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このドキュメントの使用法

■ はじめに – このドキュメントには、Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムで
開発環境を設定するための概要と、開発者に役立つ詳細情報のソースへのリンクが
記載されています。

■ 対象読者 – C、C ++、Java、PHP および Ruby など、さまざまなプログラミング言
語を使用する開発者。

■ 必要な知識 – このガイドの読者はアプリケーション開発の基本的な経験について理
解している必要があります。

製品ドキュメントライブラリ

この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=E62101-01 で入手可能です。

フィードバック

このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/
docfeedback からお聞かせください。

このドキュメントの使用法 7

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback


8 Oracle Solaris 11 でのアプリケーション開発環境の設定 • 2016 年 11 月



 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

Oracle Solaris 11 でのアプリケーション開発環
境の設定の概要

アプリケーション開発環境の設定では、開発ツールのインストール、Web サーバー
のインストールと構成、およびデータベースのインストールなどの作業をします。
Oracle Solaris 11 では、アプリケーションを開発するためのさまざまなパッケージや
ツールが提供されています。このドキュメントでは、次のトピックを扱います。

■ 9 ページの「アプリケーション開発に役立つソフトウェアのインストール」
■ 11 ページの「Oracle Solaris Studio のインストール」
■ 12 ページの「Web およびアプリケーションサーバーのインストール」
■ 14 ページの「バージョン管理システムのインストール」
■ 14 ページの「データベースのインストール」
■ 15 ページの「アプリケーションのデバッグ」
■ 17 ページの「IPS パッケージの作成」
■ 17 ページの「ブート環境の構成」

アプリケーション開発に役立つソフトウェアのインストール

Oracle Solaris 11 OS では、アプリケーションの開発、デバッグ、および管理を可能に
するさまざまなソフトウェアパッケージが提供されています。次の表に示すパッケー
ジは Oracle Solaris オペレーティングシステムでアプリケーションを開発する際に役立
つ可能性があります。

表 1 開発者関連パッケージ

パッケージ 説明

group/feature/amp Oracle Solaris 用 AMP (Apache、MySQL、PHP) の配
備キット

group/feature/developer-gnu GNU 開発ツール

developer/build/ant Apache Ant
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アプリケーション開発に役立つソフトウェアのインストール

パッケージ 説明

developer/build/automake メイクファイルジェネレータ

developer/build/gnu-make コンパイルを指定するユーティリティー

developer/debug/gdb GNU プロジェクトデバッガ

developer/debug/mdb モジュラーデバッガ

developer/documentation-tool/openjade SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン

developer/documentation-tool/gtk-doc GTK+ Docbook ジェネレータ

developer/lexer/flex フレキシブル字句アナライザ

developer/ui-designer/glade GNOME UI デザイナ

developer/vala Vala プログラミング言語

developer/java/jdk Java Platform Standard Edition Development Kit

library/libmemcached memcached サーバーのオープンソース C/C++ クラ
イアントライブラリおよびツール

web/java-servlet/tomcat Tomcat Servlet/JSP コンテナ

runtime/perl-512 Perl

library/python/ipython Python 拡張インタラクティブシェル

runtime/ruby-21 Ruby & RubyGems

library/java/grails Web アプリケーションフレームワーク

runtime/tcl-8 ポータブルなスクリプト環境 Tcl

web/proxy/squid Squid Web プロキシキャッシュ

web/server/lighttpd-14 Lighttpd Web Server 1.4

web/editor/bluefish 上級 Web デザイナ向けの強力なエディター
BlueFish

developer/dtrace/toolkit 便利な記述済み DTrace スクリプト群

web/php-56 PHP サーバー

developer/gcc-45 GCC 4.5 コンパイラ

developer/gcc-47 GCC、4.7 コンパイラ

developer/gcc-48 GCC、4.8 コンパイラ

developer/versioning/cvs CVS バージョン管理システム

developer/versioning/git Git バージョン管理システム

developer/versioning/mercurial Mercurial バージョン管理システム

developer/versioning/subversion Subversion バージョン管理システム

developer/build/pkg-config ソフトウェア構成クエリーツール

ヒント - 開発に役立つパッケージの包括的なリストを表示するには、端末ウィンドウで
pkg list -as 'developer/*' と入力します。

ソフトウェアをインストールまたは更新するには pkg コマンドを使用します。たとえ
ば、Ruby をインストールするには、次のコマンドを実行します。
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Oracle Solaris Studio のインストール

