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, 1 ページ
• 複合タスクの作成, 18 ページ
• カスタム承認タスク, 19 ページ
• スクリプト モジュールの使用, 37 ページ
• ワークフローのインポート, 55 ページ
• 画像としてのワークフローのエクスポート, 56 ページ
• ワークフローの名前変更, 57 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。
名称

説明

[更新]

表示を更新します。

[お気に入り]

現在のページをお気に入りに追加します。

[ワークフローの追加]

新しいワークフローを追加します。

[インポート]

他のソースからワークフローをインポートしま
す。

[エクスポート]

ワークフローをエクスポートします。
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名称

説明

[タスクライブラリ]

タスクのドキュメントにアクセスします。

[ワークフローの編集]

既存のワークフローを編集します。

[ワークフローの複製]

既存のワークフローを複製します。

[ワークフローの削除]

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）。

[今すぐ実行]

有効なワークフローを実行します。

[ワークフローの表示]

現在選択されているワークフローを表示しま
す。

[ワークフローデザイナ]

[ワークフローデザイナ] ペインにアクセスしま
す。

[テンプレートとしてエクスポート]

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。

[スケジュール]

ワークフロー（実行）をスケジュールします。

[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ロックまた
はロック解除します。

[ワークフローの検証]

現在選択されているワークフローを検証しま
す。

[バージョンの管理]

選択されたワークフローのバージョンを管理し
ます。

[新しいバージョンの作成]

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。

Cisco UCS Director オーケストレーション ガイド、リリース 5.3
2

ワークフローの作成
ワークフローの作成

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。
名称

説明

[ワークフロー名] フィールド

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

[説明] フィールド

ワークフローの説明。

[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 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。
[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。

[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。

[フォルダの選択] ドロップダウン リスト

適切なフォルダを選択します。
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名称

説明

[開始ユーザに実行のステータスを通知する] チェッ 電子メールを使用してワークフローの実行ステータ
クボックス
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

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

[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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

入力に割り当てられたラベル。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] 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。

[管理入力リスト] 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）。

[管理入力フィルタ] 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。

[オプション] チェックボックス

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。

[入力タイプ] フィールド

入力のタイプ。
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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 10 [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。

（注）

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。

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。
（注）
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。

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。

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
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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）。

（注）

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。
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。
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。
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（注）

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。

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, （6 ページ）と表形式のデータ タイプのフィルタリング, （6 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

（注）

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。

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。
名称

説明

[タスク名] フィールド

タスクの名前。

[タスクカテゴリ] フィールド

カテゴリ タスクの名前（選択済みの情報）。

[タスクタイプ] フィールド

タスクのタイプの名前（選択済みの情報）。

[コメント] フィールド

その他のタスク情報を入力する領域。

[再試行の実行] チェックボックス

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。

[再試行回数] ドロップダウン リスト

再試行を実行する回数を選択します。
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名称

説明

[再試行の頻度] 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。

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。
名称

説明

[VMの選択] の [ユーザ入力にマッピング] チェック ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ
ボックス
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）。
[ユーザ入力の名前] ドロップダウン リスト

ユーザ入力の名前を選択します。

[スナップショット名] の [ユーザ入力にマッピング] ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ
チェックボックス
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）。

ステップ 7

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。
[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。

（注）

名称

説明

[再検証] アイコン

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。

[スナップショット名] フィールド

スナップショットの名前。

[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。

[ファイルシステムの休止] 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。
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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。
名称

説明

[タスク名] フィールド

タスクの名前。

[タスクカテゴリ] フィールド

カテゴリ タスクの名前（選択済みの情報）。

[タスクタイプ] フィールド

タスクのタイプの名前（選択済みの情報）。

[コメント] フィールド

その他のタスク情報を入力する領域。

[再試行の実行] チェックボックス

[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。

[再試行回数] ドロップダウン リスト

再試行を実行する回数。

[再試行の頻度] 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。

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 5.3
10
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タスクのリンク

名称

説明

[VMの選択] の [ユーザ入力にマッピング] チェック ワークフローの実行時に、入力を指示するプロンプ
ボックス
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）。
[ユーザ入力の名前] ドロップダウン リスト

ユーザ入力の名前を選択します。

[新しいディスクサイズ(GB)] チェックボックス

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。

ステップ 7

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。
[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。

