ワークフローの作成
この章は、次の項で構成されています。
• タスク ライブラリの表示, 1 ページ
• ワークフローの作成, 2 ページ
• 例：ワークフローの作成, 16 ページ
• ワークフロー検証の問題の解決, 20 ページ
• ワークフロー内の制御フローの変更, 21 ページ

タスク ライブラリの表示
Cisco UCS Director には、すべての定義済みタスクに関する Web ベースのドキュメントが含まれて
います。ドキュメントを表示するには、次の手順を実行します。

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

[タスク ライブラリ（Task Library）] アクションをクリックします。

ステップ 3

新しいタスクと Cisco UCS Director オープン オートメーションによるタスクを含める場合は、[ドキュメン
トの再作成（Regenerate document）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[送信（Submit）] 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（Orchestration Task Library）] がデフォルトの Web ブラウザに
表示されます。
（注）
数百個のエントリがあります。ブラウザの検索機能を使用して、特定のタスクを検索できま
す。

ステップ 5

タスクの詳細を表示するには、そのエントリをクリックします。
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ワークフローの作成
ワークフローの作成手順は、以下の大まかな 5 つのステップからなります。
1 ワークフローを定義します。ワークフローを定義するには、ワークフローに名前を付けて、い
くつかの詳細を選択します。
2 ワークフローの入力と出力を定義します。ワークフローを実行するために必要な入力パラメー
タと、ワークフローの実行によって生成する出力を指定します。
3 ワークフローの入力と出力を定義した後、[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] を使
用してワークフローにタスクを追加します。
4 引き続き [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] を使用してタスクを接続し、ワーク
フローにします。ワークフローがその役目を果たすために必要なすべてのタスクを統合するま
で、この 2 つのステップを繰り返してタスクを定義し、追加します。
5 ワークフローを検証します。ワークフローを検証することで、タスクの入力と出力を接続する
際にエラーが発生しないことを確実にします。
以上の 5 つのステップについて、以降のセクションで説明します。

ワークフローの定義
ワークフローを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] に移動します。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] アクションをクリックします。

ステップ 4

[ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ワークフロー名（Workflow Name）] 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。

[バージョン（Version）] ラベル（編集可能）

作成または編集中のワークフローのバージョンを表
示します。

[説明（Description）] フィールド

ワークフローの説明。（任意）。
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名前

説明

[ワークフロー コンテキスト（Workflow Context）]
ドロップダウン リスト

ワークフロー コンテキスト。Cisco UCS Director
Orchestrator では、以下のオプションがサポートさ
れています。
• [任意（Any）]：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（Selected VM）]：VM を選択
する場合にのみ、ワークフローを実行できま
す。

[複合タスクとして保存（Save as Compound Task）] ワークフローを複合タスクとして定義します。複合
チェックボックス
タスクの作成を参照してください。
[タスク出力を複合タスク出力としてパブリッシュ
（Publish Task outputs as Compound Task outputs）]
チェックボックス

このチェックボックスは、[複合タスクとして保存
（Save as Compound Task）] チェックボックスをオ
ンにすると表示されます。
すべてのタスク出力を複合タスクの出力として公開
する場合は、このチェックボックスをオンにしま
す。このボックスをオフのままにしておくと、ワー
クフローに含まれるタスクの出力が抑止されるた
め、複合タスクはワークフローの出力だけを公開し
ます。

[システム初期化中に常に実行します（Always execute Cisco UCS Director を初期化するときに常に起動シー
during System initialization）] チェックボックス
ケンスの一部としてワークフローを実行する場合
は、このチェックボックスをオンにします。
（注）

ワークフローは Cisco UCS Director GUI が
起動する前に実行されるため、ユーザ入
力を必要とするワークフローをシステム
起動時に実行することはできません。

[新しいフォルダに配置（Place in New Folder）]
チェックボックス

ワークフローを格納する新しいフォルダを作成しま
す。このチェックボックスをオンにすると、[フォ
ルダの選択（Select Folder）] ドロップダウン リスト
がテキスト フィールドになります。新しいフォル
ダの名前を入力します。

[フォルダの選択（Select Folder）] ドロップダウン
リスト

ワークフローを格納するフォルダ。
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名前

説明

[開始ユーザに実行のステータスを通知する] チェッ ワークフローを呼び出したユーザのに結果のステー
クボックス
タスをメールで送信します。このチェックボックス
をオンにすると、[E メール通知を送信する追加ユー
ザ（Additional User(s) to send Email Notification）] に
メール アドレスを入力することによって、通知す
るユーザを追加することができます。
ワークフローの結果の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
E メール ポリシーを使用する場合は、このチェック
ボックスをオフのままにします。
[E メールポリシー（Email policy）] ドロップダウン E メール受信者を個別に指定する代わりに、オーケ
リスト
ストレーションの通知 E メール ポリシーを使用で
きます。デフォルト ポリシーの通知対象者は次の
とおりです。
• ワークフローの実行を開始したユーザ
• そのユーザとユーザのグループ
• ユーザのグループとそのグループの管理者
独自のポリシーを定義するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [オー
ケストレーション ポリシー（Orchestration Policy）]
に移動して [追加（Add）] を選択します。作成した
ポリシーは [E メールポリシー（Email policy）] ド
ロップダウンリストで選択できるようになります。

次の作業
[次へ（Next）] をクリックして、ワークフローの入力と出力を定義します。
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ワークフローの入力および出力の定義
ワークフローの一連の入力を定義できます。これらの入力に値を割り当てることも、実行時にユー
ザが使用できる値を制限することもできます。また、実行時にユーザが管理者の入力値を変更で
きるようにすることもできます。
ワークフローの入力および出力を定義するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
前述の手順に従って、[ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）] 画面でワークフロー
を定義します。

