
新機能および変更された機能に関する情報

この章は、次の内容で構成されています。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。この

表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものでは

ありません。

表 1：リリース 5.0 で追加または変更された情報

参照先説明機能

ワークフローの検証ワークフローの検証中に問

題を検出し、ウィザード

ベースのリゾルバを使用し

て解決できます。

ワークフローの検証中に検

出された問題を解決する機

能。

ワークフローのバージョン管理ワークフローの以前の状態

を復元するか、または新し

いバージョンを作成するた

めのワークフローバー

ジョン処理機能を提供しま

す。

ワークフローのバージョン

履歴を使用する機能

ワークフローへの条件処理の追加If-Else、ネストした If、
Loop、Switchなどの条件
処理コンストラクトを作成

するための一連の定義済み

タスクを提供します。

ワークフローに条件処理を

追加する機能
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表 2：リリース 4.1.0.3 で追加または変更された情報

参照先説明機能

タスクドキュメンテーションへのアクセ

ス

オーケストレーションタ

スクライブラリで、すべ

ての新しいタスクとオープ

ンオートメーションによ

るタスクのリストを表示で

きます。

すべての新しいタスクと

オープンオートメーショ

ンによるタスクのリストを

表示する機能

表形式のデータタイプのフィルタリングワークフローの作成中に

データの選択肢を絞り込む

ために、追加のフィルタ基

準を適用できます。

表形式のデータタイプの

フィルタリング

表 3：リリース 4.1 で追加または変更された情報

参照先説明機能

[入力/出力]タブへのアクセスサービスリクエストのすべてのワーク

フロー入出力を表示できます。

サービスリクエストのすべてのワーク

フロー入出力を表示する機能

[入力/出力]タブへのアクセス管理者が、サービスリクエストを承認

するときに、ワークフロー入出力を表

示または編集できます。

サービスリクエストを承認するときに

ワークフロー入出力を表示または編集

する機能

ユーザ入力の選択性ワークフローのユーザ入力を必須また

はオプションとして設定できます。

ワークフローのユーザ入力を必須また

はオプションとして設定する機能

失敗したかキャンセルされたサービス

リクエストの再送信

失敗したサービスリクエストの入力を

変更して再送信できます。

失敗したサービスリクエストの入力を

変更して再送信する機能

ワークフロー入力の相互起動タスクの追加または編集中にワークフ

ロー入力を作成または相互起動できま

す。

ワークフロー入力を作成または相互起

動する機能

マクロの使用方法CiscoUCSDirectorのマクロ機能では、
アプリケーションに用意されている変

数を使用してVM名とVMホスト名を
カスタマイズできます。

「マクロの使用方法」の章
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表 4：ワークフロータスクの入出力に関する変更

入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

アップグレード後に、このタスクに対してバイ

ンディングエラーの問題が報告されます。

（CSCum08951）

回避策：タスクを削除して、ワークフローに再

度追加します。

Cisco UCSタスク：UCSサー
ビスプロファイルへの vNIC
の追加

UCS

入出力のマッピングが変更されています。

新しいエンティティ vNICによりワークフロー
が失敗することがあります。

回避策：要求された入力値ベースの選択をvNIC
に追加します。

Cisco UCSタスク：サービス
プロファイルへの VLANの
追加

UCS

追加の入力がこのタスクに追加されました。

回避策：要求された入力値ベースの選択を追加

します。

Cisco UCSタスク：UCSサー
ビスプロファイル名の変更

UCS

追加の出力：

「OUTPUT_MAC_POOL_IDENTITYMACPOOL
IDENTITY」

Cisco UCSタスク：サービス
プロファイルへの vNICの追
加

UCS

入出力のマッピングが変更されています。

複数選択機能をサポートするために、

ucsOrganizationIdentityの組織のマッピングされ
たユーザ入力が ucsMultiOrganizationIdentityに変
更されました。

この変更により、一度に複数の組織を選択でき

るようになりました。

Cisco UCSタスク：UCS
VLAN/VLANグループ組織の
権限の変更

UCS
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

次の入力に対して、マウスオーバー時のヘルプ

テキストとタスクライブラリのテキストが更新

されました。

•ブート順序への CD ROMの追加

•ブート順序へのフロッピーディスクの追
加

•ブート順序へのローカルディスクの追加

•ブート順序へのプライマリ LANブートの
追加

•ブート順序へのプライマリ SANブートの
追加

Cisco UCSタスク：UCSブー
トポリシーの作成

UCS

入出力に関する変更

「cimc_server」入出力タイプが
「cimcServerIdentity」に変更されました。

回避策：新しい「cimcServerIdentity」入出力タ
イプを使用してワークフローを更新します。

CIMCタスク：ラックサーバ
の設定解除

UCS

スロット 1と 2のそれぞれについて、タスクの
出力が次のように更新されました。

OUTPUT_CIMC_SERVER_SLOT_<>_MAC_ADDRESS

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_WWPN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_WWPN

