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。
• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
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。 ただ
し、このリリースに関するコンフィギュレーション ガイドの変更点や新機能の中には一部、この
表に記載されていないものもあります。 このリリースで新しくサポートされるハードウェアにつ
いては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
表 1：Cisco UCS リリース 2.2(1) の新機能と変更された動作

機能

説明

直接接続による Cisco UCS C シ FEX を使用せずにファブリック イ
リーズ サーバ統合
ンターコネクトに Cisco UCS C シ
リーズ ラック サーバを接続するこ
とができます。

参照先
この機能は、『Cisco UCS
C-Series Server Integration
with Cisco UCS Manager
2.2』に記載されています。
C シリーズ統合ガイドは次
の URL から確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
partner/products/ps11736/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html
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機能

説明

参照先

Cisco UCS C シリーズ M3 ラッ
ク サーバでのボード コント
ローラ ファームウェアのアク
ティブ化

Cisco UCS C シリーズ M3 ラック
サーバは、eUSB や I/O コネクタな
どの多くのサーバ機能を制御する
ボード コントローラ ファームウェ
アを搭載しています。 これらの
ラック サーバのボード コントロー
ラ ファームウェアをアクティブに
できます。

この機能は、『Cisco UCS
C-Series Server Integration
with Cisco UCS Manager
2.2』に記載されています。

最近検出されたサーバのファーム
ウェア バージョンをいつ、どのよ
うにアップグレードするかを決定
できます。 このポリシーを使用す
ると、最近検出された関連付けら
れていないサーバのファームウェ
ア バージョンをアップグレードし
て、デフォルトのホスト ファーム
ウェア パックで指定されたファー
ムウェア バージョンと一致させる
ことができます。 また、ファーム
ウェアのアップグレード プロセス
をサーバが検出された直後または
一定時間後に実行する必要がある
場合にも指定できます。

この機能は、次の設定ガイ
ドで説明されています。

ファームウェア 自動同期サー
バ ポリシー

C シリーズ統合ガイドは次
の URL から確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
partner/products/ps11736/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html

• 『Cisco UCS B-Series
GUI Firmware
Management
Configuration Guide』
• 『Cisco UCS B-Series
CLI Firmware
Management
Configuration Guide』
ファームウェアの設定ガイ
ドは次の URL から確認でき
ます。http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10281/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html
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機能

説明

参照先

IPv6 アドレス指定

IPv6 アドレスで以下を設定できま IPv6 への準拠
す。
• アクセス サービス
• Fabric Interconnects
• 外部クライアント
• SNMP トラップ
• 証明書要求
• IP プールとアドレス ブロック
• VLAN グループ
• LDAP、RADIUS、および
TACACS+ プロバイダー グ
ループ
• ブレードおよびラック サーバ
のスタティック IP
• サービス プロファイルとサー
ビス プロファイル テンプレー
ト
• バックアップおよび復元処理

インバンド管理サポート

各 CIMC に対し、インバンド アド インバンド管理サポート
レス、2 つの IPv4 および 2 つの
IPv6 を設定できます。 インバンド
VLAN グループ、サービス プロ
ファイルおよびサービス プロファ
イル テンプレートを設定できま
す。

ブート順序の拡張

レガシーまたは UEFI ブート モー サーバ ブートの設定
ドのどちらかを選択できます。
Cisco UCS M3 ブレード サーバおよ
びラック サーバで UEFI ブート
モードを使用すると、第 2 レベル
のデバイスをブート順序に追加し、
セキュア ブートをイネーブルにで
きます。
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機能

説明

参照先

ローカル ストレージのモニタ
リング

ブレードまたはラック サーバに物 ローカル ストレージのモニ
理的に接続されているローカル ス タリング
トレージに関するステータス情報
をモニタできます。 これには、
RAID コントローラ、物理ドライブ
およびドライブ グループ、仮想ド
ライブ、RAID コントローラ バッ
テリ（BBU）、Transportable Flash
Modules（TFM）およびスーパー
キャパシタ、FlexFlash コントロー
ラおよび SD カードが含まれます。

ローカル SD カードのモニタリ 内部のセキュア デジタル（SD）メ FlexFlash のサポート
ングおよび FlexFlash サポート モリ カードのサポートが可能にな
ります。 ローカル ディスク ポリ
シーに FlexFlash をイネーブルにし
て、FlexFlash スクラブ ポリシーを
持つ RAID ペアに新しい SD カード
を設定し、SD カードの HV パー
ティションから起動することがで
きます。
TPM インベントリ

トラステッド プラットフォーム モ TPM モニタリング
ジュール（TPM）のモニタリング
（TPM が存在するか、イネーブル
か、またはアクティブかなど）が
可能になります。

UDLD のサポート

ケーブルの物理設定をモニタし単 UDLD の概要
方向リンクの存在を検出する、単
方向リンク検出（UDLD）がイネー
ブルになります。

VMQ 接続ポリシー

vNIC に対し VMQ 接続ポリシーを VMQ 接続ポリシー
設定することができます。 VMQ
により、全体の管理オペレーティ
ング システムへのネットワーク パ
フォーマンスが向上します。
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機能