ステップ 1

ワークフローには任意の数の入力を定義できます。
ワークフローの入力を定義するのではなく、ワークフローにアクティビティを関連付けて、そのアクティ
ビティの入力をワークフローの入力として使用することもできます。アクティビティを参照してくださ
い。
• ワークフローにアクティビティと関連付けるには、次の手順に従います。
1 [アクティビティに関連付け（Associate to Activity）] チェックボックスをオンにします。
2 [アクティビティ（Activity）] ドロップダウン リストで、ワークフローに関連付けるアクティビ
ティを選択します。選択したアクティビティの入力が入力リストに取り込まれます。
3 この手順の残りは省略してください。
• アクティビティを使用せずにワークフローの入力を定義する場合は、次の手順に従います。
a) [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）] 画面で、値のリストの先頭にある [+] アイコンを
クリックします。
b) [エントリの追加先（Add Entry to）] 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。
名前

説明

[入力ラベル（Input Label）] フィールド

入力パラメータの名前またはラベル。

[入力の説明（Input Description）] フィールド

入力パラメータの説明。

[オプション（Optional）] チェックボックス

入力パラメータをワークフロー実行時のオプション
にします。
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名前

説明

[入力タイプ（Input Type）] ボタン

このボタンをクリックして、入力パラメータのデー
タ型を選択します。
（注）

（注）

入力タイプの数を減らすには、リストの最
上部にあるフィルタ フィールドに一致文
字列を入力します。
後でワークフローを編集する場合、[入力
タイプ（Input Type）] フィールドは編集で
きません。

[マルチライン入力/複数の値の入力
このオプションの効果は、入力タイプによって異な
（Multiline/Multiple Value Input）] チェックボッ ります。
クス
このオプションは、汎用テキスト入力タイプでのみ
使用できます。ユーザまたは管理者が値を複数行で
入力できるようにする場合は、このチェックボック
スをオンにします。
（注）

[入力フィールドのサイズ（Input Field Size）]
ドロップダウン リスト
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マルチラインワークフロー入力を単一ライ
ンのタスク入力にマッピングすることはで
きません。タスクを作成または編集する際
は、[ユーザ入力マッピング（User Input
Mapping）] ページの [ユーザ入力（User
Input）] ドロップダウン リストにマルチラ
イン ワークフローの入力は表示されませ
ん。

このリストは、[マルチライン入力（Multiline Input）]
チェックボックスをオンにすると表示されます。入
力値を入力するために表示するテキスト エリアのサ
イズを選択します。

ワークフローの作成
ワークフローの入力および出力の定義

名前

説明

[値の制限（Value Restrictions）] 見出し

選択した入力タイプに応じて、以下の 1 つ以上のコ
ントロールが使用可能になります。
• [管理入力（Admin Input）] チェックボックス：
入力にデフォルト値を取り込む場合は、この
チェックボックスをオンにします。その場合、
ユーザ入力は実行時のオプションになります。
• [管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]：使用
可能な入力値を制限するルール ベースのフィル
タを定義する場合は、このチェックボックスを
オンにします。その場合、実行時に制限された
値の範囲内でのユーザ入力が必要になります。
管理入力フィルタ, （9 ページ）を参照してく
ださい。
• [管理入力リスト（Admin Input List）]：使用可
能な入力値の項目ごとのリストを定義する場合
は、このチェックボックスをオンにします。そ
の場合、実行時に管理者が選択した値のリスト
からユーザ入力を選択する必要があります。

[管理者の入力値（Admin Input）] フィールド

[管理入力（Admin Input）] チェックボックスをオン
にすると使用可能になります。[選択（Select）] をク
リックして、1 つ以上の管理入力を選択します。

[管理入力値のオーバーライド（Override Admin [管理入力（Admin Input）] チェックボックスをオン
Input Value）] チェックボックス
にすると使用可能になります。ユーザが管理者の入
力値を置き換られるようにする場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。このチェックボックス
をオフのままにしておくと、実行時にこの値に対す
るユーザ入力のコントロールは非表示にされます。
[入力フィルタの基準（Input Filter Criteria）] テ [管理入力フィルタ（Admin Input Filter）] チェック
キスト フィールド
ボックスをオンにすると使用可能になります。実行
時に使用可能な値を制限するフィルタ式を入力しま
す。管理入力フィルタ, （9 ページ）を参照してく
ださい。
[管理者の入力値（Admin Input Value）] フィー [管理入力フィルタ（Admin Input Filter）] チェック
ルド
ボックスをオンにすると使用可能になります。フィ
ルタ式では、属性名として「参照用に表示（Displayed
for reference）」列見出しを使用してください。
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名前

説明

[選択（Select）] ボタンおよびリスト

[管理入力リスト（Admin Input List）] チェックボッ
クスをオンにすると使用可能になります。[選択
（Select）] をクリックして、1 つ以上の値を選択し
ます。選択したすべての値が、実行時にユーザ入力
の選択肢として使用可能になります。

c) 必要に応じて、上記の 2 つのステップを繰り返して入力を追加します。
ステップ 2

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3

ワークフローの出力を入力するには、次の手順を実行します。
a) [ワークフローのユーザ出力（Workflow User IOutputs）] 画面で、値のリストの先頭にある [+] アイコン
をクリックします。
b) [エントリの追加先（Add Entry to）] 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。
名前

説明

[出力ラベル（Output Label）] フィールド

出力パラメータの名前またはラベル。

[出力の説明（Output Description）] フィールド

出力パラメータの説明。

[オプション（Optional）] チェックボックス

出力パラメータをワークフロー実行時のオプショ
ンにします。

[タイプ（Type）] フィールド

出力パラメータのデータ型。ワークフローのタス
クの編集または保存する際は、[タイプ（Type）]
フィールドを編集できなくなります。

c) 必要に応じて、上記の 2 つのステップを繰り返して出力を追加します。
ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] に新しいワークフローが開きます。

次の作業
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] を使用して、タスクをワークフローに追加します。
ワークフロー内のタスクの設定, （11 ページ）を参照してください。
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管理入力フィルタ
ワークフローを作成する際に、実行時にユーザに表示される値のテーブルまたはリストのエント
リ一式を制限することができます。それには、[管理入力リスト（Admin Input List）] を使用して
明示的に値を選択するか、フィルタ式（[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]）を使用しま
す。ここでは、管理入力フィルタを作成するための構文について説明します。
Cisco UCS Director Orchestrator でフィルタリングできる値には、次の 2 つのタイプがあります。
• 表形式のデータ：複数の列からなるテーブル。列をフィルタリングして、表示する行を選択
します。
• 値のリスト（LOV）：すべて同じタイプのアイテムのリスト。リスト内の値をフィルタリン
グします。
さらに、一部の入力（たとえば、ディスク ストレージ）は数値です。数値の入力をフィルタリン
グする場合は、単位を含める必要があります。
表形式のデータのフィルタリング
表形式の入力をフィルタリングする場合、入力フィルタ基準は以下の形式になります。
column_label operator expression [ AND column_label operator expression ]