CIMCタスク：CIMCブート
デバイスの選択

UCS
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

「cimc_server」入出力タイプが
「cimcServerIdentity」に変更されました。

回避策：新しい「cimcServerIdentity」入出力タ
イプを使用してワークフローを更新します。

スロット 1と 2のそれぞれについて、タスクの
出力が次のように更新されました。

OUTPUT_CIMC_SERVER_SLOT_<>_MAC_ADDRESS

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_WWPN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_WWPN

CIMCタスク：CIMCサーバ
の電源オン/オフ

UCS

「cimc_server」入出力タイプが
「cimcServerIdentity」に変更されました。

回避策：新しい「cimcServerIdentity」入出力タ
イプを使用してワークフローを更新します。

スロット 1と 2のそれぞれについて、タスクの
出力が次のように更新されました。

OUTPUT_CIMC_SERVER_SLOT_<>_MAC_ADDRESS

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_1_WWPN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_VLAN

OUTPUT_RACK_SP_SLOT_<>_VHBA_2_WWPN

CIMCタスク：ラックサーバ
の設定

UCS

アップグレード後に、デバイス選択のみが変更

されました。

回避策：再設定後はワークフローを正常に実行

できます。

VFCインターフェイスの作成ネットワーキング

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

VSCを使用したデータストアの作成：選択の
vServer名およびvFiler名の入力は、このリリー
スの新機能です。

回避策：要求された入力値ベースの選択を追加

します。

VSCを使用したデータストア
の作成：選択

NetApp
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

タイプ DC用の ClusterFlexibleVolumeの作成：
FlexCache起点ボリューム名は新しい入力です。
この入力は、ボリュームタイプDCの場合に必
須です。

回避策：ボリュームタイプをDCからRWに変
更して、タスクを再送信します。

ただし、同じワークフロー内で LUNおよび
QTREEがマッピングされている場合、vServer
マッピングは保存されません。

ClusterFlexibleVolumeの作成NetApp

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

エクスポートポリシーの削除：vServer入力は
削除されました。

回避策：ポリシー名を指定し、タスクを再送信

します。

エクスポートポリシーの削

除

NetApp

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

エクスポートルールの削除：vServer入力は削
除されました。

回避策：ルール名を指定し、タスクを再送信し

ます。

エクスポートルールの削除NetApp

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

a.すべての入力を再検証した後でも、アップグ
レードに関する既存のタスクの実行中にバイン

ディングエラーが発生します。

b.すべての入力を再検証した後でも、インポー
トされたタスクでバインディングエラーが発生

します。

c.新しいタスクを作成したときはバインディン
グエラーは発生しません。

LUNのデータストアとして
の関連付け

NetApp
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

アップグレード：C-Modeバインディングエラー

[イニシエータグループ名]の入力に対してマッ
ピングされたタイプが、

「netAppInitiatorGroupName」から
「gen_text_input」に変更されました。

回避策：管理入力ユーザについて、タイプが

「gen_text_input」の入力を追加し、これを既存
のワークフローの入力 [イニシエータグループ
名]にマッピングします。

NetAppクラスタ化 Data
ONTAPタスク：クラスタイ
ニシエータグループの作成

NetApp

回避策：ユーザは、これらのタスクをワークフ

ローから削除し、次のタスクで置き換える必要

があります。

クラスタ NFSサービスの作成

クラスタ NFSサービスの破棄

削除された NetAppクラスタ
化 Data ONTAPタスク：

クラスタボリューム NFSエ
クスポートの追加および削除

NetApp

7modeのアップグレード：

入出力のマッピングが変更されたタスク：

このタスクでは、出力

「OUTPUT_VFILER_IDENTITY」も提供される
ようになりました。

回避策：以降のタスクでは、これをマッピング

された入力として使用します。

[すべてのホスト]属性が削除されました。

回避策：アップグレード後に [すべてのホスト]
属性が選択されている場合は、[読み取り/書き
込みホスト]と [ルートホスト]の値を指定し、
タスクを再送信して実行します。

NetApp ONTAPタスク：

vFilerNFSボリュームエクス
ポートの追加

NetApp

7modeのアップグレード：

[イニシエータグループ名]の入力に対してマッ
ピングされたタイプが、

「netAppInitiatorGroupName」から
「gen_text_input」に変更されました。

回避策：管理入力ユーザについて、タイプが

「gen_text_input」の入力を追加し、これを既存
のワークフローの入力 [イニシエータグループ
名]にマッピングします。

NetApp ONTAPタスク：

イニシエータグループの作

成

NetApp
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

マッピングまたはバインディングエラーが修正

されたタスク：

このタスクを実行すると、ヌルポインタ例外が

発生します。

回避策：タスクを再検証してから実行します。

ユーザの変更一般的な作業

このタスクのネットワークデバイス入力タイプ

が [汎用テキスト]から [ネットワークデバイス]
タイプに変更されました。

回避策：入力タイプを [ネットワークデバイス]
に変更し、入力を管理入力としてマッピングし

ます。

インベントリ収集一般的な作業

親および子ストレージグループに関して、選択

タイプがEMCVMAXStorageGroupNameListから
EMCVMAXStorageGroupIdentityに変更されまし
た。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