説明

参照先

DIMMのブラックリスト化のサ メモリ テスト実行メッセージをモ DIMM のブラックリスト化
ポート
ニタし、DIMM SPD データ内でメ
モリ エラーに遭遇した DIMM をブ
ラックリストに載せます。 これに
より、ホストは修正不可能な ECC
エラーに遭遇した DIMM をマップ
から外すことができます。
DIMMの修正可能なエラー処理 サーバ内のすべての DIMM での修 DIMM の修正可能なエラー
正可能および修正不可能なメモリ 処理
エラーをリセットすることができ
ます。
二要素認証

サードパーティ認証ソフトウェア 二要素認証
と組み合わせて、RADIUS および
TACACS+ プロバイダー グループ
にパスワード + トークン ログイン
方式を実行することにより、Cisco
UCS Manager へのよりセキュアな
アクセスを設定することができま
す。

KVM ダイレクト アクセス

Web ブラウザを使用してブレード KVM ダイレクト アクセス
およびラック サーバに直接アクセ
スすることができます。 アウトオ
ブバンド IPv4 管理インターフェイ
ス アドレスのみが KVM ダイレク
ト アクセスに対しサポートされま
す。
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機能

説明

Hyper-V SRIOV 用 VM-FEX 統 Cisco UCS Manager と Microsoft
合
SCVMM の統合により、VM-FEX
テクノロジーが Microsoft 仮想化プ
ラットフォームに拡張されます。
このアーキテクチャにより、Cisco
UCS Manager は Microsoft SCVMM
がネットワーキング スタックを
セットアップするために使用する
ネットワーキング オブジェクトを
設定することができます。
Microsoft SCVMM は、Cisco UCSM
によって作成されたネットワーク
オブジェクトを受け入れ、VM を
ホストする Microsoft Hyper-V ホス
トにそれらを展開します。

参照先
この機能は、次の設定ガイ
ドで説明されています。
• 『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
GUI Configuration
Guide』
• 『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
CLI Configuration
Guide』

VM-FEX の設定ガイドは次
の URL から確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/products_
Hyper-V は、SR-IOV テクノロジー installation_and_
configuration_guides_list.html
を使用して仮想接続を展開します。
リリース 2.2 での SR-IOV サポート
により、Microsoft SCVMM との管
理プレーン統合が強化され、
Hyper-V ホストに一元化された VM
ネットワーク管理が提供されます。
この導入では、Cisco UCS VIC アダ
プタで使用可能な SR-IOV テクノ
ロジーを活用し、ファブリック イ
ンターコネクトを VM 対応にする
ことができます。

表 2：Cisco UCS リリース 2.2(2) の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

Netflow のモニタリング

netflow 対応ルータから IP トラ
NetFlow のモニタリング
フィック データを収集できます。

LACP

Link Aggregation Control Protocol
LACP ポリシー
（LACP）ポリシーを使用して、リ
ンク集約グループをさらに制御で
きます。
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機能

説明

参照先

消耗レベルのモニタリング

特定の Cisco UCS ブレード サーバ フラッシュ寿命消耗レベル
で、ソリッド ステート ドライブの のモニタリング
寿命をモニタリングできます。

CIMC セキュリティの機能拡張 リモート接続を制限し、vMedia 暗 CIMC セキュリティ ポリ
号化を使用できます。
シー
グラフィックス カードのモニ
タリング

特定の Cisco UCS ラック サーバ
グラフィックス カードのモ
で、グラフィックス カードとコン ニタリング
トローラのプロパティを表示でき
ます。

自動インストールファームウェ アップグレードする前に、警告と
アの機能拡張
潜在的な問題のリストを表示でき
ます。

この機能は、次の設定ガイ
ドで説明されています。
• 『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
GUI Configuration
Guide』
• 『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
CLI Configuration
Guide』
VM-FEX の設定ガイドは次
の URL から確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/products_
installation_and_
configuration_guides_list.html

KVM の機能拡張

仮想 KVM コンソールの再設計に
より、仮想メディアを含むすべて
の機能にメニューからアクセスで
きます。

仮想 KVM コンソール

スクリプト可能な vMedia のサ リモート ファイルの場所から仮想 CIMC マウント型 vMedia
ポート
メディアをマウントできます。CLI
および WebGUI CIMC インターフェ
イスを通じて使用できます。 この
機能は、NFS、CIFS、HTTP、
HTTPS などの、複数の共有タイプ
に対応しています。
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機能

説明

参照先

コミュニティ VLAN のサポー
ト

ファブリック インターコネクトで コミュニティ VLAN
コミュニティ VLAN を作成でき、
特定のプライマリ VLAN で複数の
コミュニティ VLAN を維持できま
す。 また、サーバ vNIC のコミュ
ニティ アクセスと共に、無差別ア
クセスとトランク モードもサポー
トします。
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