$ pkg install runtime/ruby-21

pkg コマンドの詳細は、pkg(1) および『Oracle Solaris 11.3 ソフトウェアの追加と更
新』を参照してください。

Oracle Solaris Studio のインストール

Oracle Solaris Studio は 2 つのツールスイートから構成されています。コンパイラス
イートと分析スイートです。各スイートのツールは相互に連携して、単独、マルチス
レッド、または分散型のアプリケーションの開発向けに最適化された開発環境を提供
するように設計されてします。

Oracle Solaris Studio は、SPARC または x86 および x64 プラットフォーム上の Oracle
Solaris 10 または Oracle Solaris 11、あるいは x86 および x64 プラットフォーム上の
Oracle Linux で実行される C、C++、および Fortran アプリケーションを開発するた
めに必要なすべてのものを備えています。コンパイラおよび分析ツールは、Oracle
Solaris システム上でのアプリケーションの動作を最適にするように設計されていま
す。

Oracle Solaris Studio には次のコンポーネントがあります。

■ IDE – グラフィカル環境でのアプリケーション開発用の統合開発環境です。Oracle
Solaris Studio IDE は、ほかのいくつかの Oracle Solaris Studio ツールを統合し、
DTrace などの Oracle Solaris テクノロジを使用します。

■ C コンパイラ - C コンパイラ、インクリメンタルリンクエディタ、および lint プロ
グラムが含まれています。

■ C++ コンパイラ - フル機能の C++ コンパイラおよび区間演算ライブラリが含まれ
ています。

■ Fortran コンパイラ - f95 および f77 用のフル機能の環境およびライブラリが含ま
れています。

■ dbx デバッガ - インタラクティブでソースレベルのコマンド行デバッガツールで
す。

■ dmake make ツール – 分散、並列、または逐次モードでターゲットをビルドするコ
マンド行ツールです。

■ 数値演算ライブラリ – Oracle Solaris OS が動作する SPARC および x86 システムの
ソフトウェアとハードウェアがサポートする浮動小数点環境です。

■ OpenMP – 共用メモリーマルチプロセッサアーキテクチャー用の、可搬性があるプ
ラグマベースの並列プログラミングモデルです。Oracle Solaris Studio の 3 つのコン
パイラすべてでネイティブレベルで対応し、コンパイルできます。

■ パフォーマンスアナライザ - パフォーマンスデータを収集し分析する GUI および
コマンド行のツールです。
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Web およびアプリケーションサーバーのインストール

■ スレッドアナライザ - マルチスレッドプログラムの実行を分析し、各種のマルチス
レッドプログラミングのエラーをチェックする GUI およびコマンド行のツールで
す。

■ Oracle パフォーマンスライブラリ – 最適化された高速数学サブルーチンを使用す
るための Oracle 独自の拡張および機能ライブラリで、線形代数や大量の数値計算
を伴う問題を解くためのものです。

Oracle Solaris Studio は、Oracle Solaris および Linux オペレーティングシステムで、本
番用途に自由に利用できます。IPS パッケージと tar ファイルの両方が使用可能です。
Oracle Solaris Studio ソフトウェアは、Oracle Technology Network (OTN) の Oracle Solaris
Studio 12.4 からダウンロードできます。

注記 - ソフトウェアをダウンロードするには Oracle Web アカウントを持っている必要
があります。Oracle Web アカウントを持っていない場合は、無料でサインアップでき
ます。

Oracle Solaris Studio IPS パッケージをインストールするには、鍵と証明書が必要になり
ます。http://pkg-register.oracle.com サイトに移動して、鍵および証明書をインストール
する手順に従ってください。

Web およびアプリケーションサーバーのインストール

開発者として、プログラムをテストし、アプリケーションを配備し、テストシナリ
オを実行するアプリケーションサーバーが必要な場合があります。このセクションで
は、インストール可能なサーバーについて説明します。

デフォルトでは、Apache Web サーバーパッケージ (web/server/apache-22) は
solaris-minimal-server インストールパッケージに含まれます。

