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新機能および改訂された情報
次の表に、最新リリースの新機能とこのガイドの変更点の概要を示します。

表 1 : HXリリース 2.6の新機能

参照先追加日説明機能

参照先ディスクの要件2017年 12月 18日SEDを伴う追加ドライ
ブのサポート

SEDを伴うM5ディス
ク

参照先：ディスクの要

件

2017年 9月 26日追加のドライブのサ

ポート。

M5ディスク

表 2 : HXリリース 2.5の新機能

参照先追加日説明機能

参照先暗号化の管理2017年 7月
24日

保管中のデータの暗号化専用のソフ

トウェアサポート。

暗号化

参照先暗号化の管理2017年 7月
24日

保護された仮想マシンのデータのレ

プリケーションおよびリカバリ。

データ保護

参照先ユーザの管理2017年 7月
24日

ロールベースのユーザアクセス。

管理者と読み取り専用ユーザのアク

セス権限ロール。

RBAC

参照先 HX Connectへ
のログイン

2017年 7月
24日

新しい機能の暗号化とデータの保護

のサポートを含む、新しい HTML5
ユーザインターフェイス。

HX Connect
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参照先追加日説明機能

参照先 NVMe SSDの
交換

2017年 7月
24日

オールフラッシュシステムのキャッ

シュのための NMVeディスクのサ
ポート

NMVeディスク

表 3 : HXリリース 2.1の新機能

参照先追加日説明機能

ディスクの要件2017年 4月
20日

保管中のデータの暗号化専用のハー

ドウェアサポート。

SED

表 4 : HXリリース 2.0の新機能

参照先追加日説明機能

参照先クラスタ内の

ディスクの管理

2017年 3月 6
日

永続ストレージとしてSSDを使用し
たサーバ。

オールフラッ

シュサーバ

参照先仮想マシン

ネットワーキングの管

理

2017年 3月
17日

ネットワーキングVMに関するUCS
Managerのマニュアルへの参照を提
供するトピック。

メンテナンス後の

タスク

コンテンツを参照して

ください。

2017年 3月 6
日

ストレージクラスタのメンテナンス

を管理対象コンポーネント（クラス

タ、ホスト、コントローラ VM、
データストア、ディスク）ごとの章

に分割します。

クラスタの拡張を ReadyCloneとス
ナップショットに関する章に分割し

ます。

章の再編成

表 5 : HXリリース 1.8の新機能

参照先追加日説明機能

『Cisco HyperFlex
Systems Troubleshooting
Guide』を参照してく
ださい。

2017年 2月 8
日

容量イベントメッセージの説明を

更新

容量イベント
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参照先追加日説明機能

次を参照データストア

の管理

2016年 11月
21日

HXData Platformログインクレデン
シャルに関するガイドライン

ストレージコントローラ VMの電
源のオン/オフ

部分的にマウント解除されたデータ

ストアの回復

追加された新し

いトピック

ガイド全体を参照。2016年 9月 30
日

1.7アドミニストレーションガイド
は再編成され、名前が「管理ガイ

ド」に変更されました。

ガイドの新しい

名前

ノードの管理を参照し

てください。

2016年 9月 30
日

ユーザは TACによるサポートなし
で、一部のクラスタノードを削除

および交換できます。

ノードの削除お

よび交換

参照先ストレージク

ラスタステータス

2016年 9月 30
日

ステータスは復元力ステータスと動

作ステータスに分類されます。

ストレージクラ

スタステータス

『Cisco HyperFlex
Systems Troubleshooting
Guide』を参照してく
ださい。

2016年 9月 30
日

一部のイベントは、解決イベントの

発生時に自動的に承認されます。

ストレージクラ

スタイベント

HX Data Platform
ReadyCloneの概要およ
び次を参照してくださ

い。 HX Data Platform
ネイティブスナップ

ショットの概要

2016年 9月 30
日

ノード障害に対する耐障害性が強化

されました。

スナップショッ

トおよび
ReadyClone

参照先ストレージク

ラスタのメンテナンス

操作の概要

2016年 9月 30
日

ドキュメントが変更され、タスクの

説明が改善されました。

クラスタメンテ

ナンスの準備

Cisco HyperFlex
Systems Troubleshooting
Guideを参照してくだ
さい。

2016年 9月 30
日

ドキュメントが変更され、タスクの

説明が追加されました。

サポートバンド

ルの生成
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