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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 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。

ステップ 3 [タスクライブラリ（Task Library）]をクリックします。

ステップ 4 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）]をオンにします。

ステップ 5 [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。

2000を超える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。

（注）

ステップ 6 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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ワークフローデザイナ
[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]は、ワークフローを構築するためのグラフィカ
ルツールです。[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]で、ワークフローを構築する
タスクを追加して配置します。以下は、[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]の各部
の簡単な説明です。

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]を起動するには、次の手順を実行します。

1. [ワークフロー（Workflow）]レポートからワークフローを選択するか、または新しいワー
クフローを作成します。ワークフローの定義（4ページ）を参照してください。

2. [その他の操作（More Actions）]ドロップダウンリストから、[ワークフローデザイナ
（Workflow Designer）]を選択します。

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]画面で、次のコンポーネントを観察しま
す。

作業領域

グリッド線付きの広い領域は、ワークフローを構築するためにタスクを追加、配置、およ

び接続するための [作業領域（Work Area）]です。ズームの設定によっては、[作業領域
（Work Area）]には現在のワークフローの一部のみが表示されることがあります。

ワークフロータイトル

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]の上部には、ワークフローの名前と [ウィ
ンドウを閉じる（X）（Close Window (X)）]ボタンがあります。

アクションメニュー

[作業領域（Work Area）]の上部には、左から順に、[ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]でのワークフローの [編集（Edit）]、[新しいバージョンの作成（Create a New
Version）]、[検証（Validate）]、[実行（Execute）]、および [イメージとしてエクスポート
（Export as Image）]（ワークフロー図をグラフィックイメージファイルとしてエクスポー
ト）を行うためのボタンがあります。右側には、ワークフロー内のタスク数が表示されま

す。タスク数には、デフォルトの [開始（Start）]、[完了（成功）（Completed (Success)）]、
または [完了（失敗）（Completed (Failed)）]タスクは含まれません。条件付き制御フロー
タスク（[条件付きタスク（Conditional Task）]および [If Else]）、複合タスク、およびカ
スタムタスクも個別に発生します。

タスク数アイコンの上にカーソルを置くと、タスク名のリストが表示されます。ヒント

使用可能なタスク

[作業領域（Work Area）]の左側には、[使用可能なタスク（Available Tasks）]ディレクト
リがあります。このディレクトリ構造には、組み込みタスクとカスタムタスクの両方を含

む使用可能なすべてのオーケストレーションタスクが含まれています。名前付きタスクを

すばやく検索するには、[検索対象（Search for ...）]フィールドに入力します。使用可能な
タスクが、入力した検索テキストを含むタスクに絞り込まれます。
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ワークフローにタスクを追加するには、タスクを [使用可能なタスク（Available Tasks）]
ディレクトリから [作業領域（Work Area）]にドラッグアンドドロップします。
最後に選択したタスクのドキュメントが、[使用可能なタスク（Available Tasks）]領域の
下部に表示されます。選択したタスクをブラウザの [タスクライブラリ（Task Library）]
に持ってくるには、ドキュメントの最後にある [詳細情報 ...（Read More …）]をクリック
します。タスクライブラリの表示（1ページ）を参照してください。

ビューコントロール

[作業領域（Work Area）]の右上隅には、ビューコントロールがあります。ビューコント
ロールは、上から下へと次のようになっています。

自動レイアウト

クリックすると、[作業領域（Work Area）]内のタスクが一貫した間隔と位置合わせ
によって垂直スタックに自動的に配置されます。

コンパクトビューモード

クリックすると、タスクの高さ（1行または 2行）が切り替わり、同時に [自動レイ
アウト（Auto Layout）]が有効になります。

Fit to Window
クリックすると、[作業領域（Work Area）]に収まるようにワークフロー図全体のサ
イズが変更されます。ワークフローのサイズに応じて、図が拡大/縮小されます。

Zoom
ズームコントロールを使用して、表示されているワークフローのサイズを変更しま

す。

• [+]拡大

• [-]縮小

ナビゲータの表示/非表示
クリックすると、[ナビゲータ（Navigator）]ビューのオンとオフが切り替わります。
[ナビゲータ（Navigator）]は、[作業領域（WorkArea）]の右下隅にあるワークフロー
全体のマップです。[ナビゲータ（Navigator）]には、[作業領域（Work Area）]に表
示されているワークフローの部分が青い枠で囲まれて表示されます。ワークフロー全

体をパンして、ワークフローのさまざまな部分を表示されている [作業領域（Work
Area）]に移動できます。テキストが読みやすいスケールで大きなワークフローを調
べるには、[ナビゲータ（Navigator）]を使用します。

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。

ワークフローの作成
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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（WorkflowDesigner）]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 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。

ステップ 3 [Add ]（+）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。

説明名前

ワークフロー名。

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

（注）

ワークフロー名

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。

Version

ワークフローの説明。（任意）説明

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。

ワークフローコンテキスト（Workflow Context）

ワークフローの作成
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説明名前

このバージョンのワークフローを複合タスクとして

保存するには、[複合タスクとして保存（Save as
CompoundTask）]をオンにします。複合タスクの作
成を参照してください。

複合タスクとして保存（Save as Compound Task）

[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）]
は、[複合タスクとして保存（Save as Compound
Task）]をオンにした場合に表示されます。

すべてのタスク出力を複合タスクの出力として公開

するには、[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）]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。