Apache Web Server

Apache は広く使用されているオープンソース Web サーバーです。Apache Web サー
バーバージョン 2.4 は Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの IPS パッケージ
として使用可能です。Apache Web サーバーの詳細については、Apache のドキュメン
トを参照してください。

Apache Web Server のインストール方法

1. 次のコマンドを入力します。
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Apache Web Server のインストール方法

$ pkg install web/server/apache-24

ヒント - または、group/feature/amp パッケージをインストールできます。このパッ
ケージは、Apache Web サーバー、MySQL データベース、および PHP を含んでいま
す。

2. 受信 HTTP 要求を待機するサーバーを有効にします。
$ svcadm -v enable /network/http:apache24

3. Web サーバーが動作していることを確認するには、Web ブラウザで http://
localhost:80 リンクを開きます。有効な Web ページが表示されます。

Oracle iPlanet Web Server

Oracle iPlanet Web Server は高性能の Web サーバーであり、Web セキュリティーを向
上し、エンドユーザーの使用感を強化し、さらに Web アプリケーションの配備と管理
のコストおよび複雑さを低減します。Oracle Solaris、Windows, HP-UX、AIX、および
GNU/Linux プラットフォームで使用可能です。JSP と Java Servlet テクノロジ、PHP、
NSAPI、CGI、および ColdFusion をサポートしています。

Oracle iPlanet Web Server は、Oracle iPlanet Web Server の Web サイトからダウンロード
できます。

インストール手順については、「How to Install Oracle iPlanet Web Server」を参照して
ください。

Oracle HTTP Server

Oracle HTTP Server は、Oracle Fusion Middleware の Web サーバーコンポーネントで
す。Oracle WebLogic Server のリスナー、および静的ページ、動的ページ、および Web
上のアプリケーションをホストするフレームワークを提供します。

Oracle HTTP Server は、直接、または WebDAV 標準などの標準インタフェースを介して
静的コンテンツを提供します。シングルサインオン、クラスタ化配備、および高可用
性などの機能を提供します。フォワードおよびリバースの両方のプロキシサーバーと
して使用できます。リバースプロキシでは、さまざまなサーバーで処理されたコンテ
ンツを 1 つのサーバーから送信されたように処理できます。

詳細は、Oracle HTTP Server の Web サイトを参照してください。
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バージョン管理システムのインストール

バージョン管理システムのインストール

Oracle Solaris には独自のバージョン管理システムがありません。ただし、オープン
ソースのバージョン管理システムをインストールおよび構成できます。IPS パッケー
ジとして使用できるオープンソース版のバージョン制御システムのいくつかを次の表
に示します。

表 2 バージョン管理パッケージ

ソフトウェア IPS パッケージ名

CVS developer/versioning/cvs

Git developer/versioning/git

Mercurial developer/versioning/mercurial

Subversion developer/versioning/subversion

SCCS developer/versioning/sccs

データベースのインストール

Oracle Solaris オペレーティングシステムは Oracle、MySQL、Berkeley DB、
PostgreSQL、および SQLite データベースをサポートしています。オープンソースデー
タベースは、IPS パッケージとして使用できないことがあります。その場合、サード
パーティーの Web サイトからこれらのソフトウェアをダウンロードする必要がありま
す。

次のセクションでは、Oracle と MySQL データベースに関する簡単なインストール情
報を提供します。

Oracle Database

Oracle Database には異なるエディションがあります。さまざまなエディションの比較
を確認するには、Oracle Database 12c Enterprise Edition の Web サイトを参照してくださ
い。

次のような有用なリソースがあります。

■ Oracle Database 12c リリース 1 (12.1) ドキュメントライブラリ
■ Oracle Database 12c リリース 1 (12.1) Solaris インストールガイド
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MySQL IPS パッケージのインストール方法

注記 - Oracle Solaris 上に Oracle Database をインストールするための前提条件とし
て、group/prerequisite/oracle/oracle-rdbms-server-12-1-preinstall グルー
プパッケージをインストールする必要があります。このグループパッケージには、必
要なすべてのパッケージが含まれています。

