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Cisco UCS Director
Cisco UCS Director は、サポート対象のコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、仮想化プラットフォーム、
および Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）と Cisco Nexus プラットフォームに基づいた業界をリードするコン
バージド インフラストラクチャ ソリューションに対し、統一され安全性に優れた管理を提供します。 Cisco UCS Director
は、Cisco UCS を通じてコンピューティング層およびネットワーク層の統合を拡張し、コンピューティング、ネット
ワーク、ストレージおよび仮想化に対する包括的な可視性と管理機能をデータセンター管理者に提供します。 詳細に
ついては、Cisco.com で Cisco UCS Director を参照してください。

システム要件
Cisco UCS Director のインストールおよびアップグレード ガイドに、このリリースの以下に関するシステム要件が記載
されています。
• VMware vSphere
• Microsoft Hyper-V
サポートするブラウザ バージョン
Cisco UCS Director は、以下のブラウザをサポートしています。これらのブラウザには、Adobe Flash Player 11 プラグイ
ンが必要です。
• Internet Explorer 8 以降
• Google Chrome 4.1 以降
• Firefox 3.5 以降
• Safari 4.0 以降（Apple Mac または Microsoft Windows の場合）
いずれのブラウザにしても Adobe Flash Player プラグイン バージョン 11 以降がインストールされている必要がありま
す。

インストールおよびアップグレードに関する注意事項
Cisco UCS Director は、VMware には OVF 形式、Microsoft Hyper-V には VHD 形式で提供される標準の仮想マシンを使
用します。 Cisco UCS Director は VMware vSphere または vCenter、あるいは Microsoft Hyper-V Manager でホストできま
す。 インストール手順については、該当する Cisco UCS Director のインストールおよびアップグレード ガイドを参照し
てください。
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（注）

アップグレード パッチを適用して、そのインストールを完了した後、ShellAdmin の [サービス
の開始（Start Services）] オプションを選択し、Cisco UCS Director サービスを開始/再開して、
パッチ プロセスを完了します。 サービスが開始し、Cisco UCS Director が使用可能になり、ロ
グイン画面が表示され、管理ユーザが UCSD にログインできるまで、パッチ プロセスは完了
または成功したとはいえません。
追加パッチの適用、データベースのバックアップ、バックアップからのデータベース復元な
ど、すべての Cisco UCS Director サービスは他の ShellAdmin プロシージャを実行する前に停止
する必要があります。

ワークフローのアップグレード前提条件
APIC Usecases ワークフロー フォルダの構造とそれらのフォルダのワークフローの名前が変更されました。

（注）

APIC コンテナの作成ワークフローを実行する前に、（L4-L7 ポリシーまたは外部/インフラ階
層情報を追加するためには）新しいアプリケーション プロファイルを作成するか既存のプロ
ファイルを編集する必要があります。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.3 にアップグレードする前に、次を含む既存の APIC Usecases
フォルダとそれらのフォルダ内のすべてのシステム ワークフローを削除する必要があります。
アップグレード後、新しいフォルダ構造と新しいシステム ワークフローに置き換えられます。
• APIC Usecases フォルダと次のサブフォルダ：
◦ VNX ストレージ Usecases フォルダ
◦ L4-L7 Usecases フォルダ
◦ NetApp ストレージ Usecases フォルダ
• 次の場所にある APIC コンテナ Usecases フォルダ：[デフォルト（Default）] > [コンテナ
（Containers）] > [APICコンテナUsecases（APIC Container Usecases）]

（注）

MSP モードを有効にしている場合、サービスを停止する前に MSP-VNX ワークフローでテナ
ント オンボーディングを削除する必要があります。
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（注）

また、アップグレードする前に、オーケストレーション下の [カスタムワークフロータスク
（Custom Workflow Tasks）] タブから Common_Tenant_Identity カスタム タスクを削除する
必要があります。