（注）

ステップ 9

名称

説明

[再検証] アイコン

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。

[新しいディスクサイズ(GB)] フィールド

ディスクのサイズ（GB）。

[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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ワークフローの作成
タスクのリンク

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。
名称

説明

[ワークフロー名] フィールド

ワークフロー名。

[説明] フィールド

ワークフローの説明。

ドロップダウン リストからの [ワークフローコンテ ワークフロー コンテキスト。 オーケストレータで
キスト]
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。
[複合タスクとして保存] チェックボックス

複合タスクとしてワークフローを定義します。

[新しいフォルダに配置] 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。

[フォルダの選択] ドロップダウン リスト

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。
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テンプレートとしてのワークフローのエクスポート

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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ワークフローの作成
テンプレートとしてのワークフローのエクスポート

ステップ 5

名称

説明

[テンプレート名] フィールド

テンプレートの名前。

[説明] フィールド

テンプレートの説明。

[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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テンプレートとしてのワークフローのエクスポート

名称

目的

説明

[カスタマー オンボーディン カスタマー オンボーディング（セキュアな ワークフローによって次の処
グ] テンプレート
マルチテナント機能）のワークフロー
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
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テンプレートとしてのワークフローのエクスポート

名称

目的

説明

[ESXi ホストの導入] テンプ
レート

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

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

[ONTAP 対応 ESXi ホストの 新しいブレードを ESXi ホストとして
導入] テンプレート
VMware（vCenter）アカウントに導入する
ワークフロー

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
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名称

目的

説明

[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

新しいブレードをローカル ストレージの
ワークフローによって次の処
ESXi ホストとして VMware（vCenter）アカ 理が実行されます。
ウントに導入するワークフロー（Cisco Nexus
• サービス プロファイル
1000v シリーズ スイッチを使用しません）
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

[ストレージ コントローラへ NetApp ストレージ コントローラのイーサ
の VLAN の接続] テンプレー ネット ポートを新しい VLAN に接続する
ト
ワークフロー

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
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複合タスクの作成

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。
名称

説明

[ワークフロー名] フィールド

ワークフロー名。

[説明] フィールド

ワークフローの説明。

[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 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。
[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。

[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。

[フォルダ名] フィールド

フォルダの名前。

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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

入力に割り当てられたラベル。
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カスタム承認タスク

名称

説明

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

カテゴリのタイプ。

[管理者の入力値] 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。

[管理入力リスト] 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。

[管理入力フィルタ] 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。

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。

ステップ 5

名称

説明

[入力の追加] フィールド

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。

[承認タスク名] 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。

[承認タスクの説明] フィールド

承認タスクの説明。

[入力ラベル] フィールド

入力のラベル（タスクの承認者が指定）。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力のカテゴリ（タスクの承認者が指定）。

[（任意）入力] チェックボックス

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。

[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。
名称

説明

[カスタム入力タイプ名] フィールド

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。
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カスタム入力値

名称

説明

[入力タイプ] 表形式ポップアップ

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

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。
名称

説明

[カスタム入力タイプ名] フィールド

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。

[入力タイプ] ドロップダウン リスト

入力のタイプを選択します。

[LOVエントリ] テーブル

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。

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。
名称

説明

[ラベル] フィールド

ユーザに表示されるラベル。

[値] フィールド

ユーザに表示されない値。

（注）

[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。
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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。
名称

説明

[カスタム入力タイプ名] フィールド

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。

[入力タイプ] 表形式ポップアップ

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
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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。
名称

説明

[ラベル] フィールド

ユーザに表示されるラベル。

[値] 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。

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。
名称

説明

[ラベル] フィールド

ユーザに表示されるラベル。

[値] 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。

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。
名称

説明

[ラベル] フィールド

ユーザに表示されるラベル。

[値] 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。
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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。

（注）

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。

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。
名称

説明

[ワークフロー名] フィールド

ワークフロー名。

[説明] フィールド

ワークフローの説明。

[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 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。
[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。

[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。

[フォルダの選択] ドロップダウン リスト

適切なフォルダを選択します。
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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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力カテゴリのタイプ。

[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。

[管理入力リスト] 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。
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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。
名称

説明

[カスタム入力タイプ名] フィールド

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。
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名称

説明

[入力タイプ] 表形式ポップアップ

入力のタイプを選択します。

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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力カテゴリのタイプ。

