ワークフローの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ワークフローの編集, 1 ページ
• Cisco UCS Director アーティファクトのエクスポートおよびインポート, 9 ページ
• ワークフローのバージョン履歴, 17 ページ
• ワークフローの複製, 21 ページ
• ワークフローの画像の保存, 22 ページ

ワークフローの編集
既存のワークフローのさまざまな機能を編集できます。次の操作を実行できます。
• ワークフローの名前変更
• 入力順序の変更
• 入力の削除
• 入力の名前変更
• オプション入力から必須入力への変更（逆の変更は不可）
• ワークフロー内のタスクの編集
次のことも実行できます。
• 単一のワークフローのすべてのバージョンの削除
• 複数のワークフローのデフォルト バージョンまたはすべてのバージョンの同時削除
以上の手順について、以降のセクションで説明します。

Cisco UCS Director リリース 6.0 オーケストレーション ガイド
1

ワークフローの管理
ワークフローの名前変更

（注）

事前定義済みワークフローを変更するには、変更を実施する前に、そのワークフローの新しい
バージョンを作成することを推奨します。デフォルトの定義済みワークフローを修正すると、
アクション ボタンをクリックすると発生する Cisco UCS Director に影響を与える可能性があり
ます。VM の作成や変更など、Cisco UCS Director で行うアクションは、デフォルトの定義済み
ワークフローを使用します。
たとえば、[HyperConverged] > [データストア（Datastore）] ページで [作成（Create）] ボタンを
クリックすると、Cisco UCS Director がデフォルトの HyperFlex データストア作成ワークフロー
を実行して、そのアクションのサービス要求を作成します。

ワークフローの名前変更
ワークフローの名前を変更するには、名前フィールドを変更します。

（注）

ワークフローのすべてのバージョンの名前が変更されます。
複合タスクの名前を変更することはできません。

はじめる前に
編集するワークフローを選択し、[編集（Edit）] アクションを選択します。

ステップ 1

[ワークフローの編集（Edit Workflow）] 画面で、[ワークフロー名（Workflow Name）] 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 2

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3

[ユーザ入力の追加（Add User Inputs）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4

[ユーザ出力の追加（Add User Outputs）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。

入力の順序変更
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。
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はじめる前に
入力の順序を変更するワークフローを選択し、[編集（Edit）] アクションを選択します。

ステップ 1

[ワークフローの詳細の編集（Edit Workflow Details）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックして入力画面に
進みます。

ステップ 2

[ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] 画面で、入力テーブルから入力を選択します。

ステップ 3

上向き矢印 アイコンまたは下向き矢印 アイコンをクリックして入力を上下に移動して順序を変更します。
あるいは、リスト内で入力を別の位置にドラッグ アンド ドロップするという方法もあります。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[ワークフローの出力の編集（Edit Workflow Outputs）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。

ワークフローの入力の削除
既存のワークフローを編集する際に、1 つ以上の入力を削除できます。

（注）

複製したワークフローから入力を削除することもできます。
ワークフローから入力を削除するには、ワークフローを開いて、次の手順を実行します。

はじめる前に
[ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] ページに移動します。
1 入力を削除するワークフローを選択します。
2 [編集（Edit）] をクリックして [ワークフローの編集（Edit Workflow）] ウィンドウを開きます。
3 [次へ（Next）] をクリックして [ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] ページに進みます。
または、タスクの編集中に、[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] ページで [ワークフ
ローのユーザ入力の管理（Manage Workflow User Inputs）] をクリックするという方法でこのペー
ジに移動することもできます。

ステップ 1

[ワークフローの入力の編集（Edit Workflow Inputs）] リストで、削除する入力を選択します。
リストから複数の入力を選択するには、<Shift> キー（項目の範囲を選択する場合）または <Ctrl> キー
（個々の項目を選択する場合）を押しながら選択します。
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ステップ 2

リストの上部にある削除アイコン（[X]）をクリックします。

ステップ 3

[エントリの削除（Delete Entry）] ポップアップ ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

