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はじめに
ハードウェア プラットフォーム 1 台だけで複数の OS を動作させ

たいと思ったことはないでしょうか？それを可能にするのが 
Oracle VM VirtualBox です。そして、それだけにとどまりま

せん。

VirtualBox では、IT 管理担当者、開発者、テクニカル アーキテクト、
テクニカル ライターをはじめ、原則的にコンピュータを持っている人で
あれば誰でも、複数の OS をホストできます。高価な専用ハードウェア
を使わずとも、サーバー、デスクトップ、テスト環境、あるいは教材と
して利用できる本格的な仮想マシンを素早く立ち上げることができ 
ます。

本書では、仮想化の基本を学び、VirtualBox がそれを実現する仕組みを
理解することを目的としています。さらに、暗号化、自動化、クラウド
用パッケージ化といった VirtualBox の機能を駆使して、現代のアプリ
ケーション開発が抱える多くの課題をいかに解決するかを取り上げ 
ます。

本書の概要
「VirtualBox For Dummies」は、以下の 4 つの章で構成されていま
す。

第 1 章:  VirtualBox の鍵を開ける。この章では、VirtualBox につい
て、その主な機能を紹介した上で、多くの企業に選ばれている理由を探
ります。

第 2 章:  暗号化を装備した自動化。この章では、VirtualBox が暗号化に
よりセキュアな環境を実現する方法を説明します。これには、Vagrant 
というオープンソースのツールを使うか、スクリプト内で VirtualBox 
独自の Unattended Installer ユーティリティを使用します。

第 3 章:  パッケージ化とクラウドへの移行。この章では、オープン仮想
化フォーマット（OVF）を使った仮想マシンのエクスポートとインポー
トとともに、Oracle Cloud Infrastructure を活用したエクスポートと
インポートの方法を取り上げます。

第 4 章:  VirtualBox を選ぶ 10 の理由。この章では、VirtualBox がも
たらす 10 の主だったメリットを簡単に紹介します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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対象読者
本書の執筆にあたり、対象となる読者像についていくつか仮定したこと
があります。主に、アプリケーション開発者、アーキテクト、開発運用
管理者など、IT業界で専門業務にかかわる方々を想定いたしました。ま
たシンプルに、テクノロジーに興味をお持ちで VirtualBox のさらなる
活用方法を学びたい方々も想定いたしました。

本書で使用するアイコン
本書では、必要に応じて、重要な情報に以下のアイコンを表示していま
す。それぞれアイコンには、以下のような意図があります。

このアイコンは、後で役に立つよう、覚えておいていただきたい重要な
ポイントを示します。

このアイコンは、規格のリストや内部構造の説明など、技術的専門性の
高い内容を示します。

このアイコンは、問題が発生しやすいポイントを回避するのに役立つア
ドバイスを示します。

このアイコンは、クロスプラットフォーム型仮想化の自動化を最大限に
活用するのに役立つ優れたアイデアやベストプラクティスを示します。

本書を読み終えた後で
本書を読了されて、「参考になった！素晴らしい内容だった。もっと知
りたい！」と思われた場合は、ぜひ https://www.oracle.com/vir-
tualbox へアクセスしてみてください。VirtualBox のユーザーマニュ
アルは、https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtu-
albox/6.1/user/index.html にてご覧いただけます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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第 1 章

本章の内容

 » VirtualBox とは

 » 主要な機能

 » VirtualBox の始め方

VirtualBox の鍵を開ける

V 
irtualBox について理解するには、ここから始めましょう。本
章では、VirtualBox とは何か、どのような機能を持ち、なぜ多

くの企業に選ばれているのかを説明します。

VirtualBox について
VirtualBox は世界で最も人気の高い無料のオープンソース型、クロスプ
ラットフォーム対応の仮想化ソフトウェアで、毎日何千回もダウンロード
されています。その基礎は、開発者の積極的なコミュニティへの参加と、
Oracle が提供する世界トップレベルの開発・サポート体制にあります。

VirtualBox は、クロスプラットフォームに対応した仮想化ソフトウェア
ですが、それはどういうことなのでしょうか？

まず、クロスプラットフォームとは、複数の異なるハードウェアやソフト
ウェアの利用環境、いわゆるプラットフォームで動作することを意味しま
す。VirtualBox は、Windows、macOS、Linux、Oracle Solaris など、
実行しているオペレーティング システム（OS）を問わず、既存の Intel ま
たは AMD ベースの x86 コンピュータすべてにインストール可能です。

ある OS のインストール環境を別の OS の動作環境の中に作るのが仮想化
です。既存のコンピュータの機能を拡張し、複数の仮想マシン内で複数

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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の OS の同時実行を可能にするのが VirtualBox です。例えば、Mac 上
で Windows と Linux を動作させる、Windows PC 上で Linux を動作
させるといったことができ、すべて既存のアプリケーションと一緒に実
行できます。仮想マシンは必要なだけインストール・実行でき、実用上
の制限はディスクスペースとメモリだけです。

VirtualBox は一見シンプルですが、実は非常にパワフルで、小規模な組
み込みシステムやデスクトップクラスのマシンから、データセンターへ
の展開やクラウド環境に至るまで、あらゆる場所で実行できます。

仮想化がもたらす効果
マルチプラットフォーム環境の構築、コンテナや仮想化テクノロジーに
対応したアプリケーションの開発が、1 台のマシンで可能な VirtualBox 
は、クラウドやオンプレミスでのデプロイの簡素化に貢献します。オペ
レーティング システムやアプリケーションは、VirtualBox の仮想マシ
ン内でアップデートでき、その後、本番システムが稼働するサーバー仮
想化環境へデプロイできます。

次世代のアプリケーション開発に最適な選択肢が VirtualBox です。

その優れた機能をいくつか挙げてみたいと思います。

 » 複数 OS の同時実行。VirtualBox では、一度に複数の OS を実
行できるため、ある OS 用に開発されたソフトウェアを別の 
OS 上で動作させることができます。例えば、Windows 用の
ソフトウェアを Linux や Mac 上で動かす場合でも、再起動は
不要です。

 » ソフトウェアのインストールが容易に。ソフトウェア ベン
ダーであれば、仮想マシンでソフトウェア構成のすべてを出
荷できます。VirtualBox は、複数のオペレーティング システ
ムやアプリケーションで構成される複雑なアーキテクチャの
パッケージ化にも対応しています。

