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はじめに

ここでは、次の項について説明します。

• 対象読者, vii ページ

• 表記法, viii ページ

• 関連資料, ix ページ

• マニュアルに関するフィードバック, x ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, x ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco UCSDirector を使用し、以下の少なくとも 1つの分野において責任と専
門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

•仮想化および仮想マシン
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表記法

用途テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのようなGUI要素は、[GUI
要素]のように示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ

ンタイトルは、[メインタイトル]のように示しています。

GUI要素

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表

示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。 stringの前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#
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「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮で

きます。

ワンポイントアドバイス

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り

扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ

い。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器

に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。

これらの注意事項を保存しておいてください。

警告

関連資料

『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』

Cisco UCS Directorの資料の詳細なリストについては、次の URLにある『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』を参照してください：http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html。

『Cisco UCS Documentation Roadmaps』

すべての Bシリーズマニュアルの一覧については、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。

すべての Cシリーズマニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
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『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』にはCisco UCSManagerおよびCisco UCS
Centralのドキュメントのリンクが含まれています。『CiscoUCSC-Series ServersDocumentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controllerのドキュメントのリンクが含まれていま
す。

（注）

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、毎月更新される

『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
x

はじめに

マニュアルに関するフィードバック

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


第 1 章

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 5.1 で追加または変更された情報

参照先説明機能

スクリプトモジュールの使用,（55ペー
ジ）

カスタムワークフロータ

スクに統合可能なライブラ

リスクリプトの追加など

のカスタマイズされたアク

ションを開発者が実行でき

るようにします。

スクリプトモジュールを

使用したライブラリスク

リプトの追加など、カスタ

マイズされたアクションを

実行できる機能。

表 2：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, （80ページ）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

て解決できるようにしま

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。
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参照先説明機能

ワークフローのバージョン管理, （80
ページ）

ワークフローの状態を昔の

状態に戻したり、新しい

バージョンを作成したりす

るためのワークフロー

バージョン管理を可能にし

ます。

ワークフローバージョン

履歴を使用可能にする機

能。

ワークフローへの条件処理の追加, （70
ページ）

If-Else、ネストされた If、
Loop、Switchなどの条件
処理コンストラクトを構築

するための一連の事前定義

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。

表 3：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, （18ページ）
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, （24ページ）
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 4：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, （51
ページ）

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, （51
ページ）

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, （23ページ）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

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
2

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



参照先説明機能

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, （66ページ）
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, （52
ページ）

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, （93ページ）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

表 5：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
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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

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

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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第 2 章

概要

この章は、次の内容で構成されています。

• オーケストレータについて, 13 ページ

オーケストレータについて
Cisco UCS Director Orchestratorにより、IT管理者はクラウドの自動化と ITサービスの標準化を実
現することができます。管理者はオーケストレータを使用して、VMの作成や VM電源アクショ
ンなどの一連のタスクをワークフローの形式で実行できます。ワークフローにタスクを追加また

は移動した後、最終的なワークフローを実行できます。すべてのタスクは 1つずつ順番に実行さ
れます。『Cisco UCS Directorオーケストレーションガイド』では、次のトピックの手順につい
て説明します。

•ワークフロー

•ワークフローのライフサイクル管理

•タスク定義（単一タスクと複合タスクを含む）

•トリガー

•アクションポリシー
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第 3 章

ワークフローの概要

この章は、次の内容で構成されています。

• ワークフローについて, 15 ページ

• ワークフローデザイナ, 15 ページ

• 定義済みタスク, 17 ページ

ワークフローについて
Cisco UCS Directorオーケストレータでは、簡単なアクションや複雑なアクションをインフラスト
ラクチャ（物理的または仮想的）で自動化できるようにワークフローを構成できます。管理者は

オーケストレータを使用して、個別のワークフローの中で複数のタスクを設定することにより、

VMの追加など、特定の ITサービスを実行できます。ワークフローUIデザイナを使用して、ワー
クフローに複数のタスクを追加し、実行することができます。トリガーを使用してワークフロー

内のアクションを開始できます。ワークフローを直接実行することも、トリガーによりプロセス

を開始することもできます。一般的なワークフローは、次の要素で構成されます。

•ワークフローデザイナ（GUIインターフェイス）

•定義済みタスク

最も単純なワークフローは、2つの接続されたタスクで構成されます。タスクとは、特定のアク
ションまたは操作です。オーケストレータでタスクが実行される順序は、ワークフローにより決

まります。ワークフローを作成する際、ドラッグアンドドロップでタスクを移動することで、

あるワークフローの出力を別のワークフローの入力にすることができます。複数のタスクをこの

ように接続することで、複雑なワークフローを作成できます。

ワークフローデザイナ
ワークフローデザイナを使用してアクションを実装することができます。また、リストからタス

クを選択して、[ワークフローデザイナ]ペインにドラッグアンドドロップすることもできます。
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ワークフローのライフサイクル編集アクション

一般的なワークフロー編集アクションを次に示します。

説明名称

新しいワークフローを追加します。[ワークフローの追加]

ワークフローを他のソースにインポートしま

す。

[ワークフローのインポート]

Cisco UCS Directorからワークフローをエクス
ポートします。

[ワークフローのエクスポート]

選択したワークフローを複製します。[ワークフローの複製]

選択したワークフローを編集します。[ワークフローの編集]

選択したワークフローを削除します。[ワークフローの削除]

選択したワークフローに対するワークフローデ

ザイナを開きます。

[ワークフローデザイナ]

選択されたワークフローをテンプレートとして

エクスポートします。

[テンプレートとしてエクスポート]

選択したワークフローを実行します。[今すぐ実行]

ワークフローをスケジュールします。[スケジュール]

変更されないようにワークフローをロックしま

す。ロックすると、ワークフローを削除するこ

とも、ロック解除することもできなくなりま

す。

[ワークフローのロックまたはロック解除]

一番上には全画面表示ボタンがあります。これ

により、ワークフロー全体が 1つのウィンドウ
で表示されます。ワークフローの特定の部分を

拡大するには、ワークフローのその部分にカー

ソルを合わせます。

[ワークフローデザイナ]ウィンドウ（全画面表
示）

ワークフローデザイナの表示オプションは次のとおりです。
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16

ワークフローの概要

ワークフローのライフサイクル編集アクション



説明名称

[ワークフローデザイナ]ペイン内から、既存の
ワークフロープロパティを変更します。

[ワークフロープロパティの編集]

画面をスクロールすることなく数多くのタスク

を表示できるように、コンパクトビューでワー

クフロータスクのリストを表示します。

[コンパクトビューモード]

[ワークフローデザイナ]内のタスクアイコンを
リニアデザイン形式に設定します。

[自動レイアウト]

タスク、入力のマッピング、およびこれらの接

続が有効であるかどうかを確認します。

[ワークフローの検証]

既存のワークフローを実行します。[今すぐ実行]

定義済みタスク
定義済みタスクは、特定のアクションまたは操作で、入力と出力があります。オーケストレータ

は、仮想および物理インフラストラクチャの両方で、コンピューティング、ストレージ、ネット

ワーク機能のために、いくつかの定義済みタスクを使用します。複数の定義済みタスクをまとめ

てグループ化し、別の定義済みタスクへの入力として使用できます。

説明名称

セキュアシェル（SSH）セッションでコマンド
を実行します。

[SSHコマンド]タスク

使用可能なデバイスに対して、インベントリ収

集タスクを実行します。

[インベントリ収集]タスク

ワークフロー内でスクリプトを実行します。[Cloupiaスクリプトの実行]タスク

指定された URLを通知します。[URLの通知]タスク
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タスクドキュメンテーションへのアクセス

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [タスクライブラリ]アイコンをクリックします。

ステップ 3 [ドキュメントの再作成]チェックボックスをオンにして、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します。

ステップ 4 [送信]をクリックします。
オーケストレーションタスクライブラリが表示されます。エントリをクリックすると、使用可能な特定

の入力と出力に関する詳細情報が表示されます。
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第 4 章

ワークフローの作成

この章は、次の内容で構成されています。

• ワークフローの作成, 19 ページ

• 複合タスクの作成, 36 ページ

• カスタム承認タスク, 37 ページ

• スクリプトモジュールの使用, 55 ページ

• ワークフローのインポート, 62 ページ

• 画像としてのワークフローのエクスポート, 63 ページ

• ワークフローの名前変更, 63 ページ

ワークフローの作成
Cisco UCS Director Orchestratorでは、一般的な IT管理タスクおよびカスタムの IT管理タスクの両
方のワークフローを作成できます。多くの一般的なタスクには、次のタブからアクセスします。

[ワークフロー]タブでは、次のアクションを実行できます。

説明名称

表示を更新します。[更新]

現在のページをお気に入りに追加します。[お気に入り]

新しいワークフローを追加します。[ワークフローの追加]

他のソースからワークフローをインポートしま

す。

[インポート]

ワークフローをエクスポートします。[エクスポート]
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説明名称

タスクのドキュメントにアクセスします。[タスクライブラリ]

既存のワークフローを編集します。[ワークフローの編集]

既存のワークフローを複製します。[ワークフローの複製]

既存のワークフローを削除します（ロックされ

ていない場合）。

[ワークフローの削除]

有効なワークフローを実行します。[今すぐ実行]

現在選択されているワークフローを表示しま

す。

[ワークフローの表示]

[ワークフローデザイナ]ペインにアクセスしま
す。

[ワークフローデザイナ]

選択されたワークフローをテンプレートとして

エクスポートします。

[テンプレートとしてエクスポート]

ワークフロー（実行）をスケジュールします。[スケジュール]

現在選択されているワークフローをロックまた

はロック解除します。

[ワークフローのロックまたはロック解除]

現在選択されているワークフローを検証しま

す。

[ワークフローの検証]

選択されたワークフローのバージョンを管理し

ます。

[バージョンの管理]

現在選択されているワークフローの新しいバー

ジョンを作成します。

[新しいバージョンの作成]
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ワークフローの作成

1つ以上のタスクを作成する前に、基本的なワークフローを作成する必要があります。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [ワークフローの追加]をクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフロー名。

ワークフロー名に、\"%&'*+,./:;<=>?^|を
含めることはできません。

（注）

[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド

ワークフローコンテキスト。オーケストレータで

は、次のオプションを使用できます。

• [任意]：任意のコンテキストでワークフローを
使用できます。

• [選択済みの VM]：VMが選択されている場合
にのみワークフローを実行できます。

[ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリスト

ワークフローを複合タスクとして定義する場合に、

このチェックボックスをオンにします。

[複合タスクとして保存]チェックボックス

ワークフローを新しいフォルダに割り当てるには、

このチェックボックスをオンにします。

[新しいフォルダに配置]チェックボックス

適切なフォルダを選択します。[フォルダの選択]ドロップダウンリスト
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説明名称

電子メールを使用してワークフローの実行ステータ

スをユーザに通知する場合に、このチェックボック

スをオンにします。オンにした場合は、[電子メー
ル通知を送信する追加のユーザ]フィールドに追加
の電子メールアドレスを入力します。ワークフロー

の実行ステータスは次のいずれかになります。

•完了ステータス

•実行失敗ステータス

•実行キャンセルステータス

[開始ユーザに実行のステータスを通知する]チェッ
クボックス

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザ入力の追加]画面で、[+]アイコンをクリックして、新しいユーザ入力を追加します。

ステップ 7

ステップ 8 [エントリの追加先]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

入力に割り当てられたラベル。[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力カテゴリのタイプ。ワークフローのタスクの

編集中および保存中は、[入力タイプ]フィールドを
編集できなくなります。

[入力タイプ]フィールド

現在の管理者の入力のリスト。既存のリストは変

更できません。ただし、新しい入力の順序は変更

できます（すべての入力フィールドが表示されるグ

リッドなど）。

[管理入力リスト]フィールド

フィルタ（静的または動的）に基づくカスタム入力

を定義するために、管理者の入力フィルタ値が使用

されます。たとえば、集約、ボリューム、および

ポッドにフィルタを適用できます。

[管理入力フィルタ]フィールド

オンの場合、その入力は、ワークフローの実行時点

でオプションとしてマークされます。

[オプション]チェックボックス

入力のタイプ。[入力タイプ]フィールド
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ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [ユーザ出力の追加]画面で、表示されたユーザ出力を確認します。さらにユーザ出力を追加するには、[+]
アイコンをクリックします。

ステップ 11 [送信]をクリックします。

ユーザ入力の選択性

新しいワークフローを作成する場合、または既存のワークフローを編集する場合は、ユーザ入力

はデフォルトで必須です。ただし、タスクがワークフローの実行時点でオプションとなるように

設定できます。

オプションのワークフロー入力は、必須のタスク入力（属性）にマッピングできません。ユー

ザ入力マッピングのステージでは、不一致エラーが表示されます。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]フォルダを開きます。

ステップ 3 タスクをクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの編集]をクリックします。 [ワークフローの編集]画面が表示されます。

ステップ 5 [次へ]をクリックして [ユーザ入力の変更]画面にアクセスします。

ステップ 6 入力テーブル内で、編集する入力をクリックします。 [エントリの編集]ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 7 この入力が（実行時点で）オプションになるように、[オプション]チェックボックスをオンにします。
最初のワークフロー入力がタスク入力として再マッピングされま

す。

（注）

ステップ 8 [送信]をクリックします。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [送信]をクリックします。

ステップ 11 [OK]をクリックします。
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管理入力フィルタのフィルタ基準の構文

ワークフローの作成時に、さまざまなポイントでフィルタを使用して、データの選択肢を絞り込

むことができます。 [管理入力フィルタ]パラメータを操作するときに [入力フィルタの基準]フィー
ルドに値を入力して、ワークフロー開発をさらに強化できます。フィルタ構文が最も役立つの

は、入力が非常に多い場合です。たとえば、特定の VM上で動作するワークフロータスクがあ
り、Cisco UCS Director環境内に 1000を超える VMが存在する場合に、このフィルタを使用する
ことで、自分のワークフロー開発に該当するVMのみに絞り込むことができます。 [管理入力フィ
ルタ]オプションを使用して、特定のクラウドアカウントに存在する VMにフィルタを適用し、
その後、そのクラウドアカウントの（テーブルにリストされた）データをフィルタして、その特