[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。

[管理入力リスト] 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。
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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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力タイプ。

[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。

[管理入力リスト] 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。

[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。
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。
（注）

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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名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力タイプ。

[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。

[管理入力リスト] 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。

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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力タイプ。
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名称

説明

[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。

[管理入力リスト] 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。

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。
（注）
[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。
[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 4
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。
（注）
[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。
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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。
名称

説明

[ワークフロー名] フィールド

ワークフロー名。

[説明] フィールド

ワークフローの説明。

[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 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。
[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。

[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。

[フォルダの選択] ドロップダウン リスト

適切なフォルダを選択します。

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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

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。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。

[入力タイプ] フィールド

入力タイプ。
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名称

説明

[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。

[管理入力リスト] 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。
ステップ 14 [送信] をクリックします。
（注）

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。
（注）
[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。

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。
名称

説明

[入力ラベル] フィールド

入力に割り当てられたラベル。

[入力の説明] フィールド

入力の説明。
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名称

説明

[オプション] チェックボックス

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。

[入力タイプ] 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。

[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）。

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
（注）

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。
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。
タスク

参照先

スクリプト モジュールの追加

スクリプト モジュールの追加, （38 ページ）

ライブラリの追加

ライブラリの追加, （39 ページ）

jar の追加

jar の追加, （40 ページ）

値のリストの追加

値のリストについて, （41 ページ）

コンテキスト マッピングの追加

コンテキスト マッピングについて, （44 ペー
ジ）
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タスク

参照先

表形式のレポートの追加

表形式のレポートについて, （47 ページ）

スクリプト モジュールのエクスポート

スクリプト モジュールのインポート, （53 ペー
ジ）

スクリプト モジュールのインポート

スクリプト モジュールのインポート, （53 ペー
ジ）

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。

ステップ 5

名称

説明

[モジュール名] フィールド

スクリプト モジュールの名前。

[モジュールの説明] フィールド

スクリプト モジュールの説明。

[送信] をクリックします。
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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。

ステップ 6

名称

説明

[名前] フィールド

スクリプト モジュールの名前。

[説明] フィールド

スクリプト モジュールの説明。

[スクリプト] テキスト ボックス

この領域にライブラリ スクリプトを追加します。

[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();
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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、『Cisco UCS Director Custom Workflow Management guide』の「Managing the Custom Workflow
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。

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());
}
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（注）

.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()
}

値のリストについて
入力用の値の定義済みセットを提供する値のリスト（LOV）を作成できます。

LOV の追加
はじめる前に
スクリプト モジュールを作成します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、使用するスクリプト モジュールをダブルクリックし
ます。

ステップ 4

[LOV（LOVs）] タブをクリックします。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[LOV情報（LOV Information）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [名前（Name）] フィールドおよび [説明（Description）] フィールド：LOV の名前と説明を追加しま
す。
a) [スクリプト（Script）] テキスト ボックス：LOV プロバイダー登録用のテンプレート コードが含まれ
ています。
getDataProvider()

（注）

メソッドに変更を加えて、独自の実装を提供します。

createLOV()、registerLOV()、または registerGlobalInputs()

メソッドは編集しないでくだ

さい。
ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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カスタム タスクでの登録済み LOV の使用
はじめる前に
登録済み LOV で使用するカスタム ワークフロー タスクを識別します。 既存のカスタム ワークフ
ロー タスクを使用するか、または新しいタスクを作成できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[カスタムワークフロータスク（Custom Workflow Tasks）] タブをクリックします。

ステップ 3

[タスク名（Task Name）] 列で、使用するカスタム タスクを選択します。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[次へ（Next）] ボタンをクリックし、[カスタムタスクの入力値（Custom Task Inputs）] ダイアログボック
スに移動します。

ステップ 6

使用する入力フィールドのボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 7

[Edit（編集）] 列のアイコンをクリックします。

ステップ 8

[入力エントリの編集（Edit Inputs Entry）] ダイアログボックスで、次のオプションを編集します。
a) [入力フィールドタイプ（Input Field Type）]：ドロップダウンリストから [値のリスト(LOV)（List of
Values (LOV)）] を選択します。
a) [LOV属性（LOV Attributes）]：[LOVのプロバイダー名（LOV Provider Name）] テキスト ボックスに、
LOV がその入力に対して登録された名前を入力します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 10 [カスタムワークフロータスクの変更（Modify Custom Workflow Task）] ウィザードで、[スクリプト（Script）]
画面が表示されるまで [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [スクリプト（Script）] テキスト ボックスで、LOV の値に次のスクリプトを使用します。Var
input.lovInputName

ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。
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LOV の編集

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、編集する LOV を含むスクリプト モジュールをダブ
ルクリックします。

ステップ 4

[LOV（LOVs）] タブを選択します。

ステップ 5

編集する LOV を選択します。

ステップ 6

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 7

変更が許可されている LOV フィールドを編集します。
a) [説明（Description）] テキスト ボックス：LOV の説明を編集します。
b) [スクリプト（Script）] テキスト ボックス：スクリプト ボックスには LOV プロバイダー登録用のテン
プレート コードが含まれています。
getDataProvider() メソッドに変更を加えて、独自の実装を提供します。
（注）

createLOV()、registerLOV()、または registerGlobalInputs()

メソッドは編集しないでくだ

さい。
ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

LOV の削除
はじめる前に
カスタム タスクまたはワークフローからこの LOV への参照を削除します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、削除する LOV を含むスクリプト モジュールをダブ
ルクリックします。

ステップ 4

[LOV（LOVs）] タブをクリックします。

ステップ 5

削除する LOV を選択し、[削除（Delete）] をクリックします。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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コンテキスト マッピングについて
このコンテキスト マッピング モジュールを使用して、コンテキスト ワークフロー マッピングを
動的に追加することができます。 コンテキスト ワークフロー マッピングは、レポート用のアク
ション ラベルを作成し、そのアクション ラベルにワークフローを割り当てます。

コンテキスト マッピングの追加
はじめる前に
• スクリプト モジュールを作成します。
• アクション ラベルを使用するレポートを識別します。 コンテキスト マッピングを作成する
場合に、このレポートの名前を使用します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、使用するスクリプト モジュールをダブルクリックし
ます。

ステップ 4

[コンテキストマッピング（Context Mapping）] タブをクリックします。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[コンテキストマッパーの追加（Add Context Mapper）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [名前（Name）] フィールド：コンテキスト マッピングの一意の名前を入力します。
システムによって同じ名前のコンテキスト ワークフロー マッピングが作成されます。
b) [レポート名（Report Name）] フィールド：アクション ラベルを使用するレポートの名前を入力しま
す。
この名前は、レポートの [レポートメタデータ（Report Metadata）] からの reportName フィールドと一
致させる必要があります。
c) [表形式フィールドの選択（Select Tabular Field）] ドロップダウンリスト：[選択...（Select...）] をクリッ
クします。
[選択（Select）] ダイアログボックスが表示されます。 使用する表形式フィールドの横にあるボックス
にチェックマークを入れます。
d) [説明（Description）] フィールド：コンテキスト マッピングの説明。
e) [スクリプト（Script）] テキスト ボックス：コンテキスト ワークフロー マッピングを作成し、既存の
レポートにコンテキスト ワークフロー マッピングを関連付けるスクリプト。
（注）
システムによって、フィールドに入力した情報でスクリプトが更新されます。 スクリプトを
編集する必要はありません。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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[ステータス（Status）] 列に [成功（Success）] または [失敗（Fail）] と表示されます。
ステップ 8

結果が [失敗（Fail）] の場合は、コンテキスト マッピングを編集し、正しいレポート名と表形式フィール
ドが入力されていることを確認し、再度送信します。

ステップ 9

結果が [成功（Success）] の場合は、メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション
（Orchestration）] を選択します。