MySQL データベース
MySQL データベースは IPS パッケージとして使用できます。MySQL の使用の詳細
は、『MySQL 5.6 Reference Manual』を参照してください。

MySQL IPS パッケージのインストール方法

1. 次のコマンドを入力します。
$ pkg install database/mysql-56
インストールが完了したら、データベースを起動する必要があります。

2. データベースを起動します。
$ svcadm enable mysql

3. 端末ウィンドウで mysql と入力して、mysql> プロンプトにアクセスします。
例:

mysql> show databases;
Database
information_schema 
mysql 
test
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> quit;
Bye

データベースに対する ZFS の調整の詳細については、『Oracle Solaris 11.3 カーネルの
チューンアップ・リファレンスマニュアル』 の 「データベース製品に対する ZFS の
チューニング」を参照してください。

アプリケーションのデバッグ
アプリケーションを開発する際、アプリケーションのデバッグはアプリケーション開
発における重要な部分になります。複雑なソフトウェアシステムを簡単にデバッグで
きるようにするデバッグツールを使用できます。一般的に使用されるデバッグ用ツー
ルは次のとおりです。
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MySQL IPS パッケージのインストール方法

■ mdb - Oracle Solaris オペレーティングシステムのための拡張可能な汎用デバッグ
ツールです。mdb では、アセンブリ言語レベルでデバッグできます。mdb を使用す
ると、Oracle Solaris カーネルおよび関連するデバイスドライバとモジュールをデ
バッグできます。ユーザーは mdb と一緒に libumem を使用することによって、ア
プリケーションでのメモリーリークやバグを見つけることができます。詳細は、次
を参照してください。
■ 『Oracle Solaris Modular Debugger Guide』
■ https://blogs.oracle.com/jwadams/entry/

debugging_with_libumem_and_mdb
■ http://web.archive.org/web/20080212075502/http://developers.sun.

com/solaris/articles/libumem_library.html
■ gdb - GNU デバッガ (通常、gdb と呼ばれます) を使用すると、アプリケーション

をデバッグできます。gdb では、実行時にプログラムを分析およびデバッグできま
す。また、プログラムを調べるために、特定のブレークポイントを追加することも
できます。詳細は、GNU Debugger を参照してください。

■ dtrace – Oracle Solaris OS 用の総合的な動的トレースフレームワークです。Dtrace
機能によって、オペレーティングシステムやユーザープログラムの動作に関する疑
問について明確な答えを得ることができます。Dtrace は、パフォーマンスの問題と
アプリケーションのバグを特定するのに役立ちます。詳細は、『Oracle Solaris 11.3
DTrace (Dynamic Tracing) Guide』を参照してください。

■ Oracle Solaris Studio では、アプリケーションのデバッグ用に次のツールが提供され
ます。
■ dbx - ソースレベルの対話型デバッグ用ツールです。制御された方法でプログ

ラムを実行するために使用されます。パフォーマンスやメモリー使用率のデー
タ収集、メモリーアクセスのモニタリング、メモリーリークの検出などのプロ
グラムの動的な実行を完全に制御できます。また dbxtool コマンドを実行す
ることによって、dbx の GUI バージョンを使用することもできます。詳細は、
『Oracle Solaris Studio 12.4: dbx コマンドによるデバッグ』および『Oracle Solaris
Studio 12.4: dbxtool チュートリアル』を参照してください。

■ discover – コード内のメモリーアクセスエラーを検出するのに役立つコマン
ド行ユーティリティーです。詳細は、Sun メモリーエラー探索ツールを使用し
たメモリーアクセスエラーの検索に関するページおよび「メモリーエラー探索
ツール (discover)」を参照してください。

■ コードアナライザ - アプリケーションの脆弱性 (メモリーリークやメモリー
アクセス違反など) を検出することによって、アプリケーションの信頼性と
セキュリティーを確保するのに役立つツールの統合されたセットです。詳細
は、『Oracle Solaris Studio 12.4: コードアナライザユーザーズガイド』および
『Oracle Solaris Studio 12.4: コードアナライザチュートリアル』を参照してくだ
さい。