定のクラウドアカウントに属する VMのみを検索することができます。

別の例としては、ワークフローを作成するとき、[管理入力フィルタ]フィールドに情報を入力し
ます。このフィルタを使用すると、前述のように、特定のクラウドアカウントから必要なVMに
絞り込むことができます。実際には、このフィルタされたVMのリストが表示されるのは、ワー
クフローを実行するときのみです。つまり、フィルタ基準をワークフロー設計の早いステージで

定義しても、実際の VMリストが選択肢として表示されるのは、ワークフローが実行されるとき
のみです。

表形式のデータタイプのフィルタリング

表形式のすべてのデータタイプを対象とするフィルタリングの（一般的な）コマンド構文と例

は、次のとおりです。

<column label>EQUALS|NOT_EQUALS|CONTAINS|NOT_CONTAINS|IS_SUBSET|NOT_SUBSET<value1> OR <simple
match
regex> OR <value n> AND <column

label>EQUALS|NOT_EQUALS|CONTAINS|NOT_CONTAINS|IS_SUBSET|NOT_SUBSET<value1>OR<value2>OR<value
n>

たとえば、VMの名前 testvmを検索する場合、有効な正規表現は test*または *vmのみです。他
の組み合わせは認められません。この場合、マッチの規則は「欲張りなマッチ」になります（正

規表現の前部または後部で使用される）。

ワークフローで使用するコマンド構文は、標準的な UNIXの正規表現をサポートしません。（注）

構文例

cloud CONTAINS vcenter OR vcenter98 AND power status EQUALS OFF OR "not determined"

「AND」結合条件は、すでにフィルタリングされた行にフィルタを適用します。ANDはカスケー
ディングフィルタとして動作します。式の最初の部分では、VMセレクタテーブル内のすべての
行を対象として、cloudという名前の列が検索されます。さらに、vcenterまたは vcenter98という
文字列の有無が確認されます。

式の 2番目の部分では、前の部分の結果として取得された行が検索対象になります。 offまたは
「not determined」という文字列の有無も確認されます。
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条件 1と 2の間にはAND条件が指定されているため、条件 1と 2の両方に一致した場合に限り、
対応するデータ行がワークフローのユーザに表示されます。検索するキーワードを引用符で囲む

と、大文字と小文字を区別して検索されます。

条件 1と条件 2の間にOR条件を指定することはできません。列の間で条件を結合する場合は
ANDを使用する必要があり、列のデータにフィルタを適用する場合は OR条件を使用する必
要があります。また、複数の単語で構成される列のラベルを検索する場合は、単語を二重引

用符で囲む必要があります。フィルタリングの条件では、大文字と小文字が区別されるため、

正しく指定しないとフィルタリングの値が無視されます。

（注）

値のリスト（LOV）のデータタイプのフィルタリング
LOVタイプでは単一の値のみが使用されているため、値をフィルタリングするには条件を記述す
るだけで十分です。

すべての値のリスト（LOV）のデータタイプを対象とするフィルタリングのコマンド構文は、次
のとおりです。

EQUALS|NOT_EQUALS|CONTAINS|NOT_CONTAINS <value1>
OR <simple match regex> OR <value n>

構文例

EQUALS off OR "not determined"

このコマンド構文は、ワークフローを実行し、フィルタが適用された LOVのリストを表示しま
す。検索するキーワードを引用符で囲むと、大文字と小文字を区別して検索されます。

数値データのフィルタリング

ディスクサイズ、LUNサイズ、ボリュームサイズなどの特定の数値データは、単位（メガバイ
ト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB））で指定します。表形式のデータタ
イプのフィルタリング, （24ページ）と表形式のデータタイプのフィルタリング, （24ページ）
に記載されたフィルタ基準を使用する場合は、コマンド構文で数値とその単位を指定する必要が

あります。たとえば、あるワークフロータスクで 80 GBのディスクサイズが必要な場合は、数
値の 80に加えて単位のGBを指定する必要があります。単位を指定しなかった場合は、ワークフ
ローの実行時に不正な結果が表示されます。

構文例

"EQUALS'80 GB'"
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ワークフローへのタスクの追加

オーケストレータには一連の定義済みのタスクがあり、これを使用してワークフローを簡単に作

成できます。これらのタスクは、機能に基づいて分類されており、[ワークフローデザイナ]イン
ターフェイスからアクセスできます。

ステップ 1 [オーケストレータ]ウィンドウでワークフローを選択します。

ステップ 2 [ワークフローデザイナ]をクリックします。 [ワークフローデザイナ]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [ワークフローデザイナ]の左側でカテゴリを選択して [使用可能なタスク]フォルダをクリックします。

ステップ 4 必要なタスクをクリックして、選択したタスクを [ワークフローデザイナ]ウィンドウまでドラッグアン
ドドロップします。

ワークフローへの [VMスナップショットの作成] アクションの追加

このタスクでは、ワークフローの実行時点で VM名を指定します。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフローデザイナ]ウィンドウから、[VMスナップショットの作成]タスクを [ワークフローデザイナ]
ウィンドウまでドラッグアンドドロップします。

ステップ 4 [ワークフローのタスクの基本情報]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

カテゴリタスクの名前（選択済みの情報）。[タスクカテゴリ]フィールド

タスクのタイプの名前（選択済みの情報）。[タスクタイプ]フィールド

その他のタスク情報を入力する領域。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する

ための [再試行の実行]チェックボックス。リソー
スの状態が不明であり、かつタスクの再試行がその

状態の影響を受ける場合に役立ちます。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト
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説明名称

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、失

敗に対応してタスクがn回再試行されるまで、また
は再試行が成功するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [タスク入力属性へのユーザ入力のマッピング]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ

トが表示されるようにするには、このチェックボッ

クスをオンにします（管理者がワークフロー定義で

指定していない場合）。

[VMの選択]の [ユーザ入力にマッピング]チェック
ボックス

ユーザ入力の名前を選択します。[ユーザ入力の名前]ドロップダウンリスト

ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ

トが表示されるようにするには、このチェックボッ

クスをオンにします（管理者がワークフロー定義で

指定していない場合）。

[スナップショット名]の [ユーザ入力にマッピング]
チェックボックス

入力がマッピングされていない場合は、これらの入力を次の画面で手動で指定する必要があり

ます。

（注）

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 次のフィールドに値を入力します。

説明名称

現在の値を再検証するには、[再検証]アイコンをク
リックします。

[再検証]アイコン

スナップショットの名前。[スナップショット名]フィールド

スナップショットメモリでVMのメモリを取得でき
るようにするには、このチェックボックスをオンに

します。

[スナップショットメモリ]チェックボックス

スナップショットの取得時に、ファイルシステム

のコンテンツが一貫して確認済みの状態になるよう

に、ゲストオペレーティングシステムでプロセス

の実行を一時的に停止する場合は、このチェック

ボックスをオンにします。

[ファイルシステムの休止]チェックボックス
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ステップ 9 [送信]をクリックします。

ワークフローへの [VMディスクのサイズ変更] アクションの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [使用可能なタスク]ペインから、[VMディスクのサイズ変更]タスクを [ワークフローデザイナ]ウィンド
ウまでドラッグアンドドロップします。

ステップ 4 [ワークフローのタスクの基本情報]画面で、次の情報を入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

カテゴリタスクの名前（選択済みの情報）。[タスクカテゴリ]フィールド

タスクのタイプの名前（選択済みの情報）。[タスクタイプ]フィールド

その他のタスク情報を入力する領域。[コメント]フィールド

[再試行の実行]チェックボックスをオンにすると、
タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行でき

ます。リソースの状態が不明であり、かつタスク

の再試行がその状態の影響を受ける場合に役立ちま

す。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔。ワークフローは、失敗に対応して

タスクがn回再試行されるまで、または再試行が成
功するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [タスク入力属性へのユーザ入力のマッピング]画面で、次のフィールドに入力します。

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
28

ワークフローの作成

管理入力フィルタのフィルタ基準の構文



説明名称

ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ

トが表示されるようにするには、このチェックボッ

クスをオンにします（管理者がワークフロー定義で

指定していない場合）。

[VMの選択]の [ユーザ入力にマッピング]チェック
ボックス

ユーザ入力の名前を選択します。[ユーザ入力の名前]ドロップダウンリスト

ユーザ入力を新しいディスクサイズにマッピング

するには、このチェックボックスをオンにします。

[新しいディスクサイズ(GB)]チェックボックス

入力がマッピングされていない場合は、これらの入力を次の画面で指定する必要があります。

上記のタスクでは、サイズを変更する必要がある VMを選択して、変更後のサイズの新しい値
（GB）を指定する必要があります。

（注）

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザ入力マッピング]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

現在の値を再検証するには、このアイコンをクリッ

クします。

[再検証]アイコン

ディスクのサイズ（GB）。[新しいディスクサイズ(GB)]フィールド

ステップ 9 [送信]をクリックします。

タスクのリンク

完全なワークフローを構成するには、タスクのリンクが必要になります。ワークフローの一部の

要素は自動的に構成されます。たとえば、次の 3つのタスクアイコンは、すべてのワークフロー
にデフォルトで追加されます。

• [タスクの開始]アイコン（青）

• [完了（成功）タスク]アイコン（緑）

• [完了（失敗）タスク]アイコン（赤）
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目的のフローで、タスクを相互にリンクする必要があります。すべてのタスクに、成功（緑）と

失敗（赤）の両方のオプションが埋め込まれています。プロセス全体は、新規ワークフローの作

成から開始します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [新規ワークフローの追加]をクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフロー名。[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド

ワークフローコンテキスト。オーケストレータで

は、次のオプションを使用できます。

• [任意]。 [任意]では、任意のコンテキストで
ワークフローを使用できます。

• [選択済みのVM]。ワークフローはVMが選択
された場合に限り実行できます。

ドロップダウンリストからの [ワークフローコンテ
キスト]

複合タスクとしてワークフローを定義します。[複合タスクとして保存]チェックボックス

新しいフォルダにワークフローを割り当てます。[新しいフォルダに配置]チェックボックス

ドロップダウンリストから適切なフォルダを選択

します。

[フォルダの選択]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ワークフローの編集]の [ユーザ入力の追加]画面で、次のフィールドに入力します。

ステップ 7 追加のユーザ入力がある場合は、[ユーザ入力の追加]をクリックします。

ステップ 8 [送信]をクリックします。空のワークフローが作成されます。

ステップ 9 [ワークフローデザイナ]ペインで、[タスクの開始]アイコンにカーソルを置きます。タスクアイコンの
一部が緑または赤で強調表示されます。

ステップ 10 [使用可能なタスク]ペインから、タスク（CreateClusterServer taskアイコン）を [ワークフローデザイナ]
ページにドラッグアンドドロップします。

ステップ 11 [使用可能なタスク]ペインから、CreateClusterLogicalInterface_2167 taskアイコンを [ワークフローデザイ
ナ]ページにドラッグアンドドロップします。

ステップ 12 [タスクの開始]アイコンの緑の部分をクリックして、最初のタスク（たとえば、CreateClusterServer taskア
イコン）までカーソルをドラッグします。リンクが確立されます。このタスクが正常に完了すると、ワー

クフローの機能性が高まります。ワークフローの全タスク（成功と失敗の両方）に対して、この手順を実

行します。

ステップ 13 [タスクの開始]アイコンの赤の部分をクリックして、[完了（失敗）タスク]アイコンまでカーソルをド
ラッグします。

ステップ 14 CreateClusterLogicalInterface taskアイコンで、カーソルを赤の領域（右側）に移動して、[完了（失敗）タ
スク]アイコンにドラッグします。

ステップ 15 [ワークフローの検証]をクリックします。

テンプレートとしてのワークフローのエクスポート

よく使用するワークフローをテンプレートとしてエクスポートし、別の管理シナリオで使用する

ことができます。テンプレートをエクスポートする場合、ワークフロー内のタスクはすべて保持

されます。テンプレートを別の Cisco UCS Director環境にインポートして、ワークフローとして
同様に使用することもできます。テンプレートを使用して新しいワークフローを作成する場合、

マッピングされたタスク内の入力は変更できません。ただし、マッピングされていない入力は変

更することができます。

ワークフローからのテンプレートの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。 [オーケストレーション]ウィンド
ウが表示されます。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ワークフローを選択して、[テンプレートとしてエクスポート]をクリックします。

ステップ 4 [テンプレートとしてエクスポート]画面で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名称

テンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[説明]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

テンプレートからのワークフローの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [テンプレート]タブを選択します。

ステップ 3 テンプレートを選択して、[ワークフローの作成]をクリックします。
オーケストレータでは、定義済みテンプレートをインポートおよび使用することができます。テンプレー

トは [ワークフローのテンプレート]タブから取得でき、新しいワークフローの作成に使用できます。次
のテンプレートを使用できます。
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説明目的名称

ワークフローによって次の処

理が実行されます。

• CUICグループ管理者
vDCの作成

•選択した VLANポリ
シーからの VLANの生
成

•選択した Cisco Nexus
5000シリーズスイッチ
での VLANの作成

•選択したNexus 1000vシ
リーズスイッチでの

ポートプロファイルの

作成

• VLANインターフェイ
スの作成、柔軟なボ

リュームの作成、コン

トローラでのvFilerの作
成と確立、選択したホ

ストノードでのスト

レージ（データストア

として）のマウント

カスタマーオンボーディング（セキュアな

マルチテナント機能）のワークフロー

[カスタマーオンボーディン
グ]テンプレート
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説明目的名称

ワークフローによって次の処

理が実行されます。

•サービスプロファイル
の作成

•サービスプロファイル
と選択したサーバの関

連付け

• Cisco Nexus 5000シリー
ズスイッチでの SAN
ゾーンの設定

• PXEブートの確立

• PXEブートのモニタリ
ング、および選択した

VMware（vCenter）アカ
ウントでのホストの登

録

新しいブレードを ESXiホストとして
VMware（vCenter）アカウントに導入する
ワークフロー

[ESXiホストの導入]テンプ
レート

ワークフローによって次の処

理が実行されます。

•サービスプロファイル
の作成

•サービスプロファイル
と選択したサーバの関

連付け

• Cisco Nexus 5000シリー
ズスイッチでの SAN
ゾーンの設定

• PXEブートの確立

• PXEブートのモニタリ
ング、および選択した

VMware（vCenter）アカ
ウントでのホストの登

録

新しいブレードを ESXiホストとして
VMware（vCenter）アカウントに導入する
ワークフロー

[ONTAP対応 ESXiホストの
導入]テンプレート
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説明目的名称