 » アプリケーション テストの高速化。VirtualBox は、アプリ
ケーションを作成・テストする開発者に不可欠なツールで
す。一度インストールした仮想マシンは、アプライアンスと
してホスト間で任意にフリーズ、起動、コピー、バックアッ
プ、転送できます。

 » リソースの集約。専用 OS を搭載し、その一部しか使われるこ
とのない物理コンピュータを何台も稼働させる代わりに、
VirtualBox では 1 台のデスクトップやノートパソコンに複数
の仮想マシンを集約できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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主要な機能とメリット
VirtualBox では、ソフトウェアの開発やテスト、汎用オペレーティング 
システム（OS）仮想化用のマルチプラットフォーム型仮想マシン環境を
ユーザーが構築でき、オプションでランタイムの暗号化も可能です。ソ
フトウェア エンジニアが、Windows、macOS、Linux、Oracle 
Solaris マシン上にある VirtualBox VM 内から直接、クラウドネイティ
ブ環境向けの開発を行うことができるため、標準的なノート PC だけで
多層アプリケーションを簡単に作成できます。

用語の解説
本書で使用されている重要な用語を、ここで簡単に解説します。

• ホスト オペレーティング システム（ホスト OS）：VirtualBox がイ
ンストールされている物理コンピュータのオペレーティング システ
ムです。VirtualBox は、Windows、macOS、Linux、Oracle Solaris 
の各 OS に対応しています。

• ゲスト オペレーティング システム（ゲスト OS）：コンピュータ上
に作り出した仮想マシン環境で動作するオペレーティング システム
です。VirtualBox は理論上、仮想マシン環境であらゆる x86 系オペ
レーティング システムを実行できます。

• 仮想マシン（VM）：ホスト オペレーティング システム上で実行さ
れるプロセスで、コンピュータのデスクトップ上に仮想マシンを
ウィンドウとして表示します。

• Guest Additions：VirtualBox に同梱の特別ソフトウェア パッケー
ジで、特定の OS を搭載する仮想マシンへのインストールを前提と
しています。

• グラフィカル ユーザー インターフェース（GUI）：アイコンやウィ
ンドウを使ったグラフィカルな環境で構成されるユーザー インター
フェースで、Windows や macOS などに搭載されています。操作に
はマウスなどのポインティング デバイスを使います。

• コマンドライン インターフェース（CLI）：ユーザーがキーボード
を使いコマンドを入力する、テキストベースのプロンプトです。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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VirtualBox の主な機能とメリットをいくつか挙げてみたいと思います。

移植性：仮想マシンのディスクイメージを相互にやり取りする目的で策
定された業界標準、オープン仮想化フォーマット（Open Virtualization 
Format、OVF）を使い、簡単に仮想マシンをインポート、エクスポート
できます。異なる仮想化ソフトウェアで作成された OVF でもインポート
でき、クラウドとの間で仮想マシンをエクスポート、インポートするこ
とも可能なため、アプリケーションの開発や本番環境へのデプロイを容
易に行うことができます。

Guest Additions：仮想マシンに特定のOSをセットアップ後、ドライ
バーやその他のヘルパーファイルをインストールするための OS に固有
のパッケージが Guest Additions です。Guest Additions をインストー
ルした仮想マシンでは、共有フォルダ、ディスプレイ解像度の自動調
整、シームレス ウィンドウ、3D グラフィックス アクセラレーションな
どがサポートされます。

スクリプト CLI：VirtualBox が搭載するパワフルなCLI（VBoxManage 
および vbox-img）により、グラフィカル ユーザー インターフェース
（GUI）で一般的に実行されるありとあらゆる操作を自動化できます。

ハードウェア サポート：VirtualBox は、各仮想マシンに最大 32 台の仮
想 CPU を搭載可能な仮想マシン マルチプロセッシングをサポートしま
す。仮想 USB コントローラーが実装され、任意の USB デバイスを仮想
マシンに接続できます。また、膨大な数の仮想デバイスを仮想化する 
ACPI（Advanced Configuration and Power Interface）にも対応して
います。

マルチスクリーン解像度：VirtualBox の仮想マシンは、物理的な画面で
可能な解像度の何倍にも対応するため、ホストシステムに接続された画
面多数に分散させた表示が可能です。

多世代分岐型スナップショット：VirtualBox では、仮想マシンの状態を
任意のスナップショットで保存できます。過去にさかのぼって仮想マシ
ンを任意のスナップショットに戻し、そこから別の仮想マシン構成を開
始することができ、そこから別の VM 構成を開始できるため、効率の良
いスナップショット ツリー全体の作成が可能です。スナップショット
は、仮想マシンの実行中でも作成・削除できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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リモート マシン ディスプレイ：VirtualBox の VRDE（VirtualBox 
Remote Desktop Extension、リモート デスクトップ拡張機能）を使え
ば、インターネットに接続できる場所であれば、どこからでも仮想マシ
ンにリモートアクセスできます。この拡張機能は、もともとMicrosoft 
Windowsに搭載されていた RDP（Remote Desktop Protocol、リモー
ト デスクトップ プロトコル）に対応したものですが、クライアントの 
USB を完全サポートするための特別な追加機能も備えます。また、Vir-
tualBox VRDE は、Windows では Winlogon 認証、Linux では PAM
（Pluggable Authentication Module）認証をサポートし、RDP を介
した USB ポートへのリモートアクセスも可能です。

Oracle Cloud Infrastructure へのエクスポート：仮想マシンを Oracle 
Cloud Infrastructure にエクスポートできます。1 回のアップロードで
仮想マシンを複数作成できます。

Oracle Cloud Infrastructure からのインポート：VirtualBox の 
Import Appliance（アプライアンスのインポート）機能を使い、Oracle 
Cloud Infrastructure から仮想マシンをインポートできます。

入れ子型仮想化：仮想マシンの中にハイパーバイザーをインストールで
きます。つまり、VirtualBox のインスタンスをゲスト OS にインストー
ルして、そのゲスト OS を他の入れ子になったゲストにホストできると
いうことです。

グラフィックス：仮想マシンに 3D グラフィックスを表示できます。仮
想マシン内にゲストを追加することで、3D パフォーマンスの向上を図る
ことができます。

双方向型ドラッグ＆ドロップに対応：ファイルやディレクトリを開い
て、ホストと仮想マシンの間でコピーできます。

ディスクイメージの暗号化：ハードディスク イメージに保存されている
データを、仮想マシンに対して透過的に暗号化できます。VirtualBox で
は AES 暗号アルゴリズムを使い、128 ビットまたは 256 ビットのデー
タ暗号化キーをサポートしています。

