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この記事では、Oracle Solaris 11.2 リリースで新しく追加または拡張された機能の概要を説明します。

Oracle Solaris 11.2 - クラウド向けの設計

Oracle Solaris はエンタープライズグレードのクラウドを配備するために、効率的、セキュアで準拠した、シ
ンプルかつオープンでてごろな価格のソリューションを提供します。単なるオペレーティングシステムを超え
て、Oracle Solaris 11.2 は、エンタープライズクラウドの作成と管理のための妥協のない仮想化、アプリ
ケーションドリブンのソフトウェア定義ネットワーク、および完全な OpenStack ディストリビューションを提供
する機能と拡張機能を備え、IT の要求を満たし、ビジネスを再定義することができます。

Oracle Solaris 11.2 の主な機能

このセクションでは、このリリースの主な機能の概要を説明します。

■ 2 ページの「OpenStack によるクラウドの集中管理」
■ 3 ページの「カーネルゾーンによる独立し分離した環境」
■ 4 ページの「統合アーカイブによるアプリケーションプロビジョニング」
■ 4 ページの「ソフトウェア定義ネットワーク - エラスティック仮想スイッチ」
■ 4 ページの「ソフトウェア定義ネットワーク - アプリケーションドリブンフロー」
■ 5 ページの「包括的な準拠チェックおよびレポート」
■ 5 ページの「不変大域ゾーン」
■ 6 ページの「Puppet による IT 自動化」

OpenStack によるクラウドの集中管理

Oracle Solaris 11.2 は完全な OpenStack ディストリビューションを提供します。OpenStack (オー
プンソースクラウドコンピューティングソフトウェア) は、集中管理 Web ベースポータルから、データセン
ターの計算、ネットワーク、およびストレージリソースを共有および管理するための包括的なセルフサービス
環境を提供します。OpenStack はすべての Oracle Solaris 11.2 コアテクノロジに統合されているた
め、OpenStack を使用して、数分でエンタープライズ対応のプライベートクラウド IaaS (Infrastructure-
as-a-Service) 環境を設定できます。
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図   1 OpenStack Horizon Dashboard

OpenStack ディストリビューションの使用開始の方法について詳しくは、OpenStack for Oracle
Solaris 11 のテクノロジのページ (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
solaris11/technologies/openstack-2135773.html)を参照してください。

注記 - 新しい OpenStack ベースの統合アーカイブは、ダウンロード (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-archives-2190886.html)で入
手することもできます。このアーカイブを使用して、単一ノード Oracle Solaris OpenStack 構成を簡単に
インストールできます。それを評価目的、概念実証、または複数のノードにまたがる複雑な構成の基礎として
使用します。

カーネルゾーンによる独立し分離した環境

Oracle Solaris ゾーンには、ゾーン内で完全なカーネルとユーザー環境を提供する、Oracle Solaris カーネ
ルゾーンと呼ばれる完全に独立し、分離した環境のサポートが含まれます。カーネルゾーンは運用の柔軟性
を高め、メンテナンス期間をスケジュールすることが著しく困難なマルチテナント環境に最適です。カーネル
ゾーンは大域ゾーンと異なるカーネルバージョンで実行でき、大域ゾーンをリブートする必要なく、個別に更新
できます。また、Oracle VM for SPARC と組み合わせてカーネルゾーンを使用して、仮想化の柔軟性を向
上させることもできます。

既存の zonecfg(1M) および zoneadm(1M) コマンドを使用して、カーネルゾーンを構成、インストール、お
よびブートします。

たとえば、カーネルゾーンを作成およびインストールするには:

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-archives-2190886.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-archives-2190886.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
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# zonecfg -z newzone create -t SYSsolaris-kz

# zoneadm -z newzone install

詳細については、『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と使用 』 および solaris-kz(5) のマニュアル
ページを参照してください。

統合アーカイブによるアプリケーションプロビジョニング

このリリースでは、クラウド環境内でクローンとして再配備するため、またはシステムバックアップおよび障害
回復目的で単一のアーカイブを作成できる新しいタイプのアーカイブ形式である統合アーカイブを導入して
います。完全なベアメタルシステム、仮想環境、またはその両方の組み合わせをすばやく取得できます。

たとえば、システムのクローンアーカイブを作成するには:

# archiveadm create ./newclone.uar

完全なシステム回復アーカイブを作成するには:

# archiveadm create --recovery ./newrecovery.uar

統合アーカイブは、配備の高度な柔軟性と移植性を備え、Oracle Solaris ゾーン、Oracle VM for
SPARC、Oracle VM for x86 との使用など、物理から仮想および仮想から物理の多様な変換を可能にし
ます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 でのシステム復旧とクローン 』を参照してください。

ソフトウェア定義ネットワーク - エラスティック仮想スイッチ

エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能により、一般にクラウド環境で、複数の物理マシンに分散した複数
の仮想スイッチを管理できます。Oracle Solaris 11 11/11 リリースに含まれるネットワークの仮想化およ
びソフトウェア定義ネットワーク (SDN) 機能に基づいて構築された EVS は、これらの仮想スイッチを単一
の仮想スイッチとして管理し、仮想マシン、MAC および IP アドレス、VLAN および VXLAN 間のネット
ワークトラフィックの管理を含むことによって、管理を簡単にすることができます。さらに、EVS はリソース制
御管理によって、ネットワーク全体にサービスレベル契約を適用します。

evsadm コマンド行ユーティリティーを使用して、エラスティック仮想スイッチを構成できます。統計を取得する
には、evsstat コマンドを使用します。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 』の第 5 章「エラス
ティック仮想スイッチについて」を参照してください。evsadm(1M) および evsstat(1M) のマニュアル
ページも参照してください。

ソフトウェア定義ネットワーク - アプリケーションドリブンフロー

新しいソケットレベルフロー API により、アプリケーションは一連のネットワークフロー経由で、その独自のトラ
フィックに直接優先順位を付けることができるため、最適なアプリケーションパフォーマンスを発揮し、リソー

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=VLZKZ
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5solaris-kz-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=CUARC
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRgnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRgnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mevsadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mevsstat-1m
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ス競合の影響を軽減できます。このアプリケーションドリブンソフトウェア定義ネットワークは、管理ドリブンフ
ローとともに、データセンターまたはクラウド環境内でサービスレベル契約を維持するために役立ちます。

これらのサービスソケット SLA を表示するには、nc(1) ユーティリティーを使用します。

この API については、setsockopt(3SOCKET) のマニュアルページで説明しており、コマンド行オプショ
ンについては、flowadm(1M) のマニュアルページで説明しています。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 』の「フローを使用する
ことによるネットワークリソースの管理」を参照してください。

包括的な準拠チェックおよびレポート

多様な準拠ベンチマークおよび評価を管理する新しい compliance(1M) ツールを使用して、準拠要件
を満たすことができます。このツールは、NIST (National Institute of Standards and Technology)
によって管理された一連の規格である SCAP (Security Content Automation Protocol) に基づい
て、Oracle Solaris 11 に導入された既存の準拠フレームワーク上に構築されています。これは、次のような
エンタープライズシステムのセキュリティーを維持するための標準化されたアプローチを提供します。

■ 重要な更新の存在を自動的に確認する
■ システムのセキュリティー構成の設定をチェックする
■ システムの侵害の兆候を調査する

さらに、Oracle Solaris 11.2 には、ベースラインと推奨の 2 つの新しいプロファイルをサポートする新しい
Oracle Solaris セキュリティーポリシーベンチマークと Oracle Solaris Payment Card Industry PCI-
DSS ベンチマークも含まれています。

たとえば、PCI-DSS 準拠評価を実行して結果をレポートするには:

# compliance assess -b pci-dss

# compliance report

詳細は、『Oracle Solaris 11 セキュリティーコンプライアンスガイド 』を参照してください。

不変大域ゾーン

不変大域ゾーンのサポートは、不変ゾーン機能を大域ゾーンまで拡張するために追加されました。システム
が不変大域ゾーンを持つように構成されている場合、ルートファイルシステムのファイルは読み取り専用に
なります。トラステッドパスログインにより、システム更新などのメンテナンスタスクを実行するためにアクセ
スすることができます。

たとえば、不変大域ゾーンを有効にするには:

# zonecfg -z global set file-mac-profile=fixed-configuration

詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用 』の第 12 章「不変ゾーンの構成と管理」を参照してくださ
い。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1nc-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Bsetsockopt-3socket
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mflowadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRgfkci
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRgfkci
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mcompliance-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSCPL
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=VLZSOglhep
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Puppet による IT 自動化

Oracle Solaris 11.2 には人気のある IT 自動化ソフトウェアの Puppet が含まれています。Puppet は、
繰り返されるタスクを自動化し、クリティカルなアプリケーションを迅速に配備して、システムで必要な変更
を事前に管理することで IT インフラストラクチャーの管理に役立ちます。Puppet はプロビジョニング、構
成、準拠、およびソフトウェア管理などのタスクを自動化します。Puppet は単純な配備から複雑なインフ
ラストラクチャーまで、社内からクラウドの配備まで、拡大縮小できます。Oracle Solaris テクノロジの拡張
サポートにより、管理者はミッションクリティカル環境で Puppet マスターをホストし、完全な異種データセン
ター環境の管理まで自動化を拡張できます。

詳細は、Oracle Solaris 11 の Puppet 入門 (http://www.oracle.com/technetwork/articles/
servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html)に関するドキュメント
を参照してください。