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）

CiscoUCSDirectorが初期化されたときに起動シーケ
ンスの一部としてワークフローを実行するには、[シ
ステム初期化中に常に実行します（Always execute
during System initialization）]をオンにします。

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。

（注）

システム初期化中に常に実行します（Alwaysexecute
during System initialization）

ワークフローを格納する新しいフォルダを作成しま

す。[新しいフォルダに配置（Place in New Folder）]
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。

新しいフォルダに配置（Place in New Folder）

ワークフローを格納するフォルダ。[Select Folder]

ワークフローの作成
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説明名前

ワークフローを呼び出したユーザのに結果のステー

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（Completed status）]

•実行失敗ステータス（Failed execution status）

• [実行キャンセルステータス（Completed
status）]

電子メールポリシーを使用する場合は、[開始ユー
ザに実行のステータスを通知する（Notify status of
execution to initiating user）]をオフのままにします。

開始ユーザに実行のステータスを通知する（Notify
status of execution to initiating user）

Eメール受信者を個別に指定する代わりに、オーケ
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（OrchestrationPolicy）]
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。

Eメールポリシー（Email policy）

次のタスク

[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。

ワークフローの作成
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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。

始める前に

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。Activities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）]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) 同じワークフローの以前実行したサービス要求（SR）からの入力を、ユーザがコピーすることを許可
するには、[以前のSRから入力をロードする]のボックスをオンにします。ワークフローの実行を参照
してください。デフォルトでは SR入力のロードができるようになります。

b) [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）]画面で、[追加（+）（Add (+)）]をクリックしま
す。

c) [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。

説明名前

入力パラメータの名前またはラベル。入力ラベル（Input Label）

入力パラメータの説明。入力の説明（Input Description）

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。

任意

ワークフローの作成
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説明名前

クリックして、入力パラメータのデータ型を選択し

ます。

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。

（注）

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。

（注）

入力タイプ

データ型を選択した後に表示されます。[検証
（Validate）]をクリックして続行します。

Validate

このオプションの効果は、入力タイプによって異な

ります。

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。

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。

（注）

マルチライン/複数の値の入力
（Multiline/Multiple Value Input）

このリストは、[マルチライン入力（Multiline Input）]
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。

入力フィールドのサイズ（Input Field Size）

ワークフローの作成
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説明名前

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）]：入力にデフォルト
値を取り込む場合はオンにします。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（22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

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。

値の制限（Value Restrictions）

[管理者の入力値（Admin Input）]をオンにした場合
に使用できます。[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。

管理者の入力値（Admin Input）

[管理者の入力値（Admin Input）]をオンにした場合
に使用できます。ユーザが実行時に管理者の入力値

を置き換えることができるようにする場合は、[管理
者の入力値をオーバーライド（Override Admin Input
Value）]をオンにします。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。

管理者の入力値をオーバーライド（Override
Admin Input Value）

[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]をオンにし
た場合に使用できます。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

（22ページ）を参照してください。

入力フィルタの基準（Input Filter Criteria）

[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]をオンにし
た場合に使用できます。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。

管理者の入力値（Admin Input Value）

ワークフローの作成
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説明名前

[管理入力リスト（Admin Input List）]をオンにした
場合に使用できます。[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。

Select

d) 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 [Next]をクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー入力処理ルールの定義]ページで、ユーザへの入力の表示を制御する入力ルールを使用する
かどうかを決定します。

•ワークフロー入力ルールを使用しない場合は、[入力ルールの有効化]がオフになっていることを確認
します。ワークフローを実行すると、すべてのユーザ入力はすべて表示されます。

•入力ルールを定義するには、[ワークフロー入力ルール]表にルールを追加します。[入力ルールの有効
化]のボックスがオンになっている場合のみ、ランタイムで適用される入力ルール。入力規則の追加
（13ページ）を参照してください。

ステップ 4 [Next]をクリックします。

ステップ 5 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 Outputs）]画面で、[追加（+）（Add (+)）]をクリックし
ます。

b) [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。

説明名前

出力パラメータの名前またはラベル。出力ラベル（Output Label）

出力パラメータの説明。出力の説明（Output Description）

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。

任意

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。

タイプ

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 6 [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。

ワークフローの作成
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次のタスク

[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]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（24ページ）を参照してください。

動的ワークフローの入力

入力の表示が以前の入力で選択した値に依存している場合、ワークフロー入力フォームを作成

できます。この機能は「動的入力」または「動的フォーム」と呼ばれます。時折、ユーザエク

スペリエンス（UX）用語では「プログレッシブ開示」と呼ばれます。

デフォルトでは、ワークフローが実行されるときワークフローのすべての入力が表示されま

す。ワークフローの動的入力といくつかの潜在的な非表示入力を有効にするには、明示的に動

的入力をオンにし、そのワークフローの入力のルールを作成する必要があります。

動的入力はワークフロー入力処理ルール、または単に入力ルールで制御されています。ワーク

フローを作成する場合、入力ルールを定義します。入力規則の追加（13ページ）を参照して
ください。1つの入力や、1つのワークフローにいくつでも入力ルールを作成できます。

ユーザがサービス要求としてワークフローを送信するとき、入力ルールはユーザに求める入力

を決定します。動的入力ルールは、ワークフローの入力と同じ順序で処理されます。

入力が選択されると、ダイナミック入力に効果はありません。サービス要求が送信されると

き、「静的」入力フォームからユーザまたは管理者により入力が行われた場合と同じように実

行されます。

動的入力ルールのロジックは、「if-then」構造の本質です。
If Field select input Is operation select value Then Show target inputs