Cisco UCS Director でサポートされるアップグレード パス
Cisco UCS Director リリース 5.3 へのアップグレード パスは、ご使用中の Cisco UCS Director のバージョンにより異なり
ます。 Cisco UCS Director リリース 5.3 でサポートされるアップグレード パスは、以下のとおりです。
Cisco UCS Director の前のリリースへのアップグレード方法については、該当するリリースのインストールとアップグ
レードのマニュアルを参照してください。 たとえば、リリース 3.x からアップグレードする必要がある場合は、最初に
リリース 4.0 にアップグレードしてから、そのアップグレード パスに従う必要があります。
現在のリリース

直接アップグレードのサポート

アップグレード パス

リリース 4.0.x.x

いいえ

4.0 > 4.1 > 5.1 > 5.3

リリース 4.1.x.x

いいえ

4.1 > 5.1 > 5.3

リリース 5.0.x.x

いいえ

5.0 > 5.1 または 5.2 > 5.3

リリース 5.1.x.x

はい

5.1 > 5.3

リリース 5.2.x.x

はい

5.2 > 5.3

Baremetal Agent でサポートされるアップグレード パス
Cisco UCS Director Baremetal Agent（Baremetal Agent）リリース 5.3 へのアップグレード パスは、ご使用中の Baremetal
Agent のバージョンによって異なります。
Baremetal Agent の以前のリリースからのアップグレード方法についての詳細は、該当するリリースのインストールと
アップグレードのマニュアルを参照してください。 たとえば、リリース 4.x からアップグレードする必要がある場合
は、最初にリリース 5.0 にアップグレードしてから、そのアップグレード パスに従う必要があります。

（注）

Baremetal Agent リリース 5.3 は、Baremetal Agent リリース 5.2 へのアップグレード パッチで
す。 完全な OVF ではありません。

現在のリリース

直接アップグレードのサポート

アップグレード パス

リリース 4.0.x.x

いいえ

4.0 > 5.0 > 5.2 > 5.3

リリース 4.1.x.x

いいえ

4.1 > 5.0 > 5.2 > 5.3
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現在のリリース

直接アップグレードのサポート

アップグレード パス

リリース 5.0.x.x

いいえ

5.0 > 5.2 > 5.3

リリース 5.2.x.x

はい

5.2 > 5.3

（注）

Baremetal Agent にリリース 5.1 はありません。 Cisco UCS Director リリース 5.1 を使用している
場合は、システムに Baremetal Agent リリース 5.0 が含まれています。

新機能および変更された機能
ここでは、このリリースの重要な新機能および変更された機能の概要について説明します。 ここでは、このリリース
に含まれる機能拡張のすべては網羅しません。

（注）

このリリースの Cisco UCS Director でサポートされる物理および仮想デバイスならびにソフト
ウェアについては、このリリースの互換性マトリクスを参照してください。