インストールおよびソフトウェア管理機能
このセクションではこのリリースのインストールおよびソフトウェア管理機能について説明します。

IPS を使用したファームウェア更新

Oracle Solaris 11.2 では、Oracle Solaris Image Packaging System (IPS) を使用したファームウェ
アバージョンチェックのサポートが追加されています。IPS はインストールされているファームウェアバージョ
ンをチェックして、システム更新中に行われる可能性があるドライバ更新との互換性が保たれるようにしま
す。互換性がない場合、IPS はシステムの更新を阻止し、まず管理者がファームウェアを手動で更新する必
要があることを通知します。特定のハードウェアドライバでは、ドライバのアタッチの際にファームウェアが自
動的に更新され、互換性が保たれます。

詳細については、『Oracle Solaris 11.2 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 』の「ファームウェアが手動で保守されるデバイスドライバ」を参照してください。

セキュアなエンドツーエンドのプロビジョニング

このリリースは、SPARC WAN ブートを使用したシステムブートから、IPS パッケージリポジトリからのセキュ
アインストールまで、Automated Installer (AI) を使用したセキュアなエンドツーエンドのプロビジョニング
をサポートします。インストールサーバーとクライアントシステム間の通信と構成を保護することにより、管理
者は環境のプロビジョニング/更新全体の完全なセキュリティーを確保できます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 システムのインストール 』の「自動インストールのセキュリティーの向上」を
参照してください。

対話による Automated Installer マニフェストの作成と管理

新しい対話式ブラウザインタフェースにより、AI サーバー上で使用できる AI マニフェストを簡単に作成で
きます。一連の画面を進むことによって、ディスクレイアウト、ZFS データセット、IPS リポジトリ、およびインス

http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVfwenum
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVfwenum
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=IOSUIgmkeb
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トールするソフトウェアパッケージとゾーンを記述する新しいマニフェストをすばやく作成できます。マニフェ
ストは AI サーバーに保存され、あとで installadm(1M) コマンドを使用してクライアントに関連付けるこ
とができます。

図   2 Automated Installer マニフェストウィザード

最小サーバーパッケージグループ

新しいグループパッケージ solaris-minimal-server は可能なかぎり最小の Oracle Solaris パッケー
ジセットをインストールします。少ないパッケージにより、潜在的なシステムの脆弱性を軽減し、クラウド内
の高速のシステム更新、高速のシステムクローニング、および高速のバックアップを実現します。この新し
いグループパッケージでインストールされるイメージに必要なディスク領域の推定量については、Oracle
Solaris 11.2 システムの要件 (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/
documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf)を参照してください。

solaris-minimal-server とこのグループパッケージで使用可能なパッケージの詳細については、『Oracle
Solaris 11.2 Package Group Lists 』を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Minstalladm-1m
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSTPK
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSTPK
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Oracle データベースの前提条件パッケージ

新しいグループパッケージ group/prerequisite/oracle/oracle-rdbms-server-12-1-preinstall
により、Oracle Solaris のインストールに使用されたサーバーパッケージグループ (solaris-minimal-
server、solaris-small-server、solaris-large-server、solaris-desktop) に関係なく、Oracle
Database 12c のグラフィカルおよびコマンド行インストールに必要なすべてのパッケージがシステム上に
存在します。

リポジトリのミラー化

IPS パッケージリポジトリの管理のための新しい多くの拡張機能の中に、SMF サービス svc:/
application/pkg/mirror を使用して、リモートリポジトリをローカルで自動的にミラー化する機能がありま
す。このサービスは、ローカル IPS パッケージリポジトリを作成し、Oracle がホストするパブリック IPS パッ
ケージリポジトリとの同期を保つために役立ちます。

さらに、新しい pkgrecv --clone オプションを使用して、タイムスタンプを維持しながら、パッケージリポジト
リのクローンを正確に作成できます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 パッケージリポジトリのコピーと作成 』の「インターネットからのリポジトリの
コピー」を参照してください。

Oracle Solaris ゾーンでの再帰的なパッケージ操作

Oracle Solaris 11.2 は、一般的なシステム全体の更新に加えて、大域ゾーンから複数の非大域ゾーンに
またがって再帰的にパッケージ操作を実行する機能を提供します。たとえば、ソフトウェアパッケージをすべ
ての非大域ゾーンに簡単にインストールできます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 ソフトウェアの追加と更新 』の「非大域ゾーンで動作するオプション」を参
照してください。

IPS によるベースラインインストール

新しい pkg(1) サブコマンド exact-install により、管理者はベースラインインストールに簡単に戻すこと
ができます。この機能は多数のパッケージを手動でアンインストールする必要なく、システムをベースライ
ン状態にする必要がある場合に便利です。pkg exact-install コマンドの結果は、指定されたパッケージ
とそれらの依存関係のみがインストールされたイメージとなります。現在インストール済みのパッケージのう
ち、pkg exact-install コマンド行で指定されず、指定されたパッケージの依存関係でもないものは、削除
されます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 ソフトウェアの追加と更新 』の「イメージの再インストール」を参照してくだ
さい。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=CCOSPcopyrepo2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=CCOSPcopyrepo2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=AUOSSgnzrn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pkg-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=AUOSSgnzqk
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高度な構成のための追加の Automated Installer 拡張機能

Oracle Solaris 11.2 には、Automated Installer を使用した複数のネットワークインタフェースの構成の
サポートが含まれています。システム構成プロファイルを使用して、クライアントシステムに取り付ける複数
の NIC を構成できます。ゾーンの作成と一緒にこの機能を使用して、複数のネットワークインタフェースを持
つゾーンを作成できます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 システムのインストール 』の「複数の IPv4 インタフェースの構成」を参照
してください。

Automated Installer のほかの拡張機能により、管理ユーザーの $HOME/.ssh/authorized_keys に取り
込むために、user_account/ssh_public_keys グループ/プロパティーを使用して、SMF プロファイルから、
事前生成された SSH 公開鍵を渡すことができます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 システムのインストール 』の「SSH 鍵の構成」を参照してください。

Oracle Solaris 11.2 では、Automated Installer を使用した Kerberos クライアントのプロビジョニン
グのサポートを使用できます。Kerberos は強力なネットワーク認証、整合性、およびプライバシ保護を実現
します。Kerberos 構成プロファイルを作成して、AI クライアントに割り当てることができます。これにより、
セキュアなサービスをホストできる完全にプロビジョニングされた Kerberos 構成での AI クライアントイン
ストールが可能になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 システムのインストール 』の「AI を使用して Kerberos クライアントを構
成する方法」を参照してください。

SPARC のブート可能 USB メディア

ブート可能 USB メディアは x86 システムに加えて SPARC でもサポートされます。自動ネットワークイン
ストールを使用しないスタンドアロンシステムのインストールに、ブート可能メディアを使用できます。Oracle
Solaris ディストリビューションコンストラクタを使用して、SPARC 用の USB メディアを作成できます。さら
に、usbcopy(1M) コマンドに加えて、dd(1M) コマンド (またはほかのプラットフォームでのその同等コマン
ド) を使用して、インストールイメージを USB メディアにコピーすることができます。

usbcopy または dd の使用の詳細については、Oracle Solaris 11.2 FAQ (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf) を参
照してください。

データ管理機能
このセクションでは、このリリースのデータ管理機能について説明します。

ZFS 送信ストリームによる進捗レポート

転送プロセス時に進捗レポートと ZFS 送信ストリームの推定サイズを含めることができます。

ZFS 送信ストリームのサイズを推定するには:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=IOSUIgocqu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=IOSUIgoghu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=IOSUIgobju
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=IOSUIgobju
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Musbcopy-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdd-1m
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf
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# zfs send -rnv pool/opt@snap1

    sending from @ to pool/opt@snap1

    sending from @ to pool/opt/vol1@snap1

    estimated stream size: 10.1G

転送プロセス中にストリームサイズをモニターするには:

# zfs send pool/opt@snap1 | pv | zfs recv tank/opt

    8.58GB 0:02:37 [95.7MB/s]

この拡張機能は、ZFS 送信ストリーム転送を可視化し、レプリケーション操作の計画とスケジューリングを向
上できるようにします。

ZFS パフォーマンス拡張機能

Oracle Solaris 11.2 では、ミラー化されたプールの最大 40% の向上と RAIDZ プールの 4 倍の向上に
よって、プールの再同期化が高速化しています。同時書き込みトランザクションが並列でコミットされ、SSD
ログパフォーマンスがさらに最適化されます。

仮想化機能
このセクションでは、このリリースの仮想化機能について説明します。

ライブゾーン再構成

リブートを必要とせずに Oracle Solaris ゾーンを動的に再構成できるため、システムの停止時間をなくす
ことができます。次の構成変更はリブートせずに Oracle Solaris ゾーンに適用することができます。

■ リソース制御とプールの変更
■ ネットワーク構成の変更
■ ファイルシステムの追加または削除
■ 仮想および物理デバイスの追加または削除

詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用 』の第 6 章「ライブゾーン再構成」を参照してください。

ゾーンテンプレートのプロパティー

Oracle Solaris ゾーンでは、簡単なゾーン構成を可能にするゾーンテンプレートのプロパティーも利用できま
す。デフォルトの構成値は、ゾーンの作成、クローン作成、移行時に取り込まれます。

詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの紹介 』の「zonecfg template プロパティー」を参照してください。

ゾーンの自動名前変更

新しい zoneadm(1M) サブコマンドの rename により、構成済みおよびインストール済みの状態のゾーンの
名前変更が簡単にできます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=VLZSOgogda
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=VLZONgobnk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
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CMT 対応の Oracle Solaris ゾーンおよびリソースプール構成