ストレージ I/O サブシステム：NVMe、SAS、SATA、SCSI、IDE をは
じめとする仮想ストレージ コントローラーを幅広くサポートします。

仮想 Web カメラ：カメラ付きのホストでは、VirtualBox により仮想 
Web カメラが公開されるため、ゲスト OS 上で動作するアプリケーショ
ンがホストの Web カメラ用ハードウェアを利用できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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仮想マシンのクローン：仮想マシンのクローンを作成できます。また、
ハードウェア UUID、MAC アドレスポリシー、ディスクイメージ名は、
ユーザーの選択次第で保持、非保持のいずれも可能です。

柔軟性の高いネットワーク オプション：使いやすい NAT ネットワーク
から、完全機能装備のブリッジド ネットワーク、特殊な内部ネットワー
クやホストオンリー ネットワークに至るまで、豊富なネットワークモデ
ルを提供します。

仮想メディアマネージャー：独自のネイティブフォーマット（.vdi）か
ら、Microsoft（.vhd）、VMware（.vmdk）、Parallels（.vdd）など
のフォーマットまで、各種仮想ディスク フォーマットに幅広く対応しま
す。また、フォーマット間の変換も可能です。

ビデオキャプチャ：仮想マシンの画面の動きを動画で撮影できる録画機
能が組み込まれています。レコーダーは起動・停止が簡単で、仮想画面 1 
つでも複数でも標準の webm 形式で記録できます。

VirtualBox を始めましょう
VirtualBox は、x86 のノート PC やデスクトップ PC へ簡単にインス
トールできます。初めて VirtualBox を利用される方に最適なインス
トール ドキュメントをご用意しております。

仮想マシンの管理には、さまざまなインターフェースをご選択いただけ
ます。GUI をお好みの方には、VirtualBox Manager が洗練され使いや
すさを追求したグラフィカルな環境をお届けします。VirtualBox Man-
ager もご利用いただけますが、コマンドライン インターフェースがお好
きな方には VirtualBox 提供の VBox-Manage コマンドがお勧めです。
スクリプト記述による仮想マシンのライフサイクル フローの自動化や
オーケストレーションに非常にパワフルなコマンドをお使いいただけま
す。いずれも詳細は、オンラインのVirtualBox ユーザーマニュアルをご
覧ください。

VirtualBox が起動し稼働すれば、最初の仮想マシンを作成できます。
ユーザーマニュアルには、VirtualBox Manager のグラフィカル イン
ターフェースで初めて仮想マシンを作成する際にお役立ていだだけるガ
イドが記載されています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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最初の仮想マシン作成後は、それを実行して、コンソールへのアクセス
方法や仮想マシンとの対話方法といったオプションをご検討ください。
仮想マシンには、CPU、メモリ、ディスプレイ、ネットワーク、スト
レージなど、特定の設定を定義する必要があります。これらの設定につ
いては、VirtualBox ユーザーマニュアルをご覧ください。

重要性の高い VirtualBox の拡張パックは、本書の第 2 章と 3 章に記載
のセキュリティ機能やパッケージング機能を実現するためのものです。
また、この拡張パックは、USB 2.0 および USB 3.0 の各種デバイスに対
応、VirtualBox の RDP（Remote Desktop Protocol）、ディスク暗号
化、ホスト Web カメラのパススルー、NVMe（Non-Volatile Memory 
Express）および Intel カードの PXE（Preboot Execution Environ-
ment、ブート前実行環境）ブートに対応するとともに、Oracle Cloud 
Infrastructure からのエクスポート・インポート機能を実現します。拡
張パックの詳細については、VirtualBox ユーザーマニュアルをご覧くだ
さい。

基本を超えて
続く 2 つの章では、VirtualBox の基本を踏まえた上で、複雑な実世界の
問題に管理者がどう対処していけば良いのかをお伝えします。Virtual-
Box の暗号化機能の使い方や、仮想マシンのインストールを自動化する
方法などを取り上げます。また、OVF（Open Virtualization Format、
オープン仮想化フォーマット）と Oracle Cloud Infrastructure 両方の

HASHICORP 社の VAGRANT
HashiCorp 社の Vagrant は、VirtualBox 上にある仮想マシンの構築と
管理を単一のワークフローで実現するツールです。使いやすいワーク
フローと自動化を重視した Vagrant は、開発環境のセットアップにか
かる時間の短縮、本番環境の同等性向上に貢献し、「自分のマシンで
動作する」という言い訳を過去に葬り去ります。本書第 2 では、ほと
んどを割いて Vagrant の特長を取り上げていますので、先にお読みに
なって Vagrant をインストールされておくのをお勧めします。Vagrant 
は、https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-win-
dows にて入手いただけます。

VirtualBox 同様、HashiCorp 社の Vagrant は macOS、Linux、
Windows などで動作します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-windows
https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-windows
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パッケージング機能を活用し、仮想マシンをローカルや Oracle Cloud 
Infrastructure にインポート・エクスポートする方法についても説明し
ます。

第 2 章では、Vagrant で暗号化と自動化を使うためのオプションについ
て、例を挙げて詳しく説明しています。これらの機能を有効化する手順
と、ご自身の仮想マシンで機能をお使いいただけるサンプルコードが記
載されています。

本書第 3 章では、OVF 形式が VirtualBox ではどのように機能するの
か、そして Oracle Cloud との間でパブリッシュを行う方法を詳しく取
り上げます。第 2 章と同様に、コード例が記載されていますので、ご自
身の仮想マシンで実際にお試しいただけます。

VirtualBox Enterprise
業務の効率化には、商用ライセンスとテクニカルサポートに加え、以
下がセットになった VirtualBox Enterprise のご購入をぜひご検討くだ
さい。

• Base Package と Extension Pack には、24時間年中無休の Oracle 社
サポートが付属します

• 仮想マシンへの複数リモートデスクトップ接続（VRDP）が可能です

• VirtualBox Extension Pack のダウンロードとインストールのコンプ
ライアンスを一元的かつ容易に追跡可能です

• VirtualBox インスタンスすべてが最新リリースで、最新セキュリ
ティパッチの適用が担保されます

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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第 2 章

