
モジュールの管理

この章は、次の項で構成されています。

•モジュール（1ページ）

モジュール
モジュールは、Cisco UCS Directorへの最上位の論理エントリポイントです。

モジュールには、次のコンポーネントを含めることができます。

説明コンポーネント

ワークフローの一部として使用できるワークフロータスク。タスク

Cisco UCS Director UIに表示されるレポート。レポートにはクリック可能
なアクションを含めることができます（ただし、必須ではありません）。

レポート

満たされたときに何らかのアクションに関連付けできる条件。例：VMの
シャットダウン、VMの起動など。

トリガー

モジュールの作成

カスタムモジュールが機能するためには次の項目を準備する必要があります。

• AbstractCloupiaModuleを拡張するクラス。

• AbstractCloupiaModuleを拡張するモジュールクラスの OnStartメソッドをオーバーライ

ドする。

•依存 jarおよびモジュールクラスを指定する .featureファイル。

•カスタムモジュールでは、module.propertiesファイルが必須です。
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始める前に

Open Automation SDKバンドルのサンプルプロジェクトで FooModuleを参照してください。

ステップ 1 AbstractCloupiaModuleクラスを拡張し、このクラスのすべてのカスタムコンポーネントを登録します。

ステップ 2 依存 jarおよびモジュールクラスを指定する .featureファイルを作成します。

このファイルは、拡張子 .featureで終わる必要があります。foo.featureを参考にしてください。ベスト
プラクティスは、モジュール IDでこのファイルの名前を付けることです。.featureファイルの詳細につ
いては、モジュールのパッケージ化（6ページ）を参照してください。

ステップ 3 libフォルダに必要なカスタム jarファイルを追加します。

ステップ 4 プロパティファイルは、モジュール jarのルートレベルでパッケージ化します。

Cisco UCS Directorは、検証用に propertiesファイルを提供します。SDKのサンプルに、パッケージ化
プロセスを処理するビルドファイルが用意されています。
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module.propertiesファイルの内容は、module.propertiesファイルの概要（4ページ）で説明
されています。

（注）

ステップ 5 module.propertiesファイルで、moduleIDをカスタムモジュールの IDに書き換えます。

ステップ 6 Eclipse IDEパッケージエクスプローラから、build.xmlファイルを右クリックして、ANTターゲットビ
ルドを実行します。これにより、モジュールzipファイルが生成され、プロジェクトのベースディレクト
リに保存されます。

Open Automation SDKバンドル
Open Automation SDKバンドルでは、次のファイルおよびディレクトリが提供されます。ここ
でリストされているのは、コンピューティングモジュールの例に使用するファイルおよびディ

レクトリです。Open Automation SDKバンドルには、他にも 3つのモジュールが含まれていま
す。

•ストレージモジュール

•ネットワークモジュール

•「foo」という名前のダミーモジュール

これらのモジュールにも、モジュールタイプ（コンピューティング、ストレージ、ネットワー

ク、または foo）のみが異なる同様のファイル名とパス名が付いています。

.classpath
.classpathファイルには、プロジェクトのソースディレクトリ、出力ディレクトリ、
およびワークスペースや JARファイルなどに含まれる他のプロジェクトなどのクラスパ
スエントリが示されています。

.project
.projectファイルは、コア Eclipseプラットフォームで保持されます。このプラット
フォームは、プラグインに依存しない一般的なEclipseビューでプロジェクトを示します。

src
srcディレクトリには、Eclipseでコンパイルする Javaソースファイルと国際化対応リ
ソースバンドルが含まれています。

resources
resourcesディレクトリには、構築するイメージの zipファイルが含まれています。

compute.feature
compute.featureファイルは、コンピューティングプロジェクトのOpenAutomation機
能メタデータを定義します。

lib
libディレクトリには、Eclipseで Javaソースファイルをコンパイルする際に必要なライ
ブラリが含まれています。

Poddefinition
このディレクトリには、pod.xmlファイルが含まれています。
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cloud sense
cloud senseディレクトリには、compute.reportおよび compute.xmlファイルが
含まれています。これらのファイルは、zipファイルの構築に必要です。

moresources
moresourcesディレクトリには、.moおよび .properties REST APIファイルが含ま
れています。

module.propertiesファイルの概要
module.propertiesファイルはプラットフォームのランタイムにモジュールを公開します。
このファイルは、モジュールのプロパティを定義します。