C880 M4 サーバのサポート
Cisco UCS Director リリース 5.3 には、Cisco C880 M4 サーバの管理、モニタリング、およびレポート タスクを実行する
ためのサポートが含まれています。 以前は、このサポートはパッチとして提供され別途インストールする必要があり
ました。 このリリースでは、Cisco C880 M4 サーバを管理するための追加のインストール作業を行う必要はありませ
ん。
C880 M4 サーバの管理の詳細については、『Cisco UCS Director C880 M4 Server Management Guide, Release 5.3』を参照
してください。
VersaStack および IBM Storwize のサポート
Cisco UCS Director リリース 5.3 には、IBM Storwize コントローラの管理、モニタリング、およびレポート タスクを実
行するためのサポートが含まれています。 以前のリリースでは、このサポートはパッチとして提供され別途インストー
ルする必要がありました。 このリリースでは、これらのコントローラを管理するための追加のインストール作業を行
う必要はありません。
IBM Storwize コントローラの追加および管理に関する詳細については、『Cisco UCS Director Management Guide for IBM
Storwize, Release 5.3』を参照してください。
レポート API の変更点
このリリースでは、お客様の組織名は次のレポート API でグループ名に置き換えられています。
• グループ共有ポリシー レポート
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• ユーザ グループ レポート
• カタログ レポート
• vFiler レポート
• Vserver レポート
• ユーザ レポート
• データストア レポート
• DV PortGroup レポート
• イメージ レポート
• ポート グループ レポート
• リソース プール レポート
• サービス プロファイル レポート
• VLAN レポート
• VM ネットワーク詳細レポート
• Raid グループ レポート
• VNX ブロック RAID グループ レポート
• VNX ファイル ストレージ プール レポート
• ボリューム レポート
• VDC レポート
• DV ポート グループ レポート
EMC RecoverPoint サポートの機能拡張
EMC RecoverPoint サポートの機能拡張には、次が含まれています。
• イメージ アクセスの有効時に、追加のイメージ アクセスのオプションおよびモードから選択する機能。
◦ 新しいイメージ アクセスのオプションには、[最新イメージ（The Latest Image）] と [時間またはブックマー
クの特定のポイント（Specific Point in Time or Bookmark）] が含まれています。
◦ 新しいイメージ アクセス モードのオプションには、[ログされたアクセス（Logged Access）]、[仮想アクセ
ス（Virtual Access）] および [ロールによる仮想アクセス（Virtual Access with Roll）] が含まれています。
• コンシステンシ グループの作成、およびコンシステンシ グループ コピーの作成時における、無制限のスナップ
ショット統合のサポート。
詳細については、『Cisco UCS Director EMC RecoverPoint Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
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VMware vSphere サポートの機能拡張
VMware vSphere サポートの機能拡張には、次が含まれています。
• 次を対象とする、仮想 SAN クラスタ管理のサポート
• 仮想 SAN クラスタ
• 物理サーバからの仮想 SAN クラスタ
• 仮想 SAN ストレージ プロファイル
• 仮想 SAN 認定ポリシー
• ストレージに関する VMware アフィニティ ルールのサポート。 この機能によって、データストア クラスタ DRS
ルールを追加および管理することができます。
詳細については、『Cisco UCS Director VMware vSphere Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
EMC Symmetrix VMAX サポートの機能拡張
EMC Symmetrix VMAX サポートの機能拡張には、次が含まれています。
• VMAX アカウント タイプが EMC VMAX ソリューション イネーブラ から EMC VMAX に変更されます。
• VMAX インベントリ タスク ラベルが VMAX-Inventory - (Account_Name) から EMCVMaxInventoryCollector (Account_Name) に変更されます。
• VMAX インベントリの頻度が 12 時間に変更されます。
• Cisco UCS Director への VMAX アカウントの追加時に VMAX Symmetrix アレイ ID が必要になります。
VMAX アカウントが以前のリリースで追加されていた場合、最初の Symmetrix アレイのみがソリューション イ
ネーブラで利用できると見なして、このアカウントが自動的に移行されます。 他のアレイを Cisco UCS Director で
管理する必要がある場合は、必要な Symmetrix アレイ ID を指定して、新しい VMAX アカウントを追加する必要
があります。
• ディスク グループというタイトルの新しいレポートがシステム レポート下に追加されます。 既存のディスク レ
ポートは、ディスク グループ下でドリルダウン レポートに変更され、ディスク グループに属するディスクのみが
表示されます。
• 正規デバイスのサポート。 正規デバイスの作成、正規デバイスの削除のサポートに加え、次のタスクと処理に関
するサポートが追加されました。
◦ VMAX メタ デバイスの作成
◦ メタ ヘッドへのデバイスの追加
◦ メタ ヘッドからのデバイスの削除
◦ メタの解除
◦ ストレージ グループへのデバイスの追加
◦ ストレージ グループからのデバイスの削除
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◦ データ ストアとしてのデバイスの関連付け
詳細については、『Cisco UCS Director EMC Symmetrix VMAX Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
アプリケーション コンテナの機能拡張
アプリケーション コンテナの機能拡張には、次が含まれています。
• 既存のテンプレートを選択するか、またはアプリケーション プロファイルで定義されたテンプレートを使用する
ことで、アプリケーション コンテナに VM を作成するためのサポート。
• アプリケーション コンテナに物理サーバと VM を追加するためのサポート。
• アプリケーション コンテナでの VM の作成時に VM パラメータを指定するためのサポート。 アプリケーション
コンテナで作成する VM に対する仮想 CPU の数、メモリ サイズ、およびディスク サイズを指定できるようにな
りました。
• APIC コンテナでのレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスへのサポート。 これには、次の事項が含まれます。