カスケード化ストレージグ

ループの作成

VMAX

親および子イニシエータグループに関して、選

択タイプが EMCVMAXInitiatorGroupNameList
から EMCVMAXInitiatorGroupIdentityに変更さ
れました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

カスケード化イニシエータ

グループの作成

VMAX

ストレージグループ、イニシエータグループ、

およびポートグループを選択するには、これら

の変数に対して NameListタイプの代わりに
Identityタイプを使用する必要があります。

マスクビューの作成VMAX

マルチポートリストを選択するためのマッピン

グ可能タイプが EmcVmaxDirectorMultiPortList
から Gen_text_inputに変更されました。

回避策：VMAXポートグループワークフロー
を再作成します。

VMAXポートグループの作
成

VMAX
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

優先順位に関する新しいオプションが追加され

ました。

回避策：優先順位入力を指定し、マッピング可

能タイプを EMCVMAXFastPolicyIdentityに変更
します。

FASTポリシーの VMAXス
トレージグループへの関連

付け

VMAX

ポートを選択するためのマッピング可能タイプ

が、gen_text_inputから emcvmaxalldirportlistに
変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXポートグループの作
成

VMAX

ポートをポートグループに追加するためのマッ

ピング可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXPortGroupUnboundedDirPortListに変
更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXポートグループへの
ポートの追加

VMAX

ポートをポートグループから削除するための

マッピング可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXPortGroupBoundedDirPortListに変更
されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXポートグループから
のポートの削除

VMAX

イニシエータタイプを選択するためのマッピン

グ可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXInitiatorTypeに変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXイニシエータグルー
プの作成

VMAX

イニシエータタイプを選択するためのマッピン

グ可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXInitiatorTypeに変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXイニシエータグルー
プへのイニシエータの追加

VMAX
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

イニシエータタイプおよび削除対象のイニシ

エータを選択するためのマッピング可能タイプ

が、gen_text_inputから EMCVMAXInitiatorType
と EMCVMAXInitiatorsListにそれぞれ変更され
ました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXイニシエータグルー
プからのイニシエータの削除

VMAX

イニシエータタイプおよび置換対象のイニシ

エータを選択するためのマッピング可能タイプ

が、gen_text_inputから EMCVMAXInitiatorType
と EMCVMAXInitiatorsListにそれぞれ変更され
ました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXイニシエータグルー
プからのイニシエータの置換

VMAX

TDEVを選択するためのマッピング可能タイプ
が、gen_text_inputから
EMCVMAXAllStorageThinDevicesに変更されま
した。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXストレージグループ
への TDEVの追加

VMAX

TDEVを選択するためのマッピング可能タイプ
が、gen_text_inputから
EMCVMAXBoundedStorageGroupDevicesに変更
されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

ストレージグループからの

TDEVの削除
VMAX

TDEVを選択してThinプールを拡張するための
マッピング可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXUnBoundedDataDevDevicesListに変
更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAX Thinプールの拡張VMAX
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入出力に関する変更ワークフロータスクシナリオ

TDEVを選択してThinプールにバインドするた
めのマッピング可能タイプが、gen_text_inputか
ら EMCVMAXUnBoundedThinDevDevicesListに
変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

Thinデバイスの VMAX Thin
プールへのバインド

VMAX

Thinプールをエミュレートするためのマッピン
グ可能タイプと Thinプールを選択するための
マッピング可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXDataDeviceEmulationTypeListと
EMCVMAXThinPoolIdentityにそれぞれ変更され
ました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAX Thinデバイスの作成VMAX

Thin設定をエミュレートするためのマッピング
可能タイプと設定を選択するためのマッピング

可能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXDataDeviceEmulationTypeListと
EMCVMAXDataDeviceConfigurationTypeListにそ
れぞれ変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXデータデバイスの作
成

VMAX

メンバデバイスを選択するためのマッピング可

能タイプが、gen_text_inputから
EMCVMAXNonMetaUnBoundThinDevicesListに
変更されました。

回避策：マッピング可能タイプを新しいタイプ

に変更します。

VMAXメタデバイスの作成VMAX

このタスクをネットワークワークフローに含め

た場合は、バインディングを指定した後も次の

エラーが生成されます。

"Handler failed with error - Invalid logical switch ID
: , selectedContext=<None>"

論理スイッチへの仮想ポート

の追加

Hyperv
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