ここで、式の要素は次のように定義されます。
フィールド

入力

column_label

フィルタリング対象の列の先頭にあるラベル。名前を表示通りに
入力します。ラベルでは大文字と小文字が区別されます。スペー
スや特殊文字が含まれる場合は、それも含める必要があります。
ラベルは引用符で囲まないでください。

operator

次のいずれかになります。
• EQUALS
• NOT_EQUALS
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS
• IS_SUBSET
• NOT_SUBSET
演算子の名前では大文字と小文字が区別されます。すべて大文字
にする必要があります。
IS_SUBSET と NOT_SUBSET は、リスト タイプの入力に使用する
演算子です。
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フィールド

入力

[ ]（角カッコ）

角カッコで囲まれた式はオプションであり、繰り返すことができ
ることを示します。フィルタ基準式に角カッコを単独で含めるこ
とはできません。

AND

一致させる追加の基準を意味します。1 つ以上の AND 基準を追加
する場合、そのすべてを満たさなければレコードは一致しません。
基準は順に適用されます。最初の基準を満たすすべてのレコード
は 2 番目の基準の対象となり、その結果が 3 番目の基準の対象と
なるといった具合です。
AND の横に演算子を使用して基準を追加することはできません。
具体的には、OR は使用できません。つまり、基準を追加できる
のは、検索を絞り込む場合に限られます。検索を展開するために
基準を追加することはできません。

expression

expression の構文は次のとおりです。
match_expression [ OR match_expression ]

OR

指定された任意の match_expression の和集合を意味します。つま
り、match_expression のいずれか 1 つでも基準を満たす場合は、式
のその部分は true になります。

match_expression

標準のワイルドカード検索およびエスケープ文字のサブセットを
使用する単純な正規表現。完全な POSIX 正規表現の構文はサポー
トされていません。
正規表現の特殊文字が含まれていない場合、またはそのような特
殊文字をエスケープする場合は、リテラル値と突き合わせること
ができます。
正規表現の詳細については、インターネットに豊富に揃っている
正規表現の参照先に関する資料を参照してください。
match_expression を引用符で囲むと、該当する場合は比較で大文字
と小文字が区別されます。

以下に、テーブル タイプのフィルタの例を示します。
Cloud CONTAINS vcenter21 OR vcenter98 AND Power Status EQUALS off OR unknown

式 Cloud CONTAINS vcenter21 OR vcenter98 は、vcenter21 および vcenter98 が含まれる名前と一致
します（例：vcenter211、TESTvcenter98）。vcenter21 と vcenter98 だけに関心がある場合は、Cloud
EQUALS vcenter21 OR vcenter98 とするほうが適切な式になります。
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値のリストのフィルタリング
LOV は、単一の値からなるタイプのリストです。したがって、LOV をフィルタリングする場合
は、列名と AND 演算子を省略します。最も単純な検索構文は次のとおりです。
operator match_expression [ OR match_expression ]

構文の要素については、表形式のデータで説明したとおりです。ただし、IS_SUBSET と
NOT_SUBSET 演算子を使用できないという点が異なります。
たとえば、表形式のデータの例での電源状態の値が LOV に含まれている場合、以下のように検索
します。
EQUALS off OR unknown

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。テーブルの列に単位
が指定されている場合、その単位は列ラベルの一部となるため、以下のように基準に含める必要
があります。
LUN Size (GB) EQUALS 10.0

フィルタ基準での数値の式は、正規表現の突き合わせであり、数値の比較ではありません。 例え
ば、次のフィルタ基準があるとします。
LUN Size (GB) EQUALS 10

この式は、LUN サイズが 10.0 として指定されているレコードとは一致しません。

ワークフロー内のタスクの設定
Cisco UCS Director Orchestrator には、ワークフローを作成するために使用できる定義済みタスクが
用意されています。これらのタスクには、機能別にフォルダに分けられていて、[ワークフロー デ
ザイナ（Workflow Designer）] インターフェイスの左パネルからアクセスできます。
定義済みタスクのドキュメントは、[タスク ライブラリ（Task Library）] を開くと確認できます。
タスク ライブラリの表示, （1 ページ）を参照してください。

（注）

Cisco UCS Director Orchestrator の定義済みタスクは、標準的な環境で必要になる一般的な操作
の大半とまではいかなくても、その多くを網羅しています。定義済みタスクで表されていない
操作については、カスタム タスクを作成できます。『Cisco UCS Director Custom Task Getting
Started Guide』を参照してください。
ワークフロー内で使用する定義済みタスクを設定するには、次の手順を実行します。
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はじめる前に
前述の手順に従って、ワークフローとその入力および出力を定義します。

ステップ 1

[Orchestrator] ページの [ワークフロー（Workflows）] タブで、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（Workflow Designer）] をクリックします。Cisco UCS Director Orchestrator の [ワー
クフロー デザイナ（Workflow Designer）] 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（Workflow Designer）] ウィンドウの左側にある [使用可能なタスク（Available
Tasks）] エリアで、タスク階層のフォルダを展開してカテゴリを選択します。

ステップ 4

選択したタスクを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] エリアにドラッグ アンド ドラッグしま
す。

ステップ 5

[タスク情報（Task Information）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクのこのインスタンスの名前。自動的に生成さ
れるデフォルト値を受け入れるか、またはタスクに
固有の名前を入力できます。

[タスク カテゴリ（Task Category）] ドロップダウン タスクが表示されるカテゴリ（およびフォルダ
リスト
名）。変更できません。
[タスク タイプ（Task Type）] ドロップダウン リス タスクのタイプ（または総称名）。変更できませ
ト
ん。
[コメント（Comment）] フィールド