Oracle Solaris ゾーンおよびリソースプールの拡張機能では、SPARC チップマルチスレッド (CMT) シス
テムをサポートしており、管理者が zonecfg(1M) および poolcfg(1M) コマンドを使用して、CMT ベー
スのリソース (CPU、コア、およびソケット) を割り当てることができます。管理者はライセンス境界を管理し
たり、ハードウェアリソースをゾーン専用に割り当てたりする場合の柔軟性や制御が向上します。

Oracle Solaris 10 ゾーンの複数のブート環境

Oracle Solaris 10 ゾーンは複数のブート環境をサポートしています。管理者は Oracle Solaris 11 シス
テムで実行している Oracle Solaris 10 環境内でのパッチ適用操作を実行する場合に、高度な柔軟性と
安全性のレベルを確保できます。この機能は Oracle Solaris 11.1 サポートリポジトリの更新 (SRU) バー
ジョン 6 で導入されました。

詳細は、zones(5) および solaris10(5) のマニュアルページを参照してください。

ネットワーク機能

このセクションでは、このリリースのネットワーク機能について説明します。

Virtual Extensible Local Area Network

Oracle Solaris 11.2 は Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN) をサポートし、仮想化に
よって物理ネットワークインフラストラクチャーに大きな負荷を与えるクラウド環境において、柔軟性と分離を
向上します。VXLAN は基礎の L2 レイヤーから仮想ネットワークを切り離すことで、特定の物理的切り替
え機能の必要性を減らします。仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) などの従来のネットワークの分離
方法では最大 4000 の分離されたネットワークを持つことができますが、VXLAN では 24 ビット VXLAN
識別子を使用して、はるかに多くの数の分離したネットワークを実現するため、1,600 万の分離されたネット
ワークをサポートするオプションを提供します。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 』の第 3 章「仮想拡張
ローカルエリアネットワークを使用することによる仮想ネットワークの構成」を参照してください。

レイヤー 3 仮想ルーター冗長プロトコルの拡張

L3 ベースのルーターを実装するために、VRRP (仮想ルータ冗長プロトコル) の新しい拡張機能が追加さ
れ、VRRP over IPMP、InfiniBand、および Oracle Solaris ゾーンのサポートが強化されました。レイヤー
3 VRRP (L3 VRRP) 実装では、同じ仮想ルーターの VRRP ルーター間で一意の仮想 MAC アドレスを使
用する代わりに、アドレス解決プロトコル (ARP) メッセージおよび近傍検索プロトコル (NDP) メッセージ
を使用して、現在のマスター VRRP ルーターの仮想 IP アドレスと MAC アドレス間のマッピングをリフレッ
シュします。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mpoolcfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5zones-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5solaris10-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRvxlan
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRvxlan
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詳細は、『ルーターまたはロードバランサとしての Oracle Solaris 11.2 システムの構成 』の第 3 章「仮想
ルーター冗長プロトコルの使用」および vrrpadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

Precision Time Protocol

Precision Time Protocol (PTP) により、LAN 内の複数のシステムのシステム時間を LAN 内の共通
マスタークロックに同期できます。この機能は、待機時間に影響を受ける環境のベンチマークアプリケーショ
ンに重要です。Oracle Solaris の PTP は IEEE 1588 2008 (Version 2) 規格を実装しています。PTP
は時間同期の精度を大幅に高めます。また一部の NIC によって提供される PTP ハードウェア支援も利用
できます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 ネットワークサービスの紹介 』の「Precision Time Protocol の管理」 お
よび ptpd(1m) のマニュアルページを参照してください。

データリンクマルチパスのプローブベースの障害検出

新しいデータリンクマルチパス (DLMP) のプローブベースの障害検出モードは、ホストと任意の構成済み
ターゲット間の障害の識別に役立ちます。この検出モードは、データリンクとファーストホップスイッチ間の直
接接続の切断によって発生した障害の検出で役立つ既存のリンクベースの検出に加えられています。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 でのネットワークデータリンクの管理 』の「DLMP アグリゲーションの障害
検出」を参照してください。

ネットワークトラフィックモニタリングユーティリティー

2 つの新しいコマンドを使用して、集計方式で、リモートホスト間の IP、TCP、および UDP ネットワークト
ラフィックをモニターできます。ipstat(1M) は IP トラフィックの統計情報を報告し、tcpstat(1M) は
TCP および UDP トラフィックの統計情報を収集して報告します。これらのコマンドは、dlstat(1M) と
Oracle Solaris 11 にすでに含まれているその他のネットワークトラフィックモニタリングユーティリティーに
追加されています。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネルの管理 』の「ipstat
および tcpstat コマンドを使用したネットワークトラフィックの監視」を参照してください。

反射型リレー

ネットワーク仮想化の導入により、VM 間トラフィックは物理ネットワークインフラストラクチャー経由で送信さ
れずに、内部ソフトウェアスイッチ経由で送信されます。このプロセスは、外部スイッチにアクセス制御リスト
(ACL)、パケットモニタリングなどを構成できるため、すべてのネットワークトラフィックが外部ネットワークを
経由する必要があるネットワークポリシーを持つ組織に役立ちます。このリリースでは、この VM 間トラフィッ
クがこれらの同じポリシーに従うようにする反射型リレーを有効にできます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 』の「反射型リレー」を参
照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWRTGgkfkc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWRTGgkfkc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mvrrpadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SVINTgntnp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mptpd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWDLKgnant
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWDLKgnant
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mipstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mtcpstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdlstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWIPAgmmlr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWIPAgmmlr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWVIRgmhij
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InfiniBand 拡張機能

InfiniBand (IB) 自動パス移行では SAP (Suggest Alternate Path) と SPR (Suggest Path
Response) の 2 つの新しい通信管理データグラムプロトコルをサポートしています。これらのプロトコルに
より、最新の代替パス情報の維持を考慮して、IB (信頼できる) 接続のパッシブ側が代替ポート情報をアク
ティブ側に提案できます。

dladm コマンドによる EoIB の管理

Ethernet over InfiniBand (EoIB) は、新しい eoib データリンクオブジェクトを使用して、新しい
dladm(1M) コマンドから直接管理できます。Oracle Solaris InfiniBand ユーザーはサブコマンド
create-eoib、delete-eoib、および show-eoib を使用して、EoIB データリンク情報を作成、削除、および表
示できます。show-ib サブコマンドも、すでに表示している IB 情報に加えて、すべての検出された EoIB
ゲートウェイ情報を表示するように拡張されました。

InfiniBand 可観測性

新しいフレームワークにより、すべての上位レイヤープロトコル (ULP) を含む InfiniBand の可観測性が向
上し、InfiniBand トランスポートフレームワーク (IBTF) に kstats の集中管理セットを作成できます。この
機能により、InfiniBand 環境内のアクティビティーの理解を深め、すべてのクライアントの開いているポー
トのセキュリティーを強化することもできます。

netstat コマンドのユーザーおよびプロセス情報

netstat(1M) コマンドの拡張機能により、ユーザーおよびプロセス情報を簡単に追跡して、ネットワークエ
ンドポイントを作成し、制御しているユーザーを検出できます。netstat コマンドと -u オプションを使用して、
ネットワークエンドポイントを作成したか、または現在ネットワークエンドポイントを制御しているユーザーとプ
ロセス ID、およびプログラムを表示できます。

# netstat -u

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネルの管理 』の「ユー
ザーとプロセスの情報の表示」を参照してください。

システム管理機能
このセクションでは、このリリースのシステム管理機能について説明します。

Remote Administration Daemon

RAD (Remote Administration Daemon) は Python、C、および Java の自動生成されたクライアン
ト側バインディングをサポートします。RAD はシステム管理アーキテクチャーの重要な基盤であり、開発者

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdladm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mnetstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWIPAgntmv
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWIPAgntmv
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が Oracle Solaris オペレーティングシステム内のさまざまなサブシステムとインタフェースをとる RAD モ
ジュールを書くことができます。管理者は RAD を使用して、システムとローカルおよびリモートで対話でき
ます。このリリースでは、ゾーン、サービス、ユーザー、カーネル統計、データリンク、およびエラスティック仮想ス
イッチに RAD モジュールのサポートを拡張しています。

RAD モジュールの開発方法の詳細は、『Remote Administration Daemon Developer Guide 』を参
照してください。

SMF 構成ステンシル、ログ表示、および同期操作

サービス管理機能 (SMF) には SMF ステンシルが含まれ、これにより、開発者と管理者は、SMF リポジ
トリに保存されている構成プロパティーをアプリケーション固有の構成ファイル (/etc などに保存されてい
る) に簡単にマップすることができます。新しいコマンド svcio(1) は入力としてステンシルファイルを取
得し、そのファイルとサービスプロパティーを使用して、アプリケーション構成ファイルを作成します。そこか
ら、SMF は開始またはリフレッシュ SMF メソッドを実行する前に、すべてのステンシル対応のサービスの
制御を取り、構成を再生成します。詳細は、『Oracle Solaris 11.2 でのシステムサービスの管理 』の「ステ
ンシルを使用した構成ファイルの作成」を参照してください。

管理者は svcs(1) コマンドを使用して、簡単に SMF ログを直接表示できます。ログファイルの名前を表
示するには -L オプションを使用し、ログファイルの最後の数行を表示するには -xL オプションを使用し、ロ
グファイル全体を表示するには、-Lv オプションを使用します。『Oracle Solaris 11.2 でのシステムサービ
スの管理 』の「サービスログファイルの表示」を参照してください。

SMF は、共通の簡単なインタフェースを提供することによって、同期操作をサポートし、必要なサービスの状
態が完了に移行するまでの待ち時間を短縮します。このインタフェースにより、サービス開発者と管理者は
サービスがオンラインになったときに手動でポーリングする必要がなくなります。

