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ORACLE VIRTUAL ASSEMBLY BUILDER 
 

Oracle Virtual Assembly Builder 

Oracle Virtual Assembly Builder（Oracle VAB）を使用することで、

管理者は多層アプリケーション・トポロジ全体を仮想環境やク

ラウド環境へ迅速に構成しプロビジョニングできます。Oracle 

Virtual Assembly Builderは、既存のソフトウェア・コンポーネン

トの構成を取得し、それらをアプライアンスと呼ばれる自己完

結型の構成要素としてパッケージ化するためのフレームワーク

を提供します。これらのアプライアンスは簡単に接続でき、ア

センブリと呼ばれるアプリケーション・ブループリントを形成

できます。この革新的な方法により、手動操作なしで、または

最低限の手動操作で、複雑なエンタープライズ・アプリケーシ

ョン全体を簡単にカスタマイズしてプロビジョニングし、仮想

環境やクラウド環境へ対応させることができます。 

状況 

多層エンタープライズ・アプリケーションは、統合や柔軟性の利点を実現す

るために、仮想サーバー環境に配置されることが多くなってきています。た

だし、管理者は依然として、物理環境向けに従来から規定されている、時間

のかかる同じプラクティスを使用して、すべてのソフトウェア（オペレーテ

ィング・システム、データベース、ミドルウェア、アプリケーションなど）

のインストール、構成および配置を仮想マシンで行っています。エンタープ

ライズ・アプリケーションの仮想化された配置には新しい方法が必要です。

ソフトウェア・コンポーネントは、ソフトウェア・アプライアンスの形で事

前構成する必要があります。これらのアプライアンスは、特定の配置に固有

の要件に合わせて簡単にカスタマイズできるものでなくてはなりません。構

成要素と同様に、これらのアプライアンスを互いに組み合わせて接続し、複

雑な多層エンタープライズ・アプリケーション・トポロジのブループリント

を作成できます。これらのアプリケーション・ブループリントは、いったん

作成すると、サーバーの仮想化プール上で稼働し相互に関連する仮想マシン

の集合体に迅速にインスタンス化し、仮想マシンのすべてのインスタンスを

構成し接続して、互いに自動的に通信させる必要があります。Oracle Virtual 

Assembly Builder は、この変換を可能にし、仮想データセンターのニーズを満

たすために必要なすべての機能を独自の方法で組み合わせます。 

柔軟性を損なうことのない運用効率の向上 

多層アプリケーションの開発、テストおよび本番使用環境の完全なプロビジ

ョニングは、管理者にとって複雑で時間がかかる可能性があります。さらに、

仮想化リソースへのアプリケーションの配置には、すべての仮想マシンで、

オペレーティング・システムとすべてのソフトウェアを複数回構成するとい

うタスクが追加されます。 

おもな機能と利点 

機能 

 アプリケーション・トポロジ全体を取

得し、ソフトウェア・アプライアンス

の集合体へパッケージ化する軽量GUI 

Studio 環境 

 複数のターゲット・プラットフォーム

へ配置し、アセンブリ・ライフ・サイ

クルを管理するサーバー側のマルチ

ユーザーDeployer 

 単機能の VMアプライアンスの取得お

よび作成 

 カスタマイズされた軽量 Linux ディス

トリビューションのパッケージ化 

 ビジュアル・インタフェースをドラッ

グ・アンド・ドロップして複雑なトポ

ロジを作成 

 仮想マシン起動時に遅延バインディ

ング・パラメータを自動構成 

 単一コマンドにより配置済みアプリ

ケーションを水平方向に拡張 

 コマンドライン・インタフェースによ

り、Studio で有効化されているすべて

のアクションのスクリプティングが

可能 

 コマンドラインおよび Web Services 

API により、Deployer のすべての操作

を実施 

利点 

 完全な多層アプリケーション・トポロ

ジ向けの物理から仮想へのインテリ

ジェントな変換 

 標準化された構成要素により、構成エ

ラーが減少 

 アプリケーション環境全体の迅速な

配置 

 独自の配置向けにアセンブリを迅速

にカスタマイズする柔軟性 

 すべてのソフトウェア・コンポーネン

トの自動スタートアップおよび自動

構成により、手動操作が減少 

 仮想環境との相互作用の複雑性を表

面化させない 

 コマンドライン・スクリプティング・

インタフェースおよび Web Services 

API 経由で、より広範な管理ライフ・

サイクルへ簡単に組込み可能 
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Oracle Virtual Assembly Builder Studio は、アプリケーション管理者が多層アプリ