次の作業
[次へ（Next）] をクリックして [ユーザ出力の編集（Edit User Outputs）] ページに進み、[送信
（Submit）] をクリックします。

ワークフローの入力の名前変更
既存のワークフローを編集する際に、入力の名前を変更できます。
ワークフローの入力の名前を変更するには、ワークフローを開いて、次の手順を実行します。

はじめる前に
[ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] ページに移動します。
1 入力の名前を変更するワークフローを選択します。
2 [編集（Edit）] をクリックして [ワークフローの編集（Edit Workflow）] ウィンドウを開きます。
3 [次へ（Next）] をクリックして [ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] ページに進みます。
または、タスクの編集中に、[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] ページで [ワークフ
ローのユーザ入力の管理（Manage Workflow User Inputs）] をクリックするという方法でこのペー
ジに移動することもできます。

ステップ 1

[ワークフローの入力の編集（Edit Workflow Inputs）] リストで、名前を変更する入力を選択します。

ステップ 2

リストの上部にある編集（鉛筆）アイコンをクリックします。

ステップ 3

[エントリの編集（Edit Entry）] ポップアップ ダイアログボックスで、[入力ラベル（Input Label）] テキス
ト フィールドの名前を置換します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

別の入力を編集するには、上記の手順を繰り返します。

次の作業
[次へ（Next）] をクリックして [ユーザ出力の編集（Edit User Outputs）] ページに進み、[送信
（Submit）] をクリックします。
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入力のオプション/必須ステータスの変更
ワークフローがオプションであるかどうか（オプションまたは必須ステータス）の設定を変更で
きます。

（注）

オプションのワークフロー入力を必須のタスク入力にマッピングすることはできません。同様
に、入力が必須のタスク入力にマッピングされている場合、その入力を必須からオプションに
変更することはできません。

はじめる前に
編集するワークフローを選択し、[編集（Edit）] ボタンをクリックします。

ステップ 1

[ワークフローの編集（Edit Workflow）] ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックして [ユーザ入力の変
更（Modify User Inputs）] 画面に進みます。

ステップ 2

入力テーブルで、編集する入力をダブルクリックします。

ステップ 3

[入力の編集（Edit Entry）] ダイアログボックスで、実行時の入力をオプションにする場合は [オプション
（Optional）] チェックボックスをオンにし、必須にする場合はオフにします。
（注）
ワークフローのユーザ入力が必須のタスク入力にマッピングされている場合、その入力をオプ
ションにすることはできません。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[ワークフローの編集（Edit Workflow）] の [ワークフローの入力の編集（Edit Workflow: Edit Workflow
Inputs）] ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[ワークフローの編集（Edit Workflow）] の [ワークフローの出力の編集（Edit Workflow: Edit Workflow
Outputs）] ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックします。

既存のワークフロー内のタスクの編集
既存のワークフロー内のタスクを編集できます。変更は、編集したタスクが含まれるワークフロー
およびバージョンにだけ適用されます。たとえば、ワークフロー X のバージョン 0 に含まれるタ
スク A を編集しても、ワークフロー Y およびワークフロー X のバージョン 1 に含まれるタスクは
変更されません。

ステップ 1

[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 2

入力テーブルで、編集するタスクをダブルクリックします。
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[タスクの編集（Edit Task）] ウィンドウが表示されます。
ステップ 3

[タスク情報（Task Information）] 画面では、次のフィールドを編集できます。
名前

説明

[タスク名（Task Name）] フィールド

タスクの名前は変更できません。

[タスク カテゴリ（Task Category）] ドロップダウン タスクのカテゴリは変更できません。
リスト
[タスク タイプ（Task Type）] ドロップダウン リス タスクのタイプは変更できません。
ト
[コメント（Comment）] フィールド

コメントを変更または追加できます。

[再試行の実行（Retry Execution）] チェックボック このチェックボックスはオンまたはオフにすること
ス
ができます。チェックボックスをオンにすると、[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 このチェックボックスはオンまたはオフにすること
クボックス
ができます。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）。
[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 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）] ページでは、次のフィールドを編集できます。
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。
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名前