セキュリティー機能
このセクションでは、このリリースのセキュリティー機能について説明します。

検証済みブート

Oracle Solaris 検証済みブートは、悪意を持って、または誤って変更されたクリティカルなブートおよびカー
ネルコンポーネントを取り込むリスクを軽減するマルウェア対策および整合性機能です。この機能は、ファー
ムウェア、ブートシステム、およびカーネルおよびカーネルモジュールの暗号化署名をチェックします。3 つの
ポリシーオプションは、ignore、warn and continue、および refuse to load the component です。

検証済みブートの最初のリリースは、SPARC T5、M5、および M6 プラットフォームに適用されます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.2 でのシステムおよび接続されたデバイスのセキュリティー保護 』の「ベリファイ
ドブートの使用」を参照してください。

検証済みブートは、Oracle Solaris のセキュリティーを強化する一連のプロジェクトの 1 つです。ブログ投
稿 Solaris 検証済みブート (https://blogs.oracle.com/DanX/entry/verified_boot)では、検証済み

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSRAD
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1svcio-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SVSVFstencilsvcs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SVSVFstencilsvcs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1svcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SVSVFviewlog
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SVSVFviewlog
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSSADgmwce
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSSADgmwce
https://blogs.oracle.com/DanX/entry/verified_boot


Oracle® Solaris 11.2 新機能 15

ブートの詳細と、この機能が Oracle Solaris セキュリティーアーキテクチャーにどのように適合するのかを
説明しています。

Oracle Solaris 11 の IKEv2 のサポート

Oracle Solaris 11.2 には Internet Key Exchange (IKE) バージョン 2 のサポートが導入されていま
す。IKEv2 は IPsec の優先される鍵管理プロトコルの最新バージョンです。IKEv2 はピアシステム間の
自動セキュリティーアソシエーション (SA) と鍵管理を提供します。2 つのピア間でネゴシエートされたセ
キュアなチャネルによって、鍵交換が保護されます。ピアの ID は事前共有シークレットまたは公開鍵証明
書を使用して確立されます。

RBAC の時間ベースおよび場所ベースのアクセス

ユーザー属性を場所で修飾できます。usermod(1M) および rolemod(1M) コマンドの新しい修飾子オ
プションで、ユーザー属性を適用するホストやネットグループを示すことができます。デフォルトで、名前付き
ユーザーまたは役割に一致するローカルエントリがもっとも優先されます。ローカルエントリが存在しない場
合、ホスト名が現在のホストに一致するエントリまたはユーザーのいずれかのネットグループに一致する最
初のエントリを返す LDAP クエリーが起動されます。それ以外の場合、未修飾のユーザー属性が使用され
ます。

useradd(1M) コマンドの新しい access_times キーワードを使用して、PAM サービスにアクセスするため
の新しい時間ベースのポリシーを指定できます。このキーワードを使用して、各ユーザーが特定の PAM サー
ビスに対して認証できる日時を指定できます。たとえば、SSH の使用を平日の午前に制限できます。

ユーザーと権限の管理の監査

ユーザー管理および RBAC プロファイル構成コマンドは監査レコードを生成します。

長時間実行プロセス用の Kerberos

Kerberos が長時間実行プロセスおよび cron ジョブのサポートを提供するように拡張され、管理者は遅
延実行を利用して、通常のデフォルトより長い場合に有効な資格証明を必要とします。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での Kerberos およびその他の認証サービスの管理 』の「Kerberos
サービスへのアクセスのための遅延実行の構成」を参照してください。

プラットフォームの拡張機能

このセクションでは、このリリースに含まれるプラットフォームの拡張機能について説明します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Musermod-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mrolemod-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Museradd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSMKAksetup-10
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSMKAksetup-10
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複数 CPU バインディングシステムコール

新しいシステムコール processor_affinity(2) はプロセスまたはスレッドを複数の CPU にバインドで
きます。この新しい呼び出しは、大きなハードウェア構成でのスレッドと割り込みの処理のパフォーマンスの
問題に対処し、複数のバインドターゲットを提供して、クリティカルなアプリケーションおよびサービスの負荷
分散の向上も実現します。さらに、高いスケーラビリティーでプロセスまたはスレッドのバインディングを可能
にすることでリソースのプロビジョニングと管理を拡張します。

FMA ネットワーク診断

障害管理アーキテクチャー (FMA) には、ネットワークリソースをモニターし、ネットワーク機能の低下につなが
る可能性がある状況を報告できるネットワーク診断エージェントが含まれます。エージェントは最大転送単
位 (MTU) と VLAN ID 構成の問題を検出できます。

詳細は、『Oracle Solaris 11.2 でのネットワーク管理のトラブルシューティング 』の第 4 章「network-
monitor トランスポートモジュールユーティリティーを使用したネットワーク診断の実行」を参照してください。

カーネルクラッシュダンプの高速のアップロード時間

カーネルクラッシュダンプファイルは、大きなシステムからのダンプを Oracle サポートに高速にアップロード
できるように、再構築されました。この機能は、顧客に報告される初期分析と問題解決の時間を大幅に短
縮します。dumpadm(1M)および savecore(1M) コマンドを使用すると、カーネルクラッシュダンプをそれら
の内容に基づいて複数のファイルに分割し、管理の粒度を向上することができます。

numatop コマンドによるメモリーアクセス近傍性の特徴付けと分析

最新のシステムでは、マルチプロセッシングに非ユニフォームメモリーアクセス (NUMA) 設計が使用され
ます。NUMA システムでは、メモリーとプロセッサが、特定のプロセッサに対して、メモリーの一部がそれに
近く (つまり、より直接的なパスによって接続される)、ほかの部分がそれより遠くになるように編成されま
す。プロセッサは、遠いメモリーより近いメモリーに高速にアクセスできます。NUMA マシンでは、プロセッサ
とメモリーの間の待機時間がメモリーの部分によって大幅に異なることがあります。

新しい numatop(1M) コマンドは、NUMA システムで実行するプロセスとスレッドの実行時メモリーの近
傍性の特徴付けと分析のための可観測性ツールです。このツールは、プロセスおよびスレッドの NUMA 動
作を特徴付け、NUMA に関連するパフォーマンスボトルネックの存在箇所を特定するのに役立ちます。

Oracle Hardware Management Pack

Oracle Hardware Management Pack は Oracle Solaris に統合されています。このツールセットによ
り、Oracle サーバーハードウェアの管理および構成が向上し、スクリプトによる自動化を実現できます。この
セットは、次のアクティビティーのコマンド行インタフェースで構成されています。

■ Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサの構成
■ サーバーデータに使用されるハードウェア RAID ボリュームの構成

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2processor-affinity-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWTRBnwtrb-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=NWTRBnwtrb-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdumpadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msavecore-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mnumatop-1m
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■ サーバーファームウェアの更新
■ ハードウェア構成情報の表示

Oracle Solaris SNMP エージェントのハードウェアプラグインにより、既存のデータセンター管理ツール
で、SNMP トラップによるハードウェア障害の通知など、ハードウェアの構成とステータスのモニタリングが
可能になります。

Oracle Hardware Management Pack は system/management/hwmgmtd および system/management/
hwmgmtcli パッケージでインストールできます。

詳細は、Oracle Hardware Management Pack technology page (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html)を参
照してください。

Oracle VTS 7.0 Patch Set 18.1

Oracle Validation Test Suite (Oracle VTS) は、Oracle プラットフォーム上のほとんどのコントローラお
よびデバイスの接続性と機能性をテストし、検証する包括的なハードウェア診断ツールです。Oracle VTS
テストは、システム内のハードウェアコンポーネントまたは機能ごとに行われます。Oracle VTS 7.0 Patch
Set 18.1 では、プロセッサ、電源、電源管理、メモリー、入力および出力診断が大幅に拡張されています。変
更された VTS カーネルは、テストサーバーのシステム情報を記録し、テスト実行のたびに、定期的なテスト
ステータスサマリーレポートを提供します。

Oracle VTS 7.0 Patch Set 18.1 の拡張機能のリストについては、Oracle VTS 7.0 Patch Set 18 ソフ
トウェアのリリースノート (http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html)と Oracle
VTS 7.0 ソフトウェアのユーザーズガイド (http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/
index.html)を参照してください。

次世代ハードウェアドライバ

Oracle Solaris 11.2 は、Intel CPU および Ethernet コントローラ、Mellanox Ethernet および
InfiniBand HBA、LSI HBA などのサードパーティー製の最新世代のハードウェアコンポーネントのドライバ
のサポートを提供し続けます。

開発者ツール拡張機能
このセクションでは、開発者ツールの機能と拡張機能について説明します。

DTrace llquantize() 集約アクション

Oracle Solaris 11.2 には新しい DTrace 線形ログ量子化集約アクション llquantize() が含まれていま
す。この集約アクションを使用すると、既存の lquantize() アクションに似た線形ステップバケットでデータ
を複数の等級にわたって同時に収集できます。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/index.html
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詳細は、『Oracle Solaris 11.2 Dynamic Tracing Guide 』の「Aggregations」を参照してください。

DTrace スケーラビリティー拡張機能

DTrace の多くの拡張機能により、大きなプロセッサシステムでのデータの収集のパフォーマンスとスケーラ
ビリティーが向上します。特に、libdtrace(3LIB) コマンドでは、集約関数の処理にマルチスレッドを使用
するようになりました。

Oracle Solaris Preflight Applications Checker

Oracle Solaris Preflight Applications Checker バージョン 11.2 は次の 3 つのツールがバンドルされ
ています。