このワークフロー内でのタスクの用途に関するコメ
ント（任意）。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック タスクが失敗した場合にタスクを再試行する場合
ス
は、このチェックボックスをオンにします。[再試
行回数（Retry Count）] および [再試行の頻度（Retry
Frequency）] コントロールが表示されます。
[ロールバックの無効化（Disable Rollback）] チェッ タスクのロールバック スクリプトを無効にする場
クボックス
合は、このチェックボックスをオンにします。この
ボックスをオンにすると、[サービス リクエストの
ロールバック（Rollback Service Request）] ダイアロ
グでタスクがオフになります。サービス リクエス
トのロールバックを参照してください。
タスクでロールバックをサポートしていない場合
は、このボックスをオンにしても効果はありませ
ん。
[再試行回数（Retry Count）] ドロップダウン リスト タスクの失敗時に再試行する回数（最大 5 回）。
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名前

説明

[再試行の頻度（Retry Frequency）] フィールド

再試行間で待機する秒数を指定する整数のカンマ区
切りのリスト。たとえば、再試行回数を 3 として選
択した場合、1, 10, 60 と入力すると、3 回の再試行
がそれぞれ 1 秒後、10 秒後、60 秒後に行われます。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ワークフローのユーザ入力の管理（Manage
Workflow User Inputs）] ボタン

ワークフローのユーザ入力を追加または編集するに
は、このボタンをクリックします。

[タスク入力（Task Input）] 見出し

各タスク入力は、このページの残りで見出しとして
表示されます。入力が必須である場合、[（必須）
（(Mandatory)）] のラベルが付けられます。

[ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）]
チェックボックス

各タスク入力の見出しの下に、チェックボックスが
あります。ワークフローの実行時にユーザ入力から
タスク入力を取り込む場合は、このボックスをオン
にします。

[ユーザ入力（User Input）] ドロップダウン リスト このオプションは、[ユーザ入力にマッピング（Map
to User Input）] チェックボックスをオンにすると表
示されます。タスク入力にマッピングするワークフ
ローのユーザ入力を選択します。
（注）

マルチライン ワークフロー入力を単一ラ
インのタスク入力にマッピングすること
はできません。タスクを作成または編集
する際に、マルチライン ワークフローの
入力は [ユーザ入力（User Input）] に表示
されません。ワークフローの入力および
出力の定義, （5 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

ユーザ入力にマッピングされなかったタスク入力は、実行時に入力されます。そのようにしない場合は、
この時点で入力値を指定します。[タスク入力（Task Inputs）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[タスク入力（Task Input）] 見出し

前のページでユーザ入力にマッピングされなかった
タスク入力のそれぞれが、該当する入力コントロー
ル（テキスト フィールド、ドロップダウン リスト
など）と一緒に表示されます。入力コントロールを
使用して値を指定します。オプションの入力は空白
のままにすることができます。

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[タスク出力（Task Output）] 見出し

各タスク出力は、このページの見出しとして表示さ
れます。出力が必須である場合、[（必須）
（(Mandatory)）] のラベルが付けられます。

[ユーザ出力にマッピング（Map to User Output）]
チェックボックス

各タスク出力の見出しの下に、チェックボックスが
あります。ワークフローの実行時にタスク出力から
ユーザ出力を取り込む場合は、このボックスをオン
にします。

[ユーザ出力（User Output）] ドロップダウン リスト このオプションは、[ユーザ出力にマッピング（Map
to User Output）] チェックボックスをオンにすると
表示されます。タスク出力にマッピングするワーク
フローのユーザ出力を選択します。

ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。
このタスクがこのワークフロー内に設定される最初のタスクである場合、[ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）] によってタスクが自動的にデフォルト タスクに接続されます。タスクが最初のタスクでなけ
れば、手動で接続する必要があります。

次の作業
タスクをワークフローに接続します。
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ワークフローへのタスクの接続
ワークフローの一部にするには、タスクを他のタスクに接続する必要があります。タスク間のフ
ロー矢印をドラッグアンドドロップすることで、タスクをワークフロー内の任意の場所に挿入で
きます。
すべてのフローには、[開始（Start）]、[完了（成功）（Completed (Success)）]、[完了（失敗）
（Completed (Failure)）] という 3 つのタスクがあります。最初のタスクをワークフローに追加す
ると、そのタスクは自動的にデフォルト タスクに接続されます。

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でタスクが作成されています。このタスクは、ま
だワークフローの一部になっていません。

ステップ 1

新しいタスクには、既存のワークフローのタスクを接続できます。タスクを接続するには、次の手順を実
行します。
a) マッピングする出力を持つタスクの一番下にマウス ポインタを合わせます。
ボックスのどちらの側にカーソルが置かれているかによって、[成功時（On success）] または [失敗時
（On failure）] ドロップダウンが表示されます。
（注）
[開始（Start）] タスクには 1 つの（ラベルが付いていない）ドロップダウンしかありませ
ん。
b) マウスの左ボタンをクリックしたままにします。
c) カーソルを接続先とするタスクの内側にドラッグしてマウス ボタンを放します。色付きの矢印が 2 つ
のタスクを接続し、タスク間の操作フローを示します。
（注）

（注）

ドラッグ アンド ドロップする代わりに、下向き矢印アイコンをクリックして、接続先とするタ
スクの名前を選択することもできます。そのタスクにドラッグしたかのように、色付きの矢印
が表示されます。
通常は、タスクの [成功時（On success）] ドロップダウンを次のタスクに接続し、[失敗時（On
failure）] ドロップダウンを [完了（失敗）（Completed (Failed)）] タスクに接続します。ただし、
いくつかの例外があります。たとえばクリーンアップやエラーを処理するタスクを挿入する場
合は、[失敗時（On failure）] をクリーンアップ タスクに接続することになります。
ただし、[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] ではタスクの [成功時（On success）] ド
ロップダウンを [完了（失敗）（Completed (Failure)）] タスクに接続することはできません。

ステップ 2

同様に、新しいタスクの [成功時（On success）] ドロップダウンは、ワークフロー内の [完了（成功）
（Completed (Success)）] や別の既存のタスクにドラッグ アンド ドロップします。

ステップ 3

新しいタスクの [失敗時（On failure）] ドロップダウンは、ワークフロー内の [完了（失敗）（Completed
(Failure)）] または別の既存のタスクにドラッグ アンド ドロップします。