本章の内容

 » ビルトイン型の仮想マシン暗号化機能の活用

 » Vagrant を使った仮想マシン作成の自動化

暗号化を装備した自動化

誰にでも、プライベートかつセキュアに保存しておきたいデータ
があります。機密データの漏洩は、経済的、個人的、そして契
約上の問題に発展する恐れがあります。暗号化とは、データを

権限のない人には読み取りできない形式に変換することです。

本章では、VirtualBox で仮想マシンがどのように暗号化されるのか、ま
た、仮想マシンの作成を自動化する方法、そしてその自動化に暗号化を
組み入れる方法を取り上げます。

VirtualBox のビルトイン型暗号化機能の 
活用

OS の中に OS がある場合の暗号化は少々やっかいですが、幸い、Virtu-
alBox には、仮想マシン専用に設計されたビルトインの暗号化機能があ
ります。

暗号化を仮想マシンレベルで行えば、暗号化をネイティブにサポートし
ていない仮想マシンの OS ではなく、VirtualBox を活用できます。Vir-
tualBox では、AES（Advanced Encryption Standard、高度暗号化標
準）アルゴリズムを XTS ブロック暗号モードで使用、128 ビットまたは 
256 ビットのデータ暗号化キー（DEK）をサポートしています。現在の
考え方では、キーが大きいほど暗号化の安全性が高いとされています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DEK は、暗号化された状態で保存され、仮想マシンの起動時にパスワー
ドを入力して復号化します。

暗号化の設定は、GUI と CLI（VBoxManage コマンドを使用）のいずれ
でも可能です。

VirtualBox には、洗練され直感的に使える GUI と、パワフルな CLI の
両方が搭載されています。GUI インターフェースは使いやすさで勝り、
CLI は機能が豊富です。適例: 個別ディスクの暗号化。仮想マシンには複
数のディスクイメージが入っている場合がありますが、GUI で暗号化を
有効にすると、ディスクイメージすべてがパスワード 1 つで暗号化され
ます。暗号化が不要なディスクイメージがある場合や、異なるディスク
イメージに個別のパスワードを設定したい場合は、VBoxManage コマン
ドを使い、ディスクを個別に選択できます。以降のセクションでは、
GUI、CLI それぞれのインターフェースを使った暗号化の管理方法につ
いて説明します。

暗号化機能を使うには、VirtualBox Extension Pack（拡張パック）が
必要です。これは、ユーザー インターフェースと VBoxManage コマン
ドの両方で使用します。拡張パスは、VirtualBox のウェブサイトからダ
ウンロードいただけます。

GUI による暗号化管理
以下の手順で、VirtualBox Manager（VirtualBoxの GUI インター
フェース）を使い、暗号化を有効にして設定を行います。

1. VirtualBox のウェブサイトから、Oracle VM VirtualBox 
Extension Pack をダウンロードして、インストールします。

2. VM が停止している状態で、Oracle VM VirtualBox Manager 
ウィンドウで VM を右クリックし、[設定] を選択します。

3. [全般] セクションで、[ディスク暗号化] タブをクリックし、
[ディスク暗号化を有効にする] のチェックボックスをオンにし
ます。

4.  [ディスク暗号化解読] のドロップダウン リストから、暗号化
レベルを選択します。

いずれを選べばよいか不明な場合は、AES-XT256-PLAIN64 を選
択します。

5. [新規パスワードの入力] と [新規パスワードの確認] ボックス
に、ご希望のパスワードを入力します。

6. [OK] をクリックします。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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設定後に暗号化を解除する場合は、[設定] の同じセクションに戻り、
[ディスク暗号化を有効にする] のチェックボックスをオフにします。

コマンドラインからの暗号化管理
ここでは、CLI から仮想マシン（VM）の暗号化設定を管理する方法を紹
介します。この管理方法には、GUI 方式にはない高度なオプションや機
能があります。例えば、ディスクイメージごとに、暗号化を有効または
無効にすることが可能です。

この場合に使用するコマンドは、VBoxManage で、構文は以下のよう
になっています。

VBoxManage encryptmedium <uuid|filename>
                         [--newpassword <file|->]
                         [--oldpassword <file|->]
                         [--cipher <cipher id>]
                         [-- n e w p a s s w o r d i d 

<password id>]

オプションの意味はそれぞれ以下の通りです。

 » ディスク イメージ ファイル: ディスクの UUID またはディスク 
イメージ ファイルの絶対パスのいずれかを指定できます。次
のコマンドを実行すると、ディスクの UUID と、それがどの仮
想マシンに属しているかが一覧で表示されます。

VBoxManage list hdds

 » パスワード プロンプト: --newpassword のオプションは、OS 
内にあるファイルへのパス、または仮想マシンの起動時にパ
スワード入力を求める「–」を要求します。

パスワード入力を求める選択をした場合は、--newpasswor-
did <password id> コマンドを使いディスクに名前を付ける
必要があります。ディスクが複数あり、それぞれのディスク
を別々のパスワードで暗号化したいような場合に役立つオプ
ションです。複数のディスクに対し同じパスワードを選択す
れば、仮想マシンの起動時に入力が必要なパスワードは 1 つ
で済みます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 » 解読を指定: --cipher <cipher id> のオプションには、
AES-XTS128-PLAIN64、AES-XTS256-PLAIN64 のいずれかを指
定できます。
以下は、単一ディスク、パスワードの入力プロンプト、256 
ビット暗号、ディスク ID を disk1 とした場合の例です。

VBoxManage encryptmedium d401ef19-1aa9-4edc- 
8d78-c4660c3206a0 --newpassword - --cipher 
AES-XTS256-PLAIN64 --newpasswordid disk1

 » サスペンド時はメモリからパスワードを削除: 暗号化ディスクを搭
載した仮想マシンをヘッドレスモードで起動すると、仮想マシン
が起動しますが、暗号化されたディスクに最初にアクセスする
と、仮想マシンが一時停止します。暗号化されたディスクごと
に、VBoxManage で、vboxmanage controlvm “vmname” 
addencpassword “diskidentifier” - のようなコマンドの実行
が必要です。- switch は、ユーザーにパスワードの入力を求める
オプションです。また、パスワードファイルへのパスの指定に、
vboxmanage controlvm “vmname” addencpassword “diski-
dentifier” path_to_password_file を使うこともできます。
いずれのパスワードを選択する場合でも、--removeonsuspend 
<yes|no> オプションを使用できます。これは追加のセキュリ
ティ機能で、仮想マシンがサスペンド状態になった際に、パス
ワードを仮想マシンのメモリから削除するか保持するかを指定し
ます。仮想マシンがサスペンド状態になり、パスワードが削除さ
れると、仮想マシンの再開前にユーザーがパスワードを再入力す
る必要があります。この機能は、ユーザーがパスワードを仮想マ
シンのメモリに保存したくない場合や、ホストのサスペンドイベ
ントにより仮想マシンがサスペンドされる場合などに有効です。

