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Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 補足リリースノート
これらの補足リリースノートには、Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 保守更新リリースに関する次の
情報が記載されています。

■ 2 ページの「この保守更新リリースの新機能」
■ 2 ページの「解決済みの問題」
■ 3 ページの「Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 保守更新リリースに影響を与えるバグ」
■ 4 ページの「ドキュメントに関する情報」

サポートされているハードウェア、最小のファームウェアと完全に認定されているファームウェア、Oracle
Solaris OS とハードウェアについては、『Oracle VM Server for SPARC 3.2 インストールガイド 』の第
1 章「Oracle VM Server for SPARC 3.2 システム要件」を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC 3.2 ソフトウェアの問題については、『Oracle VM Server for SPARC
3.2 リリースノート 』を参照してください。

この保守更新リリースの新機能
デフォルトでは 論理ドメイン Manager アクションの監査レコードは生成されません。詳細
は、5 ページの「デフォルトでは 論理ドメイン Manager アクションの監査レコードは生成されなくなっ
た」を参照してください。

解決済みの問題
Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 ソフトウェアリリースでは、次の改善要求およびバグが修正され
ています。

19365876 I/O リソースグループ情報が欠落している

19679858 ldm ls-constraints により、構成済みのハイパーバイザの mpgroup 機能が失わ
れる

19914686 T7-2 または T5-2 で ldm list-group -a -l にメモリー情報が欠落している

20124236 HV の再構成に失敗したあとで、ldmd は HVMD とエラー情報をログに記録する
べきである

20187197 パワーキャップが制限より低くなると CPU が再開されない

20201013 タイムアウトが原因で回復モードが I/O ドメインを回復できない

20372132 cpu-arch=(migration-class1|generic) では MD に DAX を含めるべきではない

20416951 LDoms 監査レコードの生成を無効にする

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSRN
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSRN
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20458698 19513561 の 3.2 修正が不完全である

20570207 エラスティック PM の場合に回復モードがプライマリドメインをハングする

20586961 mgmtldmgr/ldommgr-mgmt の問題

20604908 get_ldom_by_rc_name() が正しいルートドメインを返さないことがある

20688980 ライブ移行の実行中に LDoms 3.1.1.2/M5-32/ldmd がコアダンプする

20688980 ライブ移行の実行中に LDoms 3.1.1.2/M5-32/ldmd がコアダンプする

20704724 保持されたメモリー API グループのチェックを延期する

20796786 MIB に ldomVdsdevTable、ldomVnetTable、ldomVdiskTable が欠落してい
る

20974426 18746688 によって行われた自動保存に対する変更を無効にする

Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 保守更新リリースに影
響を与えるバグ
このセクションで説明されているバグは、Oracle VM Server for SPARC 3.2 ソフトウェアにも影響を与
えることがあります。

ldm list-rsrc-group -a により正しくない出力が生成される

バグ ID 21116138: ldm list-rsrc-group コマンドに対して -a オプションを指定すると、出力の
MEMORY 列には、使用可能な (空き) メモリーとバインドされたメモリーが示されます。ただし、サマリーの
見出し内の合計メモリーサイズには誤って、バインドされたメモリーのみの合計が表示されます。

-a オプションを指定しない場合、MEMORY 列内のメモリー情報は、サマリー情報内の合計メモリーと一致
します。

回避方法: システムの空きメモリーのリストを取得するには、ldm ls-devices memory コマンドを使用しま
す。すべてのメモリーを表示するには、-a オプションを指定します。

ゲストドメインのライブ移行を実行すると失敗することがある

 

バグ ID 20991993: cpu-arch プロパティー値が native に設定されているゲストドメインのライブ移行が
失敗することがあります。この問題は、一致しないシステムファームウェアバージョンが原因です。
移行するドメインが少なくとも Oracle Solaris 11.2.9.5.0 OS を実行している場合、両方のシステムが適
切なシステムファームウェアバージョンを実行していないかぎり、移行は失敗します。

■ SPARC T5、SPARC M5、および SPARC M6 システム。少なくともバージョン 9.3.0 または 9.2.1 以
下のバージョン。
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■ SPARC T4 システム。少なくともバージョン 8.6.0 または 8.5.1 以下のバージョン。

回避方法: 移行するドメインで cpu-arch プロパティー値を migration-class1 に設定します。

cpu-arch プロパティー値を native から migration-class1 に変更する前に、ゲストドメインを停止して再
起動する必要があります。

SES 対応ストレージデバイスをホストする PCIe バスを削除しようとしたとき
の「デバイスは使用中です」エラー

バグ ID 20774477: SES 対応ストレージデバイスを使用する場合、これらのデバイスをホストする PCIe
バスを削除しようとすると、「デバイスは使用中です」エラーが表示されることがあります。このタイプのス
トレージデバイスを使用するかどうかを判別するには、PCIe バスの ldm list-io -l 出力で ses または
enclosure 文字列を検索します。