• APIC コンテナでレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを追加、変更、削除できます。
• APIC アプリケーション プロファイルの一部としてレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを作成することができ、コ
ンテナが作成されるとそのサービスはプロビジョニングされます。
• APIC コンテナの 2 階層間でファイアウォールとロード バランサを連結できます。 これは、サービス チェー
ンと呼ばれます。
詳細については、『Cisco UCS Director APIC Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
ワークフローの実行に関する機能拡張
ワークフローの実行に関する機能拡張では、サービス要求を再提出するためのサポートが強化されています。 サービ
ス要求を再提出すると、前回の実行時に失敗したところでサービスが再開します。子タスクや複合ワークフローであっ
ても同様です。
詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide, Release 5.3』を参照してください。
複合タスクのバージョンの管理に関する機能拡張
複合タスクのバージョンの管理
『Cisco UCS Director Orchestration Guide』の新しい項では、別のワークフローで複合タスクとして使用されるワークフ
ローのさまざまなバージョンの動作について説明しています。
詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide, Release 5.3』を参照してください。
スクリプト モジュールの機能拡張
スクリプト モジュールの機能拡張には、次が含まれています。
• 値のリスト（LOV）の導入：ユーザ入力に関する定義済みオプションのセットを表示する値のリスト（LOV）を
作成できます。
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• コンテキスト マッピングのサポート：コンテキスト マッピング モジュールによって、コンテキスト ワークフロー
マッピングを動的に追加することができます。 コンテキスト ワークフロー マッピングは、レポート用のアクショ
ン ラベルを作成し、そのアクション ラベルにワークフローを割り当てます。
• 表形式レポートのサポート：ユーザがカスタム ワークフローへの入力として渡される定義済み値のセットを定義
できるように、表形式レポートを作成できます。
詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide, Release 5.3』を参照してください。
Cisco UCS Director REST API の機能拡張
REST API の機能拡張には、次の API の追加または改善が含まれています。
• ユーザの詳細とユーザ アカウント
• サービス要求
• サービス コンテナ
• APIC コンテナ
• アプリケーション コンテナ
• 仮想マシン
• ワークフローの操作
• ロード バランサ サービスの操作
• ファイアウォール サービス コンテナ
詳細については、『Cisco UCS Director REST Developer Guide, Release 5.3』を参照してください。
ネットワーク デバイス サポートの機能拡張
ネットワーク デバイスのサポートは、次のものが追加され強化されました。
• Hyper-V で設定されるネットワーク デバイスの VXLAN 機能を有効にするためのプロビジョニング。
• Cisco Nexus 1000V スイッチの ACL エントリに MAC ACL ルールまたは IP ACL ルールを追加するためのサポー
ト。
• VXLAN をサポートするための次のオブジェクトの機能を変更するための新しいフィールドと処理が導入されまし
た。
• 論理ネットワーク
• ネットワーク セグメント プール
• ネットワーク セグメント
• VXLAN 範囲
• テナント VRF
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詳細については、『Cisco UCS Director Network Devices Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
APIC 管理の機能拡張
APIC 管理のサポートは、次のプロビジョニングが追加され強化されました。
• テナントの機能プロファイル グループの表示。
• デバイスのクラスタ状態および論理インターフェイスの表示。
• APIC アカウント内のレイヤ 2 ドメインのリストの表示。
• サービス機能のリストとレイヤ 4 ～レイヤ 7 のサービス機能コネクタの詳細の表示。
• EPG との契約アソシエーションの詳細の表示。
• レイヤ 4 ～レイヤ 7 のサービス ポリシーの追加と管理。
詳細については、『Cisco UCS Director APIC Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
NetApp アカウントの管理の機能拡張
NetApp アカウントの管理のサポートは、次のものが追加され強化されました。
• クラスタ モード アカウントでの Vserver の管理を強化するための新しいタブ。
• Vserver 管理者による Vserver アカウントの個別管理。
• NetApp クラスタ化データ ONTAP バージョン 8.3 のサポート。
詳細については、『Cisco UCS Director NetApp Management Guide, Release 5.3』を参照してください。
Cisco UCS Director オープン オートメーション ツールの機能拡張
Cisco UCS Director オープン オートメーション ツールの機能拡張には、次が含まれています。
• 改ページ：CloupiaReportWithActions および PaginatedReportHandler クラスを使用して、ページ間でデータ分割を管
理するためにプロビジョニングします。
• 国際化およびローカリゼーションのガイドライン：これらのガイドラインは、新しいレポートを作成するための
もので、適切な国際化とローカリゼーションを実行するための文字列の外部化によるオープン オートメーション
モジュールの UI 要素を形成します。
詳細については、『Cisco UCS Director Open Automation Developer Guide, Release 5.3』を参照してください。
Cisco UCS Director のその他の機能拡張
Cisco UCS Directorのその他の機能拡張には、次の改善が含まれています。
• MSP 組織および顧客グループに対するリソース制限の指定。
• グループに VM イメージを割り当てる機能
• コスト モデルは、アプリケーション コンテナにマッピングできるようになりました。
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• コスト モデルには現在、物理サーバのパラメータが含まれています。
• アプリケーション コンテナ内の物理サーバのチャージバック モジュールへのサポート。
詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide, Release 5.3』を参照してください。