説明

[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

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。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[タスク入力（Task Input）] ページでは、次のフィールドを編集できます。

ステップ 8

名前

説明

[（入力ラベル）] コントロール

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。

[ユーザ出力マッピング（User Output Mapping）] ページでは、次のフィールドを編集できます。
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。出力見
出しのラベルは自動的に割り当てられ、変更するこ
とはできません。

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

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。
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ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

ワークフローの削除
ワークフローの一部またはすべてのバージョンを削除することができます。

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

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 3

タスクバーまたはアクション ドロップダウン リストから [削除（Delete）] を選択します。

ステップ 4

[ワークフローの削除（Delete Workflow(s)）] ダイアログボックスで、削除するバージョンを選択します。
すべてのバージョンを削除対象として選択するには、リストの最上部にあるチェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 5

[削除（Delete）] ボタンをクリックします。

複数のワークフローの削除
複数のワークフローを同時に削除できます。

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

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 3

削除するすべてのワークフローを選択します。
（注）
複数の項目を選択する方法は、システム上の他のアプリケーションでの場合と同じです。たと
えば、Windows では、Ctrl キーを押しながら複数の項目を選択するか、Shift キーを押しながら
項目の範囲を選択します。

ステップ 4

タスクバーまたはアクション ドロップダウン リストから [すべて削除（Delete All）] を選択します。

ステップ 5

選択したワークフローのすべてのバージョンを削除する場合は、[ワークフローの削除（DeleteWorkflow(s)）]
ダイアログボックスで [すべてのバージョンを削除（Delete All Versions）] チェックボックスをオンにしま
す。オンにしなければ、デフォルト バージョンだけが削除されます。

ステップ 6

[削除（Delete）] ボタンをクリックします。
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Cisco UCS Director アーティファクトのエクスポートおよ
びインポート
Cisco UCS Director のワークフロー、カスタム タスク、スクリプト モジュール、およびアクティ
ビティをエクスポートおよびインポートできます。この機能は、たとえば次の場合に役立ちます。
• ワークフローやその他のエンティティを別の Cisco UCS Director インスタンスに移動または
コピーする
• エンティティをバックアップまたは保存する
• テンプレートを使用してワークフローを標準化する
アーティファクト ファイルのエクスポートおよびインポート
Cisco UCS Director アーティファクトは、単一のパッケージとして別の Cisco UCS Director にエク
スポートしたり、そこからインポートされます。インポートまたはエクスポートされるファイル
は、シリアライズされたオブジェクト表現が含まれる、.wfdx という拡張子付きの XML ファイ
ルです。このファイルには、以下の 1 つ以上のエンティティが含まれます。
• 1 つ以上のワークフロー
• 1 つ以上のカスタム タスク
• 1 つ以上のスクリプト モジュール
• 1 つ以上のアクティビティ
たとえば、1 つのカスタム タスクだけが含まれるファイルをインポートすることも、複数のワー
クフロー、1 つのスクリプト モジュール、およびいくつかのアクティビティが含まれるファイル
をインポートすることもできます。
テンプレートとしてのワークフローのエクスポートおよびインポート
ワークフローはテンプレートとしてエクスポートおよびインポートすることもできます。
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
レートを使用して新しいワークフローを作成する場合、ワークフローの入力にマッピングされた
タスク入力を変更することはできません。ただし、マッピングされていない入力は変更できます。

Cisco UCS Director リリース 6.0 オーケストレーション ガイド
9

ワークフローの管理
ワークフロー、カスタム タスク、スクリプト モジュール、およびアクティビティのエクスポート

ワークフロー、カスタム タスク、スクリプト モジュール、およびア
クティビティのエクスポート
Cisco UCS Director からアーティファクトをエクスポートするには、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

[オーケストレーション（Orchestration）] ペインで [ワークフロー（Workflows）] 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、[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 4