構造のコンポーネントは次のとおりです。

入力の選択

選択可能な入力タイプ。選択可能な入力タイプには、表形式レポート列、値のリスト

（Lov）、および Boolean入力のリストが含まれます。選択可能な入力タイプには、一般
的なテキスト、日付、日次など自由形式の入力タイプは含みません。入力は、ユーザ（管

理者ではない）入力である必要があります。入力ルールロジックとともに、この入力の

ユーザ選択値は、どの連続入力が表示されるか制御します。

動作

入力を選択と値を選択を比較し、If条件の Boolean値を入手するために使用される動
作。すべてのストリング一致動作は大文字です。

6個の実行可能な動作があります。

ANY
入力が nullでない限り、選択入力値に trueを返します。

CONTAINS
選択値が選択入力のサブストリングの場合 trueを返します。

DOES-NOT-CONTAIN
選択入力が選択入力のサブストリングではない場合 trueを返します。

EQUAL-TO
選択値が選択入力とまったく一致する場合 trueを返します。

ワークフローの作成
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NOT-EQUAL-TO
選択値が選択入力と正確に一致しない場合 trueを返します。

正規表現

選択値は有効な正規表現である必要があります。選択入力が正規表現と一致する場合

にルールにより trueを返します。
正規表現は、Java正規表現構文に準拠する必要があります。正規表現が無効の場合、
ルールを保存しようとするとエラーメッセージが表示されます。

選択値

値は演算子と選択入力を使用して比較され、IF条件の結果を決定します。選択値はテ

キスト文字列です。（選択(値は変数を含むことができます。以下を参照してください。）
演算子が 正規表現 の場合尾、文字列が有効な Javaスタイル正規表現を表す必要があり
ます。

選択値には、平文と変数を任意に組み合わせて含めることができます。変数は、${}表記
で参照されます。オーケストレーショングローバル変数を参照してください。

変数は、ルールの適用時に使用できる必要があります。したがって、例としてフォームの

以前の入力を使用できます。

ターゲット入力

IF条件が trueを評価するとき、表示される入力のリスト。ターゲット入力 は、入力タイ
プのワークフローに定義された入力のいずれかになります。

IF条件が falseを評価するとき、ターゲット入力は表示されません。
ターゲット入力はオプションまたは必須入力にできます。入力ルールのため必須のター

ゲット入力が表示されない場合、値は空の文字列に設定されます。

必須のターゲットの入力を表示するルールが失敗すると、必須の入力が空の文字列に設定

されます。入力が期待どおりに動作することを確認するのは、ルール作成者次第です。

（注）

選択入力 は、ターゲット入力の前にワークフロー入力フォームに表示される必要があり

ます。

たとえば、次のロジックを使用して、2つの IPアドレス入力が静的に定義されている場合のみ
表示されることを要求できます。

If Field NAT Type Is Equals Static Then Show Real IP Address, Masked IP Address

ワークフローの作成中、入力ルールが入力ルールの追加 ページで定義されます。入力規則の

追加（13ページ）を参照してください。

入力ルールの追加ページの入力ルールの順序は重要です。同じ入力に複数のルールがある場

合、ルールは入力ルールの追加ページに表示される順番で評価されます。評価される最後の

ルールは、実行中に表示さええる、または表示されない入力を制御します。この動作の例につ

いては、例:高度な入力処理ルールの組み合わせ（19ページ）を参照してください。

（注）

ワークフローの作成

12

ワークフローの作成

動的ワークフローの入力

cisco-ucs-director-orchestration-66_chapter8.pdf#nameddest=unique_55


入力規則の追加

以前の入力に選択された値に基づき、ユーザ入力フォームのワークフロー入力を表示（または

間接的、非表示）にできます。[ワークフローの入力処理規則]を定義するか、または単に [ルー
ルの入力]として実行します。動的ワークフローの入力（11ページ）を参照してください。
入力規則を作成するには、次の手順を実行します。

始める前に

ワークフローの作成（3ページ）の説明に従い新しいワークフローの作成を開始します。
[ユーザ入力の追加]ページで、少なくとも 2つのユーザ入力を作成します。入力のいずれか 1
つ、[入力の選択 ]は、値のリスト（LOV）や表形式のレポート列など、選択可能な入力タイプ
である必要があります。その他 1つ以上の入力、[ターゲット入力]はオプションであり、入力
の選択に選択された規則と値に基づき、ワークフロー実行の際に表示または非表示にされま

す。ターゲット入力のいずれかが表示または非表示にされる前に、入力の選択が表示される必

要があります。

ユーザ入力が定義されると、[ワークフローの追加]ウィンドウの [入力規則の追加]ページに進
みます。

ステップ 1 [入力規則の追加]ページで、[入力規則の有効化]を選択します。

ステップ 2 [+]をクリックして [入力フィールドの規則]リストを展開します。

ステップ 3 [+]をクリックして新しい規則を追加します。

ステップ 4 [入力フィールドの規則にエントリを追加する]ページで、次のフィールドに値を入力します。

Rule Name
このルール設定を説明する名前を付けます。

Ifフィールド
規則が依存する入力を選択します。選択可能な入力のみ利用可能です（値のリスト（LOV）、表形式レポー
ト列、ブール値）。

カラム

選択された [IFフィールド]値が表形式レポートの場合、入力の選択として使用するには、その列のいずれ
かを選択します。

選択したすべての行と一致しますか?
入力の選択が表の場合利用可能です。表の列の値は固有である必要はないため、2つ以上の列の値は同じ
になる場合があります。このオプションをチェックすると、選択したすべての行全体で選択した列への操