 » 旧パスワードを入力: –-Oldpassword オプションは、例えば
暗号タイプを変更する場合など、すでにパスワードが存在す
る場合に使用します。存在するかが不明な場合は、
VBoxManage checkmediumpwd d401ef19-1aa9-4edc-
8d78-c4660c3206a0 - コマンドの実行などで、ディスク上 
のパスワードを確認できます。このコマンドには、ディスク 
UUID またはディスク イメージ ファイルへの絶対パスが必要
で、パスワードの入力が求められます。OS 内にあるパスワー
ドファイルへのパスを指定することもできます。

 » 暗号化を解除: コマンドラインから暗号化の解除が必要な場合
は、個々のディスクに対し VboxManage コマンドを適用でき
ます。ディスクごとにパスワードが必要（または全ディスク
に単一のパスワードが必要）で、仮想マシンをシャットダウ
ンする必要があります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



第 2 章  暗号化を装備した自動化      15

オープン仮想化フォーマット（OVF）で仮想マシンをエクスポートする
と、エクスポートの前に暗号化が解除され、パスワードの入力が求めら
れます。仮想マシンをエクスポートする方法については、第 3 章をご覧
ください。

Vagrant を使ったアプリケーションのデプロイ
VirtualBox では、仮想マシンの設定とプロビジョニングを自動化するこ
とで、アプリケーションのデプロイを高速化します。自動化によりヒュー
マンエラーが減り、仮想マシンのポータビリティが容易になります。この
自動化には、Vagrant と呼ばれるオープン ソース ツールを使う方法と、
VirtualBox 独自の Unattended Installer ユーティリティ（VirtualBox 
ユーザーマニュアルに記載されています）を使う方法の 2 つがあります。

Vagrant の基礎知識
Infrastructure as Code（コードとしてのインフラストラクチャ）と
は、機械的に読み取り可能な定義ファイルを使用してコンピュート リ
ソースの作成と管理を行うプロセスのことです。HashiCorp 社の 
Vagrant は、デフォルトの仮想マシンプロバイダに VirtualBox を使
い、仮想マシンのプロビジョニングと設定のプロセスを自動化するコー
ドとしてのインフラストラクチャです。Vagrant Provider は、仮想マシ
ンを実行するためのハイパーバイザーです。

Vagrant は複数の OS 環境で動作し、他の OS への移行も容易です。

例えば、仮想マシンの動作環境に Oracle Linux を選択した場合であれ
ば、ISO イメージのダウンロードは不要で、ほんの数ステップでインスタ
ンスの構成と稼働が可能です。

1. VirtualBox をインストールした上で、Vagrant をインストー
ルします。

2. プロジェクト用のローカル ディレクトリを作成します。

ここに Vagrant の情報が格納されますので、分かりやすい名前
をつけてください。

3. Vagrant で init コマンドを実行します。

Oracle Linux 8 で VM を動かすとします。先ほど作成したこのプロ
ジェクト用のディレクトリから、以下のコマンドを実行します。

vagrant init oraclelinux/8 https://oracle.
github.io/vagrant-projects/boxes/
oraclelinux/8.json

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

https://oracle.github.io/vagrant-projects/boxes/oraclelinux/8.json
https://oracle.github.io/vagrant-projects/boxes/oraclelinux/8.json
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Vagrantfile が作成され、Oracle Linux 8 の詳細を以降のプロジ
ェクトで再利用できます。

4. vagrant up コマンドを実行します。

これは、NAT ネットワークと自動生成された ssh キーを備えた 
Oracle Linux 8 仮想マシンを作成するよう VirtualBox に指示す
るコマンドです。

5. vagrant ssh コマンドを実行します。

これで、Vagrant ユーザーとして Oracle Linux 8 仮想マシンを
使用できます。sudo su - を実行すると、root ユーザーに昇
格させてその権限を持たせることができます。

このシンプルで反復可能なプロセスでは、Oracle Linux Vagrant Box と
呼ばれる Oracle Linux のベースイメージを使用します。イメージは、
Oracle Linux のバージョン 6、7、8 で提供され、出発点として機能する
よう設計されています。

Oracle Linux Vagrant Box は、http://yum.oracle.com/boxes/ 
より入手いただけます。

Oracle Linux や Oracle Database などの Oracle ソフトウェアを活用し
たプロジェクト例は、https://github.com/oracle/vagrant-
projects をご覧ください。

Vagrant のボックス
Vagrant では、各種ボックスをパッケージ形式に使用します。これらの
ボックスは、参照先となる基本構成があれば、ISO イメージから作成が可
能です。このボックスという手法では、Vagrant サポート対象のあらゆる 
OS のユーザーが誰でも同一の仮想マシンを立ち上げることができます。

Vagrantfile を使った Vagrant の設定
Vagrantfile は、プロジェクトごとに異なる Vagrant の設定を可能にす
る設定ファイルです。仮想マシンの構成は、このファイルを変更してコ
ントロールでき、例えば、ネットワーク インターフェースの追加、メモ
リサイズ、CPU 数、RAM 容量の設定、グラフィック コントローラの選
択などが可能です。

編集を始める前に、Vagrantfile とその構文をより詳しく見ておきたい
と思います。一例を以下に示します。

config.vm.define "my-vm" do |s|
    s.vm.provider "virtualbox" do |vb|

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

http://yum.oracle.com/boxes/ 
https://github.com/oracle/vagrant-projects
https://github.com/oracle/vagrant-projects
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      vb.memory = 5120
      vb.name = "my-vm"
      vb.cpus = 2
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--nested-hw- 

virt", "on"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--nictype1", 

"virtio"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--nictype2", 

"virtio"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, 

"--nicpromisc2", "allow-all"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "9"]
      vb.customize ["modifyvm", :id, 