ワークフローによって次の処

理が実行されます。

•サービスプロファイル
の作成

•サービスプロファイル
と選択したサーバの関

連付け

• Cisco Nexus 5000シリー
ズスイッチでの SAN
ゾーンの設定

• PXEブートの確立

• PXEブートのモニタリ
ング、および選択した

VMware（vCenter）アカ
ウントでのホストの登

録

新しいブレードをローカルストレージの

ESXiホストとして VMware（vCenter）アカ
ウントに導入するワークフロー（CiscoNexus
1000vシリーズスイッチを使用しません）

[ローカルストレージのESXi
ホストの導入（Cisco Nexus
1000vシリーズスイッチな
し）]テンプレート

ワークフローによって次の処

理が実行されます。

•選択した VLANポリ
シーからの VLANの生
成

•選択したデバイスでの
VLANの作成

• VLANインターフェイ
スの作成

•コントローラでのvFiler
の作成

NetAppストレージコントローラのイーサ
ネットポートを新しい VLANに接続する
ワークフロー

[ストレージコントローラへ
のVLANの接続]テンプレー
ト
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複合タスクの作成
複合タスクは複数のタスクの集合です。複合タスクでは、複雑なワークフローを実行できます。

複合タスクは、複数のワークフローを含む単一のワークフロー（組み込みワークフロー）で構成

されています。簡単なワークフローを定義して複合タスク（複合タスク A =ワークフロー A）と
して保存した後、もう 1つのワークフローを定義し、この新しいワークフローの一部として、複
合タスク A（別のワークフロー）を使用することができます。このパターンを使用して、簡単な
ワークフローに基づいて複雑なワークフローを定義できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [新規ワークフローの追加]をクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの詳細]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフロー名。[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド

ワークフローコンテキストを選択します。オーケ

ストレータでは、次のオプションを使用できます。

• [任意]：任意のコンテキストでワークフローを
使用できます。

• [選択済みのVM]：ワークフローは VMが選択
された場合にのみ実行できます。

[ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリスト

ワークフローを複合タスクとして保存するには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[複合タスクとして保存]チェックボックス

ワークフローを新しいフォルダに割り当てるには、

このチェックボックスをオンにします。

[新しいフォルダに配置]チェックボックス

フォルダの名前。[フォルダ名]フィールド

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザ入力の追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力に割り当てられたラベル。[入力ラベル]フィールド

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
36

ワークフローの作成

複合タスクの作成



説明名称

入力の説明。[入力の説明]フィールド

カテゴリのタイプ。[入力タイプ]フィールド

管理者が入力できる領域。管理者が入力タイプに

基づいて入力を行います。ワークフローを実行す

るエンドユーザは入力を要求されません。管理者

は、エンドユーザに対して、特定のタイプの入力を

禁止できます。

[管理者の入力値]フィールド

現在の管理者の入力のリスト。既存のリストは変

更できません。ただし、新しい入力の順序は変更

できます（たとえば、すべての入力フィールドが表

示されるグリッドなど）。ハード制限により、[管
理入力リスト]フィールドの値は 256個までとなり
ます。

[管理入力リスト]フィールド

フィルタに基づく（静的または動的な）カスタム入

力の定義に使用される、管理者の入力フィルタ値。

たとえば、集約、ボリューム、およびポッドにフィ

ルタを適用できます。

[管理入力フィルタ]フィールド

ステップ 7 追加のユーザ入力がある場合は、[ユーザ入力の追加]をクリックします。

ステップ 8 [送信]をクリックします。空のワークフローが作成されます。

カスタム承認タスク
カスタム承認タスクの機能を使用して、ワークフローをプロビジョニングし、承認を得ることが

できます。この機能では、インフラストラクチャの管理者（コンピューティング、ストレージ、

およびネットワーク）またはあらゆるタイプのシステムユーザが、ワークフローの実行に関する

入力を指定することができます。

カスタム承認タスクでは、特定のユーザの承認が得られた後でワークフローを実行できます。こ

のタスクをワークフローに追加するときは、承認者の名前が要求されます。また同じ個人が、以

前にカスタム承認タスクで定義されていた入力を提供することもできます。これらの承認タスク

は、定義された後でワークフローに追加できます。次に、タスク承認者名の入力を求めるプロン

プトが表示されます。ワークフローを実行すると、ワークフローは承認タスクで一時停止しま

す。承認者は、この承認の指定を [承認]タブで確認できます。承認者は、設定済みの必要な入力
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を提供します（これらは以降のタスクにマッピングできます）。ワークフローが承認されると、

ワークフローの実行が再開します。

カスタム承認タスクの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [カスタム承認タスク]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [入力の追加]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

カスタム承認タスクへの入力。このタスクに追加

するすべての入力は、この承認タスクを含むワーク

フローを承認するユーザが指定する必要がありま

す。

[入力の追加]フィールド

[ワークフローデザイナ]に表示される承認タスクの
名前。

[承認タスク名]フィールド

承認タスクの説明。[承認タスクの説明]フィールド

入力のラベル（タスクの承認者が指定）。[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力のカテゴリ（タスクの承認者が指定）。[入力タイプ]フィールド

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[（任意）入力]チェックボックス

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ワークフローへのカスタム承認タスクの追加

カスタム承認タスクのワークフローへの追加は、他のタスクをワークフローに追加することと同

じです。タスク作成のユーザ入力マッピングのステージでは、承認者が実行時点でこのワークフ

ローを承認する必要があるかどうかを決定できます。実行時点で承認する必要がない場合は、プ
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ロセスのタスク入力のステージで、オーケストレータによって、承認者名の入力を要求するプロ

ンプトが表示されます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [使用可能なタスク]ペインからカスタム承認タスクを追加するワークフローを選択します。 [ワークフロー
デザイナ]ページが表示されます。

ステップ 4 [カスタム承認タスク]フォルダ内からカスタム承認タスクを [ワークフローデザイナ]ペインにドラッグし
ます。

ステップ 5 [カスタム承認タスク]フォルダから、タスクを [ワークフローデザイナ]ペインまでドラッグします。

ステップ 6 ワークフローの実行時に承認者名を指定する必要がある場合は、[タスクの追加]画面で [ユーザ入力にマッ
ピング]チェックボックスをオンにします。それ以外の場合は、ワークフローの実行時に承認者の名前を
指定できます。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザID]を入力します。

ステップ 9 [送信]をクリックします。

カスタム入力値

カスタム入力タイプを作成すると、これらをワークフロー入力として使用できます。カスタム入

力タイプは、新しい値のリスト（キーや値のタプルなど）を指定する方法、表示される値をフィ

ルタで絞り込むフィルタ基準を指定する方法、または値の固有の選択肢（セット）を選択する方

法で定義できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [カスタムワークフローの入力値]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [カスタムワークフローの入力値の追加]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。

[カスタム入力タイプ名]フィールド
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説明名称

入力のタイプを選択します。選択された入力タイ

プに基づいて、追加のフィルタを使用して選択肢を

さらに絞り込むことができます。これらのフィル

タはチェックボックスで、次のいずれかにすること

ができます。

•入力フィルタ

•入力リスト

•入力 LOV

•入力範囲

•検証済み入力

[入力タイプ]表形式ポップアップ

ステップ 5 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 6 [カスタムワークフローの入力値の追加]の [カスタム入力の詳細]画面で、次のフィールドに値を入力し
ます。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。

[カスタム入力タイプ名]フィールド

入力のタイプを選択します。[入力タイプ]ドロップダウンリスト

現在の値のリスト。すべての入力タイプで LOVが
必要になるわけではありません。一部の入力タイ

プは、選択するか、フィルタ基準を指定することの

みができます。

[LOVエントリ]テーブル

ステップ 7 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 8 [LOVエントリへのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

ユーザに表示されるラベル。[ラベル]フィールド

ユーザに表示されない値。[値]フィールド

[ラベル]フィールドと [値]フィールドの記述は矛盾しないようにする必要がありま
す。

（注）

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
40

ワークフローの作成

カスタム入力値



ステップ 9 [送信]をクリックして、カスタムワークフロータイプに追加します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 [送信]をクリックします。

ステップ 12 [OK]をクリックして、プロセスを完了します。新しいカスタムワークフロー入力が [カスタムワークフ
ローの入力値]リストに表示されます。

例：値のリスト（LOV）を使用したカスタム入力タイプの作成
次の例では、パスワードに基づいて値のリストを作成する方法について説明します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [カスタムワークフローの入力値]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 4 [カスタムワークフローの入力値の追加]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、デバイスログインクレデンシャル）に関

連付けることもできます。

[カスタム入力タイプ名]フィールド

入力のタイプを選択します。選択された入力タイ

プに基づいて、追加のフィルタを使用して選択肢を

さらに絞り込むことができます。これらのフィル

タはチェックボックスで、次のいずれかにすること

ができます。

•入力フィルタ

•入力リスト

•入力 LOV

•入力範囲

•検証済み入力

[入力タイプ]表形式ポップアップ
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ステップ 5 [選択...]をクリックします。 [選択]画面が表示されます。

ステップ 6 検索フィールドにパスワードと入力します。パスワードという単語を使用したチェックボックスが一覧表

示されます。

ステップ 7 [パスワード]チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [選択]をクリックします。 [カスタム入力の詳細]画面が表示されます。

ステップ 9 [追加]アイコン（+）をクリックします。 [LOVエントリへのエントリの追加]画面が表示され、次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名称

ユーザに表示されるラベル。[ラベル]フィールド

ユーザに表示されない値。パスワードのエントリ

は表示されません。

[値]フィールド

ステップ 10 [ラベル]フィールドに adminと入力します。
ステップ 11 [値]フィールドにパスワードテキストを入力します（表示されません）。

ステップ 12 [送信]をクリックします。

ステップ 13 [OK]をクリックします。 [カスタム入力の詳細]画面が表示されたら、次のフィールドに次のように入力
します。

説明名称

ユーザに表示されるラベル。[ラベル]フィールド

ユーザに表示されない値。パスワードのエントリ

は表示されません。

[値]フィールド

ステップ 14 [ラベル]フィールドに rootと入力します。
ステップ 15 [値]フィールドにパスワードテキストを入力します（表示されません）。

ステップ 16 [送信]をクリックします。

ステップ 17 [OK]をクリックします。このエントリが [LOVエントリ]テーブルに表示されます。

ステップ 18 [追加]アイコン（+）をクリックします。 [LOVエントリへのエントリの追加]画面が表示され、次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名称

ユーザに表示されるラベル。[ラベル]フィールド

ユーザに表示されない値。パスワードのエントリ

は表示されません。

[値]フィールド
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ステップ 19 [ラベル]フィールドに techと入力します。

ステップ 20 [値]フィールドにテキストを入力します（表示されません）。

ステップ 21 [送信]をクリックします。

ステップ 22 [OK]をクリックします。このエントリが [LOVエントリ]テーブルに表示されます。

ステップ 23 [送信]をクリックします。

ステップ 24 [OK]をクリックします。

次のステージでは、カスタム入力をワークフローに追加します。「ワークフローへのカスタ

ム入力の追加」のトピックを参照してください。

（注）

ワークフローへのカスタム入力の追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフローの追加]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの追加]の [ワークフローの詳細]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフロー名。[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド

ワークフローコンテキスト。オーケストレータで

は、次のオプションを使用できます。

• [任意]：任意のコンテキストでワークフローを
使用できます。

• [選択済みのVM]：ワークフローは VMが選択
された場合にのみ実行できます。

[ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリスト

ワークフローを複合タスクとして定義するには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[複合タスクとして保存]チェックボックス

ワークフローを新しいフォルダに割り当てるには、

このチェックボックスをオンにします。

[新しいフォルダに配置]チェックボックス

適切なフォルダを選択します。[フォルダの選択]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [ワークフロー名]フィールドにデバイスの作成と入力します。

ステップ 6 [新しいフォルダに配置]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [フォルダ名]フィールドに名前を入力します。

ステップ 8 [次へ]をクリックします。 [ワークフローのユーザ入力]画面が表示されます。

ステップ 9 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 10 表示される [エントリの追加先]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレスをキー値の

ペアとして使用できます。または、この名前をログインクレ

デンシャル（たとえば、root権限）に関連付けることもでき
ます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力カテゴリのタイプ。[入力タイプ]フィールド

オンにした場合、管理者が入力することが必要となります。

オンにすると、管理者は入力タイプに基づいて入力を行う必

要があります。タスクの承認者が入力を行う必要はありませ

ん。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基づいて入

力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリストにアクセ

スできます。

[管理入力リスト]チェックボックス
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ステップ 11 [選択...]をクリックします。[選択]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 12 [デバイスのログインクレデンシャル]チェックボックスをオンにします。

ステップ 13 [選択]をクリックします。 [エントリの追加]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 14 [値の制限]領域で [管理者の入力値]チェックボックスをオンにします。

ステップ 15 [管理者の入力値]ドロップダウンリストから rootを選択します。

ステップ 16 [送信]をクリックします。

ステップ 17 [OK]をクリックします。

ステップ 18 [ワークフローのユーザ入力]画面で、[入力の追加]ボタン（+）をクリックします。 [エントリの追加先]
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 19 [入力ラベル]フィールドに tech privilegesと入力します。

ステップ 20 [選択]をクリックします。

ステップ 21 [選択]ダイアログボックスで、[デバイスのログインクレデンシャル]チェックボックスをオンにします。

ステップ 22 [選択]をクリックします。 [エントリの追加]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 23 [値の制限]領域で [管理者の入力値]チェックボックスをオンにします。

