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1 このリリースについて
バージョン 9.1 は、いくつかの新機能、改善、およびバグ修正を提供します。
同梱の以前の 9.x.x リリースのリリースノートについては、PlateSpin Migrate 9 マニュアル
Web サイト (http://www.novell.com/documentation/platespin_migrate_9) にアクセスし、メイ
ンページの下部の以前のリリースを確認してください。

2 バージョン 9.1 での新機能
 新しいソースワークロードタイプ : このリリースは、次の新しいワークロードタイプ

をサポートしています。
 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9
 Open Enterprise Server (OES) 2
 Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.3、5.4
 並行仮想化されたターゲットのサポート : Linux ワークロードを並行仮想化された

VM として XEN-on-SLES（バージョン 10）にマイグレーションできます。
「Xen-on-SLES の並行仮想化された VM への Linux のマイグレーション」を参照して
ください。
 帯域幅制限 : このリリースでは、PlateSpin Migrate で使用されるネットワークリソー

スの大きさをより強力に管理できるようになります。
「帯域幅制限」を参照してください。
 圧縮 : このリリースでは、ターゲットにレプリケートされるため、ソースワーク

ロードでボリュームデータを圧縮できるようにすることで、ネットワークコストを
削減するための方法を提供します。
「データ圧縮」を参照してください。
 ネットワークアドレス変換（NAT）のサポート : このリリースは、ネットワークアド

レス変換（NAT）を使用するネットワーク構成をサポートします。
「NAT を通じたパブリックおよびプライベートネットワーク経由のマイグレーショ
ン」を参照してください。
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 X2P マイグレーションのエクスペリエンスの改善 : X2P マイグレーションメカニズム

はいくつかの改善を行い、ベンダー指定のドライバ管理に対してより幅の広いサ
ポートを提供するようになりました。さらに、PlateSpin ブート ISO イメージは、よ
り堅牢なドライバ管理のための Windows ドライバインジェクションなどの新しい
ツールを含みます。
 GPT のサポート : このバージョンは、GUID パーティション表（GPT）のディスク

パーティションレイアウト標準を使用するソースワークロード（Windows Server 2008
以降）をサポートしています。ピアツーピアマイグレーションのみをサポートし、
ワークロードイメージングはサポートしません。
 シンディスクのサポート : このリリースは、VM に表示されるシン（プロビジョニン

グされたシン）仮想ディスクが設定サイズをもつが、そのディスクが必要とする
ディスクの大きさのみを使用するようにサポートしています。
 VMware ネットワーキングの拡張サポート : このリリースでは、次のバージョンをサ

ポートしています。
 VM（ESX 4.x のみ）につき仮想 NIC は最大 10
 VMXNET 2 および VMXNET 3 の仮想ネットワークアダプタ
 多言語サポート : このリリースでは、製品のインタフェースおよびマニュアルに関し

て、多言語サポート ( フランス語、ドイツ語、および日本語 ) を提供します。
PlateSpin Forge 9 マニュアルの Web サイト (http://www.novell.com/documentation/
platespin_migrate_9) にある英語版のマニュアル（定期的に更新される）が最新版と見
なされます。
 サポートの終了 : 一部の古いソースとターゲットのサポートが終了しました。
 VMware ESX 3.0.x は、マイグレーションターゲットとしてサポートされなくなり

ました。
 Red Hat Linux 7.3、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 2.1、および SUSE Linux

Enterprise Server (SLES) 8 はマイグレーションソースとしてサポートされなくな
りました。

3 バージョン 9.1 で修正されたバグ
 597846 (NT 4 から ESX 4) マイグレーション後にネットワーキングが存在しない :

Windows NT 4 ワークロードを VMware ESX 4 システムに移行すると、ターゲット
VM にネットワーキングが存在しない場合があります。この問題は解決しています。
 ターゲットのポート 3725 を開くための要件 : ブロックレベルデータレプリケーショ

ンのターゲットでポート 3725 をオープンするという要件により、ターゲットが NAT
デバイスの背後にある場合にマイグレーションが失敗します。ポート 3725 を開く必
要がなくなります（ソースワークロードでは引き続き、開く必要があります）。
 677413 「Stop 7B」エラーでターゲット VM にブルースクリーンが発生する : ター

ゲット VM は、Windows 2008 x64 と Windows 2008 R2 ワークロードのサーバ同期を
行った後で、Stop 7B エラーでブルースクリーンになることがあります。この問題は解
決しています。

4 バージョン 9.1 での既知の問題
 ワークロードは、EFI（Extensive Firmware Interface）が有効なハードウェアにマイ

グレーションできない : この問題は現在調査中です。
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 595490 ブートパーティションを保持することにより、マイグレーションの問題が発

生する : 一部のマイグレーションのシナリオで、システムが不適切にターゲットに
ブートパーティションを保持できるようにするため、、適切なワークロードをブート
できなくなる場合があります。この問題は調査中です。
対策 : ターゲットのブートパーティションを保持するように設定しないでください。
 702152 VM ホストのデータストアの数が多い場合に、WAN によるマイグレーション