作が正しい場合にのみ、trueと評価するルールが発生します。デフォルト（オフ）は、1行と一致するだけ
でルールが正しいとなります。
Is
比較演算子またはルールを定義する関係を選択します。[Ifフィールド ]（LOV）または [列 ]（表形式の入
力）により [値]とのこの関係が生じる場合、ルールがトリガされます。動的ワークフローの入力（11ペー
ジ）を参照してください。

値

[Ifフィールド ]または [列 ].と比較して値を入力します。[値]には、テキストと変数を任意の組み合わせで
含めることができます。[値]に表示される未定義の値が選択時に置換されず、規則が失敗する可能性があ
ります。オーケストレーショングローバル変数を参照してください。
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この規則が満たされるとき、ユーザに表示される入力フィールドを選択します。

規則が正しいと評価されたときに表示される 1つまたは複数の入力を選択します。

ステップ 5 設定に問題なければ、[提出]をクリックします。

ステップ 6 これらの手順を繰り返して、別の入力規則を作成します。ワークフローでいくつでも入力ルールを作成で
きます。

次のタスク

[次へ]をクリックして、[ユーザ出力の追加 ]ページに進み、ワークフロー定義を完了します。
ワークフローの定義（4ページ）を参照してください。

例:基本ワークフロー入力処理ルールの使用

この例では、ワークフローの実行中にユーザ入力の表示をコントロールする、ワークフロー処

理ルールについて扱います。これには、以下のワークフロールール機能が含まれます。

•選択基準としてリストの入力を使用する

•選択基準で簡単な正規表現を使用する

この例では、ファイアウォールに NAT設定を入力すると仮定しています。リストから最初に
NATタイプを選択します。NATタイプに応じて（静的、ソース、または宛先）、さまざまな
必須 IPアドレスの入力を表示します。

始める前に

ワークフローを作成する方法を知ることができます。

ステップ 1 入力ルールを含む最初の例のワークフローを開きます。次の手順を実行します。

a) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) 「Examples」フォルダを開きます。
d) [例 1：ワークフロールール -ファイアウォール設定]ワークフロー。
e) [編集]アクションをクリックしてワークフローを編集します。
f) [次へ（Next）]をクリックして [ユーザワークフロー入力（User Workflow Inputs）]ページに進みま
す。

最初の入力が [NAT タイプの選択]であり、その後いくつかの IPアドレスの入力が続くことに注意してく
ださい。ワークフロー入力ルールは、どのような NATタイプが選択されているかに基づいて、別の IP入
力を表示します。

ステップ 2 [次へ（Next）]をクリックして [ユーザ入力マッピング（Workflow Input Rules）]ページに進みます。
3つの入力ルールが、同じ選択入力にすべて依存していることに注意してください。

ワークフローの作成
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1. [NAT-選択-ルール-静的]は、NATタイプ静的が選択さている場合、リアルとマスク IPを表示します。
管理入力値は、[静的]が選択されているときに表示される 2つの IPに割り当てられています。これら
の値は、ユーザがサービス要求を提出することで上書きできます。

[NAT-選択-ルール-宛先]は、正規表現を使用して外部 IPを表示し、[宛先]で始まる NATタイプに一
致させます。

2. [NAT-選択-ルール-ソース]は、選択された NATタイプに [ソース]が含まれる場合、[内部 IP]を表示
します。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]をクリックして [ワークフロー（Workflows）]ページに戻ります。

ステップ 4 ルールの動作方法を実証してみましょう。

a) [例 1：ワークフロールール -ファイアウォール設定]ワークフローを再度表示します。

[ワークフローの編集]ページを閉じた後もワークフローは選択されたままになります。ヒント

b) [今すぐ実行（Execute Now）] アクションを選択します。
c) [ワークフローの実行]ページで、[NATタイプの選択]ドロップダウンメニューから、NATタイプのそ
れぞれを選択します。

IP入力フィールドがルールに定義されているようにへんこぅされることに注意してください。入力は、選
択した値を変更するたびすぐに変更されます。これは、注意すべき重要な動作です。

ステップ 5 [キャンセル]をクリックして、サービス要求を実際に提出することなく終了したり、[提出[をクリックし
てサービス要求を提出します。（例のサービス要求はありませんが 10秒待機すると終了します。）

次のタスク

ワークフロールールの詳細については、例:カスケードワークフロー入力処理ルールの使用
（15ページ）を参照してください。

例:カスケードワークフロー入力処理ルールの使用

この例では、ユーザ入力の表示をコントロールする、ワークフロー処理ルールについて扱いま

す。これには以下の機能があります。

•選択基準としてブール入力を使用します。

•カスケードワークフローの入力ルール

•選択基準として使用される上書き可能な管理入力

•リストと式を使用して管理入力値をフィルタリングする

この例では、ユーザが地域に固有のワークフローを選択するかどうかを選ぶことを有効にしま

す。ユーザは最初に必ずワークフローを選択するかどうかを選びます。その場合、地域を選択

します。
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地域の選択により、選択ワークフローの入力が公開されます。これは、カスケード入力の簡単