ステップ 24 [管理者の入力値]ドロップダウンリストから techを選択します。

ステップ 25 [送信]をクリックします。

ステップ 26 [OK]をクリックします。

ステップ 27 [送信]をクリックします。

ステップ 28 [OK]をクリックします。

例：フィルタ基準に基づく値のリストの作成

次の例では、フィルタ基準に基づいて値のリストを作成する方法について説明します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [カスタムワークフローの入力値]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 4 [カスタムワークフローの入力値の追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、デバイスログインクレデンシャル）に関

連付けることもできます。

[カスタム入力タイプ名]フィールド
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説明名称

入力のタイプを選択します。[入力タイプ]表形式ポップアップ

ステップ 5 [選択...]をクリックします。

ステップ 6 [選択]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力ラベルの名前。カスタム入力を定義する際に、

特定のフィルタ条件に基づいて入力を定義できま

す。これらの条件を定義する方法は、[管理入力フィ
ルタ]オプションを使用してワークフロー入力に対
してフィルタ条件を定義したときに使用した方法と

同じです。フィルタが適用されたカスタム入力の

リストを作成すると、カスタム入力を定義する際に

フィルタが適用されます。カスタム入力を使用す

るときは、ワークフローの入力値を定義する際に、

フィルタが適用されたリストから選択します。た

とえば、企業電子メールアドレスをキー値のペアと

して使用できます。または、この名前をログイン

クレデンシャル（たとえば、root権限）に関連付け
ることもできます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力カテゴリのタイプ。[入力タイプ]フィールド

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基

づいて入力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリスト

にアクセスできます。

[管理入力リスト]チェックボックス
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ステップ 7 [入力ラベル]フィールドに root privilegesと入力します。
ステップ 8 [選択...]をクリックします。 [選択]テーブルが表示されます。

ステップ 9 ログインに特有のエントリを識別するために、[検索]フィールドに log inと入力します。
ステップ 10 [デバイスのログインクレデンシャル]チェックボックスをオンにします。

ステップ 11 [選択]をクリックします。

ステップ 12 [エントリの追加先]ダイアログボックスが表示されたら、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、デバイスログインクレデンシャル）に関

連付けることもできます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力タイプ。[入力タイプ]フィールド

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基

づいて入力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリスト

にアクセスできます。

[管理入力リスト]チェックボックス

[入力ラベル]フィールドにはあらかじめ値が入力されていることに注意してくださ
い。

（注）

ステップ 13 [管理者の入力値]チェックボックスをオンにします。

ステップ 14 [管理者の入力値]ドロップダウンリストをクリックして、以前の選択が表示されることを確認します
（admin、root、および tech）。

ステップ 15 [管理者の入力値]ドロップダウンリストから rootを選択します。

ステップ 16 [送信]をクリックします。エントリが正常に追加されます。 [ワークフローのユーザ入力]画面が表示さ
れます。

ステップ 17 [追加]アイコン（+）をクリックします。

ステップ 18 [エントリの追加先]ダイアログボックスが表示されたら、次のフィールドに入力します。
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説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、デバイスログインクレデンシャル）に関

連付けることもできます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力タイプ。[入力タイプ]フィールド

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基

づいて入力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリスト

にアクセスできます。

[管理入力リスト]チェックボックス

ステップ 19 [入力ラベル]フィールドに tech privilegesと入力します。
ステップ 20 [選択...]をクリックして入力タイプを選択します。 [選択]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 21 クレデンシャルに関連する入力タイプを識別するために、[検索]フィールドに creと入力します。
ステップ 22 [デバイスのログインクレデンシャル]チェックボックスをオンにします。

ステップ 23 [選択]をクリックします。

ステップ 24 [エントリの追加]ダイアログボックスが表示されたら、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、デバイスログインクレデンシャル）に関

連付けることもできます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力タイプ。[入力タイプ]フィールド
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説明名称

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基

づいて入力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリスト

にアクセスできます。

[管理入力リスト]チェックボックス

ステップ 25 [管理者の入力値]チェックボックスをオンにします。

ステップ 26 [管理者の入力値]ドロップダウンリストから techを選択します。

ステップ 27 [送信]をクリックします。

ステップ 28 [OK]をクリックします。

ステップ 29 [ワークフローのユーザ入力]画面から、[送信]をクリックします。

ステップ 30 [OK]をクリックします。

例：固有の選択によるカスタム入力タイプの作成

次の例では、固有な選択（たとえば、複数の VM）に基づいて値のリストを作成する方法につい
て説明します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [カスタムワークフローの入力値]タブをクリックします。

ステップ 3 [VM導入リスト]の入力を選択します。
[カスタム値のフィルタ]フィールドには検索値があらかじめ入力されていることに注意してく
ださい。

（注）

ステップ 4 [カスタム入力タイプ]画面で、[入力フィルタ]チェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [入力リスト]チェックボックスをオンにします。
[入力タイプ]フィールドには値 vmがあらかじめ入力されていることに注意してくださ
い。

（注）
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ステップ 6 [表形式の値]ドロップダウンリストから、1つ以上のクラウドエントリのチェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 7 [選択]をクリックします。

ステップ 8 [カスタム入力の詳細]画面の [閉じる]をクリックします。

ステップ 9 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 10 [ワークフローの追加]アイコン（+）をクリックします。 [ワークフローの詳細]画面が表示されます。

ステップ 11 [ワークフローの詳細]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフロー名。[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド

ワークフローコンテキスト。オーケストレータで

は、次のオプションを使用できます。

• [任意]：任意のコンテキストでワークフローを
使用できます。

• [選択済みのVM]：ワークフローは VMが選択
された場合にのみ実行できます。

[ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリスト

ワークフローを複合タスクとして定義するには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[複合タスクとして保存]チェックボックス

ワークフローを新しいフォルダに割り当てるには、

このチェックボックスをオンにします。

[新しいフォルダに配置]チェックボックス

適切なフォルダを選択します。[フォルダの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 12 [次へ]をクリックします。

ステップ 13 [エントリの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

入力の名前。たとえば、企業電子メールアドレス

をキー値のペアとして使用できます。または、こ

の名前をデバイスのログインクレデンシャル（た

とえば、VM入力）に関連付けることもできます。

[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド

入力タイプ。[入力タイプ]フィールド

   Cisco UCS Director オーケストレーションガイド、リリース 5.1
50

ワークフローの作成

例：固有の選択によるカスタム入力タイプの作成



説明名称

オンにした場合、管理者が入力することが必要とな

ります。オンにすると、管理者は入力タイプに基

づいて入力を行う必要があります。タスクの承認

者が入力を行う必要はありません。

[管理者の入力値]チェックボックス

オンにした場合、管理者は特定のフィルタ基準に基

づいて入力することが必要となります。

[管理入力フィルタ]チェックボックス

オンにした場合、管理者は以前に作成されたリスト

にアクセスできます。

[管理入力リスト]チェックボックス

[管理者の入力値]チェックボックスが自動的にオンになることに注意してくださ
い。

（注）

ステップ 14 [送信]をクリックします。

入力の移動

ワークフローを作成したら、ワークフローの実行時にワークフローのユーザ入力が処理される順

序を変更できます。

ステップ 1 [ワークフローの編集]の [ワークフローのユーザ入力]画面で、入力テーブルから入力を選択します。

ステップ 2 緑の上向き矢印または下向き矢印のアイコンをクリックして、入力の元の順序を変更します。

ステップ 3 [送信]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

[入力/出力] タブへのアクセス
[入力/出力]タブには、承認時点の（ワークフローに含まれている）特定のタスクの値のリストが
表示されます。表示される入力または出力には、次の 4つのバリエーションがあります。

•管理者の入力値

•タスク入力

•（特定のタスクの）出力

•マッピング（たとえば、SendEmail_94.EMAIL_ADDRESSES）
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上記のマッピングの例では、SendEmail_94.EMAIL_ADDRESSESは、別のタスクの入力にマッピ
ングされます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]の順に選択します。

ステップ 2 サービスリクエストをクリックします。入出力のテーブルが表示されます。

ステップ 3 [入力/出力]タブをクリックします。ワークフロー内の特定のタスクの値には、このタブからアクセスで
きます。前述の入出力の 4つのバリエーションが [入力/出力]列に表示されます。

[入力/出力]タブからワークフローを表示して、さらにタスクの出力（たとえば、
SendEmail_94.EMAIL_ADDRESSES）を表示することもできます。また、このタブから、ある出
力がワークフロー内の別のタスクの入力としてどのようにマッピングされているかを表示する

こともできます。また、[入力/出力]タブのタスクステータス情報には、[ワークフローのステー
タス]タブのステータスも反映されます。

（注）

前のタスクからの出力へのアクセス

ワークフロー（たとえば、SSHタスク）内の前のタスクの出力にアクセスできます。前のタスク
の出力値を参照するには、次の例に示すように、完全なタスク出力変数名を参照する必要があり

ます。

{Associate AP.OUTPUT_UCS_BLADE_MAC_ADDRESS}

次の形式は無効です。

{OUTPUT_UCS_BLADE_MAC_ADDRESS}

ワークフロー入力の相互起動

タスクの変更時または追加時にワークフロー入力を作成して相互起動できます。

ステップ 1 [ワークフローデザイナ]ペインから既存のワークフロー（たとえば、AddServiceConsolePortGroup_322）を
開きます。

ステップ 2 タスクアイコンをクリックします。

ステップ 3 （必須およびオプションの入力が表示された）[タスクの編集]ダイアログボックスでは、入力を再選択で
きます。

ステップ 4 [ワークフローのユーザ入力の管理]ボタンをクリックします。 [ワークフローのユーザ入力]ダイアログ
ボックスが表示されます。

説明名称

入力に割り当てられたラベル。[入力ラベル]フィールド

入力の説明。[入力の説明]フィールド
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説明名称

オンの場合、その入力は、ワークフローの実行時点

でオプションとしてマークされます。

[オプション]チェックボックス

入力カテゴリのタイプ。ワークフローのタスクの

編集中および保存中は、[入力タイプ]フィールドを
編集できなくなります。

[入力タイプ]フィールド

現在の管理者の入力のリスト。既存のリストは変

更できません。ただし、新しい入力の順序は変更

できます（たとえば、すべての入力フィールドが表

示されるグリッドなど）。

[管理者の入力値]フィールド

ステップ 5 [ワークフローのユーザ入力]ダイアログボックスで、[ワークフローのユーザ入力の追加]アイコン（+）
をクリックして新しい入力を追加します。

ステップ 6 [送信]をクリックします。

カスタムワークフローの入力の登録

前提条件として、カスタムワークフローに必要な TaskConfigIfおよび AbstractTaskのコンポー
ネントを開発する必要があります。

（注）

独自の入力タイプを Cisco UCS Directorで開発できます。ただし、これらの入力タイプには、モ
ジュール IDのプレフィックスを付ける必要があります。次に例を示します。
public static final String NEXUX_DEVICE_LIST = "foo_nexus_device_l:
@UserInputField(type = ModuleConstants.NEXUS_DEVICE_LIST)
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この例のModuleContrants.NEXUS_DEVICE_LISTは、foo_nexus_device_listに解決されます。

ステップ 1 UCS Directorで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択してから、[ワークフロー]を選択します。
[ワークフロー]タブに、使用可能なワークフローをリストするテーブルが表示されます。

ステップ 2 [ワークフローの追加]を選択して [ワークフローの追加]ダイアログボックスを開きます。

ステップ 3 [ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリストで、ワークフローコンテキストを選択します。選択
したコンテンツでこのワークフローが使用されます。

ステップ 4 [ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリストで、ワークフローコンテキストを選択します。選択
したコンテンツでこのワークフローが使用されます。

ステップ 5 このワークフローを別のワークフローのタスクとして使用するために、[複合タスクとして保存]チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 6 このワークフローを配置する新しいフォルダを作成するために、[新しいフォルダに配置]チェックボック
スをオンにします。

ステップ 7 [フォルダの選択]ドロップダウンリストから、ワークフローを追加する必要があるフォルダを選択しま
す。

ステップ 8 [次へ]をクリックします。 [ワークフローのユーザ入力]画面が表示されます。

ステップ 9 [追加]アイコンをクリックします。

ステップ 10 [エントリの追加先]ウィンドウで、ワークフローのユーザ入力に対する一意の名前と説明を入力します。

ステップ 11 [選択]をクリックし、入力のタイプを選択します。選択した入力タイプに基づいて、他のフィールドが表
示されます。

ステップ 12 [送信]をクリックします。定義した入力がワークフローに追加されます。

ステップ 13 [送信]をクリックします。選択したフォルダ内にワークフローが作成されます。

ステップ 14 左上隅の [ユーザ入力の追加]を選択します。

ステップ 15 ワークフローを作成したフォルダに移動します。

ステップ 16 ワークフローをクリックします。 [ワークフローデザイナ]ウィンドウが開き、[使用可能なタスク]リスト
とワークフロー設計グラフィカルビューが表示されます。

ステップ 17 [使用可能なタスク]リストで必要なタスクをクリックし、選択したタスクを [ワークフローデザイナ]ウィ
ンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 18 [次へ]をクリックします。 [ユーザ入力マッピング]画面が表示されます。

ステップ 19 ワークフローの入力フィールドの値を使用する属性を選択します。

•選択したタスクに対して [ユーザ入力にマッピング]をオンにした場合、ワークフローの実行中に入
力が求められます。 [ユーザ入力]ドロップダウンリストで、入力を選択します。
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•選択したタスクがユーザ入力にマッピングできる属性を持たない場合は、[次へ]をクリックします。