このリリースでのワークフロー タスクの変更
以下に、このリリースでのワークフロー タスクの変更と、その変更による既存のワークフローへの影響（該当する場
合）を説明します。
ワークフロー タスク

変更内容

問題の回避策

vCenter へのホストの登録

マッピング可能なユーザ入力の [パスワード（Password）] フィールドの入力タ
[パスワード（Password）]
イプを [汎用テキスト入力（Generic Text Input）]
VMware クラウドへの OVF イ フィールドのタイプが [汎用テ から [パスワード（Password）] に変更します。
ンポート
キスト入力（Generic Text
Input）] から [パスワード
BMA 選択を使用した PXE ブー （Password）] に変更されまし
トのセットアップ
た。
VNX CIFS サーバの追加
iSCSI LUN のマウント
PowerShell コマンドの実行
カスタム ユーザの承認

[承認者ID（Approver ID）]
[承認者ID（Approver ID）] フィールドの入力タ
フィールドが [ユーザID（User イプを [ユーザID（User ID）] から [マルチユー
ID）] から [マルチユーザID
ザID（Multi User ID）] に変更します。
（Multi User ID）] に変更され
ました。
これは、ワークフローの実行中
に、カンマで区切ることで複数
のユーザ ID を指定できること
を意味します。

VMAX ThinDev をデータストア タスク名が変更され、新しい入 既存のタスクを削除し、VMAX ThinDev をデー
として関連付け
力フィールド [ホストの選択
タストアとして関連付けタスクをワークフロー
（Select Host）] と [マウントす に追加します。
るデバイスの選択（Select
Devices to Mount）] が追加され
ました。
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ワークフロー タスク

変更内容

問題の回避策

VMAX ストレージ グループへ 新しい入力フィールド [デバイ
のデバイスの追加
スタイプ（Device Type）] と [正
規デバイスID（Regular Device
Identity）] が追加されました。

回避策は必要ありません。 [デバイスタイプ
（Device Type）] がデフォルトの [シンデバイス
（Thin Device）] になります。 タスクを開き、
入力を必要に応じて変更します。

VMAX メタ デバイスの作成

回避策は必要ありません。 [デバイスタイプ
（Device Type）] がデフォルトの [シンデバイス
（Thin Device）] になります。 タスクを開き、
入力を必要に応じて変更します。

新しい入力フィールド [デバイ
スタイプ（Device Type）] と [正
規デバイスID（Regular Device
Identity）] が追加されました。

VMAX データ デバイスの作成 [ディスクグループ（Disk
タスクを開き、[ディスクグループ（Disk
Group）] フィールドの入力が Group）] フィールドの入力タイプを変更しま
ポップアップからドロップダウ す。
ン リストに変更されました。
イメージ アクセスの有効化
（RecoverPoint タスク）