ステップ 10 [コンテキストワークフローマッピング（Context Workflow Mapping）] タブをクリックします。
作成したコンテキスト マッピングが [マッピング名（Mapping Name）] 列にリストされます。
ステップ 11 たった今作成したコンテキスト ワークフロー マッピングをクリックします。
ステップ 12 [編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 13 [ワークフローマッピングの編集（Edit Workflow Mappings）] ダイアログボックスで、[ワークフローの追
加（Add Workflow）] をクリックします。
ダイアログボックスによって Workflow 1 という名前のセクションが追加されます。
ステップ 14 [ワークフロー 1（Workflow 1）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [選択が必要です（Selection Required）] チェック ボックス
• このボックスをオンにすると、[ワークフロー（Workflow）] ドロップダウンリストに使用可能な
値が表示されなくなります。 ワークフローが下記に示す [ワークフロー（Workflow）] ドロップダ
ウンリストに表示されるように、[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] ダイアログボッ
クスでコンテキスト ワークフロー マッピングを実行する必要があります。
• このボックスをオンにしていない場合は、残りのフィールドに情報を入力します。
b) [アクションラベル（Action Label）] フィールド：ワークフローに接続されるアクション ラベルの名前
を入力します。 一意の名前である必要があります。
c) [ワークフロー（Workflow）] ドロップダウンリスト：ユーザがレポートのアクション ラベルをクリッ
クしたときに実行されるワークフローを選択します。
[選択が必要です（Selection Required）] チェック ボックスをオンにしていると、たった今作成した新し
いワークフローが表示されます。 [選択が必要です（Selection Required）] チェック ボックスをオンに
していない場合は、このドロップダウンリストに表示されるワークフローを選択します。
d) [認定ユーザタイプ（Authorized User Types）] ダイアログボックス：[項目の選択（Select Items）] ダイ
アログボックスで、承認するユーザ タイプごとにチェックボックスをクリックします。 選択できるタ
イプは、次のとおりです。
• サービスエンドユーザ（Service End-User）
• グループ管理者
• システム管理者
• オペレータ/その他の管理者（Operator/Other Administrator）
e) [送信（Submit）] をクリックします。
このコンテキスト ワークフロー マッピングに追加のワークフロー手順を追加するには、[ワークフローの
追加（Add Workflow）] ボタンをクリックし、フィールドに値を入力します。
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このコンテキスト ワークフロー マッピングからワークフローの手順を削除するには、削除するワークフ
ローの下の [フィールドの削除（Delete Field）] をクリックします。
ステップ 15 ワークフロー マッピングが完成したら、[送信（Submit）] をクリックします。
マップされたレポートから、定義したアクション ラベルを確認できます。

コンテキスト マッピングの編集

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、使用するスクリプト モジュールをダブルクリックし
ます。

ステップ 4

[コンテキストマッピング（Context Mapping）] タブを選択します。

ステップ 5

編集するコンテキスト マッピングの名前を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 6

[コンテキストマッパーの編集（Edit Context Mapper）] 画面で、変更するフィールドを編集します。
[名前（Name）] フィールドは編集できません。
以前の値は保持されないため、[表形式フィールド（Tabular Fields）] フィールドの値を選択する必要があ
ります。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

コンテキスト マッピングの削除
はじめる前に
すべてのワークフローおよびレポートからこのコンテキスト マッピングへの参照を削除します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、削除するコンテキスト マッピングを含むスクリプト
モジュールをダブルクリックします。

ステップ 4

[コンテキストマッピング（Context Mapping）] タブを選択します。

ステップ 5

削除するコンテキスト マッピングの名前を選択します。

ステップ 6

[削除（Delete）] をクリックします。
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削除を確認するポップアップが表示されます。
ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

表形式のレポートについて
カスタム ワークフローへの入力用の値の定義済みセットを提供するために、表形式のレポートを
作成できます。

表形式のレポートの追加
はじめる前に
スクリプト モジュールを作成します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、使用するスクリプト モジュールをダブルクリックし
ます。

ステップ 4

[表形式のレポート（Tabular Reports）] タブをクリックします。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[表形式のレポート情報（Tabular Report Information）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

ステップ 7

[表形式のレポートの名前（Tabular Report Name）] フィールドおよび [説明（Description）] フィールド：
表形式のレポートの名前と説明を入力します。