ステップ 20 [次へ]をクリックします。

ステップ 21 ワークフロー入力にマッピングされていないタスク入力に対し、値を入力します。

ステップ 22 [送信]をクリックします。ワークフロータスクが保存されます。

ステップ 23 カーソルをタスクの左下隅に移動すると、[成功時]タスクアイコンが緑色で表示されます。

ステップ 24 カーソルを緑色の領域に移動し、次のタスクまたは [完了（成功）タスク]アイコンにドラッグします。

ステップ 25 カーソルをタスクの右下隅に移動すると、[失敗時]タスクアイコンが赤色で表示されます。

ステップ 26 カーソルを赤色の領域に移動し、[完了（失敗）タスク]アイコンにドラッグします。タスクがリンクさ
れ、ワークフローが完成します。

ステップ 27 [閉じる]をクリックします。

ステップ 28 ワークフローを選択し、[今すぐ実行]をクリックします。システムにより、送信されたワークフローに
サービスリクエスト IDが指定されます。

ステップ 29 [組織] > [サービスリクエスト]を選択します。すべてのユーザグループのサービスリクエストが表示さ
れます。

ステップ 30 [サービスリクエスト]タブをクリックします。

ステップ 31 送信済みのワークフローを選択します。サービスリクエスト IDを使用してワークフローを検索できま
す。 [ワークフローのステータス]タブに、サービスリクエストの現在のステータスが表示されます。

スクリプトモジュールの使用
スクリプトモジュールは、カスタムワークフロータスクに統合可能なライブラリスクリプトの

追加などのカスタマイズされたアクションを実行するインターフェイスを提供します。さまざま

なアプライアンスに対してモジュールをエクスポートまたはインポートすることができます。こ

れらのモジュール内の登録済みスクリプトを環境内で使用できます。

次の表に、スクリプトモジュールで実行可能なアクションに関する説明を示します。

参照先タスク

スクリプトモジュールの追加, （56ページ）スクリプトモジュールの追加

ライブラリの追加, （56ページ）ライブラリの追加

jarの追加, （58ページ）jarの追加

スクリプトモジュールのインポート, （60ペー
ジ）

スクリプトモジュールのエクスポート
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参照先タスク

スクリプトモジュールのインポート, （60ペー
ジ）

スクリプトモジュールのインポート

スクリプトモジュールの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [スクリプトモジュール]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [モジュール情報]画面で、次の情報を入力します。

説明名称

スクリプトモジュールの名前。[モジュール名]フィールド

スクリプトモジュールの説明。[モジュールの説明]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ライブラリの追加

はじめる前に

ライブラリを追加するには、スクリプトモジュールを作成する必要があります。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [スクリプトモジュール]タブをクリックします。

ステップ 3 [スクリプトモジュール]ペインで、ライブラリを追加するスクリプトモジュールをダブルクリックしま
す。

ステップ 4 [追加]をクリックします。

ステップ 5 [ライブラリ情報]画面で、次の情報を入力します。

説明名称

スクリプトモジュールの名前。[名前]フィールド
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説明名称

スクリプトモジュールの説明。[説明]フィールド

この領域にライブラリスクリプトを追加します。[スクリプト]テキストボックス

ステップ 6 [送信]をクリックします。

ライブラリへのアクセス

ライブラリには次の方法でアクセスできます。

別のライブラリからライブラリを呼び出す

loadLibrary("Module Name>/<Library Name>")という構文を使用して別のライブラリからライブラ
リを呼び出します。

次に、例を示します。

ImportPackage(java.lang);

function test(){
logger.addInfo("test1");
loadLibrary("Test_Module/testlib1");
}
test1();

カスタムタスクからライブラリを呼び出す

カスタムワークフロータスクを作成するときに、上記と同じ構文を使用してライブラリを呼び出

すことができます。カスタムタスクの作成中にライブラリを呼び出すコードを追加する方法につ

いては、『CiscoUCSDirector CustomWorkflowManagement guide』の「Managing theCustomWorkflow
Tasks」セクションを参照してください。

jar について
jarはライブラリまたはカスタムタスクから呼び出し可能なスクリプトモジュールに .jarファイル
を登録するためのインターフェイスを提供します。
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jar の追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [スクリプトモジュール]タブをクリックします。

ステップ 3 [スクリプトモジュール]ペインで、jarファイルを追加するスクリプトモジュールをダブルクリックしま
す。

ステップ 4 [jar]タブをクリックします。

ステップ 5 [追加]をクリックします。

ステップ 6 [jarの追加]画面で、[参照]をクリックして、ローカルフォルダからアップロードする jarファイルを選択
します。

ステップ 7 [送信]をクリックします。

jar へのアクセス
.jarファイルをアップロードするには、次の構文を使用します。

loadJar("ModuleName>/<JarName>")

次に、例を示します。

importPackage(java.lag);
loadJar("Test_Module/test.jar");
importPackage(com.cisco.test);

function TestLib(){
var test = new Test();
test.setData("Hello");
logger.addInfo("data=" + test.getData());
}

.javaパッケージに含まれていない可能性がある外部パッケージやクラスの場合
は、"Packages.XXX"をパッケージ名の前に付ける必要があります。

importPackage(java.lang);
loadJar("Test_Module/testscript.jar
importPackage(Package.com.test);

function TestLib(){
logger.addInfo("Access JarTest");
var test5 = new Packages.com.test.JarTest;
logger.addInfo(test5.testmethod()
}

（注）
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スクリプトモジュールのエクスポート

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]ペインで、エクスポートするワークフローを選択します。

ステップ 4 [エクスポート]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローの選択]画面で、エクスポートするワークフローを選択して、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 [カスタムタスクの選択]画面で、エクスポートするカスタムタスクを選択して、[次へ]をクリックしま
す。

ステップ 7 [スクリプトモジュールの選択]画面で、エクスポートするスクリプトモジュールを選択して、[次へ]を
クリックします。

ステップ 8 [アクティビティの選択]画面で、エクスポートするアクティビティを選択して、[次へ]をクリックしま
す。

ステップ 9 [確認]画面で、次の操作を実行します。

説明名称

スクリプトモジュールをエクスポートする人物の

名前。

[エクスポート担当者]フィールド

エクスポートに付けるコメント。[コメント]フィールド

エクスポートするファイルの名前。[エクスポートするファイル名]フィールド

ステップ 10 [エクスポート]をクリックします。
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スクリプトモジュールのインポート

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]ペインで、エクスポートするワークフローを選択します。

ステップ 4 [インポート]をクリックします。

ステップ 5 [ファイルのアップロード/検証]画面で、[参照]をクリックしてインポートするファイルをアップロードし
ます。

ステップ 6 [アップロード]をクリックします。
アップロードしたファイルがインポートに有効な場合は、成功メッセージが表示されます。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [インポートポリシー]画面で、次の操作を実行します。

説明名称

インポートしたファイルがすでに存在していた場合

は、次のオプションから選択します。

• [置換]：既存のファイル内のワークフローを
アップロードしたものに置き換える場合に、

このオプションを選択します。

• [両方保持]：アップロードしたファイルと既存
のファイルの両方のワークフローを保持する

場合に、このオプションを選択します。

• [スキップ]：このポリシーの使用をスキップす
る場合に、このオプションを選択します。

[ワークフロー]ドロップダウンリスト

インポートしたファイルがすでに存在していた場合

は、次のオプションから選択します。

• [置換]：既存のファイル内のカスタムタスクを
アップロードしたものに置き換える場合に、

このオプションを選択します。

• [両方保持]：アップロードしたファイルと既存
のファイルの両方のカスタムタスクを保持す

る場合に、このオプションを選択します。

• [スキップ]：このポリシーの使用をスキップす
る場合に、このオプションを選択します。

[カスタムタスク]ドロップダウンリスト
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説明名称

インポートしたファイルがすでに存在していた場合

は、次のオプションから選択します。

• [置換]：既存のファイル内のスクリプトモ
ジュールをアップロードしたものに置き換え

る場合に、このオプションを選択します。

• [両方保持]：アップロードしたファイルと既存
のファイルの両方のスクリプトモジュールを

保持する場合に、このオプションを選択しま

す。

• [スキップ]：このポリシーの使用をスキップす
る場合に、このオプションを選択します。

[スクリプトモジュール]ドロップダウンリスト

インポートしたファイルがすでに存在していた場合

は、次のオプションから選択します。

• [置換]：既存のファイル内のアクティビティを
アップロードしたものに置き換える場合に、

このオプションを選択します。

• [両方保持]：アップロードしたファイルと既存
のファイルの両方のアクティビティを保持す

る場合に、このオプションを選択します。

• [スキップ]：このポリシーの使用をスキップす
る場合に、このオプションを選択します。

[アクティビティ]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [インポート]をクリックします。
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ワークフローのインポート
このタスクは、過去にダウンロードしたワークフローをインポートするために使用します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [オーケストレーション]ペインで [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]タブで、ワークフローをインポートするワークフローフォルダをクリックして、[インポー
ト]をクリックします。

ステップ 4 [インポート]ダイアログボックスで、[参照]をクリックして、ワークフローをダウンロードしたディレク
トリに移動します。

ステップ 5 ワークフローをクリックして、[開く]をクリックします。

ステップ 6 [アップロード]をクリックします。

ステップ 7 zipしたファイルのアップロードが成功したら、[インポート]をクリックします。

ステップ 8 （任意）[インポート]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力して、zipしたファイルのアセッ
トがすでにワークフローフォルダ内に存在する場合のファイルの処理方法を指定します。

説明名称

次のオプションの中から、このアセットの処理方法を選択します。

•置換

•両方保持

•スキップ

[ワークフロー]ドロップダウン
リスト

次のオプションの中から、このアセットの処理方法を選択します。

•置換

•両方保持

•スキップ

[カスタムタスク]ドロップダウ
ンリスト

次のオプションの中から、このアセットの処理方法を選択します。

•置換

•両方保持

•スキップ

[スクリプトモジュール]ドロッ
プダウンリスト
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画像としてのワークフローのエクスポート

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [組織]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 左の列でワークフローを選択します。

ステップ 4 [ワークフローデザイナ]で、[全画面表示]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。

ステップ 6 画像ファイル（workflow_*.png）を保存するディレクトリを選択します。

ステップ 7 [保存]をクリックします。

ワークフローの名前変更
ワークフローの名前を変更するには、そのワークフローを複製して、元のワークフローを削除し

ます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]ペインで、名前を変更するワークフローを選択します。

ステップ 4 [ワークフローの複製]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローの複製] ]画面で、[ワークフロー名]フィールドに、ワークフローの新しい名前を入力しま
す。

ステップ 6 [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [ユーザ入力の追加]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザ出力の追加]画面で、[送信]をクリックします。
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第 5 章

ワークフローの実行

この章は、次の内容で構成されています。

• ワークフローの実行, 65 ページ

• ワークフローへの条件処理の追加, 70 ページ

• コンテキストワークフローマッピング, 76 ページ

• ワークフローのスケジュール, 77 ページ

• ワークフローのロールバック, 79 ページ

• ワークフローの検証, 80 ページ

• ワークフローのバージョン管理, 80 ページ

ワークフローの実行
オーケストレータでは、さまざまな方法でワークフローを実行できます。

•サービスリクエストの作成

• [今すぐ実行]アクションの使用方法

• VMアクションポリシーの使用方法

•トリガーの使用方法

サービスリクエストへのアクセス

サービスリクエストを使用して、ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。
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また、各サービスリクエストに対して、アーカイブオプションを使用できます。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 サービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [詳細の表示]をクリックします。 [サービスリクエストのステータス]ペインが表示されます。

ステップ 5 [閉じる]をクリックします。

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

失敗したかキャンセルされたサービスリクエストは、再送信したり、再送信する前に入力を変更

することができます。管理者は、[入力/出力]タブにアクセスし、サービスリクエストをクリック
してフォームに新しい値を入力してから再送信を行うことができます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]の順に選択します。

ステップ 2 サービスリクエストをクリックします。入出力のテーブルが表示されます。

ステップ 3 [入力/出力]タブをクリックします。ワークフロー内の特定のタスクの値には、このタブからアクセスで
きます。

ステップ 4 入出力のテーブルからエントリを選択します。

ステップ 5 [値の編集]をクリックします。

ステップ 6 サービスリクエストの値を変更します。

ステップ 7 [送信]をクリックします。
同じアクションを [組織] > [承認記録]タブで確認することもできま
す。

（注）

[今すぐ実行] アクションの使用方法
[今すぐ実行]アクションを使用して、ワークフローを実行できます。ドロップダウンリストはイ
ンターフェイスの右側からアクセスできます。実行ステージで入力することを選択した場合は、

実行時にそれらを入力する必要があります。ただし、タスクをワークフローに追加するときに入

力が指定された場合は、その入力も許可されます。
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VM アクションポリシーの使用方法
ユーザの VMアクションポリシーを使用して、カスタムアクションを作成できます。カスタム
のアクションポリシーには、1つ以上のアクションを含めることができます。また、アクション
ラベルを作成して、ワークフローを関連付けることもできます。仮想データセンター（vDC）を
作成するときに、ユーザアクションポリシーを選択できます。このポリシーに基づいて作成さ

れた仮想マシン（VM）では、元のユーザアクションポリシーに含まれていたすべてのカスタム
アクションが同様に有効になります。

エンドユーザの VMアクションポリシーは VMコンテキストで使用できます。（注）

次の手順では、VMスナップショットと VMのサイズ変更タスクで構成されるワークフローを作
成する方法について説明します。このワークフローは、VMコンテキストでカスタムアクション
として使用できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ユーザのVMアクションポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

ポリシー名。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ポリシーに関連付けられるアクションの番号を選択

します。

[アクションの番号の選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ポリシーの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

VMアクションのラベル。[アクションラベル]フィールド

このアクションと関連付けられるワークフローを選

択します。

[ワークフロー]ドロップダウンリスト

このアクションの実行を承認するユーザタイプを

選択します。

[認定ユーザタイプ]ドロップダウンリスト
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ステップ 7 [送信]をクリックします。
ユーザ VMアクションポリシーを作成した後、管理者は vDCの作成時にこのポリシーを選択できます。
この vDCに属するすべての VMでは、これらのカスタムアクションを使用できます。

1つの vDCに関連付けできるユーザ VMアクションポリシーは 1つのみで
す。

（注）

トリガーの使用方法

満たす必要のある、指定された条件に基づいてワークフローを実行する場合に、トリガーを使用

します。これらの条件が満たされると、ワークフローが（自動的に）実行されます。この手順で

は、VMメモリ制限に達した場合に、サイズ変更をトリガーする方法について説明します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [トリガー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [トリガーの追加]の [トリガー情報]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