サンプルの module.propertiesファイルを次に示します。

moduleID=foo
version=1.0
ucsdVersion=6.5.0.0
category=/foo
format=1.0
name=Foo Module
description=UCSD Open Automation Sample Module
contact=support@cisco.com
key=5591befd056dd39c8f5d578d39c24172

次の表で内容について説明します。

表 1 :新しいModule.Properties（module.properties）

説明名前

モジュールの一意の識別子。このプロパティは必須です。

例：

moduleID=foo

この IDには、3～ 5文字の ASCIIの英文字（小
文字）のみを使用することをお勧めします。

ヒント

moduleID

モジュールの現在のバージョン。このプロパティは必須で

す。

例：

version=1.0

version

モジュールをサポートする（モジュールが最適に動作す

る）ように設計された Cisco UCS Directorのバージョン。
このプロパティは必須です。

例：

ucsdVersion=6.5.0.0

ucsdVersion
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説明名前

すべてのタスクが配置されるパス（/location）。このプロ
パティは必須です。

例：

category=/foo

categoryパラメータは、タスクが配置される場所
へのフルパスです。タスクモジュールが検証さ

れていない場合、パスは Open Automation
Community Tasks/Experimentalに設定され
ます。タスクモジュールが検証されている場合

は、ルートフォルダからの相対パスにタスクが

配置されます。たとえば、/Physical Storage
Tasks/foo、/Open Automation Community
Tasks/Validated/foo、/fooなどを使用でき
ます。最後のケースでは、fooという名前のフォ
ルダがルートレベルに存在しています。この機

能により開発者は、Open Automationの下のカテ
ゴリにも、それ以外にもタスクを配置することが

できます。

（注）

category

このモジュールの形式のバージョン。このプロパティは必

須です。デフォルトでは、カスタムモジュールにはバー

ジョン 1.0が設定されます。

例：

format=1.0

許容値は 1.0のみです。制約事項

format

OpenAutomationレポート内のモジュールを識別できるわか
りやすい文字列。

例：

name=Foo Module

name

モジュールについてのわかりやすい説明。

例：

description=UCSD Open Automation Sample Module

description

モジュールのユーザがサポートを依頼するための電子メー

ルアドレス。

例：

contact=support@cisco.com

contact
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説明名前

Cisco UCS Director Open Automationグループがモジュール
を検証する目的で提供する暗号化キー。

例：

key=5591befd056dd39c8f5d578d39c24172

key

必須プロパティを変更すると、モジュールが無効になります。必須プロパティのいずれかを変

更した場合は、再度、検証を依頼する必要があります。必須ではない name、description、およ
び contactの値は、再検証なしで変更または省略できます。

（注）

モジュールのパッケージ化

モジュールは、すべての必要なクラス、依存 JARファイル、module.propertiesファイル、
および .feature（「ドットフィーチャー」）ファイルとともにパッケージ化されま
す。.featureファイルは、プロジェクトのルートと同じフォルダに配置されます。.feature
ファイルには、このモジュールに関連付けられている JARと、依存 JARファイルへのパスが
示されます。.featureファイルの名前は <moduleID>-module.featureです。

次の例に、.featureファイルの内容を示します。

{
jars: [ "features/feature-chargeback.jar",
"features/chargeback/activation-1.1.jar",
"features/chargeback/axis2-jaxbri-1.5.6.jar",
"features/chargeback/bcel-5.1.jar",
"features/chargeback/jalopy-1.5rc3.jar",
"features/chargeback/neethi-2.0.5.jar",
"features/chargeback/antlr-2.7.7.jar",
"features/chargeback/axis2-jaxws-1.5.6.jar",]
features: [ "com.cloupia.feature.oabc.OABCModule" ]

}

始める前に

Eclipseに付属している Apache ANTビルドツールを使用することを推奨します。別のビルド
ツールを使用することも、ツールを使用せずにビルドすることも可能ですが、ANTでビルド
した場合と同じ特性のパッケージを提供する必要があります。