ステップ 8

[列エントリ（Column Entries）]：[+]（追加）をクリックし、次のフィールドに値を入力します。
a) [列名（Column Name）]：列の名前。
b) [列タイプ（Column Type）] ドロップダウンリスト：オプションは次のとおりです。
• テキスト（Text）
• 整数（Integer）
• 長期的
• 倍精度浮動小数点型（Double）
c) [列タイプ（Column Type）] チェックボックス：オプションを列に追加する場合に、チェックボックス
を選択します。 次のオプションがあります。
• [管理列（Management column）] チェックボックス
1 つの列エントリに対し [管理列（Management column）] をオンにする必要があります。
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[管理列（Management column）] をオンにすると、フィルタリングに使用できます。
• [列を表示（Display column）] チェックボックス
1 つの列エントリに対し [列を表示（Display column）] をオンにする必要があります。
• [フィールドを非表示（Hide the Field）] チェックボックス
任意の列エントリに対しこのオプションをオンにできます。
d) [送信（Submit）] をクリックします。
列エントリがいったん作成されると、[列タイプ（Column Type）] が [管理（Management）] または [表
示（Display）] の場合、列エントリを編集してその列タイプを変更することはできません。 これを変
更するには、列エントリを削除し、新しいエントリを作成します。
ステップ 9

[スクリプト（Script）] フィールド：[スクリプト（Script）] フィールドを確認して編集するには、[スクリ
プトを表示（Show Script）] チェックボックスをオンにします。
レコード エントリは各列エントリに対し 1 つの値です。 レコード エントリを作成するには、[スクリプト
（Script）] フィールドを編集します。
（注）

//START OF YOUR IMPLEMENTATION の前および //END OF YOUR IMPLEMENTATION の後には何も編集ま

たは削除を行わないでください。
a) レコード エントリを作成するには、次の手順を実行します。
表形式のレポートで定義した各列エントリに対する値を作成します。 //START OF YOUR IMPLEMENTATION.
と //END OF YOUR IMPLEMENTATION. の行の間のスクリプトのセクションでこれらの値を作成します。 次
のリストに示すように、[列エントリ（Column Entry）] の [列タイプ（Column Type）] に応じて正しい
関数を使用します。
• [テキスト（Text）]：model.addTextValue("value");
• [整数（Integer）]：model.addNumberValue(42);
• [長整数型（Long）]：model.addLongNumberValue(1000);
• [倍精度浮動小数点型（Double）]：model.addDoubleValue(8.6);
model.completedRow();

を使用してレコード エントリの関数呼び出しを区別します。

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。

例：列エントリ用のレコード エントリの作成
表形式のレポートに対し 2 つの列エントリを作成し、1 つ目は列名が Name、列タイプが Text で、
2 つ目の列名が Department で列タイプが Long だと仮定します。 表形式のレポートで列エントリ
を作成すると、スクリプトでこれらの列エントリを作成する関数呼び出しが表示されます。
function implementationForTabularReport(report)
{
var model = new TabularReportInternalModel();
model.addTextColumn("Name","Name");
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model.addNumberColumn("Department","Department");
model.completedHeader();
//START OF YOUR IMPLEMENTATION.

//END OF YOUR IMPLEMENTATION.
model.updateReport(report);
}
function getSelectionColumnId(){
return "1";
}
function getDisplayColumnId(){
return "0";
}

また、スクリプトの中ほどに //START OF YOUR IMPLEMENTATION. で始まり //END OF YOUR
IMPLEMENTATION. で終わるセクションが表示されます。 スクリプトのセクションでレコード エン
トリを作成できます。レコードエントリは、値を列エントリに割り当てます。次の例では、"Smith"
というテキスト値が、列名が Name の列に割り当てられ、長整数型数値 40 が、列名が Department
の列に割り当てられます。 関数呼び出し model.completedRow(); はこのレコード エントリの終了
を示します。
function implementationForTabularReport(report)
{
var model = new TabularReportInternalModel();
model.addTextColumn("Name","Name");
model.addLongNumberColumn("Department","Department");
model.completedHeader();
//START OF YOUR IMPLEMENTATION.
model.addTextValue("Smith");
model.addLongNumberValue(40);
model.completedRow();
//END OF YOUR IMPLEMENTATION.
model.updateReport(report);
}
function getSelectionColumnId(){
return "1";
}
function getDisplayColumnId(){
return "0";
}

カスタム ワークフロー タスクでの表形式のレポートの使用
はじめる前に
スクリプト モジュール用の表形式のレポートを作成します。

Cisco UCS Director オーケストレーション ガイド、リリース 5.3
49

ワークフローの作成
表形式のレポートについて

表形式のレポートで使用するカスタム ワークフロー タスクを識別します。 既存のカスタム ワー
クフロー タスクを使用するか、または新しいタスクを作成できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[カスタムワークフロータスク（Custom Workflow Tasks）] タブをクリックします。