トリガーの名前。[トリガー名]フィールド

トリガーを有効にします。[有効]チェックボックス

トリガーの説明。[説明]フィールド

トリガールールを検証する頻度を選択します。[頻度]ドロップダウンリスト

トリガータイプを選択します。

• [ステートフル]：このタイプの現在の状態は記
録され、トリガーの状態に変化があったとき

にのみ、アクションが実行されます。

• [ステートレス]：このタイプのトリガーの条件
は、頻度フィールドに指定された頻度で検証

されます。 たとえば、VM電源ステータスが
モニタされている場合は、電源ステータスの

変化が発生するとトリガーが実行されます。

[トリガータイプ]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [トリガーの追加]の [条件の指定]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

チェックする条件の数。[条件の数]フィールド

モニタするコンポーネントを選択します。[モニタの対象]ドロップダウンリスト

モニタするコンポーネントエントリを選択します。

VMをモニタする場合は、モニタするVMを選択し
ます。

[VM]ドロップダウンリスト

モニタするコンポーネントのパラメータを選択しま

す。

[パラメータ]ドロップダウンリスト

トリガータイプを選択します。

• [ステートフル]：このタイプの現在の状態は記
録され、トリガーの状態に変化があったとき

にのみ、アクションが実行されます。

• [ステートレス]：このタイプのトリガーの条件
は、頻度フィールドに指定された頻度で検証

されます。 たとえば、VM電源ステータスが
モニタされている場合は、電源ステータスの

変化が発生するとトリガーが実行されます。

[トリガータイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [トリガーの追加]の [ワークフローの指定]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名称

トリガーを呼び出す回数。[最大呼び出し回数]フィールド

トリガーがアクティブになったときに実行するワー

クフローを選択します。

（トリガーの状態がアクティブになったとき）[ワー
クフローの選択]ドロップダウンリスト

トリガーがクリアされたときに実行するワークフ

ローを選択します。

（トリガーの状態がクリアになったとき）[ワーク
フローの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [送信]をクリックします。
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ワークフローへの条件処理の追加
オーケストレータのタスクライブラリには、条件処理用のワークフローに追加可能な一連の事前

定義タスクが含まれています。ワークフローの分岐点である事前定義タスクの条件を指定できま

す。条件の評価結果によってワークフローがたどる分岐が決定されます。たとえば、ワークフ

ロー条件を VMの電源ステータスのチェックにすることができます。 VMのステータスが電源オ
ンの場合は、ワークフローが特定の経路をたどり、VMの電源がオフの場合は、ワークフローが
別の経路をたどります。

次の事前定義タスクは、条件処理を行うため[ワークフローデザイナ]でアクセスできます。

•ループの開始：このタスクは、入力条件に基づいてワークフロー内でループを開始するため
に使用できます。

•ループの終了：このタスクは、ワークフロー内のループの終了をマークするために使用でき
ます。

• If Else：このタスクは、指定された入力条件を評価します。入力条件が真の場合は、タスク
またはタスクセットが実行されます。入力条件が偽の場合は、別のタスクまたはタスクセッ

トが実行されます。

•条件タスク：このタスクは、ワークフロー内の各タスクに対して指定された条件に基づいて
ワークフロー内に複数の実行経路を作成するために使用できます。

事前定義タスクを使用して、If、If-Else、ネストされた If、Loop、Switchなどの条件処理コンスト
ラクトを作成できます。

If-Else 論理分岐の追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 If-Else論理分岐を追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックして、ワークフローデザイナに開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで、[手順タスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [If Else]タスクをクリックして、それをワークフローデザイナにドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（If Else）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクにコメントを付けます。[コメント]フィールド
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説明名称

タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する

には、このチェックボックスをオンにします。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または、タスクが成
功して次のタスクに進めるか、ワークフローが完了

するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

ワークフローのコースを決定するために評価される

条件を入力します。条件の評価結果として、次の

ような結果が得られます。

•条件が真に評価された場合は、正常終了に向
かうワークフローのコースが実行されます。

•条件が偽に評価された場合は、ワークフロー
が正常に実行されません。

定義する条件には次の演算子だけを含める必要があ

ります。

==、!=、<、<=、>、>=、||、&&、contains、
startsWith、endsWith

条件の指定時に使用可能な例を以下に示します。

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME=="2"

• WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME
contains "xyz"

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME ==
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME ||
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME !=
"123"

[条件の指定]フィールド
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ステップ 11 [ユーザ出力マッピング]画面で、[送信]をクリックします。

ステップ 12 作成した [If-Else]タスクアイコンで、Trueコネクタと Falseコネクタをクリックして [詳細]タスクアイコ
ンにドラッグします。

ステップ 13 作成した [If-Else]タスクアイコンで、On Failureコネクタをクリックして [完了（失敗）]タスクアイコン
にドラッグします。このリンクは失敗した場合のワークフローの論理分岐を定義します。必要に応じて、

ワークフロー内のこの分岐に [詳細]タスクアイコンを追加できます。

次の作業

If-Else論理分岐を作成したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエストを使用して、
ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。

ループの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ループを追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックして、ワークフローデザイナに開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで、[手順タスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [ループの開始]タスクをクリックして、それをワークフローデザイナにドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（ループの開始）]で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクにコメントを付けます。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する

には、このチェックボックスをオンにします。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または、タスクが成
功して次のタスクに進めるか、ワークフローが完了

するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト
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ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

リストベースの反復の場合に、このチェックボッ

クスをオンにします。

[リストベースの反復]チェックボックス

リストベースの反復の入力値。[リストベースの反復の入力]

リストベースの反復のユーザ入力。

Cisco UCS Directorには、各ループ反復の
値を保持する汎用テキストタイプの

START_LOOP_OUTPUTという名前のタス
ク出力変数が含まれています。この出力

は、タイプが汎用テキストではない次の

タスク入力にマップすることができませ

ん。そのため、必要なタイプのワークフ

ロー入力（電子メールアドレスなど）を

作成して、それを Start Loop [反復値を割
り当てるユーザ入力]ドロップダウンリス
トを使用して追加したタスク入力にマッ

プします。

（注）

[反復値を割り当てるユーザ入力]ドロップダウンリ
スト

ループカウンタベースの反復の場合に、このチェッ

クボックスをオンにします。

[カウントベースの反復]チェックボックス

ループの反復を制御するループカウンタ。[ループ回数]フィールド

ステップ 11 [ユーザ出力マッピング]画面で、ワークフロー出力から値として使用する属性を選択します。

ステップ 12 [送信]をクリックします。

ステップ 13 [使用可能なタスク]ペインで、ループの一部として使用するタスクをクリックしてドラッグします。

ステップ 14 On Successコネクタを使用して、ループ内のタスクアイコン間のリンクを作成します。

ステップ 15 [開始]タスクアイコンと [ループの開始]タスクアイコン間のリンクを作成します。

ステップ 16 [使用可能なタスク]ペインで、[手順タスク]フォルダをクリックします。

ステップ 17 [ループの終了]タスクをクリックして、それをワークフローデザイナにドラッグアンドドロップします。

ステップ 18 [タスクの追加（ループの終了）]ウィザードの残りの画面に値を入力して、[送信]をクリックします。

ステップ 19 [ループの終了]タスクアイコンを [完了（成功）]タスクアイコンと [完了（失敗）]タスクアイコンに接
続します。
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次の作業

ループを追加したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエストを使用して、ワークフ

ローの実行を表示したり生成したりできます。

スイッチ操作の追加

作成したスイッチコンストラクトには、ワークフローのタスクごとに指定した条件に基づい

て、ワークフローの複数の実行経路を含めることができます。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ループを追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックして、ワークフローデザイナに開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで、[手順タスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [条件]タスクをクリックして、それをワークフローデザイナにドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（条件タスク）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクにコメントを付けます。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する

には、このチェックボックスをオンにします。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または、タスクが成
功して次のタスクに進めるか、ワークフローが完了

するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で、[+]アイコンをクリックして、ワークフローの実行経路ごとに条件を追加します。
たとえば、ワークフローに n個の実行可能経路がある場合は、条件ごとに 1つずつの計 n個のエントリを
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条件テーブルに追加します。テーブル内のデフォルトエントリをクリックすることによって、ワークフ

ローがデフォルト実行経路をたどる場合の条件を指定できます。

ステップ 11 [エントリの追加先]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

条件のラベル[ラベル]フィールド

ワークフローのコースを決定するために評価される

条件を入力します。定義する条件には次の演算子

を含める必要があります。

==、!=、<、<=、>、>=、||、&&、contains、
startsWith、endsWith

条件の指定時に使用可能な例を以下に示します。

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME=="2"

• WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME
contains "xyz"

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME ==
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME ||
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME !=
"123"

[条件]フィールド

[送信]をクリックします。

ステップ 12 [ユーザ出力マッピング]画面で、ワークフロー出力から値として使用する属性を選択します。

ステップ 13 [送信]をクリックします。

ステップ 14 [使用可能なタスク]ペインで、ワークフローのさまざまな実行経路に追加するタスクをクリックしてド
ラッグします。

ステップ 15 [条件タスク]アイコン内のコネクタを使用して、実行経路内のタスクにリンクします。たとえば、[条件
タスク]アイコン内の defaultコネクタを使用して、デフォルト実行経路内のタスクへのリンクを作成しま
す。

ステップ 16 [開始]タスクアイコンと [条件タスク]アイコン間のリンクを作成します。

ステップ 17 ワークフロー内のさまざまな実行経路間のリンク、[完了（成功）]タスクアイコン、および [完了（失
敗）]タスクアイコンを作成します。

次の作業

スイッチコンストラクトを追加したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエストを

使用して、ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。

サービスリクエストを使用して。
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コンテキストワークフローマッピング
ワークフローをアクションの形式でマッピングして、コンポーネントのコンテキストで実行する

ことができます。コンポーネントのコンテキスト内から、一連のタスクを含むワークフローを実

行できます。ワークフローリストから目的のワークフローを参照して実行する必要はありませ

ん。ワークフローはコンポーネントレベルで実行できます。たとえば、サーバ向けに作成され

たワークフローを実行する場合、ワークフローリストからワークフローを参照する代わりに、

ワークフローをアクション（サーバ向け）としてマッピングして、サーバレベルで実行できま

す。

コンテキストワークフローマッピングは、次の 2つのステージで構成されます。

•ステージ 1：コンテキストマッパータスクを作成し、アクションとしてマッピングする必要
のあるワークフローに追加します。

•ステージ 2：アクションラベルを指定して、ワークフローをコンテンツマッパーリストに
追加します。

ステージ 1：コンテキストマッパータスクの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [ワークフローデザイナ]でワークフローを開きます。

ステップ 4 コンテキストマッパータスクを選択して、[ワークフローデザイナ]ペインまでドラッグアンドドロップ
します。

ステージ 2：コンテンツマッパーへのワークフローの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [コンテキストワークフローマッピング]を選択します。

ステップ 3 ワークフローに追加するコンポーネントを選択します。

ステップ 4 [編集]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローマッピングの編集]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

ワークフローを追加します。[ワークフローの追加]アイコン
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説明名称

アクションラベルを表示するコンポーネントのエ

ントリをエンドユーザが選択できるようにするに

は、このチェックボックスをオンにします。オン

の場合、ワークフローはコンポーネントに基づいて

フィルタ処理されます。たとえば、LUNコンテキ
ストワークフローマッピングの場合、LUNコンテ
キストマッパータスクがあるワークフローのみが

表示されます。

[選択が必要です]チェックボックス

アクションラベルの名前。[アクションラベル]フィールド

実行するワークフローを選択します。[ワークフロー]ドロップダウンリスト

承認するユーザタイプを選択します。[認定ユーザタイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [送信]をクリックします。ワークフローがアクションとしてコンポーネントに追加されます。
論理ユニット番号（LUN）のコンポーネントを参照してLUNの下でエントリを選択すると、ア
クションが表示されます（[LUNをデータストアとして関連付け]）。このアクションをクリッ
クすると、このコンポーネントに以前にマッピングしたワークフローが実行されます。

（注）

ワークフローのスケジュール
ワークフローを特定の時刻に実行するようにスケジュールできます。また、ワークフローをスケ

ジュールする際に、複数のスケジュールパラメータを変更することもできます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]ペインで、スケジュールするワークフローを選択します。

ステップ 4 [スケジュール]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローのスケジュール設定]画面で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名称

ワークフローの再実行のタイプ。次の複数のタイ

プがあります。

• [無期限]：ワークフローは頻度のタイプと頻度
の間隔に従って、開始時間から継続的に実行

され、終了時間はありません。

• [1回のみ]：ワークフローは開始時間に 1回だ
け実行されます。

• [固定回数]：ワークフローは頻度のタイプと頻
度の間隔に従って、[繰り返し回数]フィールド
に指定された回数だけ、開始時間から継続的

に実行されます。

• [繰り返し期限まで]：ワークフローは頻度のタ
イプと頻度の間隔に従って、開始時間から指

定された終了時間まで継続的に実行されます。

[繰り返しタイプ]ドロップダウンリスト

スケジュールされたワークフローの実行時間。[開始時間]フィールド

ワークフローの実行頻度。ワークフローは、時間、

日、週、または月の単位で実行できます。

[頻度のタイプ]ドロップダウンリスト

選択した頻度に対応して、ワークフローを実行する

間隔を選択します。頻度の間隔が 4で頻度のタイ
プが日次である場合、ワークフローは4日おきに実
行されます。

[頻度の間隔]ドロップダウンリスト

ワークフローに関連付けられたユーザ。これは必

須フィールドではありません。

[ユーザID]フィールド

ワークフローの作成時に入力を定義した場合は、[ワークフローの入力値]で入力を行う必要が
あります。

（注）

ステップ 6 [編集]をクリックして、別のスケジュールを編集します。
[ワークフロースケジュールの変更]画面は、[ワークフローのスケジュール設定]ダイアログボッ
クスと同じです。

（注）
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ワークフローのロールバック
ワークフローロールバック機能を使用して、実行したワークフローを取り消すことができます。