手順の概要

1. モジュールがサンプルソースコードにない JARに依存している場合、JARをbuild.xml
ファイルに含めることで zipファイルにパッケージ化してください。

2. build.xmlファイルから、ANTターゲットビルドを実行します。
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

次の例は、サードパーティの JARを含むモジュール
レイアウトを示しています。

モジュールがサンプルソースコードにない JARに
依存している場合、JARを build.xmlファイルに

ステップ 1

含めることで zipファイルにパッケージ化してくだ
さい。

feature-oabc
feature oabc.jar
oabc
lib
flex
flex-messaging-common.jar

oabc.feature

モジュール jarと .featureが zipファイルのトッ
プレベルに置かれています。サードパーティの JAR
は、/moduleID/libフォルダパス（および追加す
るその他のサブディレクトリ）の下に配置すること

をお勧めします。

{
jars: [ 'features/feature-oabc.jar",

features/oabc/lib/flex-messaging-common.jar ],
features: [

"com.cloupia.feature.oabc.OABCModule" ]
}

jarを .featureファイルにリストする際は、jarが
features/から始まっていることを確認してくだ
さい（必須）。この表記を使用すると、jarへのパス
を含めることができます。各 jarのパスは、zipファ
イルで使用しているパスと同じパスにする必要があ

ります。モジュールが確実にロードされるように、

モジュール jarを先頭に配置して、その後に依存関
係ファイルを続けることをお勧めします。

zipファイルが生成され、プロジェクトのべースディ
レクトリに保存されます（モジュール用に独自のプ

build.xmlファイルから、ANTターゲットビルド
を実行します。

ステップ 2

ロジェクトディレクトリを作成することをお勧めし

ます。便宜上この例ではサンプルプロジェクトがプ

ロジェクトのべースディレクトリであると仮定して

います）。

Cisco UCS Directorでのモジュールの展開
CiscoUCSDirectorユーザインターフェイスには [オープンオートメーション（OpenAutomation）]
コントロールが用意されており、これを使用してモジュールのアップロードや管理を行うこと

ができます。これらのコントロールを使用して、モジュールの zipファイルを Cisco UCS
Directorにアップロードします。
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[オープンオートメーション（OpenAutomation）]コントロールを使用してアップロードできる
のは、zip形式のファイルのみです。

（注）

始める前に

CiscoUCSDirectorVMのシェル管理者アクセス権を取得します。このアクセス権は、システム
管理者から取得します。シェル管理者として Cisco UCS Directorシェルメニューを使用するに
は、ログインユーザ名 shelladminと管理者から取得したパスワードを使用して、SSHでCisco
UCS Directorにアクセスします。

WindowsシステムのSSHアクセスでは、PuTTYを使用します（http://www.putty.org/を参照）。
Macの場合は、組み込み端末アプリケーションの SSHユーティリティを使用します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [オープンオートメーション（Open Automation）]を選択します。

ステップ 2 [オープンオートメーション（Open Automation）]ページで [モジュール（Modules）]をクリックします。

[モジュール（Modules）]ページには次の列が表示されます。

説明列

モジュールの ID。ID

モジュールの名前。Name

モジュールの説明。Description

モジュールの現在のバージョン。モジュール開発者

は、モジュールのバージョンの管理方法を決定する

必要があります。

Version

このモジュールに最も適した Cisco UCS Directorの
バージョン。

Compatible

モジュールのテクニカルサポート担当者の連絡先情

報。

Contact

モジュールがアップロードされた時間。Upload Time

モジュールの管理
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説明列

モジュールのステータス。表示されるステータス

は、[有効（Enabled）]、[無効（Disabled）]、[アク
ティブ（Active）]、[非アクティブ（Inactive）]のい
ずれかです。

ユーザは、モジュールを有効にするか、無効にする

かを制御できます。有効になっている場合は、Cisco
UCS Directorがモジュールの初期化を試みます。無
効になっている場合は、Cisco UCS Directorがモ
ジュールを無視します。モジュールは、Cisco UCS
Directorが例外をスローすることなくモジュールを
初期化できる場合にのみアクティブ状態に設定され