な例です。どのワークフローを表示するか制御することは、選択ワークフロー入力で管理入力

フィルタにより制御されていることに注意してください。

始める前に

前の入力処理ルールの例をよく理解しておいてください例:基本ワークフロー入力処理ルール
の使用（14ページ）を参照してください。

ステップ 1 入力規則を含む 2番目のワークフローを開きます。次の手順を実行します。

a) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) 「Examples」フォルダを開きます。
d) 例 2 -ワークフロールール -地域ワークフローの選択ワークフローを選択します。
e) [編集アクションをクリックしてワークフローを編集します。
f) [次へ（Next）]をクリックして [ユーザワークフロー入力（User Workflow Inputs）]ページに進みま
す。

最初の入力は、Booleanユーザ入力、[ワークフローの表示]、その後に 2つのリストの入力、[地域の選
択]と [ワークフローの選択]です。

ステップ 2 [次へ]をクリックして [ワークフロー入力ルール]ページに進みます。

[ワークフロー Y-N]および [地域の選択] 2つの入力規則があることに注意してください。

最初のルールの [ワークフローY-N]は、入力 [地域の選択]を表示します（Boolean値は true、つまりボッ
クスがオンになっているということ）。

2番目のルールの [領域の選択]は、[ワークフローの選択]入力を表示します。（選択された地域が「地域
なし」ではない場合）次の点に注意してください。

• [地域の選択]入力が最初に示されていません。これは、[ワークフローの表示]入力のデフォルト（管
理者）値が false （ボックスがオフになっている）であるためです。

•この例の入力の可視性カスケード: [ワークフローY-N]ルールは [地域の選択]を公開します。これは、
[領域を選択]ルールにより使用され、[ワークフローの選択]を公開します。入力数は、次のように徐々
に公開できます。入力ルールの一貫はワークフロー作成者次第です。

ワークフローの選択入力の管理入力フィルターは、変数として[地域の選択]の値を使用して選択した
地域の例のワークフローの選択を制限していることに注意してください。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]をクリックして [ワークフロー（Workflows）]ページに戻ります。

ステップ 4 ルールの動作方法を実証してみましょう。

a) 再度、例 2 -ワークフロールール -地域ワークフローの選択ワークフローを選択します。
b) [今すぐ実行]アクションを選択します。
c) [ワークフローの実行]ページで、[ワークフローを表示しますか?]をオンにします。

[地域の選択]入力が表示されます。
d) [地域の選択]リストから地域の 1つを選択します。
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[ワークフローの選択]入力が表示されます。
e) [ワークフローの選択]をクリックします。利用可能なワークフローは、選択した地域すべてに特有で
あることに注意してください。

ステップ 5 [キャンセル]をクリックし、実際にサービス要求を送信することなく閉じます。

次のタスク

ワークフローの入力ルールの高度な機能についての詳細は、例:さらに高度な入力処理ルール
（17ページ）を参照してください。

例:さらに高度な入力処理ルール

この例では、ユーザ入力の表示をコントロールする、ワークフロー処理ルールについて扱いま

す。これには以下の機能があります。

•選択基準としてテーブル入力を使用します。

•ルールロジックをトリガーするには、選択基準のうち、選択されたすべての値がマッチす
る必要があります（複数選択は表形式入力だけでのみ可能です）。

この例では、セットアップしたワークフローは、承認者に対し定期的に電子メールで「小言を

言い」、応答を待つものとします。選択したワークフローに応じて、カウント数（電子メール

の最大数）または時間の長さ（あきらめるまでの合計時間）を設定できるものの、両方は設定

できないものとします。

すべてのワークフローは、ID、名前、説明、その他が含まれている表形式入力の型で管理され
ます。テーブルを選択基準として使用する場合には、比較の基準とする列を選択する必要があ

ります。この例では、[名前（Name）]を使用します。

また、テーブルを使用する場合には、複数の行を選択できます（選択した列は、行の間で一意

ではない可能性があるからです）。ルールはすべての行にマッチすることを要求するか、それ

ともどの行であってもルールが応答するかを指定します。この例では、カウント数と時間の長

さのワークフローの両方が選択された場合には、カウント数を指定するものとします。そのた

め、[時間（Duration）]ではすべての行とマッチすることを求めるものの、[カウント（Count）]
では同様の制限は課さないものとします。。

始める前に

前の入力処理ルールの例をよく理解しておいてください。例:基本ワークフロー入力処理ルー
ルの使用（14ページ）および例:カスケードワークフロー入力処理ルールの使用（15ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 1 入力規則を含む 3番目のワークフローを開きます。次の手順を実行します。

a) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) 「Examples」フォルダを開きます。
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d) 「Input Rules 3 - Workflow Rules - Notification Timeouts」ワークフローを選択します。
e) [編集（Edit）]アクションをクリックしてワークフローを編集します。
f) [次へ（Next）]をクリックして [ユーザワークフロー入力（User Workflow Inputs）]ページに進みま
す。

最初の入力「Select Workflow」は、表形式入力であることに注意してください。2番目の入力「Count」
は、タイプ「resendMailCount」の数値入力で、最後の入力「Duration」は、タイプ「timeDuration」
のリスト入力です。

ステップ 2 [次へ（Next）]をクリックして [ユーザ入力マッピング（Workflow Input Rules）]ページに進みます。

2つの入力ルールがあることに注意してください。これらのルールは、「Select Workflow」入力値の名前
に応じて、異なる入力を受け取るようにデザインされています。

