
このリリースの新規情報および変更情報

この章は、次の項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
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。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。
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参照先説明機能

仮想データセンターの追加VDCを追加または変更する
ときに、ユーザインターフェ

イスの次のページからコスト

関連の情報の表示を無効にす

ることができるようになりま

した。

• [サービスリクエストの
作成（Create Service
Request）]ウィザード

• [VMのサイズ変更
（Resize VM）]ページ

• [VMディスクのサイズ
変更（ResizeVMDisk）]
ページ

• [VMディスクの作成
（Create VM Disk）]
ページ

•電子メール通知

VDCのコスト関連の情報を
無効にするオプション。

ストレージポリシーの追加と設定ストレージポリシーは、VM
またはテンプレートが HX
データストアにある場合に

ReadyClone操作を組み込むよ
うに更新されました。

ReadyClonesに対応するため
にストレージポリシーを変

更

ユーザの役割および権限デフォルトでは、すべての

ユーザロールに対してこの権

限が有効になります。管理者

は、システム内に設定されて

いるユーザに対してこの権限

を無効または有効にすること

ができます。

あるユーザに対してこのオプ

ションを無効にすると、その

ユーザはカタログ上で導入可

能性に関するアセスメントを

実行できません。

すべてのユーザロールに導

入可能性に関するアセスメ

ントの許可権限を導入
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参照先説明機能

管理者プロファイルの編集

ユーザの追加

管理者は、ユーザの以降のロ

グインセッションで、クラッ

シックビューのユーザイン

ターフェイスを表示するよう

にシステムを設定できます。

また、システム内の他のユー

ザにもクラッシックビューを

起動するようにシステムを設

定できます。

以降のログイン時および他の

ユーザ向けにクラッシック

ビューを起動するようにシス

テムを設定する機能を使用で

きるのは、リリース 6.5のみ
です。クラッシックビュー

は、後続のリリースで削除さ

れる予定です。

以降のログイン時のクラッ

シックビューの起動をサ

ポート

スタックビューオプションの使用このリリースで、VMのス
タックビューレポートが次

のように変更されています。

•レポートに複数のコン
ポーネントがある場合、

特定のコンポーネントの

選択にドロップダウン

リストが使用できます。

•レポートのコンポーネン
トの追加詳細情報を表示

するように選択できま

す。

VMのスタックビューレ
ポートを変更

カタログの公開

VMの複製

ReadyClone操作を組み込むよ
うに [カタログの追加（Add
Catalog）]ページと [VMの複
製（Clone VM）]ページが更
新されました。

ReadyClonesに対応するため
に [カタログの追加（Add
Catalog）]と [VMの複製
（CloneVM）]が変更されて
います。
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参照先説明機能

VNCクライアントを使用した VM
コンソールへのアクセス

VMの VNCコンソールの自動設定
解除

VNCコンソールは、[VMク
ライアントの起動（VMクラ
イアントの起動）]アクショ
ンとは別に、[VNCコンソー
ルの起動（Launch VNC
Console）]アクションを使用
して起動できるようになりま