回避方法: PCIe バスを削除するには、次のいずれかの回避方法を実行します。

■ PCIe バスを動的に削除します。

1. FMD サービスを無効にします。

primary# svcadm disable -st svc:/system/fmd

2. PCIe バスを削除します。

primary# ldm remove-io bus

3. FMD サービスを再度有効にします。

primary# svcadm enable svc:/system/fmd

■ PCIe バスを静的に削除します。

1. PCIe バスがあるルートドメインを遅延再構成にします。

primary# ldm start-reconf root-domain

2. PCIe バスを削除します。

primary# ldm remove-io bus

3. ルートドメインコンソールからリブートを実行します。

root-domain# reboot

ドキュメントに関する情報

動的 PCIe バスの割り当て 機能要件の明確化

『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「動的 PCIe バスの割り当て の要件」では、動的
PCIe バスの割り当て 機能の完全な要件セットが指定されていません。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGdynamicbusassignmentrequirements
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この機能は、Oracle Solaris 10 OS を実行するルートドメインではサポートされていません。この機能は、
少なくとも 9.4.2 バージョンのシステムファームウェアおよび Oracle Solaris 11 OS がインストールされ
ているサポート対象の SPARC M シリーズシステム、および少なくとも XCP2240 および Oracle Solaris
11 OS がインストールされている Fujitsu M10 サーバー で実行されます。

回復性 I/O ドメインの要件の明確化

『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「回復性 I/O ドメインの要件」には、回復性 I/O
ドメインは少なくとも Oracle Solaris 11.2.8.0.0 (SRU) OS を実行すると記載されています。回復性 I/
O ドメインは Oracle Solaris 10 OS を実行できません。

Oracle Solaris 11.2 OS のリンクアグリゲーション構成の明確化

『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「仮想スイッチでのリンクアグリゲーションの使
用」には、Oracle Solaris 11.2 OS のリンクアグリゲーションの構成に関する情報へのポインタが含ま
れていません。Oracle Solaris 11.2 の情報については、『Managing Network Datalinks in Oracle
Solaris 11.2 』の「Creating a Link Aggregation」を参照してください。

ルートドメインをリブートすると回復性 I/O ドメインの利点が得られることの
明確化

『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「PCIe エンドポイントを構成した状態のルートドメ
インのリブート」には、PCIe バスの所有者であるルートドメインが使用不可になった場合でも、回復性 I/O
ドメインは引き続き動作できることが示されていません。

I/O ドメインに回復性がある場合は、PCIe バスを所有するルートドメインが使用不可になっても操作を続
行できます。『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「I/O ドメインの回復性」を参照してく
ださい。

デフォルトでは 論理ドメイン Manager アクションの監査レコードは生成さ
れなくなった

論理ドメイン Manager は Oracle Solaris OS の監査機能を使用して、制御ドメインに発生したアクショ
ンおよびイベントの履歴を検査します。履歴は、何が、いつ、だれによって行われ、どのような影響があるか
を追跡するログに保持されます。Oracle VM Server for SPARC 3.2.0.1 保守更新リリース以降では、デ
フォルトでは 論理ドメイン Manager アクションの監査レコードは生成されません。
Oracle Solaris OS の監査機能は、システムで実行されている次の Oracle Solaris OS のバージョンに
基づいて有効および無効にできます。

■ Oracle Solaris 10 OS: bsmconv および bsmunconv コマンドを使用します。bsmconv(1M) および
bsmunconv(1M) マニュアルページ、および『System Administration Guide: Security Services 』
のパート VII「Auditing in Oracle Solaris」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGiorrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGlinkaggregation
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGlinkaggregation
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=E37516gmsaa
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=E37516gmsaa
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGrebootrootdomain
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGrebootrootdomain
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGiodomainresiliency
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23823&id=816-4557audittm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23823&id=816-4557audittm-1
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■ Oracle Solaris 11 OS: audit コマンドを使用します。audit(1M) のマニュアルページおよび『Oracle
Solaris 11.1 Administration: Security Services 』のパート VII「Auditing in Oracle Solaris」を
参照してください。

監査を有効にする方法

システムで Oracle Solaris の監査機能を構成および有効化する必要があります。Oracle Solaris 11 の
監査はデフォルトで有効になっていますが、いくつかの構成段階を実行する必要があります。

注記 - 既存のプロセスは、仮想化ソフトウェア (vs) クラスに対しては監査されません。この手順は、必ず通常
のユーザーがシステムにログインする前に実行してください。