[ワークフローの選択（Select Workflows）] 画面で、エクスポートするワークフローを選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[カスタムタスクの選択（Select Custom Tasks）] 画面で、エクスポートするカスタム タスクを選択します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[エクスポート：スクリプトモジュールの選択（Export: Select Script Modules）] 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ます。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [エクスポート：アクティビティの選択（Export: Select Activities）] 画面で、エクスポートするアクティビ
ティを選択します。
ステップ 11 [エクスポート：確認（Export: Confirmation）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[エクスポート実行ユーザ
エクスポートを担当する人物の名前またはメモ。
（Exported By）] テキスト フィー
ルド
[コメント（Comments）] テキス このエクスポートに関するコメント。
ト エリア
[エクスポートされたファイルの ローカル システム上のファイルの名前。ベースのファイル名のみを入
名前（Exported File Name）] テキ 力します。ファイル タイプの拡張子（.wfdx）は自動的に付けられま
スト フィールド
す。

ステップ 12 [エクスポート（Export）] をクリックします。

ファイルを保存するよう求められます。
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ワークフローの管理
ワークフロー、カスタム タスク、スクリプト モジュール、およびアクティビティのインポート

ワークフロー、カスタム タスク、スクリプト モジュール、およびア
クティビティのインポート
Cisco UCS Director にアーティファクトをインポートするには、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

[オーケストレーション（Orchestration）] ペインで [ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。

ステップ 3

[インポート（Import）] アクションをクリックします。

ステップ 4

[インポート（Import）] ダイアログボックスで、[アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 5

[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログで、[コンピュータからファイルをクリックして選択
する（Click and select a file from your computer）] をクリックします。

ステップ 6

インポート ファイルを選択します。Cisco UCS Director のインポートおよびエクスポート ファイルには
.wfdx というファイル拡張子が付いています。
ファイルがアップロードされると、[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログに [ファイルが使
用できるようになりました（File ready for use）] と表示されます。

ステップ 7

[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログを閉じます。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。
[インポート（Import）] ダイアログに、アップロードされたファイルに含まれている Cisco UCS Director オ
ブジェクトのリストが表示されます。

ステップ 9

（任意）オブジェクトがワークフロー フォルダにすでに存在する名前と重複する場合のオブジェクトの処
理方法を指定します。[インポート（Import）] 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

[ワークフロー（Workflows）] ド 次のオプションの中から、同じ名前が付けられたワークフローの処理
ロップダウン リスト
方法を指定します。
• [置換（Replace）]：既存のワークフローをインポートされたワー
クフローに置き換えます。
• [両方保持（Keep Both）]：新しいバージョンとしてワークフロー
をインポートします。
• [省略（Skip）]：ワークフローをインポートしません。
[カスタム タスク（Custom
次のオプションの中から、同じ名前が付けられたカスタム タスクの処
Tasks）] ドロップダウン リスト 理方法を指定します。
• 置換（Replace）
• 両方保持（Keep Both）
• 省略（Skip）
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ワークフローの管理
ワークフロー テンプレート

名前

説明

[スクリプト モジュール（Script 次のオプションの中から、同じ名前が付けられたスクリプト モジュー
Modules）] ドロップダウン リス ルの処理方法を指定します。
ト
• 置換（Replace）
• 両方保持（Keep Both）
• 省略（Skip）
[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、同じ名前が付けられたアクティビティの処
理方法を指定します。
• 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 ワークフローをインポートするには、このチェックボックスをオンに
ポート（Import Workflows to
します。このチェックボックスをオンにせず、ワークフローの既存バー
Folder）] チェックボックス
ジョンがない場合、そのワークフローはインポートされません。
[フォルダの選択（Select Folder）] 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
ドロップダウン リスト
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）] フィールドが表示されます。
[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 10 [インポート（Import）] をクリックします。

ワークフロー テンプレート
ワークフローテンプレートは、ワークフローの概要のようなものです。ワークフローテンプレー
トには、ワークフローを構成するすべてのタスクのプレースホルダが含まれています。ただし、
テンプレートをワークフローとして実行することはできません。
大規模なワークフローや、カスタム タスクが含まれるワークフローの場合は尚更のこと、ワーク
フローを別の Cisco UCS Director インスタンスにインポートする際は、ワークフロー テンプレー
トが役立ちます。
ワークフロー テンプレートには次の要素が含まれています。
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ワークフローの管理
ワークフロー テンプレート