1. Application Readiness Checker Tool – Oracle Solaris 10 で動作中のアプリケーションを分析
して、Oracle Solaris 11 アプリケーションの準備状態を判断できます。このツールのチェックが成功す
ると、アプリケーションは変更せずに Oracle Solaris 11 で実行することを示します。

2. Kernel Compliance Checker Tool – Oracle Solaris 11.2 のカーネルモジュールまたはデバイス
ドライバの準拠をチェックします。このツールは、デバイスドライバのソースコードまたはバイナリを解析し
て、潜在的な準拠の問題を報告します。

3. Application Analyzer Tool – アプリケーションの最適でないコーディング、実装の実践、特定の
Oracle Solaris 機能の使用をチェックします。また Oracle Solaris で同じコードを実装するための適
切な方法も推奨します。このツールは、アプリケーションプロセスおよびソースコードを分析し、推奨事項レ
ポートを生成します。

詳細は、Oracle Solaris Preflight アプリケーションチェッカー (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html)の
Web サイトを参照してください。

Oracle Solaris Studio

Oracle Solaris Studio は、Oracle Solaris 上のアプリケーションのパフォーマンスと信頼性の向上のた
めの最新の解析ツール、コンパイラ最適化、およびマルチスレットパフォーマンスを提供します。

詳細は、Oracle Solaris Studio のページ (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
solarisstudio/overview/index.html)を参照してください。

ソフトウェア機能

このセクションでは、このリリースに含まれるフリーウェアの拡張機能と新しいパッケージについて説明しま
す。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSDTGgkwuk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Flibdtrace-3lib
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html
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Java 8

最新の Java リリースの Java 8 には Java プログラミングモデルへの重要なアップグレードおよび
JVM、Java 言語、およびライブラリの調整済みの展開が含まれます。Java 8 には、生産性、使いやす
さ、polyglot プログラミングの向上、セキュリティー、およびパフォーマンスの向上のための機能が含まれま
す。

Oracle Solaris 11.2 内には複数のバージョンの Java をインストールできます。デフォルトでは Java 7 の
みがインストールされます。Java 8 をインストールするには次のコマンドを使用します。

# pkg install jre-8

このコマンドを実行すると、Java 8 がデフォルトの Java 環境として設定されます。Java 8 をインストールし
て、Java 7 をデフォルトの実行時 Java バージョンとして設定する場合は次のコマンドを実行します。

# pkg set-mediator -V 1.7 java

詳細は、Java 8 のテクノロジのページ (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/
overview/java8-2100321.html)を参照してください。

Mozilla Collaboration Suite (Firefox、Thunderbird、Lightning)

Oracle Solaris 11.2 には、Mozilla コミュニティーの人気のあるコラボレーションスイートの最新バージョ
ン (Firefox 17 Web ブラウザ、Thunderbird 17 電子メールクライアント、および Lightning 1.9 カレン
ダクライアント) が含まれています。

各国語サポートの管理

nlsadm(1M) ユーティリティーは、デフォルトのシステムロケール、コンソールキーマップ、またはタイムゾーン
などの特定の国言語プロパティーの情報を取得し、設定する方法を提供します。

サードパーティーのライセンス

Oracle Solaris には多くのサードパーティー製コンポーネントが含まれています。詳細は、『Third-Party
Licenses and Notices for Oracle Solaris 11.2 』を参照してください。

新しい IPS パッケージ

次の表に Oracle Solaris 11.2 の新しい IPS パッケージを一覧表示します。また、以前に Oracle
Solaris 11 で配布されていましたが、新しいパッケージで提供されるようになったパッケージも含まれます。

表 1 Oracle Solaris 11.2 の新しい IPS パッケージ

パッケージ名 パッケージのサマリー

cloud/openstack OpenStack Group Package

cloud/openstack/cinder OpenStack Block Storage Service

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/java8-2100321.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/java8-2100321.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mnlsadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSPLG
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSPLG
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パッケージ名 パッケージのサマリー

cloud/openstack/glance OpenStack Image Service

cloud/openstack/horizon OpenStack Dashboard

cloud/openstack/keystone OpenStack Identity Service

cloud/openstack/neutron OpenStack Networking Service

cloud/openstack/nova OpenStack Compute Service

cloud/openstack/swift OpenStack Object Storage Service

compress/pbzip2 bzip2 の並列実装

compress/pixz XZ の並列インデックス作成バージョン

database/mysql-55 MySQL 5.5 データベース管理システム

database/mysql-55/client MySQL 5.5 クライアント実行可能ファイル

database/mysql-55/library MySQL 5.5 クライアントライブラリおよびプラグイン

database/mysql-55/tests MySQL 5.5 テストスイート

developer/build/pkg-config ライブラリビルド時情報をクエリーするツール

developer/gcc GCC

developer/gcc/gcc-c GCC - C コンパイラ

developer/gcc/gcc-c++ GNU Compiler Collection

developer/gcc/gcc-gfortran GCC - GNU Fortran コンパイラ

developer/gcc/gcc-gobjc GCC - Objective-C コンパイラ

developer/gcc-4/gcc-c++-47 GNU Compiler Collection

developer/gcc-4/gcc-c++-48 GNU Compiler Collection

developer/gcc-4/gcc-c-47 GCC C コンパイラ - 4.7

developer/gcc-4/gcc-c-48 GCC C コンパイラ - 4.8 (デフォルト)

developer/gcc-4/gcc-common-47 GCC Common Development Files - 4.7

developer/gcc-4/gcc-common-48 GCC Common Development Files - 4.8 (デフォルト)

developer/gcc-4/gcc-gfortran-47 GCC Fortran コンパイラ - 4.7

developer/gcc-4/gcc-gfortran-48 GCC Fortran コンパイラ - 4.8 (デフォルト)

developer/gcc-4/gcc-gobjc-47 GCC Objective-C コンパイラ - 4.7

developer/gcc-4/gcc-gobjc-48 GCC Objective-C コンパイラ - 4.8 (デフォルト)

developer/gcc-47 GCC 4.7

developer/gcc-48 GCC 4.8 (デフォルト)

developer/gnu-indent GNU インデントは、空白を挿入または削除して C プログ
ラムの外観を変更します

developer/java/jdk-8 Java Platform Standard Edition Development Kit
(1.8.0_05-b13)

developer/javascript/jsl jsl - JavaScript コード linter

diagnostic/numatop NumaTOP NUMA パフォーマンス監視ツール

driver/storage/lmrc LSI MegaRAID SAS 3.0 3108 HBA ドライバ

driver/storage/nvme NVMExpress 1.0e ドライバ

file/mlocate 高速ファイルロケーションユーティリティーのマージ
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パッケージ名 パッケージのサマリー

group/prerequisite/oracle/oracle-rdbms-server-12-

1-preinstall

Oracle Database 12c の前提条件パッケージ

group/system/management/rad/rad-client-interfaces RAD クライアントバインディンググループパッケージ

group/system/management/rad/rad-server-interfaces RAD サーバーモジュールグループパッケージ

group/system/solaris-core-platform Oracle Solaris Core Platform

group/system/solaris-minimal-server Oracle Solaris Minimal Server

install/archive Solaris システムアーカイブライブラリおよびユーティリ
ティー

library/java/java-demo-8 Java サンプルおよびデモアプリケーション (1.8.0_05-
b13)

library/libarchive マルチフォーマットアーカイブおよび圧縮ライブラリ

library/perl-5/authen-pam-512 Authen::PAM - PAM Perl モジュール

library/perl-5/authen-pam-584 Authen::PAM - PAM Perl モジュール

library/perl-5/authen-pam-threaded-512 Authen::PAM - PAM Perl モジュール

library/perl5/perl-tk CPAN Perl Tk モジュール

library/perl5/perl-tk-512 CPAN Perl Tk モジュール

library/perl-5/perl-x11-protocol CPAN X11::Protocol モジュール

library/perl-5/perl-x11-protocol-512 CPAN X11::Protocol モジュール

library/perl-5/xml-libxml libxml2 への Perl インタフェース

library/perl-5/xml-libxml-512 libxml2 への Perl インタフェース

library/perl-5/xml-libxml-threaded-512 libxml2 への Perl インタフェース

library/perl-5/xml-namespacesupport 名前空間付き XML 名を処理するための Perl モジュール

library/perl-5/xml-namespacesupport-512 名前空間付き XML 名を処理するための Perl モジュール

library/perl-5/xml-namespacesupport-threaded-512 名前空間付き XML 名を処理するための Perl モジュール

library/perl-5/xml-parser-threaded-512 XML::Parser Perl モジュール

library/perl-5/xml-sax XML 解析用の Perl の簡単な API

library/perl-5/xml-sax-512 XML 解析用の Perl の簡単な API

library/perl-5/xml-sax-base SAX 用 Perl ベースクラス

library/perl-5/xml-sax-base-512 SAX 用 Perl ベースクラス

library/perl-5/xml-sax-base-threaded-512 SAX 用 Perl ベースクラス

library/perl-5/xml-sax-threaded-512 XML 解析用の Perl の簡単な API

library/perl-5/xml-simple-threaded-512 XML 解析用の Perl の簡単な API

library/python/ceilometerclient OpenStack Ceilometer API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/ceilometerclient-26 OpenStack Ceilometer API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/ceilometerclient-27 OpenStack Ceilometer API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/cffi C コードを呼び出す Python の外部関数インタフェース

library/python/cffi-26 C コードを呼び出す Python の外部関数インタフェース
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python/cffi-27 C コードを呼び出す Python の外部関数インタフェース

library/python/cinderclient OpenStack Cinder API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/cinderclient-26 OpenStack Cinder API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/cinderclient-27 OpenStack Cinder API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/django Django Python Web フレームワーク