"--graphicscontroller", "vmsvga"]
    end

VM コンテナから上に移動すると、VM の動作環境内でアクセスやネット
ワークの情報を設定できます。例えば、ホストからの ssh を有効にする、
Oracle Linux 7 のイメージを選択する、ホスト専用のプライベートネット
ワークを設定するといったことが可能です。一例を以下に示します。

s.ssh.forward_agent = true
    s.vm.box = "oraclelinux/7"
    s.vm.box_url = "https://oracle.github.io/

vagrant-projects/boxes/oraclelinux/7.json"
    s.vm.hostname = "olvm-mgr"
    s.vm.network "private_network", ip: 

"192.168.56.101", netmask: "255.255.255.0"

Vagrant のプラグイン
Vagrant には、利便性の高いプラグインが用意されています。例えば、
reload プラグインを使うと、仮想マシンの再起動を設定フローに追加で
きます。アップデートやパッケージのインストールで再起動が必要な場
合などに便利です。再起動後も Vagrantfile のステップは継続して実行
されるため、単一の設定フローを実現できます。

Vagrant では、VirtualBox の共有フォルダ機能を活用して、他のフォ
ルダやファイルに VirtualBox Guest Additions を使いアクセスしま
す。これにより、ファイルを所定の位置にコピーしたり、必要な設定
ファイルやアンサーファイルを使い複雑なスクリプトを実行したりする
ことが可能になります。例えば、shell ステートメントでスクリプトを実

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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行する、file ステートメントでファイルを移動する、reload プラグイン
で再起動をスケジュールするといったことができます。一例を以下に示
します。

s.vm.provision :shell, path: "scripts/update-vm.sh"
    s.vm.provision "shell", inline: "echo 

'Reloading your VM to activate the latest 
kernel'"

    s.vm.provision :reload
    s.vm.provision "file", source: "scripts/

answers.conf", destination: "/tmp/answers.conf"
    s.vm.provision "shell", path: "scripts/engine- 

configure.sh"
    s.vm.provision "shell", path: "scripts/web- 

app-build.sh"
    s.vm.provision "shell", inline: "echo 

'INSTALLER: Installation of my-vm complete!'"

Vagrant には、他にも便利なプラグインがあります。

 » Proxyconf は、ターミナルやシェルで設定したプロキシの設定
を、仮想マシンのオペレーティング環境内で実行するプラグ
インです。

 » Vbguest は、仮想マシンの動作環境に VirtualBox のゲスト追
加パッケージをインストール、アップデートするプラグイン
です。

 » Trigger は、ホスト上または仮想マシンの動作環境内で各種の
動作を発生させます。

現時点では、Vagrant のステップとしてディスク暗号化を行う明示的な
手法はありませんが、いくつかの代替策があります。スクリプトをトリ
ガーしてホスト上で実行し、ディスク情報を取得するには、trigger プラ
グインを使用できます。vagrant up コマンドに従い仮想マシンを
シャットダウンした上で、スクリプトまたは手動でディスク情報を取得
した後に、ディスクを暗号化できます。Tr igger  プラグインで 
Vagrantfile を拡張すれば、ディスク ID とパスワードファイルは、ファ
イルから追加できます。それ以降の vagrant up では、暗号化済みディ
スクのパスワード入力をユーザーに要求します。また、スクリプト内で 
VirtualBox の Unattended Installer を使うというオプションもありま
す。これについては、VirtualBox ユーザーマニュアル に例が記載され
ています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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第 3 章

本章の内容

 » オープン仮想化フォーマット（OVF）を活用
したエクスポートとインポート

 » Oracle Cloud Infrastructure - エクスポート
とインポート

パッケージ化とクラウド
への移行

本章では、仮想マシンのパッケージ化方法、パッケージをほかの
ユーザーと共有する方法、Oracle Cloud Infrastructure
（OCI）へ VM をエクスポートする方法および OCI から VM を

インポートする方法について説明します。OCI は、高可用性のホスト環
境で幅広いアプリケーションやサービスの構築と実行を実現する、一連
の補完的クラウドサービスです。オンプレミスのネットワークからセ
キュアにアクセスできる柔軟性の高いオーバーレイ仮想ネットワーク
で、（物理的なハードウェア インスタンスとして）高性能のコンピュー
ト機能とストレージ容量が用意されています。

仮想マシンのエクスポートは、他のユーザーと共有できるアプライアン
スを作成する上で便利な機能で、固有のセキュリティ設定やプリインス
トールされたアプリケーションなどを含めることができます。ローカル
マシンで開発したアプリケーションをパッケージ化、OCI にエクスポー
トする機能は、クラウド移行プロジェクトにも有用で、テスト環境から
本番環境へのアプリケーションを容易に移行できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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オープン仮想化フォーマットを使った仮想マ
シンのパッケージ化

オープン仮想化フォーマット（OVF）は、オンプレミスの仮想環境やプ
ライベートクラウド向けにソフトウェアをパッケージ化するための業界
標準です。フォーマット仕様には、ディスクイメージ、マニフェスト、
証明書など、パッケージやアプライアンスをどのように組み合わせるか
の情報が記述されています。適用対象環境であれば、仮想マシンのエク
スポートとインポートに関する共通的な手法を OVF で実現できます。

OVF パッケージを、拡張子が .ova の単一ファイルにアーカイブしたも
のが Open Virtual Appliance（OVA）です。以下は、OVA（ファイル
形式が *.ova）内に含めることができるファイルの一覧です。

 » 記述子ファイル（*.ovf）は、仮想マシンの仮想ハードウェア
要素を記述したもので、OS の種類、仮想ディスクの説明や
フォーマット、サービスそのもの、仮想マシンの停止・起動
方法などが含まれます。

 » マニフェストファイル（*.mf）には、パッケージ内のファイ
ルがすべて SHA-1 署名付きでリストアップされ、各ファイル
が破損していないかをチェックすることができます。

 » 証明書ファイル（*.cert）には、公開鍵と、その所有者の同定
情報が含まれます。

OVF は、仮想ディスクファイルの種類に左右されることがありません。
ディスクタイプは、仮想マシンをエクスポートしたテクノロジーによりま
す。例えば、VirtualBox ではデフォルトで VDI ディスク形式（*.vdi）が使
われますが、VMDK（*.vmdk）や VHD（*.vhd）形式も処理できます。

VirtualBox を使い、仮想マシンの作成、構成のカスタマイズ、OVF 形
式へのエクスポートが可能です。このパッケージやアプライアンスをエ
ンタープライズ プラットフォームにインポートすることで、テストから
本番までのワークフローを実現できます。逆に、本番用の仮想マシンを 