ます。

アクティブは、必ずしも、モジュール内の

すべてが正しく機能していることを意味し

ているわけではなく、単に、モジュールが

起動したことを示しているに過ぎません。

非アクティブは、Cisco UCS Directorがモ
ジュールの初期化を試みたときに、重大な

エラーが発生して初期化ができなかったこ

とを意味します。非アクティブフラグの

一般的な原因：モジュールが誤ったバー

ジョンの Javaでコンパイルされた、また
はモジュールにクラスが含まれていない。

（注）

Status

モジュールが検証済みかどうかを示します。Validated

アップロード時にモジュールのアクティブ化を有効にするには、モジュール内の.featureファ
イルの名前の先頭をモジュール IDにします。たとえば、moduleIdが myFeatureNameの場合、
機能ファイルの名前を myFeatureName.featureにします。

Cisco UCS Directorフレームワークは、.featureファイルをモジュール IDに基づく名前で識別
してロードします。.featureファイルの名前とモジュール IDが異なる場合、.featureファイ
ルがロードされず、モジュールはアクティブになりません。モジュール IDと .featureファイルに
別の名前を指定する場合は、Cisco UCS Directorを再起動してモジュールをアクティブにする必要
があります。

（注）

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックして、新しいモジュールを追加します。

[モジュールを追加（Add Modules）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 モジュールの zipファイルをローカルファイルから選択し、[アップロード（Upload）]をクリックしてモ
ジュールの zipファイルをアップロードします。
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ステップ 5 [モジュール（Modules）]テーブルでモジュールを選択してから、[有効（Enable）]をクリックして、モ
ジュールを有効にします。

ステップ 6 Cisco UCS Directorによってモジュールがアクティブ化されている間待機します。

モジュールを追加して有効化するために Cisco UCS Directorを再起動する必要はありません。一
方、モジュールを無効化、削除、または変更する場合は、Cisco UCS Directorを再起動する必要が
あります。

（注）

次のタスク

モジュールがアクティブになったら、モジュールをテストします。

モジュールの有効化

モジュールを有効にするために Cisco UCS Directorを再起動する必要がなくなりました。ただ
し、新しいモジュールを変更、無効化、または削除する場合は、Cisco UCS Directorを再起動
する必要があります。

Open Automationモジュールは、Cisco UCS Directorにアップロードすると有効になります。
Cisco UCS Directorの以前のバージョンで新しい Open Automationモジュールを有効にするに
は、Cisco UCS Directorサーバの再起動が必要でした。

ここでは、モジュールを Cisco UCS Directorにアップロードしたときにモジュールが有効にな
る技術的な仕組みについて、簡単に説明します。

Open Automationモジュールをアップロードすると、次のイベントが発生します。

•モジュールクラスとそのリソースが新しいURLClassLoaderによってロードされます。JVM
にロードされるすべてのクラスに対して新しい URLClassLoaderが使用されます。

• Cisco UCS Directorの再起動なしで、Open Automationモジュールのコンポーネントが各レ
ジストリに登録されます。

• FeatureFileUploadEntryテーブルのzipファイル名、タイムスタンプ、およびステー
タスが更新されます。

• Pod DefinitionおよびMenu xmlファイル（使用可能な場合）がリロードされます。

• REST APIリソースファイルがリロードされてMoPointerオブジェクトが再作成され、そ
れぞれのコレクションにMoPointerがリロードされます。

•レポート、ワークフロータスク、LOV、システムタスクなどのオブジェクトが再作成さ
れます。
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モジュールの非アクティブ化

モジュールを非アクティブ化するには、変更が有効になるように Cisco UCS Directorサービス
を停止して再起動する必要があります。

ステップ 1 非アクティブ化する必要のあるモジュールを [モジュール（Modules）]テーブルで選択し、続いて [非アク
ティブ化（Deactivate）]コントロールをクリックします。

ステップ 2 Cisco UCS Directorサービスを停止して再起動します。モジュールのアクティブ化の後と同じ手順に従いま
す。
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