タスクがワークフローに統合されます。[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] によって
ワークスペース内で自動的にタスクが配置されます。
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（注）

ワークフローの自動配置を無効にする場合は、[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）]
の最上部にある [自動レイアウト（Auto Layout）] チェックボックスをオフにします。

次の作業
必要に応じてタスクを追加し、ワークフローを完了させます。終了したら、ワークフローを検証
します。

ワークフローの検証
ワークフローを検証することで、ワークフローのコンポーネント タスクの入力および出力がエ
ラーなしで接続されていることを確認します。ワークフローを検証するために [ワークフロー デ
ザイナ（Workflow Designer）] から移動する必要はありません。

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] にワークフローが開いています。

[検証（Validate）] ボタンをクリックします。
タスクの接続エラーは、該当するタスクの上に赤色で表示されます。エラーが検出されなければ、成功ダ
イアログがポップアップ表示されます。

次の作業
接続エラーが [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] に表示された場合は、[ワークフロー
の検証（Workflow Validation）] ツールを使用して問題を解決します。ワークフロー検証の問題の
解決, （20 ページ）を参照してください。

例：ワークフローの作成
この簡単な例では、VM の電源を再投入する（電源をオフにしてからオンにする）ワークフロー
の作成方法を説明します。

はじめる前に
Cisco UCS Director 内で VM が使用可能になっている必要があります。

ステップ 1

ワークフローを定義します。次の手順を実行します。
a) [ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] に移動します。
b) [ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。
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c) [追加（Add）] アクションをクリックします。
d) [ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）] 画面で、次のようにフィールドに値を入力しま
す。
フィールド

入力

[ワークフロー名（Workflow Name）] フィールド

PowerCycleVM と入力します。

[説明（Description）] フィールド

VM をシャットダウンしてから再起動と入力しま
す。

[ワークフロー コンテキスト（Workflow Context）] [任意（Any）] を選択します。
ドロップダウン リスト
[複合タスクとして保存（Save as Compound Task）] このチェックボックスはオフのままにします。
チェックボックス
[システム初期化中に常に実行します（Always
このチェックボックスはオフのままにします。
execute during System initialization）] チェックボッ
クス
[新しいフォルダに配置（Place in New Folder）]
チェックボックス

このチェックボックスをオンにします。

[フォルダ名（Folder Name）] テキスト フィールド OrchestrationExamples と入力します。
[開始ユーザに実行のステータスを通知する（Notify このチェックボックスはオフのままにします。
status of execution to initiating user）] チェックボッ
クス
[E メールポリシー（Email policy）] ドロップダウ [E メールなし（No email）] を選択します。
ン リスト
[バージョン ラベル（Version Label）] テキスト
フィールド

デフォルト値の [0] のままにします。

e) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 2

VM の名前を指定する入力を定義します。次の手順を実行します。
a) [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）] 画面で、値のリストの先頭にある [+] アイコンを
クリックします。
b) [エントリの追加先（Add Entry to）] ダイアログボックスで、次のようにフィールドに値を入力します。
フィールド

入力

[入力ラベル（Input Label）] フィールド

VM 名と入力します。
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フィールド

入力

[入力の説明（Input Description）] フィールド

電源を再投入する VM の名前と入力します。

[オプション（Optional）] チェックボックス

このチェックボックスはオフのままにします。

[入力タイプ（Input Type）] ボタン

[選択...（Select ...）] というラベルが付いたボタンを
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。

c) [選択（Select）] ダイアログボックスの検索ボックスに [vm selector] と入力します。
d) VM Selector エントリの横にあるチェックボックスをオンにします。
e) [選択（Select）] をクリックします。
f) 次の一連のフィールドの以下のように値を入力して、管理者の（固定）入力値を定義します。
フィールド

入力

[管理者の入力値（Admin Input）] チェックボッ このチェックボックスをオンにします。
クス
[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）] およ [管理入力（Admin Input）] をオンにすると、これら
び [管理入力リスト（Admin Input List）] チェッ のチェックボックスは非表示になります。これらの
クボックス
チェックボックスの両方によって、管理者はワーク
フロー実行時にユーザに使用可能にする選択項目を
フィルタリングできます。この例ではフィルタリン
グはせずに、[管理者の入力値（Admin Input Value）]
に、実行時の単一の固定値を指定します。
[管理入力値のオーバーライド（Override Admin このチェックボックスをオフのままにしておくと、
Input Value）] チェックボックス
実行時にこの値に対するユーザ入力のコントロール
は非表示にされます。この例では、このチェックボッ
クスをオフのままにします。
[管理者の入力値（Admin Input Value）] ボタン [選択（Select）] をクリックし、管理者の入力値を選
択します。値の [選択（Select）] リストが表示されま
す。
既存の VM インスタンスのチェックボックスをオン
にして選択してから、[選択（Select）] をクリックし
ます。

g) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 3

出力は定義しないでください。[送信（Submit）] をクリックします。
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[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] ウィンドウが表示されます。
ステップ 4

次のようにして、VM の電源をオフにするタスクを追加します。
a) [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] ウィンドウの左上にある [使用可能なタスク（Available
Tasks）] 検索フィールドに、電源と入力します。
[使用可能なタスク（Available Tasks）] ウィンドウに、タスク名に文字列電源が含まれるタスクだけが
表示されます。
b) [汎用 VM タスク（Generic VM Tasks）] フォルダから [VM 電源アクション（VM Power Action）] アイ
コンをドラッグして作業エリアにドロップします。
[タスクの追加（Add Task）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [タスク情報（Task Information）] ダイアログボックスの [タスク名（Task Name）] フィールドに、電源
オフ 1 と入力します。
d) [次へ（Next）] をクリックします。
e) [ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 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。
フィールド

入力

[ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）] 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
[ユーザ入力（User Input）] ドロップダウン リ
スト