次の新しい入力フィールドが追 既存のタスクを削除して、新しいタスクと置き
加されました。
換えます。
• アクセスするイメージ
• イメージアクセスモード
• ポイントインタイム
•秒
• [Bookmarks（ブックマー
ク）]
• 完全一致（Exact）
• イメージタイプ
• 最大範囲
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ワークフロー タスク

変更内容

実稼働の回復

次の新しい入力フィールドが追 既存のタスクを削除して、新しいタスクと置き
加されました。
換えます。

（RecoverPoint タスク）

問題の回避策

• アクセスするイメージ
• ポイントインタイム
•秒
• [Bookmarks（ブックマー
ク）]
• 完全一致（Exact）
• イメージタイプ
• 最大範囲
フェールオーバーの運用
（RecoverPoint タスク）

次の新しい入力フィールドが追 既存のタスクを削除して、新しいタスクと置き
加されました。
換えます。
• アクセスするイメージ
• ポイントインタイム
•秒
• [Bookmarks（ブックマー
ク）]
• 完全一致（Exact）
• イメージタイプ
• 最大範囲

ホスト ノードへの iSCSI スト
レージの登録
（NetApp CMode タスク）

[汎用テキスト入力（Generic
タスクを開き、入力フィールドを変更します。
Text Input）] フィールドが
[VMwareストレージアダプタID
（VMware Storage Adapter
Identity）] に変更されました。

未解決のバグおよび解決されたバグ
このリリースで未解決のバグおよび解決されたバグには、Cisco Bug Search Tool を使用してアクセスできます。 この
Web ベース ツールから、この製品やその他のシスコ ハードウェアおよびソフトウェア製品でのバグと脆弱性に関する
情報を保守する Cisco バグ追跡システムにアクセスできます。
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（注）

Cisco Bug Search Tool にログインしてこのツールを使用するには、Cisco.com アカウントが必要
です。 アカウントがない場合は、アカウントを登録できます。

Cisco Bug Search Tool の詳細については、Bug Search Tool Help & FAQ を参照してください。

このリリースで未解決のバグ
このリリースで未解決のバグは、Cisco Bug Search Tool を使用して確認できます。 リリース 5.2 で未解決のすべてのバ
グに関する詳細情報は、リリース 5.3 の未解決バグを検索することで確認できます。 この検索では、次のパラメータを
使用します。
フィールド

パラメータ

[製品（Product）] ドロップダウンリスト

[シリーズ/モデル（Series/Model）] を選択し、Cisco UCS
Director 5.3 を入力します。

[リリース（Releases）] ドロップダウンリスト

[これらのリリースにおける影響または修正（Affecting
or Fixed in these Releases）] を選択し、5.3(0.0) を入力し
ます。

フィルタ

[ステータス（Status）] ドロップダウンリストから [開く
（Open）] を選択します。

検索結果には、未解決のバグの回避策（存在する場合）も含まれます。

このリリースで解決されたバグ
このリリースで解決されたすべてのバグは、Cisco Bug Search Tool で次の検索を行うことで確認できます。
リリース 5.3 で解決されたバグ
リリース 5.3 で解決されたバグに関する詳細情報は、リリース 5.3 の修正されたバグを検索することで確認できます。
フィールド

パラメータ

[製品（Product）] ドロップダウンリスト

[シリーズ/モデル（Series/Model）] を選択し、Cisco UCS
Director 5.3 を入力します。

[リリース（Releases）] ドロップダウンリスト

[これらのリリースにおける影響または修正（Affecting
or Fixed in these Releases）] を選択し、5.3(0.0) を入力し
ます。

フィルタ

[ステータス（Status）] ドロップダウンリストから [修正
（Fixed）] を選択します。
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関連資料
これらのリリース ノートに加え、Cisco.com の次の場所で、Cisco UCS Director リリース 5.3 に関する資料を参照できま
す。
• 『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
• Cisco UCS Director 製品概要ページ
• Cisco DevNet の Cisco UCS Director

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/c/en/us/
td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を、RSS フィー
ドとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用して、コンテンツをデスクトップに配信することも
できます。 RSS フィードは無料のサービスです。
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