■ コレクタおよびパフォーマンスアナライザ - これらのツールは、広範囲のパ
フォーマンスデータの統計的プロファイリングと多数のシステムコールのト
レースを行い、それらのデータを関数、ソースレベル、および命令レベルでプ
ログラム構造に関連付けます。詳細は、『Oracle Solaris Studio 12.4: パフォーマ
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IPS パッケージの作成

ンスアナライザ』および『Oracle Solaris Studio 12.4: パフォーマンスアナライザ
チュートリアル』を参照してください。

■ スレッドアナライザ - 検出することが難しい複雑な並列プログラミングエ
ラーを検出できます。スレッドアナライザは POSIX、OpenMP、および Oracle
Solaris スレッドをサポートしています。詳細は、『Oracle Solaris Studio 12.4: ス
レッドアナライザユーザーズガイド』を参照してください。

IPS パッケージの作成

Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムでは Image Package System (IPS) パッケージ
として開発したソフトウェアを配布する必要があります。IPS パッケージは IPS リポ
ジトリからインストールおよび更新されます。

IPS は、ソフトウェアのパッケージング、インストール、アップグレード、および削
除などの全般的なライフサイクル管理用のフレームワークです。次の利点を得るため
にソフトウェアを IPS パッケージとして配布する必要があります。

■ 自動的にほかのソフトウェアへの依存関係が適切で十分であるかを計算します
■ 必要に応じて依存関係ソフトウェアを自動的にインストールまたは更新します
■ ソフトウェアの構成などのタスクを実行するために必要なシステムサービスを自動

的にリフレッシュまたは再起動し、依存するほかのサービスを自動的に開始します
■ 単一のパッケージを形成し、既存のシステムアーキテクチャーまたはほかのバリア

ントに適したコンポーネントのみを自動的にインストールします
■ 既存のブート環境を変更せずに、新しいブート環境を更新します
■ ソフトウェアのインストールが正しいかどうかを簡単にユーザーが確認できるよう

にします

IPS パッケージの作成の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのImage Packaging System を使
用したソフトウェアのパッケージ化と配布』を参照してください。

ブート環境の構成

ブート環境は、Oracle Solaris オペレーティングシステムイメージと、そのイメージ内
にインストールされているほかのソフトウェアパッケージのブート可能インスタンス
です。ユーザーはシステム上に複数のブート環境を維持することができ、各ブート環
境にそれぞれ異なるソフトウェアバージョンをインストールすることもできます。現
在のブート環境をバックアップできます。データまたはシステム環境を失うというリ
スクなしにソフトウェアを更新できます。現在有効でないブート環境を更新すること
もできます。ブート環境を作成および管理するには、beadm(1M) ユーティリティーを
使用します。
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ブート環境の構成

異なるバージョンのソフトウェアがインストールされた複数のブート環境を維持する
のに役立つゾーンを使用できます。ゾーンは、別の環境にアクセスするためにシステ
ムをリブートする必要がない場合に大きな利点があります。また、カーネルゾーンを
使用して OS のさまざまなバージョンを維持できます。Oracle Solaris システムでは、
複数の非大域ゾーン、複数のカーネルゾーン、およびカーネルゾーン内部の非大域
ゾーンを使用できます。物理マシンをリブートせずにゾーンのいずれかに対して簡単
に ssh を使用できます。

ブート環境の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 ブート環境の作成と管理』を参照してくだ
さい。
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仮想開発環境の作成

仮想開発環境 (VDE) は、仮想マシン上にセットアップされるアプリケーション開発
環境 (ADE) です。仮想マシンを使用すると、各 OS に個別のハードウェアを必要とせ
ずに、複数のオペレーティングシステム (OS) を使用して作業できます。Oracle Solaris
は、仮想環境をセットアップおよび構成するための複数のオプションを提供していま
す。このドキュメントでは、仮想環境の選択、セットアップ、および構成を行う方法
について説明します。仮想マシンは ADE をホストするために物理マシンと同様に機
能するため、ADE の設定のプロセスは仮想マシンでも物理マシンでも同じです。この
章では、ADE をホストする仮想環境を選択、セットアップ、および構成するためのガ
イドラインを示します。

開発環境の仮想化

Oracle Solaris での開発環境の仮想化には複数の利点があります。

■ 停止時間の短縮 – VDE は、バックアップして簡単に復元できる仮想マシン (VM)
でアプリケーションを開発できることから、停止時間の短縮に役立ちます。あるシ
ステムでバックアップした VM を別のシステムに復元できます。