• タスク名。タスクの名前だけがエクスポートされます。タスクを実行するには、Cisco UCS
Director 環境にタスク自体が存在していなければなりません。
• ワークフローの構造（タスク間の接続）。
• 入力の名前。
次の要素はワークフロー テンプレートには含まれません。
• カスタム タスク。テンプレートではタスク名だけがエクスポートされるため、カスタム タ
スクを実行するには新しい Cisco UCS Director 環境にそれらのタスクをインポートする必要
があります。
• 管理入力の値。入力値によって参照される要素は新しい Cisco UCS Director 環境に存在して
いないはずなので、入力値を再定義する必要があります。

テンプレートとしてのワークフローのエクスポート
ワークフローをテンプレートとしてエクスポートできます。ワークフローをテンプレートとして
エクスポートするには、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

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 3

ワークフローを選択します。

ステップ 4

[テンプレートとしてエクスポート（Export As Template）] をクリックします。

ステップ 5

[テンプレートとしてエクスポート（Export As Template）] 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。

ステップ 6

名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

テンプレートの名前。

[説明（Description）] フィールド

テンプレートの説明。

[送信（Submit）] をクリックします。
システムにテンプレートを保存するように求められます。
（注）
テンプレートは、システムにより生成されるファイル名で保存されます。ユーザが割り当てた
テンプレート名は、Cisco UCS Director でのみ表示されます。
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ワークフローの管理
ワークフロー テンプレート

ワークフロー テンプレートのインポート
ワークフロー テンプレートをインポートするには、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

[ワークフロー テンプレート（Workflow Templates）] タブを選択します。

ステップ 3

[インポート（Import）] アクションをクリックします。

ステップ 4

[インポート（Import）] ダイアログボックスで、[アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 5

[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログで、[コンピュータからファイルをクリックして選択
する（Click and select a file from your computer）] をクリックします。

ステップ 6

テンプレート ファイルを選択します。Cisco UCS Director テンプレート ファイルには .wfdx というファイ
ル拡張子が付いています。
ファイルがアップロードされると、[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログに [ファイルが使
用できるようになりました（File ready for use）] と表示されます。

ステップ 7

[ファイルのアップロード（File Upload）] ダイアログを閉じます。

ステップ 8

[テンプレートのインポート（Import Template）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックし
ます。

テンプレートが [ワークフロー テンプレート（Workflow Templates）] ページに表示されます。

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（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 テンプレート（Workflow Templates）] タブを選択します。

ステップ 3

テンプレートを選択します。

ステップ 4

[ワークフローの作成（Create Workflow）] をクリックします。

ステップ 5

[概要（Overview）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[名前（Name）] テキスト フィー 作成するワークフローの名前。
ルド
[説明（Description）] テキスト
エリア

（任意）ワークフローの説明。
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ワークフロー テンプレート

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

クリックして [テンプレートからのワークフローの作成（Create Workflow from Template）] ウィザードの
残りのページを進めていきます。表示される編集可能なタスク固有の情報を変更できます。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

ワークフローは、[ワークフロー（Workflows）] のページの [ワークフロー テンプレート（Template
Workflows）] フォルダ内に作成されます。

次の作業
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でワークフローを開き、新しい環境で動作するよ
うに設定します。

事前に定義されたテンプレート
Cisco UCS Director は、以下の定義済みテンプレートと一緒にインストールされます。これらのテ
ンプレートは、ユーザがインポートした他のテンプレートと一緒に、[ポリシー（Policies）] > [オー
ケストレーション（Orchestration）] > [ワークフロー テンプレート（Workflow Templates）] タブで
選択可能になります。
名前