ステップ 3

[タスク名（Task Name）] 列から、表形式のレポートを選択します。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[次へ（Next）] ボタンをクリックし、[カスタムタスクの入力値（Custom Task Inputs）] ダイアログボック
スに移動します。

ステップ 6

レポートを呼び出すワークフローで、表形式のレポートに入力を行う入力フィールドのボックスにチェッ
クマークを入れます。

ステップ 7

[Edit（編集）] 列のアイコンをクリックします。

ステップ 8

[入力エントリの編集（Edit Inputs Entry）] ダイアログボックスで、次のオプションを編集します。
• [入力フィールドタイプ（Input Field Type）]：ドロップダウンリストから [テーブル（Table）] を選択
します。
• [入力タイプにマッピング（Map to Input Type）]：[名前（Name）] 列から、表形式のレポートの名前
を指定し、[選択（Select）] をクリックします。
• [テーブル属性（Table Attributes）]：[テーブル名（Table Name）] フィールドに表形式のレポートの名
前を入力します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 10 [カスタムワークフロータスクの変更（Modify Custom Workflow Task）] ウィザードで、[スクリプト（Script）]
画面が表示されるまで [次へ（Next）] をクリックし、[送信（Submit）] をクリックします。
ワークフロー タスクに含まれるカスタム ワークフローへの入力として、表形式のレポートを使用できる
ようになりました。

表形式のレポートの編集

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、表形式のレポートを編集するスクリプト モジュール
をダブルクリックします。

ステップ 4

[表形式のレポート（Tabular Report）] タブを選択します。

ステップ 5

編集する表形式のレポートの名前を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 6

[編集（Edit）] ダイアログボックスで、変更するフィールドを編集します。
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（注）

ステップ 7

[管理（Management）] 列または [表示（Display）] 列の [列タイプ（Column Type）] ドロップダ
ウン リストの値を変更できます。 [管理（Management）] 列または [表示（Display）] 列の [列タ
イプ（Column Type）] チェックボックスを選択解除する場合は、既存の列エントリを削除し、
新しく作成する必要があります。

[送信（Submit）] をクリックします。

表形式のレポートの削除
はじめる前に
すべてのカスタム ワークフロー タスクからこの表形式のレポートへの参照を削除します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[スクリプトモジュール（Script Module）] 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（Script Module）] ペインで、削除する表形式のレポートを含むスクリプト モジュー
ルをダブルクリックします。

ステップ 4

[表形式のレポート（Tabular Report）] タブを選択します。

ステップ 5

削除する表形式のレポートの名前を選択します。

ステップ 6

[削除（Delete）] をクリックします。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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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。
名称

説明

[エクスポート担当者] フィールド

スクリプト モジュールをエクスポートする人物の
名前。

[コメント] フィールド

エクスポートに付けるコメント。

[エクスポートするファイル名] フィールド

エクスポートするファイルの名前。

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。
名称

説明

[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。

[カスタム タスク] 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。
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名称

説明

[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。

[アクティビティ] 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。

ステップ 9

[インポート] をクリックします。

Cisco UCS Director オーケストレーション ガイド、リリース 5.3
54

ワークフローの作成
ワークフローのインポート

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（Workflows）] タブで、[インポート（Import）] 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、[次へ（Next）] 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。
名称

説明

[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 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。
ン リスト
• 置換
• 両方保持
• スキップ
[スクリプト モジュール] ドロッ 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。
プダウン リスト
• 置換
• 両方保持
• スキップ
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名称

説明

[アクティビティ（Activities）]
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（Replace）
• 両方保持（Keep Both）
• 省略（Skip）

[ワークフローをフォルダにイン 選択したフォルダにワークフローをインポートするには、このチェッ
ポート（Import Workflows to
クボックスをチェックします。
Folder）] チェックボックス
[フォルダの選択] ドロップダウ
ン リスト

ワークフローをインポートするフォルダを選択します。 ドロップダウ
ンリストから [新しいフォルダ...（New Folder..）] を選択した場合は、
[新しいフォルダ（New Folder）] フィールドに値を入力します。

[新しいフォルダ（New Folder）] インポート フォルダとして作成する新しいフォルダの名前を入力しま
フィールド
す。

ステップ 9

[インポート（Import）] をクリックします。

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。
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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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