に長時間時間がかかる : 一部の環境では、マイグレートサーバが WAN を使用して
VM ホストに接続され、VM ホストのデータストアの数が多いと、ターゲットをブー
トするために必要となる適切な ISO イメージを検索するプロセスに予想よりも長い
時間かかる場合があります。この問題は調査中です。
 698884: VMware Tools ソフトウェアのバージョンがソースとターゲット VM で同じ場
合、ESXi から ESXi V2V へのマイグレーションを実行するときに、仮想 CD-ROM ド
ライブを使用することはできません。
ナレッジベースの記事 7008774 (http://www.novell.com/support/
viewContent.do?externalId=7008774) を参照してください。
 666602: Windows 2008 と Windows 2008 R2 にインストールされた PlateSpin Migrate
Server からの Windows NT4 のマイグレーションを実行することができないことがあ
ります。この問題は現在調査中です。
 698721 インストール前の要件が欠落しています（マニュアル）: インストールの指示

に、Windows Server 2008（64 ビット版）の IIS を 32 ビットモードで実行できるよう
に設定するという記載が必要です。この要件は、Windows Server 2008（64 ビット）
と Windows Server 2008 R2 を含め、64 ビットバージョンのサポートされているオペ
レーティングシステムすべてに適用されます（英語版以外のマニュアルには記載さ
れていません）
。
ナレッジベースの記事 7920915 (http://www.novell.com/support/
viewContent.do?externalId=7920915) を参照してください。
 685509 ネットワーク共有に保存された画像へのレプリケーション中の「Access

Denied」エラー障害 : 保存のためにネットワーク共有を使用する画像サーバのコント
ローラサービスは、アップグレード後にサービス「Log On As」認証を保持しません。
画像操作は、正しい「Log On As」認証でコントローラサービスがアップデートされる
まで、
「Access Denied」メッセージで失敗します。
ナレッジベースの記事 7008772 (http://www.novell.com/support/
viewContent.do?externalId=7008772) を参照してください。
 506154 データストア名に特殊文字が含まれていると、マイグレーションの問題が発

生する : データストア名に「+」特殊文字がある ESX データストアでマイグレーショ
ン操作を試みると、マイグレーション操作が失敗する場合があります。
ナレッジベースの記事 7008750 (http://www.novell.com/support/
viewContent.do?externalId=7008750) を参照してください。
 655828 NSS ボリュームのマウント失敗 : マイグレーションが終了した後で、スナッ

プショット付きの NSS ボリュームは自動的に期待通りにマウントされません。
ナレッジベースの記事 7008773 (http://www.novell.com/support/
viewContent.do?externalId=7008773) を参照してください。
 692680 VSS スナップショットが保持されない : ソースワークロードのサードパー

ティのアプリケーションにより撮られた VSS スナップショットは、マイグレーショ
ン時にターゲットにレプリケートされません。
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 680259（VMware 4.1）トラフィック転送 VM により、ネットワークパフォーマンスが

乏しい : 一部のシナリオで、ネットワークトラフィックを転送するワークロードのレ
プリカ（たとえば、ワークロードの目的が NAT、VPN、またはファイアウォールの
ネットワークブリッジとして機能することである場合）は、ネットワークパフォー
マンスの大幅な低減を示します。これは、LRO（Large Receive Offload）をもつ
VMXNET 2 と VMXNET3 アダプタの問題に関連しています。
回避策 : 仮想ネットワークアダプタの LRO を無効にします。詳細については、
「VMware vSphere 4.1 リリースノート (http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/
vsp_esxi41_vc41_rel_notes.html)（箇条書き項目「TCP パフォーマンスが低い場合 ...」を下
にスクロールしてください）
。
 VMware DRS クラスタサポートの要件 : PlateSpin Migrate は、DRS を有効にする場合
でも、有効にしない場合でも、すべてのレベルの DRS（手動、一部自動、または完全自
動）で VMware Clusters をサポートします。しかし、有効なマイグレーションター

ゲットに設定するためには、個々の ESX サーバを直接、インベントリするのではな
く、VMware Cluster は vCenter 経由で検出される必要があります。
『ユーザーガイド』の「ディスカバリパラメータのガイドライン」を参照してくださ
い。
 Linux ワークロードに対するソフトウェア RAID サポートなし : PlateSpin は、ソフト

ウェア RAID のボリュームの Linux ワークロードをサポートしていません。
 493589 (Windows ソース ) マイグレーション後にデフォルトでないボリュームごとの

VSS 設定が保存されない : この問題は、次の修正の際に考慮されます。
 548208 vCenter にデータストアのない ESX サーバが含まれる場合、ディスカバリが失

敗する : vCenter が管理する個々の ESX サーバでデータストアが設定されていない場
合、VMware vCenter のディスカバリが失敗します。
回避策 : ESX サーバにデータストアを追加して再試行します。
 505426 (ESX4) 間違った vCPU の選択に対し、エラーまたは警告が出ない : 要求され

た vCPU の数が ESX4 ホスト上の物理的な CPU の数を超えている場合、要求された
数は無視され、警告なしに単一の vCPU を持つターゲット VM が作成されます。こ
の問題は、次の修正の際に考慮されます。
 604320 (Linux から ESX 4) ソース OS で自動ログイン機能または CD の自動マウント機

能が有効になっている場合、マイグレーションを完了するのにエラーが発生する :
ジョブの設定手順中にターゲットにログインした場合もマイグレーションに影響が
及びます。
回避策 : ソース上で自動ログイン機能と CD の自動マウント機能を無効にします。さ
らに、マイグレーションが終了するまでは、ターゲットワークロードにログインし
ないようにしてください。
 619942 Unicode 文字がファイル名に含まれているマイグレーション後のスクリプトの

実行に失敗する : マイグレーション後のスクリプトのファイル名に Unicode 文字を使
用すると、スクリプトの実行が失敗します。
回避策 : マイグレーション後のアクションに名前を付ける場合は、ASCII 文字のみ使
用します。

5 保証と著作権
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