した。

VNCコンソールの設定を自
動的に解除するタスクを有効

にできます。

VNCコンソール管理を強化

システムポリシーの設定VM名およびホスト名の
チェックを無効にして名前の

検証を行わないようにし、複

数テナントかつ複数ドメイン

の環境で同じVM名およびホ
スト名を使用できるようにし

ます。

VM名とホスト名の一意性
チェックを無効にする機能

ベアメタルサーバのプロビジョニ

ングポリシーの設定

カタログタイプを使用したサービス

リクエストの作成：ベアメタル

このリリース以降は、Cisco
UCS Centralアカウントにベ
アメタルサーバのプロビ

ジョニングポリシーを作成

し、このポリシーにサービス

リクエストを作成できます。

Cisco UCS Centralアカウン
トに対するベアメタルサー

バのプロビジョニングポリ

シーの作成をサポート
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参照先説明機能

ベアメタルサーバのプロビジョニ

ングポリシーの設定

このリリースでは、次のよう

な変更が行われました。

•ポリシーの範囲をサーバ
またはサーバプールを

含むように設定できま

す。

•サーバの設定にポリシー
を使用している間は、

ユーザが特定のサーバを

選択できるようにするこ

とができます。

•サーバに 1つ以上の
Windows OSイメージを
選択できるようになりま

した。

•サーバの IPアドレスの
割り当てに静的 IPプー
ルポリシーを使用でき

ます。

•ベアメタルサーバの
サーバホスト名の検証

にホスト名検証ポリシー

を使用できます。

ベアメタルサーバのプロビ

ジョニングポリシーの設定

を変更

ベアメタルサーバのプロビジョニ

ングポリシーの検証

ベアメタルサーバのプロビ

ジョニングポリシーを作成し

た後、そのポリシーをユーザ

インターフェイスから検証

し、ポリシーに問題があるか

どうかを判断できます。

ベアメタルサーバのプロビ

ジョニングポリシーの検証

をサポート
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参照先説明機能

カタログタイプを使用したサービス

リクエストの作成：ベアメタル

ベアメタルサーバのサービ

スリクエストを作成する手順

に次の変更が加えられまし

た。

•ベアメタルサーバカタ
ログを実行する必要があ

るサーバを選択する機

能。

•概算コストに関する情報
が表示されます。

•導入アセスメントに関す
る情報が使用できるよう

になりました。

ベアメタルサーバのサービ

スリクエストの作成を変更

クレデンシャルポリシーの設定汎用アカウントにクレデン

シャルポリシーを作成し、そ

のポリシーを新しい汎用クレ

デンシャルポリシーの取得の

ワークフロータスクに使用で

きます。

サポートされているレガシー

アカウントタイプのクレデン

シャルポリシーを作成できま

す。

汎用アカウントおよびレガ

シーアカウントのクレデン

シャルポリシー作成のサ

ポート

CD/DVDドライブとしての ISOイ
メージのマウント解除

仮想マシン上の CD/DVDド
ライブにすでに接続されてい

る ISOイメージのマウントを
解除できます。

CDドライブまたは DVDド
ライブからの ISOイメージ
のマウント解除機能

ライセンスの交換

非アクティブライセンス情報の表示

グラフィカルユーザイン

ターフェイスを使用して、既

存のライセンスを置き換える

ことができます。さらに、シ

ステムでアクティブになって

いないライセンスのリストを

表示できます。

既存ライセンスの置換をサ

ポート
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参照先説明機能

ベアメタルサーバカタログの作成カタログを使用したベアメタ

ルサーバのプロビジョニング

のステータスに関する電子

メール通知を受信するユーザ

の電子メール通知を設定でき

ます。

ベアメタルサーバのプロビ

ジョニングの電子メール通

知をサポート

クレデンシャルポリシーの設定クレデンシャルポリシーを使

用して作成したアカウントの

場合、ポリシーに加えられた

変更はアカウント上で動的に

更新されます。

アカウントのポリシー変更

の動的更新をサポート

ユーザの最近のログイン履歴の確認[すべてのユーザのログイン
履歴（All Users Login
History）]オプションを使用
すると、システム内のすべて

のユーザのログイン関連情報

を確認できます。

ユーザの最近のログイン履

歴の表示をサポート

ユーザのセッション制限の設定管理者は、システム内の同時

セッションの最大数を設定で

きます。

ユーザのセッション管理機

能を導入

追加ダッシュボードの作成

ダッシュボードの削除

[ダッシュボード
（Dashboard）]オプションを
有効にした後は、他のダッ

シュボードを追加したり、そ

れらを削除することができま

す。

ダッシュボードにより機能

を強化

統合ビューの使用ナビゲーションメニューの

[統合（Converged）]ビュー
を使用すると、サイトのグラ

フカルな表現、それらのサイ

ト内のポッド、およびサイト

の各ポッド内のアカウントを

表示できます。

統合ビューを導入

カタログ管理についてデフォルトでは、カタログは

タイルビューで表示されま

す。これをテーブルビューに

切り替えるオプションが利用

できるようになりました。

カタログのテーブルビュー

を導入
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参照先説明機能

コンピューティングポリシーの作成

標準カタログタイプを使用したサー

ビスリクエストの作成

VMの複製

ソケットあたりのコア数の許

可値をコンピューティングポ

リシーで定義できます。

ソケットあたりのコアの数

は、サービスリクエストの作

成時、VMの導入時、VMの
クローニング時、またはVM
のプロビジョニング時にオー

ケストレーションワークフ

ローを使用して設定できま

す。

VMのプロビジョニング時に
ソケットあたりのコア数を

設定する機能

ユーザロールの追加ユーザロールの追加時に、

ロールの可用性を有効または

無効にできます。

ユーザが使用できるように

するロールの指定をサポー

ト

オブジェクト検索の実行[オブジェクト検索（Object
Search）]機能を使用すると、
特定の表形式レポートを [物
理（Physical）]メニューおよ
び [仮想（Virtual）]メニュー
で、または [ワークフロー
（Workflows）]画面および
[カスタムタスク（Custom
Tasks）]画面で検索できま
す。

オブジェクト検索を導入

ブロードキャストメッセージの送信管理者は、ユーザインター

フェイスにログインしている

すべてのユーザにブロード

キャストメッセージを送信で

きます（タイマー付きまたは

タイマーなし）。

システムブロードキャスト

メッセージにタイマーを追

加する機能
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