適切なタイプのユーザ入力は 1 つしかないため（こ
の例の場合は、「任意（Any）」タイプ）、このド
ロップダウン リストでは、作成したユーザ入力の名
前（VM 名）がすでに選択された状態になっていま
す。

f) [次へ（Next）] をクリックします。
g) [タスク入力（Task Inputs）] ダイアログボックスの [VM アクション（VM Action）] ドロップダウン リ
ストで、[電源オフ（Power OFF）] を選択します。
h) [次へ（Next）] をクリックします。
i) [送信（Submit）] をクリックします。
タスクは自移動的に新しいワークフローに接続されます。
ステップ 5

VM の電源をオンにするタスクを追加します。そのための手順は前の手順と同様ですが、以下の点が異な
ります。
• [タスク情報（Task Information）] ダイアログボックスの [タスク名（Task Name）] フィールドに、電
源オン 1 と入力します。
• [タスク入力（Task Inputs）] ダイアログボックスの [VM アクション（VM Action）] ドロップダウン
リストで、[電源オン（Power ON）] を選択します。
（注）

このワークフローは、電源をオフにするタスクと再びオンにするタスクで作成する代わり
に、単一の [リブート（Reboot）] タスクで作成することもできます。ただし、この例では、
2 つの電源管理タスクを使用したワークフローの作成を続けます。
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• [送信（Submit）] をクリックしても、タスクは自移動的に既存のワークフローに接続されません。代
わりに、手動で接続します。
1 [電源オフ 1（Power Off 1）] タスク アイコンの左下隅にマウスのカーソルを合わせます。[成功時
（On Success）] ドロップダウン リストが表示されます。
2 [成功時（On Success）] ドロップダウン エリアを [電源オフ 1] アイコンの任意の場所にドロップ
アンド ドロップします。
[電源オン 1] タスクが [電源オフ 1] タスクと [完了（Completed）] タスクの間に挿入されます。
3 同じドラッグ アンド ドロップ手法を使用して、[電源オン 1] > [失敗時（On Failure）] ドロップダ
ウン エリアを [完了（失敗）（Completed (Failed)）] タスクに接続します。
ステップ 6

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の最上部にある [ワークフローの検証（Validate Workflow）]
ボタンをクリックして、ワークフローを検証します。
ワークフローとタスクの入力と出力が適切に接続されていることを確認する [有効なワークフロー（Valid
Workflow）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[閉じる（Close）] をクリックして、[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] を終了します。

ワークフロー検証の問題の解決
Cisco UCS Director には、ワークフローの検証エラーをトラブルシューティングするために使用で
きる、ウィザードベースのツールが用意されています。

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でワークフローの検証が失敗しました。

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

[ワークフロー（Workflows）] 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（Validate Workflow）] をクリックします。

ステップ 5

[ワークフローの検証（Workflow Validation）] ダイアログボックスで、[解決方法（Resolution）] 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（Validation Errors）] 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。
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ワークフロー内の制御フローの変更
通常、ワークフローは線系列のタスクとして実行されます。ただし、Cisco UCS Director Orchestrator
には、ワークフロー内での制御フローを変更可能なタスクが用意されています。以降のセクショ
ンで、以下の制御フロー構成体を作成する方法について説明します。
• ループ
• If-Then 分岐
• 任意の数の分岐を使用した条件付き切り替え

ワークフロー内のループ
選択した一連のタスクを繰り返し実行するループを作成できます。ループの繰り返しは、次のい
ずれかを基準にして設定できます。
• カウント ベース：指定した回数繰り返します。
• 項目ベース：項目のリストを繰り返します。

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] で、ループを含めるワークフローを開きます。

ステップ 1

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[手順
タスク（Procedural Tasks）] をクリックします。

ステップ 2

[ループの開始（Start Loop）] タスクを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] 作業エリアにドラッ
グします。

ステップ 3

[タスクの追加（Add Task）] ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクの名前。

[コメント（Comment）] フィールド

タスクについてのコメント。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する
ス
には、このチェックボックスをオンにします。
[再試行回数（Retry Count）] ドロップダウン リスト 再試行回数を選択します。
[再試行の頻度（Retry Frequency）] ドロップダウン 再試行間隔を選択します。
リスト
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ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[タスク入力（Task Inputs）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[リスト ベースの反復（List based iteration）] チェッ リストの各項目に対してループ タスクを実行する
クボックス
場合は、このチェックボックスをオンにします。次
の 2 つのフィールドが表示されます。
[リスト ベースの反復の入力（Input for list-based
iteration）]

リスト ベースの反復の入力値のリストを選択しま
す。

[反復値を割り当てるユーザ入力（User Input to assign リスト ベースの反復のユーザ入力。
iterated values）] ドロップダウン リスト
リストの要素と同じタイプのワークフローの入力を
作成して、その入力を [ループの開始（Start Loop）]
タスクにマッピングします。
[カウント ベースの反復（Count based iteration）]
チェックボックス

回数に基づいてループ タスクを実行する場合は、
このチェックボックスをオンにします。次のフィー
ルドが表示されます。

[ループ回数（Number of times to loop）] フィールド ループを実行する回数。

Cisco UCS Director オーケストレーション ガイド、リリース 5.5
22

ワークフローの作成
例：ワークフロー内のループ

ステップ 7

[ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、ループの一部として使用するタスクをドラッグします。

ステップ 9

[成功時（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 10 [開始（Start）] タスク アイコン（または、ループの直前のタスク）と [ループの開始（Start Loop）] タス
ク アイコンの間にリンクを作成します。
ステップ 11 [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[手順タスク（Procedural Tasks）] フォルダをクリックし
ます。
ステップ 12 [ループの終了（End Loop）] タスクを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] にドラッグします。
ステップ 13 [タスクの追加（ループの終了）（Add Task (End Loop)）] ウィザードの残りの画面に値を入力します。
ステップ 14 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 15 ループの最後のタスクの [成功時（On Success）] コネクタを [ループの終了（End Loop）] タスク アイコン
に接続します。
ステップ 16 [ループの終了（End Loop）] タスク アイコンで、[成功時（On Success）] コネクタを [完了（成功）
（Completed (Success)）] またはループの後に実行する別のタスクに接続します。
ステップ 17 [ループの終了（End Loop）] タスク アイコンで、[失敗時（On Failure）] コネクタを [完了（失敗）
（Completed (Failure)）] または別のタスク アイコンに接続します。

