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。
表 1：Cisco UCS Director、リリース 5.5 の新機能と動作変更

機能

説明

参照先

[vNIC テンプレートの追加
[vNIC テンプレートの追加（Add [タスクライブラリ]
（Add vNIC Template）] タスク vNIC Template）] タスクがタスク
ライブラリに追加され、自動化が
強化されました。
[vNIC テンプレートの削除
[vNIC テンプレートの削除（Delete [タスクライブラリ]
（Delete vNIC Template）] タス vNIC Template）] タスクがタスク
ク
ライブラリに追加され、自動化が
強化されました。
10 個の vNIC のサポート

[ネットワーク ポリシー（Network ネットワーク ポリシーの作
Policy）] 画面が更新され、10 個の 成
vNIC をサポートするようになりま
した。
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機能

説明

参照先

UCS サービス プロファイル タ ワークフロー タスク UCS Manager [タスクライブラリ]
スクでの 10 個の vNIC のサ
の既存のタスクに vNIC 出力を追
ポート
加しました。このタスクはサービ
ス プロファイル ID を要求し、
vNIC 関連の出力を表示します。
影響を受けるタスクは次のとおり
です。
1 UCS サービス プロファイルの
選択（Select UCS service
profile）
2 UCS サービス プロファイルの
作成（Create UCS service
profile）
3 テンプレートからの UCS サー
ビス プロファイルの作成
（Create UCS service profile from
template）
10 個の vHBA のサポート

[ネットワーク ポリシー（Network ストレージ ポリシーの作成
Policy）] 画面が更新され、10 個の
vHBA がサポートされるようにな
りました。

UCS サービス プロファイル タ ワークフロー タスク UCS Manager [タスクライブラリ]
スクでの 10 個の vHBA のサ
の既存のタスクに vHBA 出力を追
ポート
加しました。このタスクはサービ
ス プロファイル ID を要求し、
vHBA 関連の出力を表示します。
影響を受けるタスクは次のとおり
です。
1 UCS サービス プロファイルの
選択（Select UCS service
profile）
2 UCS サービス プロファイルの
作成（Create UCS service
profile）
3 テンプレートからの UCS サー
ビス プロファイルの作成
（Create UCS service profile from
template）
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機能

説明

参照先

[ディスク グループ ポリシーの Cisco UCS Director に新しいレポー ディスクグループポリシー
インベントリ レポート（Disk トが追加されました。[組織
のインベントリ レポートの
Group Policy Inventory Report）] （Organization）] ドリルダウン レ 表示
ポートに、新しい[ディスクグルー
プ ポリシーのインベントリ レポー
ト（Disk Group Policy Inventory
Report）] が追加されました。
[ストレージ プロファイル管理 新しいレポートが、[物理
ストレージ プロファイル管
レポート（Storage Profile
（Physical）] > [コンピューティン 理レポートの表示
Management Report）]
グ（Compute）] > [UCSM アカウン
ト（UCSM account）] に追加され
ています。
レポートが、ストレージ プロファ
イル、ストレージ プロファイル
LUN、および PCH コントローラ定
義に追加されています。
vMedia ポリシー

仮想メディア（vMedia）ポリシー サービス プロファイルの作
入力が、[サービスプロファイルの 成
追加（Add Service Profile）] アク
ションに追加されました。

ストレージ プロファイル

ストレージ プロファイル入力が
サービス プロファイルの作
[サービス ポリシーの追加（Add
成
Service Policy）] アクションに追加
されました。

vMedia ポリシー

仮想メディア（vMedia）ポリシー サービス プロファイル テ
入力が、[サービス プロファイル ンプレートの作成
テンプレートの作成（Create Service
Profile Template）] アクションに追
加されました。

ストレージ プロファイル

ストレージ プロファイル入力が
サービス プロファイル テ
[サービスプロファイルテンプレー ンプレートの作成
トの作成（Create Service Profile
Template）] アクションに追加され
ました。

vMedia ポリシー

仮想メディア（vMedia）ポリシー [タスクライブラリ]
入力が、[サービスプロファイルの
追加（Add Service Profile）] タスク
に追加されました。
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機能

説明

参照先

ストレージ プロファイル

ストレージ プロファイル入力が
[タスクライブラリ]
[サービス ポリシーの追加（Add
Service Policy）] タスクに追加され
ました。

サービス プロファイル レポー [仮想メディア（vMedia）ポリシー [サービス プロファイル
ト
（vMedia Policy）] の列が追加され （Service Profiles）]
ました。
サービス プロファイル レポー [ストレージ ポリシー（ Storage
[サービス プロファイル
ト
Policy）] の列が追加されました。 （Service Profiles）]
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