目的

説明

[カスタマー オ セキュアなマルチテナン このワークフローは以下の処理を行います。
ンボーディン シ設定でのカスタマー オ
• 仮想データセンター（vDC）の作成
グ（Customer ンボーディング
• 選択した VLAN ポリシーからの VLAN の生成
Onboarding）]
テンプレート
• 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
• フレキシブル ボリュームの作成
• コントローラ上の vFiler の作成および設定
• 選択されたホスト ノードのデータ ストアとし
てのストレージのマウント
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ワークフロー テンプレート

名前

目的

説明

[ESXi ホストの VMware（vCenter）アカウ このワークフローは以下の処理を行います。
導入（Deploy ントでの ESXi ホストとし
• サービス プロファイルの作成
ESXi Host）]
ての新規ブレードの導入
• サービス プロファイルと選択されたサーバの関
テンプレート
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 VMware（vCenter）アカウ このワークフローは以下の処理を行います。
ESXi ホストの ントでの ESXi ホストとし
• サービス プロファイルの作成
導入（Deploy ての新規ブレードの導入
• サービス プロファイルと選択されたサーバの関
ESXi Host with
ONTAP）] テ
連付け
ンプレート
• 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
[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）（Deploy
ESXi Host of
Local Storage
(without a Cisco
Nexus 1000v
Series
switch)）] テン
プレート

VMware（vCenter）アカウ このワークフローは以下の処理を行います。
ントでの ESXi ローカル
• サービス プロファイルの作成
ストレージ ホストとして
• サービス プロファイルと選択されたサーバの関
の新規ブレードの導入
連付け
（Cisco Nexus 1000v シ
リーズ スイッチは使用し
• Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチでの SAN
ません）
ゾーンの設定
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• 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
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ワークフローの管理
ワークフローのバージョン履歴

名前

目的

説明

[ストレージ コ
ントローラへ
の VLAN の接
続（Attach
VLAN to
Storage
Controller）] テ
ンプレート

新しい VLAN への NetApp このワークフローは以下の処理を行います。
ストレージ コントローラ
• 選択した VLAN ポリシーからの VLAN の生成
イーサネット ポートの接
• 選択したデバイスでの VLAN の作成
続
• VLAN インターフェイスの作成
• コントローラ上の vFiler の作成

ワークフローのバージョン履歴
Cisco UCS Director には、ワークフローのバージョンを管理するための一連の機能が用意されてい
ます。ワークフローのバージョン管理の概要については、ワークフローのバージョン管理を参照
してください。
以降のセクションで、ワークフローのバージョンを管理する方法について説明します。

ワークフローの新しいバージョンの作成
ワークフローの新しいバージョンを作成できます。古いバージョンを変更せずに、新しいバージョ
ンを変更できます。

はじめる前に
変更を加える必要がある既存のワークフローがあります。

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

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 3

複製するワークフローを選択します。

ステップ 4

[新しいバージョンの作成（Create New Version）] アクションをクリックします。

ステップ 5

[新しいバージョンの作成（Create New Version）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[バージョン ラベル（Version Label）] フィールド

バージョンのラベル。新しいワークフローのデフォ
ルトのラベルはゼロであるため、1 から始まる新し
いバージョン番号のラベルを設定することを検討し
てください。

[説明（Description）] フィールド

バージョンの説明。

Cisco UCS Director リリース 6.0 オーケストレーション ガイド
17

ワークフローの管理
ワークフローのデフォルト バージョンの選択

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] に新しいバージョンが開きます。

ステップ 7

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] で、ワークフローに対する変更を完了します。

ステップ 8

[閉じる（Close）] をクリックします。

[バージョン管理（Manage Versions）] 設定で [最新バージョンをデフォルトとして設定（Set latest
version as default）] が指定されている場合、新しいバージョンがデフォルトのバージョンになりま
す。[ワークフロー（Workflows）] ページの [バージョン（Version）] 列にワークフローの新しい
バージョンが表示されます。
[バージョン管理（Manage Versions）] 設定で [選択したバージョンをデフォルトとして設定（Set
selected version as default）] が指定されている場合、新しいバージョンが作成されても、デフォル
トのバージョンは変更されません。ワークフローのデフォルト バージョンの選択, （18 ページ）
を参照してください。