library/python/django-26 Django Python Web フレームワーク

library/python/django-27 Django Python Web フレームワーク

library/python/dnspython Python 用 DNS ツールキット

library/python/dnspython-26 Python 用 DNS ツールキット

library/python/dnspython-27 Python 用 DNS ツールキット

library/python/dogpile.cache dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/dogpile.cache-26 dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/dogpile.cache-27 dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/dogpile.core dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/dogpile.core-26 dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/dogpile.core-27 dogpile ロックベースのキャッシュ API

library/python/glanceclient OpenStack Glance API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/glanceclient-26 OpenStack Glance API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/glanceclient-27 OpenStack Glance API の Python およびコマンド行ク
ライアント

library/python/heatclient OpenStack Heat API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/heatclient-26 OpenStack Heat API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/heatclient-27 OpenStack Heat API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/iso8601 ISO 8601 の日付を解釈する簡単な Python モジュール

library/python/iso8601-26 ISO 8601 の日付を解釈する簡単な Python モジュール

library/python/iso8601-27 ISO 8601 の日付を解釈する簡単な Python モジュール

library/python/jinja2 Python の完全な機能を備えたテンプレートエンジン

library/python/jinja2-26 Python の完全な機能を備えたテンプレートエンジン

library/python/jinja2-27 Python の完全な機能を備えたテンプレートエンジン

library/python/keystoneclient OpenStack Keystone API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/keystoneclient-26 OpenStack Keystone API の Python およびコマンド
行クライアント
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python/keystoneclient-27 OpenStack Keystone API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/neutronclient OpenStack Neutron API の Python およびコマンド行
クライアント

library/python/neutronclient-26 OpenStack Neutron API の Python およびコマンド行
クライアント

library/python/neutronclient-27 OpenStack Neutron API の Python およびコマンド行
クライアント

library/python/novaclient OpenStack Nova API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/novaclient-26 OpenStack Nova API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/novaclient-27 OpenStack Nova API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/oslo.config Oslo 構成ライブラリ

library/python/oslo.config-26 Oslo 構成ライブラリ

library/python/oslo.config-27 Oslo 構成ライブラリ

library/python/pbr Python Build Reasonableness

library/python/pbr-26 Python Build Reasonableness

library/python/pbr-27 Python Build Reasonableness

library/python/pycparser ピュア Python の完全な C99 パーサー

library/python/pycparser-26 ピュア Python の完全な C99 パーサー

library/python/pycparser-27 ピュア Python の完全な C99 パーサー

library/python/python-memcached Python memcached クライアントライブラリ

library/python/python-memcached-26 Python memcached クライアントライブラリ

library/python/python-memcached-27 Python memcached クライアントライブラリ

library/python/quantumclient OpenStack Quantum API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/quantumclient-26 OpenStack Quantum API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/quantumclient-27 OpenStack Quantum API の Python およびコマンド
行クライアント

library/python/six Python 2 および 3 互換性ユーティリティー

library/python/six-26 Python 2 および 3 互換性ユーティリティー

library/python/six-27 Python 2 および 3 互換性ユーティリティー

library/python/swiftclient OpenStack Swift API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/swiftclient-26 OpenStack Swift API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/swiftclient-27 OpenStack Swift API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/troveclient OpenStack Trove API の Python およびコマンド行クラ
イアント
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python/troveclient-26 OpenStack Trove API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/troveclient-27 OpenStack Trove API の Python およびコマンド行クラ
イアント

library/python/websockify WebSocket から TCP プロキシ/ブリッジ

library/python/websockify-26 WebSocket から TCP プロキシ/ブリッジ

library/python/websockify-27 WebSocket から TCP プロキシ/ブリッジ

library/python/xattr 拡張ファイルシステム属性の Python ラッパー

library/python/xattr-26 拡張ファイルシステム属性の Python ラッパー

library/python/xattr-27 拡張ファイルシステム属性の Python ラッパー

library/python-2/alembic SQLAlchemy のデータベース移行ツール

library/python-2/alembic-26 SQLAlchemy のデータベース移行ツール

library/python-2/alembic-27 SQLAlchemy のデータベース移行ツール

library/python-2/amqp Python の AMQP クライアントライブラリ

library/python-2/amqp-26 Python の AMQP クライアントライブラリ

library/python-2/amqp-27 Python の AMQP クライアントライブラリ

library/python-2/anyjson 共通のインタフェースで最適な JSON 実装をラップする
Python モジュール

library/python-2/anyjson-26 共通のインタフェースで最適な JSON 実装をラップする
Python モジュール

library/python-2/anyjson-27 共通のインタフェースで最適な JSON 実装をラップする
Python モジュール

library/python-2/argparse Python argparse コマンド行解析ライブラリ

library/python-2/argparse-26 Python argparse コマンド行解析ライブラリ

library/python-2/babel Python の国際化ユーティリティー

library/python-2/babel-26 Python の国際化ユーティリティー

library/python-2/babel-27 Python の国際化ユーティリティー

library/python-2/beautifulsoup4 スクリーンスクレイピングライブラリ

library/python-2/beautifulsoup4-26 スクリーンスクレイピングライブラリ

library/python-2/beautifulsoup4-27 スクリーンスクレイピングライブラリ

library/python-2/boto Python の Amazon Web Services ライブラリ

library/python-2/boto-26 Python の Amazon Web Services ライブラリ

library/python-2/boto-27 Python の Amazon Web Services ライブラリ

library/python-2/cheetah テンプレートエンジンとコード生成ツール

library/python-2/cheetah-26 テンプレートエンジンとコード生成ツール

library/python-2/cheetah-27 テンプレートエンジンとコード生成ツール

library/python-2/cliff コマンド行インタフェースフォーミュレーションフレームワーク

library/python-2/cliff-26 コマンド行インタフェースフォーミュレーションフレームワーク

library/python-2/cliff-27 コマンド行インタフェースフォーミュレーションフレームワーク

library/python-2/cmd2 Python cmd モジュールの特別な機能
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/cmd2-26 Python cmd モジュールの特別な機能

library/python-2/cmd2-27 Python cmd モジュールの特別な機能

library/python-2/cov-core pytest-cov、nose-cov、および nose2-cov で使用するプラ
グインコア

library/python-2/cov-core-26 pytest-cov、nose-cov、および nose2-cov で使用するプラ
グインコア

library/python-2/cov-core-27 pytest-cov、nose-cov、および nose2-cov で使用するプラ
グインコア

library/python-2/cssutils CSS カスケードスタイルシートを解析および構築するため
の Python パッケージ

library/python-2/cssutils-27 CSS カスケードスタイルシートを解析および構築するため
の Python パッケージ

library/python-2/d2to1 Python 2 による distutils2 に似た setup.cfg ファイル
を許可する

library/python-2/d2to1-26 Python 2 による distutils2 に似た setup.cfg ファイル
を許可する

library/python-2/d2to1-27 Python 2 による distutils2 に似た setup.cfg ファイル
を許可する

library/python-2/decorator Python デコレータヘルパーモジュール

library/python-2/decorator-26 Python デコレータヘルパーモジュール

library/python-2/decorator-27 Python デコレータヘルパーモジュール

library/python-2/django_compressor JavaScript/CSS コンプレッサ

library/python-2/django_compressor-26 JavaScript/CSS コンプレッサ

library/python-2/django_compressor-27 JavaScript/CSS コンプレッサ

library/python-2/django_openstack_auth OpenStack Identity で使用する Django 認証バックエ
ンド

library/python-2/django_openstack_auth-26 OpenStack Identity で使用する Django 認証バックエ
ンド

library/python-2/django_openstack_auth-27 OpenStack Identity で使用する Django 認証バックエ
ンド

library/python-2/django-appconf Django アプリケーションヘルパークラス

library/python-2/django-appconf-26 Django アプリケーションヘルパークラス

library/python-2/django-appconf-27 Django アプリケーションヘルパークラス

library/python-2/eventlet Python 用の高度な同時ネットワーキングライブラリ

library/python-2/eventlet-26 Python 用の高度な同時ネットワーキングライブラリ

library/python-2/eventlet-27 Python 用の高度な同時ネットワーキングライブラリ

library/python-2/filechunkio filechunkio は OS レベルファイルのチャンクを表す

library/python-2/filechunkio-26 filechunkio は OS レベルファイルのチャンクを表す

library/python-2/filechunkio-27 filechunkio は OS レベルファイルのチャンクを表す

library/python-2/formencode HTML フォームの検証、生成、および変換パッケージ

library/python-2/formencode-26 HTML フォームの検証、生成、および変換パッケージ



Oracle® Solaris 11.2 新機能 26

パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/formencode-27 HTML フォームの検証、生成、および変換パッケージ