ワークフローのカウント数の選択

[カウント数（Count）]フィールドは、1つ以上の [ワークフロー選択（SelectWorkflow）]値に「Count」
が含まれている場合に提示されます。

[すべての行が一致（Match All Rows）]が [いいえ（No）]に設定されているので、1つの行でマッチすれ
ばルールがトリガーされることに注意してください。

ワークフローの時間の選択

このルールでは、[すべての行が一致（Match All Rows）]が [はい（Yes）]に設定されていることに注意
してください。これにより、[時間（Duration）]のフィールドは、すべての [ワークフロー選択（Select
Workflow）]値に「Duration」が含まれている場合にのみ提示されます。

また、ワークフローセレクタはテーブルベースの入力であるため、ルールはどの列に基づいてマッチング

を行うか指定される必要があることについても注意してください。入力の一部だけが役立ちますが、テー

ブルのどの列でも使用できます。 [ワークフロー選択（Select Workflow）]テーブルで選択できるのは、名
前、説明、フォルダ、バージョン、および ID です。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]をクリックして [ワークフロー（Workflows）]ページに戻ります。

ステップ 4 ルールの動作方法を実証してみましょう。

a) 「Input Rules 3 - Workflow Rules - Notification Timeouts」ルールをもう一度選択します。
b) [今すぐ実行（Execute Now）] アクションを選択します。
c) [ワークフローの実行（Executing Workflow）]ページで [選択（Select）]をクリックして、ワークフ
ロー選択テーブルを開きます。

d) 2つの [ワークフロー（Workflow）]を選択します。一方のワークフローは「By Count」で終わる名前
のものにします。[Select]をクリックします。

検索のアイコン（虫めがね）をクリックし、[検索（Search）]フィールドに「Example」と入
力して、検索結果をワークフロー例に絞り込みます。

ヒント

[カウント（Count）] 入力が、[ワークフローの選択（Select Workflow）]ボタン（[ワークフローの実
行（Executing Workflow）]ページ）の後に表示されます。

e) 以前の選択内容をオフにします。今度は両方の [ワークフロー（Workflow）]例の名前が「Duration」で
終わるものとなるようにします。

[長さ（Duration）]入力が表示されます。
f) 以前の選択内容をオフにします。1つの [ワークフロー（Workflow）]例が、名前の末尾に「時間」と
「カウント」のどちらも含まれていないものとなるように選択します。
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[長さ（Duration）]入力は表示されなくなります。選択したもう一方のワークフローが [カウント
（Count）]の例では、[カウント（Count）]入力が表示されます。

ステップ 5 [キャンセル（Cancel）] をクリックして、実際のサービスリクエストは行わずに終了します。

例:高度な入力処理ルールの組み合わせ

この例では、ユーザ入力の表示をコントロールする、ワークフロー処理ルールについて扱いま

す。これには以下の機能があります。

•入力ルールで入力変数を使用する

•入力ルールでグローバル変数を使用する

•ワークフローの入力ルールを使用して複雑なカスケード入力を開発する

•同じ入力に 2つ以上のルールを作成する

この例では、地域全体のレポートを生成する特定の地域で通常使用されるそれぞれのワークフ

ローのコレクションがあると仮定します。さらに、デフォルト地域を指定するグローバル変数

を設定することができます。その地域で、レポートがスケジュールされ、ユーザはワークフ

ローのレポートを手動で実行する必要は通常ありません。

必要以上に大規模なレポートワークフローを実行しません。デフォルトの地域に対してレポー

トを実行するか、設計されたものから異なる地域に対して実行することは普通ですが、許可し

ないでください。このワークフローは、これらの条件のいずれかをユーザに警告し、ユーザの

確認応答を得るためにチェックボックスを使用します。これらの場合、チェックボックス入力

を廃棄できます（ユーザがアクションを確認する場合常に「はい」）

この例のワークフローでは、入力経由でいくつかの実行パスを作成するには、いくつかのルー

ルがあります。

始める前に

前の入力処理ルールの例をよく理解しておいてください。例:基本ワークフロー入力処理ルー
ルの使用（14ページ）、例:カスケードワークフロー入力処理ルールの使用（15ページ）を
参照してください。

ステップ 1 入力ルールを含む 3番目のワークフローを開きます。次の手順を実行します。

a) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) 「Examples」フォルダを開きます。
d) [入力ルール 4 -ワークフロールール -ワークフロー(InputRules 4 -WorkflowRules - RegionalWorkflows)]
ワークフローを選択します。

e) [編集(Edit)]アクションをクリックしてワークフローを編集します。
f) [次へ（Next）]をクリックして [ユーザワークフロー入力（User Workflow Inputs）]ページに進みま
す。
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入力を確認します。

地域の選択

この例のすべてのルールは、この入力に直接または間接的に依存します。

デフォルト地域が選択されました。Continue?
[地域(Region)]が[例のデフォルト地域(Example Default Region)]と呼ばれるグローバル変数に一致する場合
に表示されます。

この例についてユーザ定義のグローバル変数として、グローバル変数例のデフォルト地域Example
Default Region)を作成する必要があります。最初に Cisco UCS Directorをインストールするときに
閉じません。