ケーションのトポロジ全体を迅速に作成および構成して、仮想化リソースにプ

ロビジョニングするために使用することを目的とするグラフィカル・ツールで

す。これには、次のいずれかの方法を使用します。（a）既存のリファレンス・

アプリケーション環境の構成を取得し、そのすべてのコンポーネントをカスタ

マイズされたソフトウェア・アプライアンスの集合へパッケージ化、または（b）

事前作成された、1 つのアプリケーション・トポロジで異なるコンポーネント

を表す汎用ソフトウェア・アプライアンスを起動。 

 

取得プロセスに従って、管理者は Studio ツールを使用し、多層アプリケーシ

ョン向けの完全な正規化トポロジを表すアプリケーション・ブループリント、

つまりアセンブリを作成します。管理者は、このアセンブリを完全なアプリ

ケーション環境の複数の独自配置向けにカスタマイズし、使用可能な仮想化

リソースに対応させることができるようになります。 

既存のソフトウェア・コンポーネントの構成を取得し、それらを自己完結型

のソフトウェア・アプライアンスにパッケージ化するプロセスを自動化する

ことによって、すべてのソフトウェアを複数の仮想マシンへインストールし

て構成する手作業が減少します。さらに、追加のメタデータをソフトウェア・

アプライアンスへ組み込むことにより、仮想マシンの起動時に、それらのコ

ンポーネントの遅延バインディング・パラメータを起動して構成するインテ

リジェント機能を提供します。これにより、アプライアンスは、互いに接続

し合ってアセンブリを形成できる標準化された構成要素のように取り扱われ

ます。そのため、複数のコンポーネントを互いに稼働させるための時間が削

減され、エラーが排除されます。アプライアンスは構成可能なプロパティを

少数公開するため、アセンブリは独自にカスタマイズできます。そのため、

管理者はアセンブリに含まれる同じ基本ブループリントを使用して、複数の

アプリケーション・インスタンスを柔軟に配置できます。 

この取得プロセスおよび構成プロセスは、強力なスクリプト・インタフェー

スを使用しても実行できるため、管理者はアセンブリのライフ・サイクルを

自動化し、それらを追加のデータセンター・コンポーネントを含む、より広

範なプロセス・フローに組み込むことができます。 
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Oracle Virtual Assembly Builder Deployer は、複数のユーザーによる同時アクセ

スを処理し、Studio で作成されるアセンブリに対するすべての配置およびラ

イフ・サイクル操作を実行するために設計された堅牢なサーバー側アプリケ

ーションを提供することによって Studio を補完します。 

ロールベースのアクセス制

御を通じて、ユーザーは

Deployer リポジトリ内のア

センブリ・アーカイブにアク

セスし、共有できます。ユー

ザーがアップロードするす

べてのアセンブリ・アーカイ

ブは、アップロードの際にバ

ージョン化され、業界標準の

アーカイブ形式（OVA）で保

存されます。 

そして、ユーザーは Web Services API またはコマンドライン・クライアント・

ユーティリティのいずれかを経由して、リポジトリ内から配置されたアセン

ブリに対して、配置、拡張、およびすべてのライフ・サイクル操作を実行で

きます。 

アセンブリの配置は、リソース・コネクタ経由で適切なリソース・プールへ

自動的に行われ、アセンブリ内のすべてのアプライアンスは、リソース・プ

ール上で稼働する、相互接続された仮想マシンの集合としてインスタンス化

されます。 

イントロスペクション 

個々のソフトウェア・コンポーネントの構成メタデータを取得、または複数の分

散コンポーネントのメタデータをまとめて取得。 

ターゲット・コンポーネントは、複数の物理分散システムまたは仮想分散システ

ムのいずれかに、ローカルまたはリモートに常駐します。 

コマンドライン・インタフェースを使用してスクリプティングが可能。 

組立て 

ナビゲーション・カタログに維持されるアプライアンスを使用して複雑なアセ

ンブリを作成するためのビジュアル・ドラッグ・アンド・ドロップ・インタフ

ェース。 

プロトコル互換性を自動的に確認する接続ツールを使用して、アプライアンス

間のリレーションシップおよび接続を確立。 

アプライアンスから、アセンブリ内に含まれない外部リソース（データベース、

セキュリティ・プロバイダ、メッセージングなど）への接続を作成。 

パッケージ化 

アプライアンスに含まれるソフトウェア・コンポーネントの配置時カスタマイ

ゼーションを可能にする、構成可能なメタデータを持つ起動可能な仮想マシン

のディスク・イメージの自動作成。 

カスタマイズしたオペレーティング・システム・ディストリビューション（Linux

など）を、ソフトウェア・コンポーネントとともにアプライアンスへパッケー

ジ化。 
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アプライアンスの詳細なカスタマイゼーションのための追加のアプリケーショ

ン・バイナリおよび構成スクリプトをインクルード。 

コマンドライン・インタフェースを使用してスクリプティングが可能。 

 

 