例：ワークフロー内のループ
この例では、リスト内の要素に対してワークフローのタスクを繰り返す方法を説明します。
PowerCycleVM ワークフローで単一の VM ごとに再起動する代わりに、複数の VM を再起動する
ようにこのワークフローを変更します。

はじめる前に
例：ワークフローの作成, （16 ページ）の説明に従ってサンプル ワークフローを作成します。

ステップ 1

[PowerCycleVM] ワークフローを開きます。
a) [ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] に移動します。
b) [ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。
c) 例：ワークフローの作成, （16 ページ）で作成した PowerCycleVM ワークフローを探して選択します。
d) [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] をクリックします。

ステップ 2

[ループの開始（Start Loop）] タスクをワークフローに追加します。
a) [使用可能なタスク（Available Tasks）] ウィンドウで、[手順タスク（Procedural Tasks）] フォルダにあ
る [ループの開始（Start Loop）] を作業エリアにドラッグ アンド ドロップします。
b) [タスク情報（Task Information）] ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。
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フィールド

入力

[タスク名（Task Name）] テキスト フィールド

StartVMLoop と入力します。

[コメント（Comment）] テキスト フィールド

VM のリストをループと入力します。

[タスクの詳細（Task Details）] 見出し

[タスクの詳細（Task Details）] 見出しの下に示さ
れている、タスク出力 START_LOOP_OUTPUT に
関するメッセージを記録します。

c) [次へ（Next）] をクリックします。
d) VM のリストを受け入れるようにワークフロー入力を置き換えます。
[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] ウィンドウで、[ワークフローのユーザ入力の管理
（Manage Workflow User Inputs）] をクリックします。
e) [追加（Add）] アイコンをクリックします。
f) [エントリの追加先（Add Entry to）] 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。
フィールド

入力

[入力ラベル（Input Label）] テキスト フィールド VM 名と入力します。
[入力の説明（Input Description）] テキスト フィー 再起動する VM のリストと入力します。
ルド
[オプション（Optional）] チェックボックス

このチェックボックスはオフのままにします。

[入力タイプ（Input Type）] ボタン

このボタンをクリックして、値の [選択（Select）]
リストを表示します。
検索ボックスを使用して、[multiVM] を見つけ、
入力タイプとして選択します。
[選択（Select）] をクリックします。

[値の制限（Value Restrictions）] 見出し

[管理入力（Admin Input）] チェックボックスをク
リックします。
[選択（Select）] をクリックします。
複数の VM を選択してから、[選択（Select）] を
クリックします。

g) [送信（Submit）] をクリックします。
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h) [ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] ウィンドウで、[リストベースの反復のための入力（Input
for list based iteration）] 見出しの下にある [ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）] チェックボッ
クスをオンにします。
[ユーザ入力（User Input）] ドロップダウン リストが表示されます。
i) [ユーザ入力（User Input）] ドロップダウン リストで、[VM 名（VM Names）] を選択します。
j) [次へ（Next）] をクリックします。
k) [リスト ベースの反復（List based iteration）] チェックボックスをオンにします。
[反復値を割り当てるユーザ入力（User input to assign iterated values）] ドロップダウン リストが表示さ
れます。
（注）
このフィールドは、[ループの開始（Start Loop）] タスクの機能です。出力変数
START_LOOP_OUTPUT のタイプは [汎用テキスト（generic text）] であるため、（通常は）
ループ内でタスクの入力にマッピングすることはできません。代わりに、[ループの開始（Start
Loop）] タスクでは繰り返し処理の際に入力リストの各項目を変数に割り当てます。
l) [反復値を割り当てるユーザ入力（User input to assign iterated values）] ドロップダウン リストで [VM 名
（VM Name）] を選択します。
（注）
ワークフローの入力変数 [VM 名（VM Name）] に関して特別なことは何もありません。この
入力変数をワークフローの入力として使用する必要がなくなったので、これを再利用しま
す。（現在ワークフローの入力となっている [VM 名] は、VM のリストです）。
m) [次へ（Next）] をクリックします。
n) 出力マッピングはないので、[送信（Submit）] をクリックしてタスクを保存します。
o) [開始（Start）] タスクを [StartVMLoop] タスクにドラッグ アンド ドロップします。
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] により、[StartVMLoop] > [成功時（On Success）] ドロッ
プダウンが [電源オフ 1] タスクに接続されます（このタスクが [開始（Start）] タスクの以前のターゲッ
トであったためです）。
p) [StartVMLoop] > [失敗時（On failure）] ドロップダウンを [完了（失敗）（Completed (Failed)）] タスク
にドラッグ アンド ドロップします。
ステップ 3

ループの終了タスクは、入力または出力のない単なるプレースホルダです。[ループの終了（End Loop）]
タスクをワークフローに追加するには、次のようにします。
a) [ループの終了（End Loop）] タスクを [手順タスク（Procedural Task）] フォルダから作業エリアにド
ラッグ アンド ドロップします。
b) [タスク情報（Task Information）] ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

入力

[タスク名（Task Name）] テキスト フィールド

EndVMLoop と入力します。

[コメント（Comment）] テキスト フィールド

ループの終了と入力します。

c) [次へ（Next）] をクリックします。
d) [ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックします。
e) [タスク入力（Task Inputs）] ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックします。
f) [ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] ウィンドウで、[次へ（Next）] 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 5.5
25

ワークフローの作成
ワークフローへの If-Then 分岐の追加

g) [電源オン 1] タスクを [EndVMLoop] タスクにドラッグ アンド ドロップします。
h) [EndVMLoop] > [失敗時（On failure）] ドロップダウンを [完了（失敗）（Completed (Failed)）] タスク
にドラッグ アンド ドロップします。
ステップ 4

[閉じる（Close）] をクリックして、[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] を終了します。

次の作業
ワークフローで指定された VM の再起動タスクを実行します。

ワークフローへの If-Then 分岐の追加
If-Then 構成体を使用して、ワークフロー内に 2 方向の分岐を作成できます。

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でワークフローを開きます。

ステップ 1

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[手順
タスク（Procedural Tasks）] をクリックします。

ステップ 2

[If Else] タスクを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] 作業エリアにドラッグします。