ワークフローを構成しているすべてのタスクは、ワークフローのロールバック時に取り消されま

す。

ただし、ワークフローをロールバックしても、ワークフローが、実行前と同じ状態に戻らない

ことがあります。一部のタスクは、完全にはロールバックできません。たとえば、VMの増
加したストレージ値は取り消すことができません。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 ロールバックが必要なワークフローに対応するサービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [リクエストのロールバック]をクリックします。

ステップ 5 ロールバックするタスクの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [送信]をクリックします。
サービスリクエストを右クリックし、[詳細の表示]を選択してワークフローの取り消しのステー
タスを確認します。

（注）

ワークフローアセットの表示（作成済みまたは変更済み）

ワークフローをロールバックする前に、ワークフローの実行時に使用されたすべてのアセットと

リソースの詳細を表示することができます。アセットは追跡されており、サービスリクエストの

[詳細の表示]オプションで確認できます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 確認するサービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [詳細の表示]オプションを選択します。

ステップ 5 [作成/変更済みのオブジェクト]タブを選択します。
[作成/変更済みのオブジェクト]タブには、ワークフロー構成の一部として作成または変更されたすべての
リソースが表示されます。ワークフローの全タスクに関係する全リソースが追跡されます。ワークフロー

をロールバックすると、関連するすべてのリソースが削除され、以前に変更したリソースの変更点が取り

消されます。
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ステップ 6 [閉じる]をクリックします。

ワークフローの検証
オーケストレータは、ワークフローを検証するためのメカニズムを提供します。ワークフローの

検証は、ある要素から次の要素へのデータの不正なフローによって引き起こされたワークフロー

に伴う問題の特定に役立ちます。ワークフローの検証では、要素間のデータバインディングと接

続がチェックされます。検証中に検出される一般的な問題は、インポート後またはアップグレー

ド後の、マッピングの不一致、タスクの必須値の不足、見つからないタスクハンドラ、および管

理者/タスク入力の不足です。

オーケストレータは、ウィザードベースの問題リゾルバを使用して、問題の検出と解決を可能に

します。ワークフローを検証すると、問題のリストと一緒に、それらの問題を修正するための提

案が作成されます。リスト内の問題をクリックすると、問題ウィザードリゾルバの実行が促され

ます。問題によっては、追加情報やユーザ入力が必要な場合があります。他の問題には、修正が

容易で簡単に解決されるものもあります。

ワークフロー検証問題の解決

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 検証に失敗したワークフローを選択します。

ステップ 4 [ワークフローの検証]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローの検証]ダイアログボックスで、[解決方法]の下の説明をダブルクリックします。

ステップ 6 [検証エラー]ダイアログボックスで、検出された問題の概要を確認します。ウィザードのプロンプトに従
い、検証エラーを解決します。

ワークフローのバージョン管理
すべてのオーケストレータワークフローにバージョン履歴が関連付けられています。バージョン

履歴は、ワークフローの状態を以前の状態に戻すため、または、バージョンを上げるために使用

できます。シナリオによっては、ワークフローの現在の状態と以前保存されたバージョンの違い

を比較するためにバージョン管理を使用することがあります。バージョン管理は、特に、ワーク

フローが実稼働、導入、またはその他の処理に対する準備ができているかどうかを確認する必要

がある場合に便利です。
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ワークフローバージョンを上げて保存したときに、新しいバージョン項目が作成されます。加え

た変更は、現在のバージョンに影響しません。たとえば、ワークフローバージョン X.0.0を作成
して保存すると、バージョンの状態が Cisco UCS Directorデータベースに保存されます。ワーク
フローを変更しても、その変更がワークフローバージョンX.0.0に適用されることはありません。
変更を保存するには、次のワークフローバージョンを作成する必要があります。ワークフローと

一緒に変更履歴がデータベースに保存されます。

ワークフローは変更履歴を失うことなく削除できます。

ワークフローバージョンの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ワークフローを右クリックして、[新しいバージョンの作成]を選択します。

ステップ 4 [新しいバージョンの作成]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

バージョンのラベル。[バージョンラベル]フィールド

バージョンの説明。[説明]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ステップ 6 ワークフローデザイナで、ワークフローに対する変更を完了します。

ステップ 7 [閉じる]をクリックします。
ワークフローレポートの [バージョン]列にワークフローのインクリメントされたバージョンが表示され
ます。

ワークフローバージョンの管理

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ワークフローを右クリックし、[バージョンの管理]を選択します。

ステップ 4 [バージョンの管理]画面で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名称

ワークフローレポートにワークフローの最新バー

ジョンを表示する場合に、このチェックボックスを

オンにします。

たとえば、最新のワークフローバージョンが X.0
の場合は、ワークフローレポートの [バージョン]
列に [バージョン X（最新）]と表示されます。

[最新バージョンの表示]チェックボックス

ワークフローレポートにデフォルトバージョンと

して選択したワークフローバージョンを表示する

場合に、このチェックボックスをオンにします。

下のワークフローテーブルからワークフローバー

ジョンを選択します。

たとえば、表示用のデフォルトバージョンとして

設定するワークフローバージョンを X.0として選
択した場合は、それがワークフローレポートの

[バージョン]列に [バージョン X.0（ユーザ選択）]
として表示されます。

[デフォルトバージョンの設定]チェックボックス

ステップ 5 [送信]をクリックします。
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第 6 章

アクティビティの管理

この章は、次の内容で構成されています。

• アクティビティの使用, 83 ページ

• アクティビティの追加, 84 ページ

• アクティビティとワークフローの関連付け, 85 ページ

• ワークフローへのアクティビティの追加, 87 ページ

• アクティビティのエクスポート, 89 ページ

• アクティビティのインポート, 89 ページ

• アクティビティの削除, 90 ページ

• 例：アクティビティを使用したテナントのオンボーディング, 91 ページ

アクティビティの使用
アクティビティは、ワークフロー入力プロパティに抽象化レイヤーを提供します。抽象化は、実

際の実装からワークフロー仕様を分離することによって、管理シナリオ（テナントオンボーディ

ングやアプリケーション導入など）を効率的に実行できるようにします。アクティビティを使用

すると、次のことが実行できます。

•アクティビティは、ワークフローの入力プロパティを定義するために使用したり、1つ以上
のワークフローに関連付けたりするために使用できます。アクティビティのコンテキスト一

致条件に応じて、関連するワークフローがトリガーされます。

•ワークフローに関連付けられたアクティビティはワークフロータスクとして使用できます。
これにより、複合ワークフローが単純になり、さまざまなユースケースシナリオで使用で

きます。

•アクティビティは、プログラムによって、もしくは、手動入力によってトリガーできます。
プログラムによってトリガーした場合、ワークフローは静的なインフラストラクチャバイン

ディングから実質的に分離されます。
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アクティビティの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [アクティビティ]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [アクティビティの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

アクティビティ名。[名前]フィールド

アクティビティのラベル。[ラベル]フィールド

アクティビティの説明。[説明]フィールド

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザ入力の追加]画面で、[+]アイコンをクリックして、ワークフロー入力プロパティを追加します。
a) [入力フィールドへのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

アクティビティワークフロー入力の名前。[入力名]フィールド

アクティビティワークフロー入力のラベル。[入力ラベル]フィールド

ワークフロー実行中に入力をオプションとして設

定する場合に、このチェックボックスをオンにし

ます。

[オプション]チェックボックス

[選択]をクリックします。 [選択]ダイアログボッ
クスで、入力タイプを選択します。

[入力タイプ]フィールド

b) [送信]をクリックします。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザ出力の追加]画面で、[+]アイコンをクリックして、ワークフロー出力プロパティを追加します。
a) [出力フィールドへのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

アクティビティワークフロー出力の名前。[出力名]フィールド
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説明名称

アクティビティワークフロー出力のラベル。[出力ラベル]フィールド

[選択]をクリックします。 [選択]ダイアログボッ
クスで、出力タイプを選択します。

[出力タイプ]フィールド

b) [送信]をクリックします。

ステップ 9 [送信]をクリックします。

アクティビティとワークフローの関連付け
アクティビティと 1つ以上のワークフローを関連付けることによって、アクティビティをワーク
フローの一部として実行できます。関連付けられたアクティビティがワークフローデザイナの

[システムアクティビティタスク]フォルダにカスタムワークフロータスクとして表示されます。

はじめる前に

ワークフローに関連付ける必要のあるアクティビティを作成する必要があります。アクティビ

ティの作成方法の詳細については、アクティビティの追加, （84ページ）を参照してください。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフローの追加]をクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

ワークフロー名。

ワークフロー名に、\、"、%、&、'、*、
+、,、.、/、:、;、<、=、>、?、^、およ
び |を含めることはできません。

（注）

[ワークフロー名]フィールド

ワークフローの説明。[説明]フィールド
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説明名称

ワークフローを使用可能なコンテキストを選択しま

す。オーケストレータでは、次のオプションを使

用できます。

• [任意]：任意のコンテキストでワークフローを
使用できます。

• [選択済みの VM]：VMが選択されている場合
にのみワークフローを実行できます。

[ワークフローコンテキスト]ドロップダウンリスト

ワークフローを複合タスクとして定義する場合に、

このチェックボックスをオンにします。

[複合タスクとして保存]チェックボックス

ワークフローを新しいフォルダに割り当てるには、

このチェックボックスをオンにします。チェック

ボックスをオンにすると表示される [フォルダ名]
フィールドで新しいフォルダ名を指定できます。

[新しいフォルダに配置]チェックボックス

ワークフローを配置する適切なフォルダを選択しま

す。

[フォルダの選択]ドロップダウンリスト

電子メールを使用してワークフローの実行ステータ

スをユーザに通知する場合に、このチェックボック

スをオンにします。オンにした場合は、[電子メー
ル通知を送信する追加のユーザ]フィールドに追加
の電子メールアドレスを入力します。ワークフロー

の実行ステータスは次のいずれかになります。

•完了ステータス

•実行失敗ステータス

•実行キャンセルステータス

[開始ユーザに実行のステータスを通知する]チェッ
クボックス

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザ入力の追加]画面で、[アクティビティに関連付ける]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [アクティビティ]ドロップダウンリストから、アクティビティを選択します。
選択されたアクティビティに基づいてユーザ入力テーブルが更新されます。

ステップ 8 [次へ]をクリックします。
[ユーザ出力の追加]画面で、選択されたアクティビティに基づいてユーザ出力が表示されます。

ステップ 9 [送信]をクリックします。
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基本ワークフローが作成され、[ワークフロー]タブで使用可能になります。

ワークフローへのアクティビティの追加
1つ以上のワークフローに関連づけられたアクティビティがワークフローデザイナのシステムア
クティビティタスクフォルダにカスタムワークフロータスクとして表示されます。選択したア

クティビティを [ワークフローデザイナ]ウィンドウにドラッグアンドドロップすることによっ
て、アクティビティをワークフローに追加できます。ワークフローの [コンテキスト入力]テーブ
ルでアクティビティに関連付けられたワークフローの実行を制御するための条件を定義できます。

はじめる前に

アクティビティがワークフローデザイナのシステムアクティビティタスクフォルダにカスタム

ワークフロータスクとして表示されるようにするため、アクティビティとワークフローを関連付

ける必要があります。アクティビティとワークフローを関連付ける方法の詳細については、アク

ティビティの追加, （84ページ）を参照してください。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 アクティビティを追加するワークフローをダブルクリックします。

[ワークフローデザイナ]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 システムアクティビティタスクフォルダからアクティビティを選択します。

ステップ 5 選択したアクティビティを [ワークフローデザイナ]ウィンドウにドラッグアンドドロップします。
[タスクの追加]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [タスク情報]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

タスクの名前。[タスク名]フィールド

カテゴリタスクの名前（選択済みの情報）。[タスクカテゴリ]フィールド

タスクのタイプの名前（選択済みの情報）。[タスクタイプ]フィールド

その他のタスク情報を入力する領域。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する

には、このチェックボックスをオンにします。こ

の機能は、リソースの状態が不明で、タスクの再試

行がその状態に依存する場合に役に立ちます。

[再試行の実行]チェックボックス
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説明名称

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、失

敗に対応してタスクがn回再試行されるまで、また
は再試行が成功するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [次へ]をクリックします。
[ユーザ入力マッピング]画面に、アクティビティ用に定義された入力が表示されます。

ステップ 8 ワークフロー内の対応する入力を使用する場合は、[ユーザ入力にマッピング]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 9 [コンテキスト入力]テーブルで、[+]アイコンをクリックしてコンテキスト入力を追加します。
a) [入力フィールドへのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

条件を適用する入力を選択します。[ユーザ入力]ドロップダウンリスト

入力に適用する条件を選択します。[最小条件]ドロップダウンリスト

条件に対して設定する値。[値]フィールド

入力が選択された条件を満たした場合に実行すべ

きワークフローを選択します。

[関連ワークフロー]ドロップダウンリスト

b) [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [再検証]をクリックして現在の値を再検証します。

ステップ 11 [次へ]をクリックします。
[ユーザ出力マッピング]画面に、アクティビティ用に定義された出力が表示されます。

ステップ 12 ワークフロー内の対応する出力を使用する場合は、[ユーザ出力にマッピング]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 13 [送信]をクリックします。
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アクティビティのエクスポート
ワークフローに関連付けられたアクティビティをローカルシステムにエクスポートすることに

よって、アクティビティを更新または変更することができます。そうすれば、更新したアクティ

ビティを Cisco UCS Directorにインポートできます。

はじめる前に

アクティビティがカスタムタスクとして表示されるようにするため、アクティビティとワークフ

ローを関連付けます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [エクスポート]をクリックします。
[エクスポート]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [ワークフローの選択]画面で、アクティビティに関連付けられたワークフローを選択します。

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [カスタムタスクの選択]画面で、ワークフローと一緒にエクスポートする必要のあるアクティビティを選
択します。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [スクリプトモジュールの選択]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 9 [エクスポート担当者]フィールドに、アクティビティのエクスポートを担当するユーザの名前または電子
メール IDを入力します。