library/python-2/greenlet Python のコルーチンモジュール

library/python-2/greenlet-26 Python のコルーチンモジュール

library/python-2/greenlet-27 Python のコルーチンモジュール

library/python-2/httplib2 Python の包括的な HTTP クライアントライブラリ

library/python-2/httplib2-26 Python の包括的な HTTP クライアントライブラリ

library/python-2/httplib2-27 Python の包括的な HTTP クライアントライブラリ

library/python-2/importlib Python importlib モジュール

library/python-2/importlib-26 Python importlib モジュール

library/python-2/ipython Python 拡張インタラクティブシェル

library/python-2/ipython-27 Python 拡張インタラクティブシェル

library/python-2/jsonpatch JSON パッチを作成し、適用するための Python モジュー
ル

library/python-2/jsonpatch-26 JSON パッチを作成し、適用するための Python モジュー
ル

library/python-2/jsonpatch-27 JSON パッチを作成し、適用するための Python モジュー
ル

library/python-2/jsonpointer JSON ポインタを解決するための Python モジュール

library/python-2/jsonpointer-26 JSON ポインタを解決するための Python モジュール

library/python-2/jsonpointer-27 JSON ポインタを解決するための Python モジュール

library/python-2/jsonschema Python の JSON スキーマ検証の実装

library/python-2/jsonschema-26 Python の JSON スキーマ検証の実装

library/python-2/jsonschema-27 Python の JSON スキーマ検証の実装

library/python-2/kombu Python のメッセージングフレームワーク

library/python-2/kombu-26 Python のメッセージングフレームワーク

library/python-2/kombu-27 Python のメッセージングフレームワーク

library/python-2/lesscpy Python LESS コンパイラ

library/python-2/lesscpy-26 Python LESS コンパイラ

library/python-2/lesscpy-27 Python LESS コンパイラ

library/python-2/librabbitmq AMQP クライアントの Python バインディング

library/python-2/librabbitmq-26 AMQP クライアントの Python バインディング

library/python-2/librabbitmq-27 AMQP クライアントの Python バインディング

library/python-2/lockfile Python のファイルロックモジュール

library/python-2/lockfile-26 Python のファイルロックモジュール

library/python-2/lockfile-27 Python のファイルロックモジュール

library/python-2/markdown John Gruber の Markdown の Python 実装

library/python-2/markdown-26 John Gruber の Markdown の Python 実装

library/python-2/markdown-27 John Gruber の Markdown の Python 実装

library/python-2/markupsafe Python HTML 文字列モジュール
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/markupsafe-26 Python HTML 文字列モジュール

library/python-2/markupsafe-27 Python HTML 文字列モジュール

library/python-2/mock モックオブジェクトの作成用の unittest ライブラリ

library/python-2/mock-26 モックオブジェクトの作成用の unittest ライブラリ

library/python-2/mock-27 モックオブジェクトの作成用の unittest ライブラリ

library/python-2/netaddr Python ネットワークアドレス操作

library/python-2/netaddr-26 Python ネットワークアドレス操作

library/python-2/netaddr-27 Python ネットワークアドレス操作

library/python-2/netifaces Python からネットワークインタフェースへのポータブルアク
セス

library/python-2/netifaces-26 Python からネットワークインタフェースへのポータブルアク
セス

library/python-2/netifaces-27 Python からネットワークインタフェースへのポータブルアク
セス

library/python-2/nose-cover3 Nose のカバレージサポート

library/python-2/nose-cover3-26 Nose のカバレージサポート

library/python-2/nose-cover3-27 Nose のカバレージサポート

library/python-2/ordereddict Python ordereddict ライブラリ

library/python-2/ordereddict-26 Python ordereddict ライブラリ

library/python-2/passlib Python の包括的なパスワードハッシュフレームワーク

library/python-2/passlib-26 Python の包括的なパスワードハッシュフレームワーク

library/python-2/passlib-27 Python の包括的なパスワードハッシュフレームワーク

library/python-2/paste Web Server Gateway Interface スタックを使用するた
めのツール

library/python-2/paste.deploy WSGI アプリケーションおよびサーバーのロード、構成、およ
び作成

library/python-2/paste.deploy-26 WSGI アプリケーションおよびサーバーのロード、構成、およ
び作成

library/python-2/paste.deploy-27 WSGI アプリケーションおよびサーバーのロード、構成、およ
び作成

library/python-2/paste-26 Web Server Gateway Interface スタックを使用するた
めのツール

library/python-2/paste-27 Web Server Gateway Interface スタックを使用するた
めのツール

library/python-2/pep8 pep8 - Python スタイルガイドチェッカー

library/python-2/pep8-26 pep8 - Python スタイルガイドチェッカー

library/python-2/pep8-27 pep8 - Python スタイルガイドチェッカー

library/python-2/pip Python パッケージをインストールおよび管理するための
ツール

library/python-2/pip-26 Python パッケージをインストールおよび管理するための
ツール
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/pip-27 Python パッケージをインストールおよび管理するための
ツール

library/python-2/prettytable ASCII テーブルにデータを表示するための簡単な Python
ライブラリ

library/python-2/prettytable-26 ASCII テーブルにデータを表示するための簡単な Python
ライブラリ

library/python-2/prettytable-27 ASCII テーブルにデータを表示するための簡単な Python
ライブラリ

library/python-2/py Python 間パス、ini 解析、IO、コード、ログ機能を備えたラ
イブラリ

library/python-2/py-26 Python 間パス、ini 解析、IO、コード、ログ機能を備えたラ
イブラリ

library/python-2/py-27 Python 間パス、ini 解析、IO、コード、ログ機能を備えたラ
イブラリ

library/python-2/pyasn1 Python ASN.1 実装

library/python-2/pyasn1-26 Python ASN.1 実装

library/python-2/pyasn1-27 Python ASN.1 実装

library/python-2/pyasn1-modules ASN.1 ベースのプロトコルモジュールのコレクション

library/python-2/pyasn1-modules-26 ASN.1 ベースのプロトコルモジュールのコレクション

library/python-2/pyasn1-modules-27 ASN.1 ベースのプロトコルモジュールのコレクション

library/python-2/pycountry ISO の国、小区域、言語、通貨、およびスクリプトの定義

library/python-2/pycountry-26 ISO の国、小区域、言語、通貨、およびスクリプトの定義

library/python-2/pycountry-27 ISO の国、小区域、言語、通貨、およびスクリプトの定義

library/python-2/pydns Python DNS ライブラリ

library/python-2/pydns-26 Python DNS ライブラリ

library/python-2/pydns-27 Python DNS ライブラリ

library/python-2/pyflakes Python プログラムのパッシブチェッカー

library/python-2/pyflakes-26 Python プログラムのパッシブチェッカー

library/python-2/pyflakes-27 Python プログラムのパッシブチェッカー

library/python-2/pygments Python で書かれた構文強調表示パッケージ

library/python-2/pygments-26 Python で書かれた構文強調表示パッケージ

library/python-2/pygments-27 Python で書かれた構文強調表示パッケージ

library/python-2/pyparsing Python 解析モジュール

library/python-2/pyparsing-26 Python 解析モジュール

library/python-2/pyparsing-27 Python 解析モジュール

library/python-2/pyrabbit RabbitMQ 管理 HTTP API への Python インタフェー
ス

library/python-2/pyrabbit-26 RabbitMQ 管理 HTTP API への Python インタフェー
ス

library/python-2/pyrabbit-27 RabbitMQ 管理 HTTP API への Python インタフェー
ス
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library/python-2/pytest Python テストツール

library/python-2/pytest-26 Python テストツール

library/python-2/pytest-27 Python テストツール

library/python-2/pytest-capturelog ログメッセージを取得するための pytest プラグイン

library/python-2/pytest-capturelog-26 ログメッセージを取得するための pytest プラグイン

library/python-2/pytest-capturelog-27 ログメッセージを取得するための pytest プラグイン

library/python-2/pytest-codecheckers ソースコード妥当性検査を追加するための pytest プラグ
イン (pep8 およびフレンド)

library/python-2/pytest-codecheckers-26 ソースコード妥当性検査を追加するための pytest プラグ
イン (pep8 およびフレンド)

library/python-2/pytest-codecheckers-27 ソースコード妥当性検査を追加するための pytest プラグ
イン (pep8 およびフレンド)

library/python-2/pytest-cov カバレージレポート用の pytest プラグイン

library/python-2/pytest-cov-26 カバレージレポート用の pytest プラグイン

library/python-2/pytest-cov-27 カバレージレポート用の pytest プラグイン

library/python-2/python-imaging Python の独自のイメージ処理ライブラリ

library/python-2/python-imaging-27 Python の独自のイメージ処理ライブラリ

library/python-2/python-ldap Python の LDAP クライアントライブラリ

library/python-2/python-ldap-26 Python の LDAP クライアントライブラリ

library/python-2/python-ldap-27 Python の LDAP クライアントライブラリ

library/python-2/python-mysql Python プログラミング言語の MySQL データベースアダ
プタ

library/python-2/python-mysql-27 Python プログラミング言語の MySQL データベースアダ
プタ

library/python-2/python-twisted インターネットアプリケーションのイベントベースのフレーム
ワーク

library/python-2/python-twisted-27 インターネットアプリケーションのイベントベースのフレーム
ワーク

library/python-2/python-twisted-web2 HTTP/1.1 サーバーフレームワーク

library/python-2/python-twisted-web2-27 HTTP/1.1 サーバーフレームワーク

library/python-2/python-zope-interface Python 用 Zope インタフェースパッケージ

library/python-2/python-zope-interface-27 Python 用 Zope インタフェースパッケージ

library/python-2/pytz Python タイムゾーンライブラリ

library/python-2/pytz-26 Python タイムゾーンライブラリ

library/python-2/pytz-27 Python タイムゾーンライブラリ

library/python-2/repoze.lru Python 用の小さな LRU キャッシュ実装およびデコレータ

library/python-2/repoze.lru-26 Python 用の小さな LRU キャッシュ実装およびデコレータ

library/python-2/repoze.lru-27 Python 用の小さな LRU キャッシュ実装およびデコレータ

library/python-2/requests Python HTTP for Humans

library/python-2/requests-26 Python HTTP for Humans
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/requests-27 Python HTTP for Humans