ワークフローのデフォルト バージョンの選択

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）] タブを選択します。

ステップ 3

ワークフローを右クリックし、[バージョンの管理（Manage Versions）] を選択します。

ステップ 4

[バージョンの管理（Manage Versions）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[最新バージョンの表
示（Show latest
version）] チェック
ボックス

作成された最新バージョンをワークフローのデフォルト バージョンにする場合
は、このチェックボックスをオンにします。ワークフローのデフォルト バージョ
ンは [ワークフロー（Workflows）] ページに表示されます。ワークフローの新し
いバージョンを作成すると、その新しいバージョンがデフォルトになります。
たとえば、ワークフローの最新バージョンが X.0 の場合、[ワークフロー
（Workflows）] ページの [バージョン ラベル（Version Label）] 列には X.0 と表
示されます。その後、X.1 バージョンを作成すると、[バージョン ラベル（Version
Label）] 列には X.1 と表示されます。
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名前

説明

[デフォルト バージョ
ンの設定（Set default
version）] チェック
ボックス

選択するバージョンをワークフローのデフォルト バージョンにする場合は、こ
のチェックボックスをオンにします。ワークフローのデフォルト バージョンは
[ワークフロー（Workflows）] ページに表示されます。ワークフローの新しいバー
ジョンを作成しても、選択したバージョンがデフォルトのままになります。
たとえば、ワークフローの最新バージョンが X.0 の場合、[ワークフロー
（Workflows）] ページの [バージョン ラベル（Version Label）] 列には X.0 と表
示されます。その後、X.1 バージョンを作成しても、[バージョン ラベル（Version
Label）] 列には引き続き X.0 と表示されます。

[バージョン
[デフォルト バージョンの設定（Set default version）] チェックボックスをオンに
（Version）] の値のリ した場合、リストからデフォルト バージョンにするバージョンを 1 つ選択しま
スト
す。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

複合タスクのバージョンの管理
複合タスクを更新すると、その複合タスクを使用するすべてのワークフローに含まれる既存のバー
ジョンが、複合タスクの新しいバージョンで置き換えられます。
ただし、同じワークフローの一部のバージョンを複合タスクにして、他のバージョンは複合タス
クにしないことも可能です。通常、ワークフローの動作は、ワークフローのデフォルト バージョ
ンで定義されますが、複合タスクの場合はそうではありません。
ワークフローのデフォルト バージョンが複合タスクでない場合、ワークフローが複合タスクとし
て呼び出されると、システムは複合タスクとして定義されている、ワークフローの最新バージョ
ンを使用します。このことは混乱を招きがちです。以下の例に、この動作を示します。

はじめる前に
1 CT という複合タスクを作成します。[ワークフロー（Workflow）] タブでは CT のバージョン
ラベルが 0 として表示されることに注意してください。CT のこのバージョンを CTv0 と呼びま
す。
2 WF と呼ばれるワークフローに複合タスクを含めます。
3 ワークフロー WF を検証します。検証はパスするはずです。

ステップ 1

CTv0 を通常の（複合タスクではない）ワークフローとして保存します。
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a) [ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] > [ワークフロー（Workflow）] に移
動します。
b) 複合タスク ワークフロー [CTv0] を選択します。
c) [ワークフローの編集（Edit Workflow）] をクリックします。
d) [複合タスクとして保存（Save as Compound Task）] チェックボックスをオフにします。
e) [ユーザ出力の編集（Edit User Outputs）] ページに移動するまでクリックし、このページで [送信
（Submit）] をクリックします。
ステップ 2

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] で WF を検証します。
a) [ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。
b) ワークフロー [WF] を選択します。
c) [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] をクリックします。
d) [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] ページで、[ワークフローの検証（Validate Workflow）]
をクリックします。
「タスク「複合追加ユーザ」は存在しません（The task "Compound add user" does not exist anymore）」 と
いうメッセージとともに検証が失敗します。