ステップ 10 [コメント]フィールドに、エクスポートするアクティビティに含める必要があるコメントを入力します。

ステップ 11 [エクスポートするファイル名]フィールドに、エクスポートするアクティビティの名前を入力します。

ステップ 12 [エクスポート]をクリックします。
アクティビティがローカルシステムにエクスポートされます。

次の作業

更新したアクティビティを Cisco UCS Directorにインポートします。

アクティビティのインポート
アクティビティの更新後、ローカルシステムにエクスポートしたアクティビティを Cisco UCS
Directorにインポートできます。
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はじめる前に

アクティビティは、Cisco UCS Directorからローカルシステムにエクスポートする必要がありま
す。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [インポート]をクリックします。

ステップ 4 [インポート]ダイアログボックスで、[参照]をクリックして、アップロード用のエクスポートファイルを
選択します。

ステップ 5 [アップロード]をクリックします。
ファイルアップロードの成功メッセージが表示されます。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [インポートポリシー]画面で、[カスタムタスク]ドロップダウンリストから次のオプションのいずれか
を選択します。

•置換

•両方保持

•スキップ

ステップ 9 [インポート]をクリックします。
アクティビティがインポートされ、ワークフロー内ですぐに使用可能になります。

アクティビティの削除

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [アクティビティ]タブをクリックします。

ステップ 3 削除する必要のあるアクティビティを選択します。

ステップ 4 [削除]をクリックします。
アクティビティの削除を確認するためのアクティビティダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 [削除]をクリックします。
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例：アクティビティを使用したテナントのオンボーディ

ング
Cisco UCS Directorの共通管理シナリオは、テナントのオンボーディングです。テナントをオン
ボードするための基礎となるワークフローは次のような複数のタスクで構成されます。

•テナントの作成

•アプリケーションのホストの準備

•ボリュームの作成

•データストアのマウント

•グループへの追加

上記タスクから、[ボリュームの作成]タスクと [データストアのマウント]タスクで構成されるデー
タストア作成ワークフローを作成できます。加えて、[NetAppデータストアの作成]と [EMCデー
タストアの作成]のように、ホストのタイプごとに別々のワークフローを使用することができま
す。そうすれば、[データストアの作成]などの単一のアクティビティを作成して、それを [NetApp
データストアの作成]ワークフローと [EMCデータストアの作成]ワークフローのどちらかに関連
付けることができます。アクティビティを実行すると、コンテキスト入力一致条件に基づいて、

どちらかのワークフローをトリガーすることができます。この方法では、単一のアクティビティ

（データストアの作成）を複数のユースケースシナリオ（NetAppデータストアの作成または
EMCデータストアの作成）に使用できます。
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第 7 章

マクロの使用方法

この章は、次の内容で構成されています。

• VM名のテンプレートのカスタマイズについて, 93 ページ

• VMのテンプレートとホスト名の変数について, 97 ページ

• アプリケーションコードについて, 98 ページ

• マクロのオーケストレーションについて, 98 ページ

VM 名のテンプレートのカスタマイズについて
Cisco UCS Director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。システムポリシーで変数を使用すると、VM名および
VMホスト名は自動的に作成されます。

Cisco UCS Directorでは、VMプロビジョニング中に VM名および VMホスト名を自動的に作成す
ることもできます。 VM名のテンプレートおよび VMホスト名のテンプレートは、VMwareシス
テムポリシーに基づいて使用できます。

VM 名のテンプレートの使用方法

ステップ 1 [ポリシー] > [サービスの提供]をクリックします。

ステップ 2 [VMWareシステムポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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説明名称

ポリシーの名前。この名前は、カタログの定義時

に使用されます。

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ステップ 5 [VM名のテンプレート]の変数名を選択します。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

VMの名前。VM名は、一連の変数名を使用して自
動的に作成できます。各変数は ${VARIABLE}の
ようにかっこで囲む必要があります。

VM名のテンプレートの変数を次に示します。

• CLOUD_NAME：導入するクラウドの名前。

• GROUP_NAME：VMグループの名前。

• CATALOG_NAME：カタログ項目またはエン
トリの名前。

• USER：ユーザ ID。

• SR_ID：サービスリクエスト ID。

• COMMENTS：コメント。

• PROFILE_NAME：ポリシーの名前。

• LOCATION：クラウドの作成時に指定された
ロケーションの名前。

• UNIQUE_ID：名前を一意にするためのランダ
ム ID。

• APPCODE：カタログの作成時に指定される値
であるアプリケーションコード。

• COST_CENTER：コストセンターグループま
たはお客様の組織。グループまたはお客様の

組織を作成する際に指定します。

[VM名のテンプレート]フィールド

ステップ 6 [VM名のテンプレート]のオプション機能を選択します。

ステップ 7 次のフィールドに値を入力します。
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説明名称

インデックス文字。VM名のテンプレートの末尾に
インデックス文字を追加して、VM名に対する一意
のインデックス番号を作成することができます。

これは複数指定できます。たとえば、VM名のテン
プレートが vm-${GROUP_NAME}##である場合、
このポリシーを使用してプロビジョニングされる最

初の VMの VM名は vm-ABCD01となります。グ
ループ名が ABCDで 01が ##に相当します。

これはオプションのフィールドです。

[VM名のテンプレート]フィールドで示さ
れた変数に #文字を追加して、番号を生
成できます。

（注）

#フィールド

チェックボックスをオンにすると、サービスリク

エスト（導入設定）の作成時にVMサフィックス名
を追加するオプションが有効になります。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス]チェッ
クボックス

このポリシーを使用して導入されたすべてのVMの
電源を自動的にオンにするには、このチェックボッ

クスをオンにします。

[導入後に電源をオンにします]チェックボックス

ステップ 8 [ホスト名のテンプレート]の変数名を選択します。

ステップ 9 次のフィールドに値を入力します。

ステップ 10 [ホスト名のテンプレート]のオプション機能を選択します。

ステップ 11 次のフィールドに値を入力します。

説明名称

インデックス文字。VM名のテンプレートの末尾に
インデックス文字を追加して、VM名に対する一意
のインデックス番号を作成することができます。

これは複数指定できます。たとえば、VM名のテン
プレートが vm-${GROUP_NAME}##である場合、
このポリシーを使用してプロビジョニングされる最

初の VMの VM名は vm-ABCD01となります。グ
ループ名が ABCDで 01が ##に相当します。

これはオプションのフィールドです。 [ホ
スト名のテンプレート]フィールドで示さ
れた変数に #文字を追加して、番号を生
成できます。

（注）

#フィールド

VMに使用する IPドメイン。[DNSドメイン]フィールド
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説明名称

利用可能なタイムゾーンのリストから選択します。[タイムゾーン]ドロップダウンリスト

DNSルックアップ用に設定する DNSサフィック
ス。複数のサフィックスを指定する場合はカンマ

で区切ります。

[DNSサフィックスリスト]フィールド

DNSサーバの IPアドレス。複数のサーバを区切る
には、カンマを使用します。

[DNSサーバリスト]フィールド

VMにインストールされているイメージの OSを選
択します。 [WindowsおよびLinux]または [Linuxの
み]を選択します。Windowsイメージの場合は、さ
らに詳細情報を指定する必要があります。

[VMイメージのタイプ]ドロップダウンリスト

Windows製品 IDまたはライセンスキー。このオプ
ションはWindowsVMの場合にのみ使用できます。

製品 IDまたはライセンスキーはここに入力する
か、または OSラインセンスプールで入力できま
す。OSライセンスプールのキーが、ここで入力し
たキーよりも優先されます。OSライセンスの詳細
については、次の項を参照してください。

[製品ID]フィールド

VMで設定する組織名。このオプションはWindows
VMの場合にのみ使用できます。

[ライセンス所有者名]フィールド

[シート別]または [サーバ別]を選択します。この
オプションはWindows VMの場合にのみ使用でき
ます。

[組織]フィールド

ライセンスユーザまたは接続の数。このオプショ

ンはWindows VMの場合にのみ使用できます。
[ライセンスモード]ドロップダウンリスト

WINSサーバの IPアドレス。複数の値はカンマで
区切ります。このオプションはWindows VMの場
合にのみ使用できます。

[ライセンスユーザ数]フィールド

WINSサーバの IPアドレス。複数の値はカンマで
区切ります。このオプションはWindows VMの場
合にのみ使用できます。

[WINSサーバ]リスト
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説明名称

チェックボックスをオンにすると、自動ログインが

有効になります。このオプションはWindows VM
の場合にのみ使用できます。

[自動ログイン]チェックボックス

自動ログインを実行する回数。このオプションは

Windows VMの場合にのみ使用できます。
[自動ログイン回数]フィールド

管理者アカウントのパスワード。このオプション

はWindows VMの場合にのみ使用できます。
[管理者パスワード]フィールド

次のいずれかを選択します。

•ドメイン

•ワークグループ

これらのオプションはWindows VMの場合にのみ
使用できます。

[ドメインまたはワークグループ]ドロップダウンリ
スト

ワークグループの名前。このオプションは、[ワー
クグループ]が選択された場合に表示されます。

[ワークグループ]フィールド

Windowsドメインの名前。このオプションは
Windows VMの場合にのみ使用できます。

[ドメイン]フィールド

Windowsドメイン管理者のユーザ名。このオプショ
ンはWindows VMの場合にのみ使用できます。

[ドメインユーザ名]フィールド

Windowsドメイン管理者のパスワード。このオプ
ションはWindowsVMの場合にのみ使用できます。

[ドメインパスワード]フィールド

VM のテンプレートとホスト名の変数について
VMのテンプレートとホスト名は、一連の変数名を使用して自動的に生成できます。各変数は
${VARIABLE}のようにかっこで囲む必要があります。次の変数名を使用できます。

説明名称

VMプロビジョニングに使用するクラウドの名
前。

${CLOUD_NAME}
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説明名称

VMが属するグループの名前。${GROUP_NAME}

VMプロビジョニングに使用するカタログ項目
の名前。

${CATALOG_NAME}

リクエストするユーザの ID。${USER}

サービスリクエスト ID。${SR_ID}

リクエストするユーザが指定するコメント。${COMMENTS}

グループまたはお客様の組織に関連付けるコス

トセンター。グループとお客様の組織のいず

れかを作成する際に指定します。

${COST_CENTER}

カタログの作成時に指定するアプリケーション

コード。

${APPCODE}

アプリケーションコードについて
カタログの作成時に指定されるアプリケーションコードは、VM名に使用できます。カタログの
アプリケーションコードを指定し、変数として ${APPCODE}を追加すると、その値を VMware
システムポリシーの中で呼び出すことができます。

通常、APPCODEは、DB, WS, SQLなどのタイプのアプリケーションに使用できます。 VM名ま
たはホスト名に含まれるアプリケーションタイプを参照することで、VM内のアプリケーション
のタイプを簡単に識別できます。たとえば、vm-${GROUP_NAME}-${APPCODE}-##の場合、こ
のシステムポリシーでプロビジョニングされる最初のVMの名前は vm-Demo-DB-01（Demoはグ
ループ名、DBはカタログに指定されたアプリケーションコード、01は ##に相当します）とな
り、その次の VM名は vm-Demo-DB-02となります。

たとえば、vm-${GROUP_NAME}##の場合、このポリシーでプロビジョニングされる最初の VM
の名前は vm-HR01（グループ名が HRで 01が ##に相当します）になります。同じグループとカ
タログに対して新しい VMがプロビジョニングされる場合、その VMには vm-HR02という名前
が付けられます。

マクロのオーケストレーションについて
CiscoUCSDirectorワークフローの作成中には、ワークフロータスクの入力にマクロを使用できま
す。ワークフローのランタイム実行中、関連付けられたアクションを実行する前に、オーケスト

レータによって各マクロの値が置き換えられます。
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通常、Cisco UCS Directorの各ワークフローには、次のコンポーネントが含まれます。

•管理者が定義する、ワークフローの入力値

•事前に定義された一連のタスクライブラリから、管理者がドラッグアンドドロップするタ
スク。各タスクには、ID、一連の入力、および出力が含まれます。

各タスクの入力にマクロが使用されることがあります。ワークフローレベルの入力または前のタ

スクの出力は、後続のタスクでマクロとして使用できます。たとえば、Enter Disk SizeとMax
Snapshotsというラベルが付けられた 2つの入力値を持つワークフローが存在し、このワークフ
ローには、task1と task2という IDの 2つのタスクがあるとします。 task1または task2への、自
由形式の入力値では、これらの 2つの値をマクロとして使用できます。

• ${Enter Disk Size}

• ${Max Snapshots}

各変数名は、その入力値に関連付けられたラベルと正確に同じです。 task2には、task1の出力を
使用することも可能です。 task1に OUTPUT_VOLUME_NAMEおよび OUTPUT_VOLUME_SIZE
という 2つの出力変数がある場合、task2では ${task1.OUTPUT_VOLUME_NAME}および
${task1.OUTPUT_VOLUME_SIZE}という構文を使用して、両方の出力変数を参照できます。各入
力フィールドで複数のマクロを参照することが可能です。

• SR_ID:現在のサービスリクエストの ID

• PARENT_SR_ID：現在のサービスリクエストの親 SR ID（該当する場合）

VMに関連して実行されるワークフローの場合は、次の追加の変数をマクロで使用できます。

説明名称

VMの名前。${VM_NAME}

VMの IPアドレス。${VM_IPADDRESS}

VMの状態（オンまたはオフ）。${VM_STATE}

VMの状態（電源オンまたは電源オフ）。${VM_STATE_DETAILS}

VMをホスティングしているESXサーバまたは
ホストノード。

${VM_PARENT}

VMプロビジョニングに使用するクラウドの名
前。

${VM_CLOUD}

VMサーバのホスト名。${VM_HOSTNAME}

VMが属するグループの名前。${VM_GROUP_NAME}

VMが属するグループ ID。${VM_GROUP_NAME}
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説明名称

VMに使用されるカタログ ID。${VM_CATALOG_ID}

選択された VMの VM ID。${VM_ID}

VMのサービスリクエスト ID。${VM_SR_ID}

リクエストするユーザが指定するコメント。${VM_COMMENTS}

vDCの名前。${VM_VDC_NAME

vDC ID。${VM_VDC_ID}

VMのタイプ。${VM_TYPE}

スケジュール済みの VMの終了時刻。${VM_SCHED_TERM
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