■ ハードウェアの保護 - VM は仮想であるため、VM 上でアプリケーションを開発し
てもハードウェアが破損することはなく、リスクのある操作を安全に実行できま
す。ベースとなる物理マシンに損傷を与えることなく、バックアップして簡単に復
元できます。

■ 本番環境のシミュレーション – 本番環境を再現した仮想開発環境をセットアップす
ることで、アプリケーションのテストおよび開発で有用な結果が得られるようにな
ります。

■ セキュリティー – 強力なセキュリティー機能は、セキュリティーを損なうことなく
VDE を使用できることを意味します。

■ 複数の OS バージョン – 開発環境を仮想化すると、単一の物理マシン上で異なる
バージョンのオペレーティングシステムを使用して作業できます。

第 2 章 仮想開発環境の作成 19



仮想化オプションの選択

仮想化オプションの選択

ADE をインストールする前に、ADE をホストする仮想環境を計画およびセットアッ
プする必要があります。重要な検討事項の 1 つに、分離と柔軟性のバランスがありま
す。

次の表では、Oracle Solaris で使用可能な仮想化モデルについて説明しています。

表 3 Oracle Solaris で使用可能な仮想化モデル

仮想化モデル 仮想化テクノロジ 説明

オペレーティングシステ
ムの仮想化

■ Oracle Solaris ゾーン
■ Oracle Solaris カーネル

ゾーン

各環境では、OS の専用コピーのようなものが
コンテナ内に格納されます。OS 仮想化モデル
はネイティブに近いパフォーマンスと柔軟性を
提供し、仮想マシンまたは物理マシンに比べて
ディスク、RAM、および CPU フットプリント
がずっと小さくなります。

仮想マシン ■ Oracle VM Server for
SPARC システム

■ Oracle VM Server for
x86 システム

■ Oracle VM Virtual Box

仮想マシンを使用すると、単一のハードウェア
リソースで複数の OS インスタンスを実行でき
ます。作成する各仮想マシンは独自の OS を実
行します。ソフトウェアまたはファームウェア
ハイパーバイザによって、各ゲスト OS インス
タンスがあたかも専用のシステム上で実行して
いるような錯覚が作り出されます。仮想マシン
は、OS 仮想化を使用する物理マシンに比べて
提供するリソースの柔軟性は小さいですが、隔
離の程度は大きくなります。

物理ドメイン Oracle SPARC Enterprise
M シリーズサーバー

ハードウェアパーティションを使用すると、実
行中の OS と、それとは別のリソースおよび処
理能力のセットが物理的に分離されます。この
モデルではハイパーバイザを使用しないため、
ベアメタルパフォーマンスが提供されます。こ
の仮想化モデルは隔離の程度が最大となります
が、仮想マシンまたは OS 仮想化モデルに比べ
てリソース構成の柔軟性がずっと小さくなりま
す。

次の図は、この表で説明されている仮想化モデルのいくつかを示しています。

20 Oracle Solaris 11 でのアプリケーション開発環境の設定 • 2016 年 11 月



仮想化オプションの選択

図   1 Oracle Solaris カーネルゾーンを使用した OS の仮想化

図   2 Oracle SPARC システムでの仮想マシンの使用
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仮想化テクノロジの選択

図   3 Oracle x86 システムでの仮想マシンの使用

仮想化テクノロジの選択

Oracle Solaris は、さまざまな仮想化モデルで使用できる仮想化テクノロジを提供し
ています。このセクションでは、仮想開発環境の作成に関連するコンピュート仮
想化に焦点を当てます。ネットワークで仮想環境を管理する方法の詳細について
は、『Oracle Solaris 11 仮想環境の紹介』を参照してください。

表 4 環境内での Oracle Solaris 仮想化テクノロジの使用

仮想化テクノロジ 説明 使用シナリオの例 テクノロジの使用方法

Oracle Solaris ゾーン Oracle Solaris オペレー
ティングシステムの単
一インスタンス内に作
成された仮想オペレー
ティングシステム環
境。