ステップ 3

新しいバージョンの CT を作成します（CTv1）。
a) [ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。
b) ワークフロー [CTv0] を選択します。
c) [新しいバージョンの作成（Create New Version）] をクリックします。
d) [新しいバージョンの作成（Create New Version）] ダイアログで、必要なフィールドに値を入力します。
• [バージョンラベル（Version Label）]：認識可能な何か、たとえば v1 など。
• [説明（Description）]：任意の説明。
e) [送信（Submit）] をクリックします。
f) [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] が表示されたら、[閉じる（Close）] をクリックします。
g) [編集（Edit）] をクリックします。
h) CTv1 に対し、[複合タスクとして保存（Save as Compound Task）] チェックボックスがオフになってい
ることを確認します。
i) [ワークフローの編集（Edit Workflow）] ページを閉じます。

ステップ 4

WF をステップ 2 に従って再度検証します。
「タスク「複合追加ユーザ」は存在しません（The task "Compound add user" does not exist anymore）」 と
いうメッセージとともに検証が失敗します。

ステップ 5

CTv1 を複合タスクにします。
a) [ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。
b) ワークフロー [CT] を選択します。
c) [ワークフローの編集（Edit Workflow）] をクリックします。
d) [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します。
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e) [ユーザ出力の編集（Edit User Outputs）] ページに移動するまでクリックし、このページで [送信
（Submit）] をクリックします。
ステップ 6

WF を再度検証します。
検証が成功します。

ステップ 7

CT のデフォルト バージョンを CTv0 に戻します。
a) [ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。
b) ワークフロー [CT] を選択します。
c) [バージョン管理（Manage Versions）] をクリックします。
d) [バージョン管理（Manage Versions）] ダイアログで、[最新バージョンをデフォルトとして設定（Set
Latest Version as Default）] をオフにします。
e) [選択したバージョンをデフォルトとして設定（Set Selected Version as Default）] をオンにします。
f) テーブルで、CTv0 をチェックします。
g) [送信（Submit）] をクリックします。
[ワーフフロー（Workflows）] タブの [バージョンラベル（Version Label）] が 0 になり、CTv0 が CT のデ
フォルト バージョンになっていることに注意してください。

ステップ 8

WF を再度検証します。
検証が成功します。CTv0 がデフォルトですが、WF が CTv1 を複合タスクとして使用していることに注意
してください。これは、複合タスクとして使用しているワークフローのバージョンが複数ある場合に混乱
を招く可能性があることに注意してください。

ワークフローの複製
ワークフローを複製することができます。複製されたワークフローは、元のワークフローとまっ
たく同じになります。新しいワークフローをすぐに編集できます。この方法は、たとえば元のワー
クフローに似ているものの、入力が異なる場合などに使用できます。新しいワークフローには、
異なるバージョン履歴が新しく作成されます。

はじめる前に
[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] に移動して、[ワークフロー
（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 1

複製するワークフローを選択します。

ステップ 2

[複製（Clone）] をクリックします。
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[ワークフローの複製（Clone Workflow）] ウィンドウが表示されます。
ステップ 3

ワークフローの詳細、入力、出力を編集します。ワークフローの作成を参照してください。ワークフロー
には新しい名前を入力する必要があります。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックして [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）] 画面に進みます。

ステップ 5

ワークフローのユーザ入力を編集します。

ワークフローの画像の保存
ワークフローのグラフィック イメージを作成できます。イメージをキャプチャするには、次の手
順に従います。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [組織（Organization）] を選択します。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 3

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（Workflow Designer）] をクリックします。

ステップ 5

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] で、[全画面表示（Full View）] アイコンをクリックしま
す。

ステップ 6

[イメージとしてエクスポート（Export as Image）] をクリックします。
画像ファイルを保存するよう求められます。

ステップ 7

（必要に応じて）ディレクトリを選択し、[保存（Save）] をクリックします。

ファイルは workflow_nnn.png という名前で保存されます。ここで、nnn は Cisco UCS Director
でのワークフロー ID 番号です。ワークフロー ID 番号は、[ワークフロー デザイナ（Workflow
Designer）] でワークフロー名の隣に表示されます。
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