ORACLE CLOUD の無料試用
無償版 Oracle Cloud では、アプリケーションの構築、テスト、デプロイ
を無料でお試ししただけます。また、Container Engine for Kubernetes、
Analytics Cloud、Data Integration など、さらに多くのサービスを 30 日
間お使いいただける 300 ドル分のクレジットが付属しています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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VirtualBox にインポートして編集し、再びテストや本番用にエクスポー
トすることもできます。これにより、高価な開発環境や、在宅ワーカー
用の永続的な仮想プライベートネットワーク開発セッションの必要性が
なくなります。

OVF アプライアンスへのエクスポート
ローカルのノートパソコンやデスクトップに VirtualBox を使い仮想マ
シンを作成し、OS を設定、アプリケーションをインストールして設定し
たとします。この仮想マシンは、エクスポートしてから他の VirtualBox 
ユーザーがインポートして使用できます。

VM のエクスポート前に、VirtualBox のゲスト追加機能をインストール
して、高度な機能を有効化します。VirtualBox のゲスト追加機能の詳細
については、こちらのドキュメントをご覧ください。

仮想マシンは、GUI またはコマンドラインからエクスポートできます。

GUI でエクスポートする仮想マシンを選択した後のオプションには、[ガ
イド] と [エキスパート] のモードがあります。[ガイド] モードでは、デ
フォルトのフローでアプライアンスが作成されますが、[エキスパート] 
モードでは、[仮想システム設定] と呼ばれる、[製品]、[ベンダー]、[説
明]、[ライセンス] の追加情報をアプライアンスに関連付けできます。
[ライセンス] セクションは、単純にユーザーが同意する内容が記載され
た文章です。「はい、このアプライアンスの使用に同意します」のよう
に、承諾を宣言するのに便利です。

最終段階にある [アプライアンスの設定] では、いくつかのデフォルト値
が表示されます。

 » デフォルトのフォーマットは 1.0 の OVF ですが、バージョン 
0.9 または 2.0 も選択できます。

 » ファイルは、アプライアンスがエクスポートされる場所の名
前と場所で、変更が可能です。

 » MAC アドレスポリシーは、デフォルトでは NAT ネットワーク 
アダプタの MAC アドレスのみを含むように設定されていま
す。この設定は変更可能で、MAC アドレスをすべて削除する
ことも、すべて含めることもできます。ローカルスクリプト
やネットワーク機能が MAC アドレスに依存している場合を除
き、デフォルト設定のままで構いません。

 » マニフェスト ファイルを書き込むオプションがデフォルトで
設定されています。VirtualBox 固有の情報をアプライアンス
の一部として書き込むことで、その後のインポート時にエ
ラーチェックを可能にするのがこのオプションです。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 » デフォルトでは、ISO イメージファイルを含める設定ではあり
ませんが、必要に応じ有効化できます。ISO イメージが関連付
けされると、アプライアンスの全体的なサイズが大きくな
り、アップロードやダウンロードに時間がかかりますのでご
注意ください。

エクスポートの選択が完了すると、VirtualBox でアプライアンスが作成
され、所用時間や進捗状況などの情報が表示されます。

OVF はスナップショットに非対応のため、仮想マシンにスナップショッ
トがある場合、エクスポートされたアプライアンスが参照するのは現在
の状態になります。

OVF アプライアンスのインポート
OVF アプライアンスのインポートとカスタマイズには、GUI または 
VBoxManage import コマンドを使用します。

エクスポートのフローと同様に、[エキスパート] モードと [ガイド] モー
ドのオプションいずれかを選択できます。[ガイド] モードでは、アプラ
イアンスの場所を指定する必要があります。指定すると、CPU やアダプ
タの詳細など、アプライアンス設定が表示され、編集が可能になります。
[エキスパート] モードでは、詳細すべてが 1 ページに表示されます。

いずれのモードでも、アプライアンスから作成された仮想マシンを配置す
る場所と MAC アドレスのポリシーを尋ねられます。また、ディスク
フォーマットを優先的に VirtualBox VDI へ変更するよう提案されます。

最後に、アプライアンスが証明書の署名を受けている場合はその詳細が
表示されます。アプライアンスに [ライセンス] フィールドが設定されて
いる場合は、インポートの開始前に同意するか否かを尋ねられます。イ
ンポート開始時には、所要時間や進捗状況などの情報が表示されます。
インポート プロセスが完了すると、仮想マシンが停止状態で表示されま
すが、その時点からさらに編集を加えた後でスタートできます。

Oracle Cloud Infrastructure へのエクス
ポート

VirtualBox のバージョン 6.1 以降は、OCI と統合済みです。この統合に
より、ノートパソコンやデスクトップでローカルに作成した Linux や 
Windows の仮想マシンを VirtualBox から OCI にエクスポート可能で
す。これには、OCI に適切にアクセスできるアカウントと、VirtualBox 

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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のバージョン 6.1 以降が必要です。VirtualBox と OCI の統合に関する
詳細については、こちらのドキュメントをご覧ください。

VirtualBox 要件
VirtualBox が OCI と対話し、仮想マシンをアップロードするには、ID 
情報が必要です。

まず、OCI のプレゼンスから情報をいくつか収集する必要があります。
ユーザー、テナント、リージョン、コンパートメントなど、必要な Ora-
cle Cloud Identifier（OCID）の詳細は、OCI のコンソールで、お使い
のアカウントからご覧いただけます。key_file とフィンガープリント
は、ホストシステム上での生成が必要です。詳細については、OCI のド
キュメントをご参照ください。

個々の OCID は、各 OCI 論理エンティティに関連付けされています。テ
ナントなどの各エンティティに移動すると、OCID を表示するかコピー
するかのオプションが表示されます。入力ミスの防止には、コピー機能
をお使いください。

VirtualBox のユーザー インターフェースから、[ファイル] メニューを
開き、[クラウド プロファイル マネージャ] を選択します。[追加] をク
リックし、プロファイルを新規作成します。プロファイルが作成された
ら、それを選択し、[プロパティ] をクリックして、必要な情報を漏れな
く入力します。

仮想マシン要件
Windows または Linux の仮想マシンを正常にエクスポート・インポー
トするには、OCI のドキュメントに記載の推奨事項をお守りください。
一般的要件は以下のとおりです。