（注）

ワークフローの選択

この入力では、選択するワークフローの表が表示されます。

地域が違います。Continue?
1つ以上の選択したワークフローが選択されたもの以外の地域の場合、この入力が表示されます。
ワークフローの実行

これは最終的なワークフローの実行を確認します。以下の場合、ここにのみ到着します。

•選択したワークフローは地域に一致し、地域はデフォルトではありません。または：

• 1つ以上の選択した地域が地域に一致しませんが、ユーザが [地域が異なります(Regions are different)]
チェックボックスをオンにしました。[続行しますか？]または：

• 1つ以上の選択したワークフローがデフォルトの地域に一致しませんが、ユーザが [デフォルト地域を
選択済み(Default Region selected)]チェックボックスをオンにしました。[続行しますか？]

ワークフローの入力ルールでは、[ワークフローの実行(ExecuteWorkflow)]ページの [ワークフロー
の実行(Submit)]ボタンの可用性を制御できません。入力がワークフローの実行を制御するために
使用されている状況で、チェックボックスの入力値が no（チェックしない）の場合、実行を停
止するためにワークフローにはロジックを含む必要があります。

（注）

ステップ 2 [次へ(Next)]をクリックして、[ユーザ入力マッピング(Workflow Input Rules)]ページに移動します。

6つの入力ルールがあることに注意してください。

その他の地域選択

このルールは、選択した地域が正確に AMER、EMEA、APACのいずれかに一致する場合、[ワークフローの
選択(SelectWorkflow)]入力を表示します。一致を実行するために正規表現が使用されることに注意してく
ださい。

デフォルトの地域選択

このルールは、選択されたデフォルト地域(Default Region Selected)を表示します。選択した地域がグロー
バル変数例のデフォルト地域(Example Default Region)と同じの場合、続行しますか?(Continue?)チェック
ボックスが表示されます。ルールでは、グローバル変数が何も含まない場合や、定義されていない場合、

チェックボックスは公開されません。

WF同じ領域を選択
このルールは、すべての選択したワークフローが選択した地域になっている場合、最終 [ワークフローの実
行(Execute Workflows)]チェックボックスが表示されます。
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WF異なる地域が選択済み
このルールは、地域が異なる(Regionsaredifferent)場合に表示されます。選択したワークフローの1つ以上
が [地域(Region)]入力で選択されたもの以外の地域の場合、[続行しますか？(Continue?)]チェックボックス
が表示されます。

異なる領域の確認

このルールは、地域が異なる(Regions are different)]場合、[ワークフローの実行(ExecuteWorkflows)]チェッ
クボックスを表示します。[続行しますか？(Continue?)]がオンになっています。
デフォルト地域の確認

このルールは、デフォルト地域が選択済み(Default Region selected)の場合、[ワークフローの実行(Execute
Workflows)]チェックボックスを表示します。[続行しますか？]がオンになっています。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]をクリックして [ワークフロー（Workflows）]ページに戻ります。

ステップ 4 ルールの動作方法を実証してみましょう。

a) もう一度、[入力ルール 4 -ワークフロールール -地域ワークフロー(Input Rules 4 - Workflow Rules -
Regional Workflows)]ルールを選択します。

b) [今すぐ実行（Execute Now）] アクションを選択します。
c) [ワークフローの実行(ExecutingWorkflow)]ページで、[地域の選択(Select Region)]リスト入力で地域

を選択します。

[ワークフローの選択(SelectWorkflow)]チェックボックスが表示されます。（以前に選択された地域
の名前に例のデフォルト地域(Example Default Region)グローバル変数を定義している限り）。

d) [キャンセル(Cancel)]をクリックして、ワークフローの実行を終了します。
e) 値APACを持つ汎用テキスト文字列に例のデフォルト地域(Example Default Region)という名前のユー

ザ定義済みグローバル変数を定義します。グローバル変数の作成を参照してください。

f) [入力ルール 4 -ワークフロールール -地域ワークフロー(Input Rules 4 - Workflow Rules - Regional
Workflows)]ルールを選択します。

g) [今すぐ実行（Execute Now）] アクションを選択します。
h) [ワークフローの実行(ExecutingWorkflow)]ページで、[地域の選択(SelectRegion)]リスト入力のAPAC

を選択します。

選択されたデフォルト地域(DefaultRegion selected)。[続行しますか？()Continue?]チェックボックス
が表示されます。

i) [選択されたデフォルト地域(Default Region selected)]をオンにします。[続行しますか？()Continue?]
チェックボックス

[ワークフローの選択(Select Workflow)]入力が表示されます。
j) 1つまたは複数のワークフローを選択します。少なくとも 1つ以上のワークフローで「APAC」が含

まれていないことを確認します。

[地域が違います(Regions are different)][続行しますか？]チェックボックスが表示されます。
k) [地域が違います(Regions are different)]をオンにします。[続行しますか？]チェックボックス

[ワークフローの実行(Execute Workflow)]チェックボックスが表示されます。

ステップ 5 [キャンセル(Cancel)]をクリックして、実際のサービスリクエストは行わずに終了します。
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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データには、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。

Entryフィールド

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。

column_label

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。

operator
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Entryフィールド

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。

[ ]（角カッコ）

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。

AND

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

expression

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。

または

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。

match_expression

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。

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]のタスクリストの下部には、選択した定義済
みタスクのドキュメントが表示されます。ドキュメンテーションを展開し、ブラウザで [タス
クライブラリ（TaskLibrary）]全体を開くには、[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]
の左下にある [詳細情報 ...（Read More …）]をクリックします。タスクライブラリの表示（
1ページ）を参照してください。