ステップ 3

[タスクの追加（Add Task）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクの名前。

[コメント（Comment）] フィールド

タスクについてのコメント。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する
ス
には、このチェックボックスをオンにします。
[再試行回数（Retry Count）] ドロップダウン リスト 再試行回数を選択します。
[再試行の頻度（Retry Frequency）] ドロップダウン 再試行間隔を選択します。
リスト

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[タスク入力（Task Inputs）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[条件の指定（Specify the condition）] ワークフローのコースを決定するために評価する条件を入力しま
フィールド
す。制御フローは、条件が true または false のどちらに評価される
かによって決まります。
定義する条件に含めることができるのは、次の演算子のみです。
==、!=、<、<=、>、>=、||、&&、contains、startsWith、endsWith
条件の例をいくつか示します。
• TaskName.OUTPUT_ATTRIBUTE_NAME
• WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME
• TaskName.OUTPUT_ATTRIBUTE

== "2"

contains "xyz"

NAME ==

WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME ||
WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME != "123"

ステップ 7

[ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[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、別のタスク アイコンにド
ラッグします。

ステップ 9

[If-Else] タスク アイコンで、[失敗時（On Failure）] コネクタをクリックし、[完了（失敗）（Completed
(Failed)）] タスク アイコン（または別のタスク アイコン）にドラッグします。
（注）
[False] コネクタと [失敗時（On Failure）] コネクタを混同しないでください。[False] コネクタ
は、条件文が false に評価された場合のパスを定義します。[失敗時（On Failure）] コネクタは、
たとえばタスクが条件文を評価できない場合など、タスクが失敗した場合のパスを定義します。

ワークフロー内での条件付き分岐の使用
ワークフロー内に、条件付き構成体を使用して複数のパスを持つ分岐を作成できます。単一の条
件付きタスクに、任意の数の分岐を使用できます。
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はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でワークフローを開きます。

ステップ 1

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[手
順タスク（Procedural Tasks）] をクリックします。

ステップ 2

[条件付き（Conditional）] タスクを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の作業エリアにドラッ
グします。

ステップ 3

[タスクの追加（Add Task）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクの名前。

[コメント（Comment）] フィールド

タスクについてのコメント。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック タスクが失敗した場合に、後でタスクを再試行する
ス
には、このチェックボックスをオンにします。
[再試行回数（Retry Count）] ドロップダウン リスト 再試行回数を選択します。
[再試行の頻度（Retry Frequency）] ドロップダウン 再試行間隔を選択します。
リスト

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[タスク入力（Task Inputs）] 画面で、[+] アイコンをクリックして、ワークフローの実行パスごとに条件文
を追加します。たとえば、ワークフローに 3 つの実行パスがある場合は、条件ごとに 1 つずつ、計 3 つの
エントリを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パスをたどる場合の条件を指定できます。
（注）
条件文は相互に排他的である必要はありません。実行時に、条件文がリストされている順序で
評価されます。最初の条件文が true に評価されたパスでワークフローの実行が続行されます。

ステップ 7

[エントリの追加先（Add Entry to）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ラベル（Label）] フィールド

条件のラベル
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ワークフローの作成
承認の作成

名前

説明

[条件（Condition）] 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する条
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"

[送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 8

[ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 9

[使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、ワークフローのさまざまな実行パスに追加するタスク
をクリックしてドラッグします。

ステップ 10 [開始（Start）] タスク アイコン（または、分岐の直前のタスク）と [条件付きタスク（Conditional task）]
アイコンの間にリンクを作成します。
ステップ 11 条件付きタスクの条件ごとに、[条件付きタスク（Conditional task）] アイコンのコネクタとその条件の実
行パスでの次のタスクの間にリンクを作成します。たとえば、[条件付きタスク（Conditional task）] アイ
コンの [デフォルト（default）] コネクタを、他の条件が 1 つも満たされない場合に実行するタスクにリン
クします。
ステップ 12 [失敗時（On failure）] コネクタを [完了（失敗）（Completed (Failed)）] タスク（または別のタスク）アイ
コンにリンクします。

承認の作成
ユーザの承認を要件とするには、承認タスクをワークフローに追加します。
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ワークフローの作成
承認の作成

はじめる前に
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でワークフローを開きます。

ステップ 1

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] の [使用可能なタスク（Available Tasks）] ウィンドウで、
[Cloupia タスク（Cloupia Tasks）] > [一般タスク（General Tasks）] を開きます。

ステップ 2

[ユーザ承認（User Approval）] タスクを作業エリアにドラッグします。

ステップ 3

タスクを設定します。ワークフロー内のタスクの設定, （11 ページ）を参照してください。次のフィール
ドに入力します。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクの名前。

[コメント（Comment）] テキスト ボックス

承認タスクについてのコメント（任意）。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック このボックスはオフのままにしてください。管理者
ス
が承認を拒否すると、ワークフローは失敗状態にな
り、承認タスクで停止します。ワークフローの実行
を再試行できるようにすると、管理者には複数回、
承認が求められます。ワークフローでこのような動
作を有効にしないこともできます。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザ入力マッピング（User Input Mappings）] で、[次へ（Next）] をクリックします。[タスク入力（Task
Inputs）] ウィンドウで、すべてのタスク入力を定義します。

ステップ 6

[タスク入力（Task Inputs）] ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 7

名前

説明

[ユーザ ID（User ID）] の [選択（Select）] ボタン

[選択（Select）] をクリックして [選択（Select）] ダ
イアログボックスを表示し、このワークフローを実
行するために必要な承認者とするユーザを選択しま
す。その後、[送信（Submit）] をクリックします。

[すべてのユーザからの承認が必要（Approval required このチェックボックスは無視できます。
from all the users）] チェックボックス
[承認依頼通知の数（Number of approval request
Reminder）] フィールド
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このワークフローの承認依頼通知をユーザに送信す
る回数入力します。0 を入力すると、ワークフロー
が承認または拒否されるまで通知が送信され続けま
す。

ワークフローの作成
承認の作成

名前

説明

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
フィールド

承認依頼通知の送信間隔（時単位）を入力します。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] ウィンドウで、[送信（Submit）] をクリックします。
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ワークフローの作成
承認の作成
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