 » 仮想マシンの OS がサポート対象かの確認。

 » 静的ネットワークではなく、DHCP を使用。

 » 物理デバイスではなくエミュレートされたデバイスを使用。

 » ネットワーク構成内にハードウェア アドレス（MAC）への参
照が含まれない。

 » 使用ディスクは 1 台に限る（サポート対象は 1 台限定）。

 » 使用するディスクイメージのサイズは 400 GB 以下。

 » 暗号化されたディスクイメージを使用しない。

 » 仮想マシンへのコンソール接続またはリモート デスクトップ 
プロトコル（RDP）アクセスを設定する。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 » 仮想マシンの OS で利用可能な仮想 I/O ドライバをインストー
ルする。

 » ディスクフォーマットには、VMDK または QCOW2 を使用。

VBoxManage clonehd コマンドを使い、ディスクイメージをある形式
から別の形式に変換します。例えば、エクスポートする仮想マシンの
フォーマットが *.vdi の場合は、まずオリジナルのディスクイメージの
クローンを作成した上で、それを次のようなコマンドで仮想マシンに関
連付けできます。

VBoxManage clonehd source.vdi target.vmdk –format 
VMDK

エクスポートの実行
エクスポート操作を処理するには、仮想マシンを正常に停止した上で、
GUI からエクスポート機能を選択するか、コマンドラインで VBoxMan-
age export コマンドを使います。

いずれの場合でも、クラウド プロファイルと、名称、バケット、起動詳
細などのオプションを選択する必要があります。また、仮想マシンは作
成せずに、カスタムイメージとして設定しておき、後で作成可能にして
おくという方法もあります。エクスポートの所用時間は、インターネッ
トの帯域幅により異なります。

Oracle Cloud Infrastructure からのイン
ポート

インポートには、VirtualBox の GUI または VBoxManage import コマ
ンドを使用できます。いずれの場合でも、クラウド プロファイルが必要
です。ユーザー インターフェースには、クラウド プロファイルに関連付
けされた OCI インスタンスがすべて表示されます。

インポートするインスタンスを選択後に、タイプ、バージョン、CPU、
メモリなど、いくつかの設定項目を変更できます。それに続きインポー
ト プロセスが実行されます。インポートの所用時間は、インターネット
の帯域幅により異なります。進捗状況と完了までの推定時間が表示され
ます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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第 4 章
VirtualBox を選ぶ  
10 の理由

V irtualBox が数百万ものユーザーを獲得している理由は何でしょ
うか？VirtualBox が世界で最も人気の高いオープンソース型、
クロスプラットフォームに対応の仮想化ソフトウェアである理由

はたくさんあります。ここでは、その中でも特に説得力のある 10 個の理
由を紹介します。

 » クラウド用開発プラットフォームとしての高い評判。
VirtualBox を使えば、ユーザーはほとんどあらゆる所から仮
想マシンを作成・デプロイでき、クラウドへのアップロー
ド、クラウドからのダウンロード、オフラインでのレビュー
や変更も可能です。ソフトウェア開発者であれば、複数の OS 
や環境でのアプリケーション開発・デバッグを 1 台の物理デ
バイスで行うことができます。開発者がビジネスに影響を及
ぼすことなく、個人のデスクトップ/ノート PC に本番環境の
クローンを作成することも可能です。

 » 幅広いプラットフォーム対応。VirtualBox は、Windows、
macOS、Linux、Oracle Solaris いずれかの OS を搭載した既存
の Intel または AMD ベースの x86 コンピュータすべてにインス
トール可能です。Oracle VM VirtualBox では、任意の x86 OS を
ゲスト OS として実行できますが、最も一般的な OS は、公式サ
ポート対象で予め最適化されています。

本章の内容

 » VirtualBox を選ぶべき注目の理由

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 » 品質保証やテストを簡素化。1 台の物理デバイスで複数の OS 
プラットフォームやバージョンのソフトウェアをテストでき
るため、ソフトウェア品質保証担当部署では、環境の簡素
化、リソースの削減を図ることができます。

 » パワフルなハードウェア仮想化を実現。NVMe、SAS、SATA、
SCSI、IDE をはじめとする仮想ストレージ コントローラーを
幅広く提供します。VirtualBox は、非同期 I/O の仮想ディスク 
サブシステムの採用により、高いデータ整合性を維持しなが
ら優れたパフォーマンスを実現します。また、使い勝手の良
い NAT ネットワーク、完全機能装備のブリッジド ネットワー
ク、特殊内部ネットワークやホストオンリー ネットワークに
至るまで、豊富なネットワークモデルを提供します。

 » 仮想マシンをセキュアに暗号化。VirtualBox には、128 ビット
または 256 ビットの AES アルゴリズム、XTS ブロック暗号
モードのデータ暗号化キー（DEK）を使いデータを保護する暗
号化機能がビルトインされています。

 » 仮想マシンを介したセキュアなリモートアクセスの実現に活
用可能。VPN 接続では不十分と考えられる場合に、IT 管理担
当者が VirtualBox でデスクトップベースのイメージをリモー
トワーカーに配布できます。この機能は、構築済みのアプラ
イアンスにより定義される制限事項を実装するという手法
で、企業のセキュリティ向上に貢献します。

 » 採用が容易。使いやすさに優れる  GUI とパワフルな  CLI 
で、開発者が同じシステム上にある複数の OS を簡単に操作
できます。また、コマンドライン インターフェースでは、
VBoxManage コマンドを使い、Linux シェルや Windows 
PowerShell で操作を自動化することができます。

 » OVF/OVA 標準仕様を活用した仮想マシンのインポート、エク
スポートが可能。VirtualBox では、標準のオープン仮想化
フォーマットを使った仮想マシンのエクスポートやインポー
トが可能です。また、仮想マシンのアプライアンスを作成・
配布できるため、サポート対象の OS の任意のバージョンで動
作する仮想マシン内にアプリケーションを配布することがで
きます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 » Vagrant や VirtualBox の Unattended Installation 機能を
使ったセキュアな仮想マシンのビルド自動化が可能。Vagrant 
ボックスと  V i r t u a l B o x  を併用する、スクリプト内で 
VirtualBox の Unattended Installer 活用するといった方法で、
開発用の VM に設定済みアプリケーション ソフトウェアを素
早くプロビジョニング、本番環境へのリリースを自動化でき
ます。

 » ポータブルマシン 1 台で、多階層のデモシステムを構築可
能。VirtualBox では、複雑な本番環境をエミュレートし、分
離・隔離されたネットワークを備える多層型ソリューション
を構築できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2022 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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