■ 共通のゾーンに類似し
たアプリケーションを
インストールすること
によって、よりよいリ
ソース管理および制御
を提供します。

■ システムを論理的に分
離することによって、
ワークロードのバラン
スを調整します。

■ アプリケーションの移
行シナリオをテストし
ます。

■ 『Oracle Solaris ゾーンの紹介』
■ 『Oracle Solaris ゾーン構成リソース』
■ 『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』

Oracle Solaris カーネ
ルゾーン

大域ゾーンから分離さ
れた独自のカーネルお

■ 単一の物理マシンに複
数の Oracle Solaris の

■ 『Oracle Solaris ゾーンの紹介』
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仮想化ツール

仮想化テクノロジ 説明 使用シナリオの例 テクノロジの使用方法
よび OS インストール
を持つゾーン。

OS バージョンをイン
ストールします。

■ アプリケーションの移
行シナリオをテストし
ます。

■ 強化されたセキュリ
ティーおよびさらなる
分離が必要とされてい
ます。

■ 『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と
使用』

Oracle VM Server for
SPARC システム

SPARC サーバー用のハ
イパーバイザベースの
仮想化。

SPARC T シリーズサー
バーおよび SPARC M シ
リーズサーバー上に、異
なるバージョンの Oracle
Solaris OS を配備および構
成します。

Oracle VM Server for SPARC のドキュメント

Oracle VM Server for
x86 システム (Xen)

x86 ベースのサーバー
用のハイパーバイザ
ベースの仮想化。

異種のオペレーティング
システム (Oracle Solaris 10
OS および Oracle Solaris 11
の OS ゲストを含む) を持
つ x86 システムを配備お
よび構成します。

Oracle VM Server for x86 のドキュメント

Oracle VM VirtualBox x86 ベースシステム用
のホストされるワー
クステーションとサー
バーの仮想化。

異なる OS プラットフォー
ムでソフトウェアを開発
およびテストします。

たとえば、Windows シス
テムに Oracle Solaris およ
び Oracle Linux をインス
トールできます。

Oracle VM VirtualBox のドキュメント

物理ドメイン (ハード
ウェアパーティショ
ンとも呼ばれます)

Oracle SPARC M シリー
ズサーバー上のドメイ
ンへの電気的な分離。

単一のハードウェア上で
相互に独立して動作す
る複数の物理サーバーエ
ンティティーを作成しま
す。

Oracle SPARC M シリーズサーバーのドキュ
メント

仮想化ツール

次のツールを使用すると、仮想環境をインストールおよび管理するプロセスがより速
く簡単になります。

■ Oracle Solaris VM テンプレート – Oracle Solaris 仮想環境をすばやくインストール
するために役立ちます。次のタイプの Oracle Solaris VM テンプレートを使用でき
ます。
■ Oracle VM Templates for SPARC システム
■ Oracle VM Templates for x86 システム
■ Oracle VM Templates for Oracle VM VirtualBox
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=VLZKZ
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=VLZKZ
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html


仮想化ツール

詳細は、Oracle Solaris VM テンプレートの製品ページを参照してください。
■ Oracle Solaris 統合アーカイブ – 仮想環境のバックアップと回復、および仮想環境

のクローニングと再配備に使用します。詳細については、『Oracle Solaris 11.3 での
システム復旧とクローン』を参照してください。

■ OpenStack Juno – クラウドベースのアプリケーションを開発できます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.3 での OpenStack のインストールと構成』を参照してくださ
い。

■ Oracle Solaris Resource Manager – Oracle Solaris ゾーンでアプリケーション環境を
より細かく調整するために使用するリソース管理機能。詳細は、『Oracle Solaris
11.3 でのリソースの管理』を参照してください。

■ Oracle Secure Global Desktop – クラウドでホストされたエンタープライズアプリ
ケーションおよびデスクトップのためのセキュアなリモートアクセスソリューショ
ン。任意のシステムおよび場所から VDE にアクセスしてセキュアに作業できま
す。詳細は、Oracle Secure Global Desktop の製品ページを参照してください。
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http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/virtual-machines-1355605.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=CUARC
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=CUARC
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E69401-01&id=OSTCK
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=VLZRM
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=VLZRM
https://www.oracle.com/virtualization/secure-global-desktop/index.html
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