅
力です。 
 

合計価格については汎用ハードウェアよりも明らかに優れていま
す。また、ソリューション全体でも、"つなぐだけで使用できる"迅
速な価値の実現、キャパシティ・オンデマンド・ライセンス、およ
び機能するまでにかかる時間によって、競合を上回ります。 

 