1. /etc/security/audit_event ファイルおよび /etc/security/audit_class ファイルにカスタマイズを追加
します。

これらのカスタマイズは、Oracle Solaris のアップグレード全体に保持されますが、Oracle Solaris の新
規インストール後は再度追加する必要があります。

a.   次のエントリが存在していない場合は、audit_event ファイルに追加します。

40700:AUE_ldoms:ldoms administration:vs

b.   次のエントリが存在していない場合は、audit_class ファイルに追加します。

0x10000000:vs:virtualization_software

2. (Oracle Solaris 10) vs クラスを /etc/security/audit_control ファイルに追加します。

次の例の /etc/security/audit_control の部分は、vs クラスを指定する方法を示しています。

dir:/var/audit

flags:lo,vs

minfree:20

naflags:lo,na

3. (Oracle Solaris 10) 監査機能を有効にします。

a.   bsmconv コマンドを実行します。

# /etc/security/bsmconv

b.   システムをリブートします。

4. (Oracle Solaris 11) vs 監査クラスを事前選択します。

a.   すでに選択されている監査クラスを確認します。

すでに選択されているすべての監査クラスが、更新済みのクラスのセットの一部であることを確認しま
す。次の例は、lo クラスがすでに選択されていることを示しています。

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=E29015audittm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=E29015audittm-1
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configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

b.   vs 監査クラスを追加します。

# auditconfig -setflags [class],vs

class は、コンマで区切ったゼロ以上の監査クラスです。/etc/security/audit_class ファイルで、監
査クラスのリストを確認できます。Oracle VM Server for SPARC システムに vs クラスを含めてくだ
さい。

たとえば、次のコマンドは、lo および vs クラスの両方を選択します。

# auditconfig -setflags lo,vs

c.   (オプション) プロセスを、管理者または構成者のいずれかとして監査する場合は、システムからログア
ウトします。

ログアウトしたくない場合は、『Oracle Solaris 11.1 Administration: Security Services 』の
「How to Update the Preselection Mask of Logged In Users」を参照してください。

5. 監査ソフトウェアが実行されていることを確認します。

# auditconfig -getcond

監査ソフトウェアが実行されている場合は、出力に audit condition = auditing が表示されます。

6. 監査レコードを生成するように 論理ドメイン Manager を構成します。

a.   ldmd/audit SMF プロパティー値を true に設定します。

# svccfg -s ldmd setprop ldmd/audit = boolean: true

b.   ldmd サービスをリフレッシュします。

# svcadm refresh ldmd

c.   ldmd サービスを再起動します。

# svcadm restart ldmd

Oracle Solaris 10: 移行のための SSL 証明書の構成

バグ ID 20848606: 『Oracle VM Server for SPARC 3.2 管理ガイド 』の「移行のための SSL 証明
書の構成」は Oracle Solaris 11.2 OS にのみ適用されます。

Oracle Solaris 10 OS で SSL 証明書を構成するには、次の手順を使用します。

移行のために SSL 証明書を構成する方法 (Oracle Solaris 10)

次の手順では、SSL 証明書の構成方法について説明します。このタスクの手順は、ソースマシンとターゲッ
トマシンの両方で実行する必要があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=E29015audittask-64
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=E29015audittask-64
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGconfiguresslcertificatesformigration
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56445&id=LDSAGconfiguresslcertificatesformigration
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1. すでに存在していない場合は、/var/opt/SUNWldm/trust ディレクトリを作成します。

2. リモートホストの /var/opt/SUNWldm/server.crt ディレクトリにあるリモートの ldmd 証明書を、remote-
hostname.pem という名前で、ローカルの ldmd の信頼される証明書ディレクトリ /var/opt/SUNWldmd/
trust にセキュアにコピーします。

3. /var/opt/SUNWldm/trust ディレクトリに移動します。

localhost# cd /var/opt/SUNWldm/trust

4. HASH 変数を設定して、REMOTE 変数を remote-hostname に設定します。

localhost# REMOTE=remote-hostname
localhost# HASH=`/usr/sfw/bin/openssl x509 -hash -noout -in ${REMOTE}.pem`

5. ldmd の信頼される証明書ディレクトリ内の証明書から /etc/sfw/openssl/certs/${HASH}.index へのシ
ンボリックリンクを作成します。

localhost# ln -s /var/opt/SUNWldm/trust/${REMOTE}.pem /etc/sfw/openssl/certs/${HASH}.index

6. 構成が使用可能であることを確認します。

localhost# /usr/sfw/bin/openssl verify  /var/opt/SUNWldm/trust/${REMOTE}.pem

/var/opt/SUNWldm/trust/remote-hostname.pem: OK

7. ldmd デーモンを再起動します。

localhost# svcadm restart ldmd
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サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に
障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
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