配置 

仮想マシン・マネージャによって認証された接続を直接確立することにより、

仮想化環境で使用可能なリソース・プールを検出。 

すべてのアプライアンス・ディスク・イメージのワンステップ・ステージング、

およびアセンブリ全体のリソース・プールへの配置。 

アセンブリ内のアプライアンス向けの基本構成プロパティを上書きする、アセ

ンブリのカスタマイズされた配置プランを作成。 

アプライアンス内の遅延バインディング・プロパティの自動決定による配置固

有のカスタマイゼーション。 

アセンブリの初期配置後にアプライアンス・インスタンスを拡張し、新しく配

置されたインスタンスを既存のアセンブリに自動的に接続。 

コマンドライン・インタフェースを使用したスクリプティング、または Web 

Services API経由の実施が可能。 

サポートされるプラットフォーム 

固有の要件およびバージョンについては、以下のドキュメント・ハブを参照し

てください。oracle.com/technology/documentation/index.html 

サポートされるプラットフォーム 

ソフトウェア 

ランタイム・プラットフォーム Linux 

イントロスペクション・プラッ

トフォーム 

Linux 

デプロイメント・プラットフォ

ーム 

Oracle VM 3.0 

アプライアンス・ゲスト Oracle Enterprise Linux 

アプライアンス  Oracle Traffic Director 

Oracle HTTP Server 

Oracle Web Cache 

Oracle WebLogic Server 

Oracle Coherence*Web 

Oracle SOA Suite 

Oracle Service Bus 

Oracle Tuxedo 

Oracle Database（Real Application Clusters、シ

ングル・インスタンス） 

汎用アプライアンス 

外部アプライアンス（"ブラックボックス"ア

プライアンス） 
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Oracle Virtual Assembly Builder 11.1.1.6.0 の新規事項 

 アプライアンスおよびアセンブリ作成用の個別のシングル・ユーザー

Studioアプリケーション、およびアセンブリ配置およびライフ・サイクル

管理用のサーバー側のマルチユーザーDeployer アプリケーション。 

 OVF標準を使用して記述されたアプライアンスおよびアセンブリ・メタ

データとともに業界標準の Open Virtual Archive（OVA）形式で保存された

アセンブリ・アーカイブ 

 リソース・プールで使用可能な複数の仮想ネットワークにマッピング可能

な、アプライアンス・インスタンスごとの複数の仮想ネットワーク・イン

タフェースのサポート 
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 アプライアンスは、ローカルまたは外部いずれかの共有ストレージ・ボリ

ュームにマッピング可能 

 初期インスタンスなしでのアプライアンスの配置が可能、ただし、後で新規

のアプライアンス・インスタンスを配置済みアセンブリにインスタンス化 

 アプライアンス配置時にカスタム構成スクリプトによって利用できる配

置計画の一部として、カスタム遅延バインディング・プロパティの提供が

可能 

 Custom Applianceにより、任意のアプリケーションまたはアプリケーショ

ンの集合体をアプライアンスへパッケージ化でき、カスタム遅延バインデ

ィングおよびカスタム・スクリプト機能の使用によりそれらの構成が可能 

 シングル・ポイント障害を回避するための、複数の物理サーバー間の複数

のアプライアンス・インスタンスの配置を展開するアンチアフィニティ・

オプション 

 改訂され、さらに効率化された Studio GUIおよび IDEエクスペリエンス 

 Studioおよび Enterprise Manager 間のアセンブリの直接交換のための、

Oracle Enterprise Manager ソフトウェア・ライブラリとの統合 

お問い合わせ先 

Oracle Virtual Assembly Builder について、詳しくは oracle.comを参照するか、

+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせください。 
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関連製品 

事前構成された仮想アプライアンス内で

Java アプリケーションを実行するため

にパッケージ化された Oracle WebLogic 

Server 

Oracle WebLogic Suite は、アプリケーシ

ョン・グリッドに必要な基盤を提供しま

す。アプリケーション・インフラストラ

クチャ・レベルでリソースのプーリング、

共有、および動的な調整を利用する柔軟

な IT アプローチにより、効率化が実現し、

パフォーマンスおよびスケーラビリティ

が向上します。 

他のOracle Fusion Middleware製品が集

合することにより、さまざまなビジネ

ス・シナリオに適した完全で統合された

機能のセットを形成します。 

Oracle VM は、x86 サーバー向けのサー

バー仮想化ソフトウェアで、Oracle アプ

リケーションおよび非Oracleアプリケー

ションを完全にサポートし、さらに効率

的なパフォーマンスを提供します。 

 

関連製品 

Oracle Virtual Assembly Builder は、以下

のオラクル製品とともに使用します。 

 Oracle Traffic Director 

 Oracle HTTP Server 

 Oracle Web Cache 

 Oracle WebLogic Server 

 Oracle Coherence 

 Oracle SOA Suite 

 Oracle Service Bus 

 Oracle Tuxedo 

 Oracle Database 