library/python-2/routes dicts への URL (およびその逆) が一致する Python の
ルーティングパッケージ

library/python-2/routes-26 dicts への URL (およびその逆) が一致する Python の
ルーティングパッケージ

library/python-2/routes-27 dicts への URL (およびその逆) が一致する Python の
ルーティングパッケージ

library/python-2/setuptools-git Git の setuptools リビジョン制御システムプラグイン

library/python-2/setuptools-git-26 Git の setuptools リビジョン制御システムプラグイン

library/python-2/setuptools-git-27 Git の setuptools リビジョン制御システムプラグイン

library/python-2/simplejson Python の JSON (Java Script Object Notation) エン
コーダ/デコーダ

library/python-2/simplejson-27 Python の JSON (Java Script Object Notation) エン
コーダ/デコーダ

library/python-2/sqlalchemy Python SQL ツールキットおよびオブジェクトリレーショナ
ルマッパー

library/python-2/sqlalchemy-26 Python SQL ツールキットおよびオブジェクトリレーショナ
ルマッパー

library/python-2/sqlalchemy-27 Python SQL ツールキットおよびオブジェクトリレーショナ
ルマッパー

library/python-2/sqlalchemy-migrate SQLAlchemy のデータベーススキーマの移行

library/python-2/sqlalchemy-migrate-26 SQLAlchemy のデータベーススキーマの移行

library/python-2/sqlalchemy-migrate-27 SQLAlchemy のデータベーススキーマの移行

library/python-2/stevedore Python アプリケーションの動的プラグインの管理

library/python-2/stevedore-26 Python アプリケーションの動的プラグインの管理

library/python-2/stevedore-27 Python アプリケーションの動的プラグインの管理

library/python-2/suds 軽量 SOAP クライアント

library/python-2/suds-26 軽量 SOAP クライアント

library/python-2/suds-27 軽量 SOAP クライアント

library/python-2/tempita きわめて小さなテキストテンプレート言語

library/python-2/tempita-26 きわめて小さなテキストテンプレート言語

library/python-2/tempita-27 きわめて小さなテキストテンプレート言語

library/python-2/tox テストアクティビティーの virtualenv ベースの自動化

library/python-2/tox-27 テストアクティビティーの virtualenv ベースの自動化

library/python-2/tox-27 テストアクティビティーの virtualenv ベースの自動化

library/python-2/unittest2 Python ユニットテストフレームワーク

library/python-2/unittest2-26 Python ユニットテストフレームワーク

library/python-2/virtualenv 仮想 Python 環境ビルダー

library/python-2/virtualenv-26 仮想 Python 環境ビルダー

library/python-2/virtualenv-27 仮想 Python 環境ビルダー

library/python-2/waitress Waitress WSGI サーバー
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パッケージ名 パッケージのサマリー

library/python-2/waitress-26 Waitress WSGI サーバー

library/python-2/waitress-27 Waitress WSGI サーバー

library/python-2/warlock JSON スキーマおよび JSON パッチに基づいて構築され
た Python オブジェクト

library/python-2/warlock-26 JSON スキーマおよび JSON パッチに基づいて構築され
た Python オブジェクト

library/python-2/warlock-27 JSON スキーマおよび JSON パッチに基づいて構築され
た Python オブジェクト

library/python-2/webob WSGI リクエストおよびレスポンスオブジェクト

library/python-2/webob-26 WSGI リクエストおよびレスポンスオブジェクト

library/python-2/webob-27 WSGI リクエストおよびレスポンスオブジェクト

library/python-2/webtest WSGI アプリケーションをテストするためのヘルパー

library/python-2/webtest-26 WSGI アプリケーションをテストするためのヘルパー

library/python-2/webtest-27 WSGI アプリケーションをテストするためのヘルパー

network/amqp/rabbitmq AMQP を実装するメッセージブローカ

package/pkg/depot IPS デポ

runtime/java/jre-8 Java Platform Standard Edition Runtime
Environment 1.8.0_05-b13

runtime/perl-threaded-512 Perl 5.12

runtime/ruby-19 Ruby、RubyGems、および Rake (デフォルト)

runtime/ruby-19/ruby-tk Ruby Tk ライブラリ

security/compliance 準拠コマンドおよびフレームワーク

security/compliance/benchmark/pci-dss Oracle Solaris の PCI-DSS セキュリティーポリシー準拠

security/compliance/benchmark/solaris-policy Oracle Solaris セキュリティーポリシー準拠

security/compliance/policy-tests Oracle Solaris セキュリティーポリシー準拠

service/network/dnsmasq NAT ファイアウォールの DNS フォワーダ

service/network/evs エラスティック仮想スイッチクライアントコマンド

service/network/ptp Precision Time Protocol (PTP) IEEE 1588-2008
(Version 2)

shell/gnu-getopt シェルスクリプトからのコマンド行引数の解析

shell/parallel 1 台または複数のコンピュータを使用してジョブを並列で
実行するための GNU parallel シェルツール

system/file-system/uafs 統合アーカイブファイルシステム (UAFS)

system/kernel/ttrace sun4v プラットフォームでの HV トラップトレース

system/ldoms/mib Oracle VM Server for SPARC MIB

system/library/gcc/gcc-c++-runtime GNU Compiler Collection

system/library/gcc/gcc-c++-runtime-47 GNU Compiler Collection

system/library/gcc/gcc-c++-runtime-48 GNU Compiler Collection

system/library/gcc/gcc-c-runtime GCC - C ランタイム

system/library/gcc/gcc-c-runtime-47 GCC 4.7 - C ランタイム
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パッケージ名 パッケージのサマリー

system/library/gcc/gcc-c-runtime-48 GCC 4.8 - C ランタイム (デフォルト)

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime GCC - Fortran ランタイム

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime-47 GCC 4.7 - Fortran ランタイム

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime-48 GCC 4.8 - Fortran ランタイム (デフォルト)

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime GCC - Objective-C ランタイム

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime-47 GCC 4.7 - Objective-C ランタイム

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime-48 GCC 4.8 - Objective-C ランタイム (デフォルト)

system/library/gcc/gcc-runtime GCC - GCC ランタイム

system/library/gcc/gcc-runtime-47 GCC 4.7 - GCC ランタイム

system/library/gcc/gcc-runtime-48 GCC 4.8 - GCC ランタイム (デフォルト)

system/library/libv12n libv12n および virtinfo はホスト可能な仮想環境のほ
か、現在実行中の仮想環境のタイプと親の仮想環境のタ
イプを特定する方法を提供します

system/library/mmheap mmap ベースのヒープメモリーアロケータ

system/locale/nls-administration 各国語サポートの管理

system/locale/setterm setterm - tty 行にストリームを構築する

system/management/biosconfig Oracle Hardware Management Pack - biosconfig

system/management/facter facter – システムに関するファクトを収集および表示

system/management/fwupdate Oracle Hardware Management Pack - fwupdate

system/management/fwupdate/emulex Emulex OneCommand Manager: fwupdate の CLI
およびライブラリプラグイン

system/management/fwupdate/qlogic fwupdate の QLogic CLI およびライブラリプラグイン

system/management/hwmgmtd Oracle Hardware Management Pack - ハードウェア
エージェント

system/management/ipmitool ipmitool - IPMI 対応デバイスを制御するためのユーティ
リティー

system/library/hmp-libs Oracle Hardware Management Pack 共有ライブラリ

system/management/hmp-snmp Oracle Hardware Management Pack - SNMP プラ
グイン

system/management/raidconfig Oracle Hardware Management Pack - raidconfig

system/management/ilomconfig ILOM 構成ユーティリティー

system/management/hwmgmtcli Oracle Hardware Management Pack - hwmgmtcli

system/management/ubiosconfig Oracle Hardware Management Pack - ubiosconfig

system/management/hmp-snmp Oracle Hardware Management Pack - SNMP プラ
グイン

system/management/ovm-guest-additions Oracle VM ゲストの追加

system/management/puppet Puppet - 構成管理ツールキット

system/management/rad/client/rad-c RAD C クライアントモジュール

system/management/rad/module/rad-dlmgr RAD Datalink Manager モジュール

system/management/rad/module/rad-evs-controller エラスティック仮想スイッチコントローラ RAD モジュール
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パッケージ名 パッケージのサマリー

system/management/rad/module/rad-files Visual Panels の RAD ファイルモジュール

system/management/rad/module/rad-network Visual Panels の RAD ネットワークモジュール

system/management/rad/module/rad-panels Visual Panels の RAD パネルモジュール

system/management/rad/module/rad-time Visual Panels の RAD 時間モジュール

system/management/rad/radadrgen Remote Administration Daemon (RAD) ADR 処理
ユーティリティー

system/management/ubiosconfig Oracle Hardware Management Pack - ubiosconfig

system/network/ike Internet Key Exchange (IKE) サービス

system/security/armor ARMOR

system/storage/nvme-utilities NVMExpress(nvme) ユーティリティー

system/zones/brand/brand-solaris-kz Solaris Kernel Zones (solaris-kz ブランドゾーン)

terminal/cssh サーバーのクラスタを管理するためのクラスタ ssh ユーティ
リティー

terminal/cssh-512 サーバーのクラスタを管理するためのクラスタ ssh ユーティ
リティー

terminal/tmux tmux - ターミナルマルチプレクサ

web/php-53/extension/php-zendopcache PHP の ZendOpcache 拡張モジュール

x11/diagnostic/intel-gpu-tools Intel グラフィックスドライバデバッグツール

主なリソース
■ Oracle Solaris 11 の使い方ガイド (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/

solaris11/documentation/how-to-517481.html)
■ Oracle Solaris 11 のテクノロジ (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/

solaris11/technologies/index.html)
■ Oracle Solaris 11 のトレーニング (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/

solaris11/training/index.html)
■ Oracle Solaris 11.2 の情報ライブラリ (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?

ctx=E36784)

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/how-to-517481.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/how-to-517481.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/training/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/training/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
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