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。

（注）
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始める前に

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 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。

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（WorkflowDesigner）]をクリックします。CiscoUCSDirector Orchestrator[ワーク
フローデザイナ（Workflow Designer）]画面が表示されます。

ステップ 5 [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 6 選択したタスクを画面の右側にある [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]作業領域にドラッグ
アンドドロップします。

ステップ 7 [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。

説明名前

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。

Task Name

タスクが表示されるカテゴリ（およびフォルダ

名）。変更できません。

タスクカテゴリ（Task Category）

タスクのタイプ（または総称名）。変更できませ

ん。

Task Type

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）。

Comment

タスクが失敗した場合にタスクを再試行する場合

は、[再試行の実行（Retry Execution）]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。

[再試行の実行（Retry Execution）]は、Cisco UCS
Directorの以前のリリースで実行されたワークフ
ローでは無効になります。これは、ワークフローで

再試行が有効になっていても当てはまります。

再試行の実行（Retry Execution）
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説明名前

タスクのロールバックスクリプトを無効にする場

合は、[ロールバックの無効化（Disable Rollback）]
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、[ロールバックの無効化（DisableRollback）]を
オンにしても効果はありません。

ロールバックの無効化（Disable Rollback）

タスクの失敗時に再試行する回数（最大 5回）。

再試行回数もタスクのロールバックに割り当てられ

ます。タスクがロールバックされると、元のスクリ

プトと同じ回数の再試行が実行されます。

ロールバックの設定は、Cisco UCS Directorの現在
のリリースの再試行オプションで実行されるワーク

フローにのみ適用されます。

再試行数

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。

Retry Frequency

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [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。

説明名前

ワークフローのユーザ入力を追加または編集するに

は、[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。

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

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。

タスク入力（Task Input）

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、[ユーザ入力にマッピング（Map
to User Input）]をオンにします。

ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）

ワークフローの作成
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説明名前

このドロップダウンリストは、[ユーザ入力にマッ
ピング（Map toUser Input）]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。

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（7ページ）を参照してくだ
さい。

（注）

ユーザ入力（User Input）

ステップ 10 [Next]をクリックします。

ステップ 11 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。

説明名前

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。

タスク入力（Task Input）

ステップ 12 [Next]をクリックします。

ステップ 13 [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。

説明名前

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。

タスク出力（Task Output）

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、[ユーザ出力にマッピング（Map
to User Output）]をオンにします。

ユーザ出力にマッピング（Map to User Output）

このドロップダウンリストは、[ユーザ出力にマッ
ピング（Map to User Output）]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。

ユーザ出力（User Output）
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ステップ 14 [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。

次のタスク

タスクをワークフローに接続します。

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 (Failed)）]という 3つのデフォルト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。

始める前に

[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。タスクは [ワー
クフローデザイナ（Workflow Designer）]作業領域にありますが、まだワークフローの一部で
はありません。

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) 既存のタスクはすでに、[完了（成功）（Completed (Success)）]タスクなどの別のタスクに接続されて
います。接続線の上にマウスを置きます。

2つの大きい矢じりと赤色の [x]アイコンが線に重ねて表示されます。
b) [完了（成功）（Completed (Success)）]タスク（またはソースタスクが接続されている他のタスク）の
上部に付いている矢じりの上にマウスを移動します。

c) マウスの左ボタンをクリックしたままにします。
d) 接続しているタスクの入力（上部の色付きの四角形）にカーソルをドラッグし、マウスボタンを離し
ます。色付きの矢印がソースタスクを新しいタスクに接続し、あるタスクから別のタスクへの操作の

流れを示します。

または、タスク内をクリックして、[成功時（On Success）]および [失敗時（On Failure）]の両方
の結果の選択肢を含むダイアログボックスを表示することもできます。いずれかの選択肢の隣の

矢印をクリックして、接続できるタスクのメニューを表示します。タスクを選択すると、ドラッ

グアンドドロップなしで自動的に接続が行われます。

（注）
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通常は、タスクの [成功時（On Success）]の結果を次のタスクに接続し、[失敗時（On Failure）]
の結果を [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。

[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 (Failed)）]タスクに接続することはできません。

（注）

タスク間の接続を削除するには、接続線の上に赤色の [x]アイコンが表示されるまで接続線の上
にマウスを合わせ、アイコンをクリックします。

（注）

ステップ 2 同様に、新しいタスクの [成功時（OnSuccess）]コネクタから、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（Onfailure）]コネクタから、ワークフロー内の [完了（失敗）（Completed (Failed)）]
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接続されます。

[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]の右上にある [自動レイアウト（Auto Layout）]
をクリックして、作業領域内のワークフロータスクを均一な間隔と配置で調整します。

（注）

ワークフローからタスクを削除するには、ワークフローの上にマウスを移動し、表示される赤

色の [削除（X）（Delete (X)）]アイコンをクリックします。
（注）

次のタスク

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（29ページ）を参照してください。

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。また、エラーのワークフロー入力規則をチェッ

クします。

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。

始める前に

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]でワークフローを開きます。

ワークフローの作成
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[ワークフローの検証（Validate Workflow）]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、成功メッ

セージが表示されます。

次のタスク

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（WorkflowValidation）]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（33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。

始める前に

Cisco UCS Directorに仮想マシン（VM）があること。

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) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) [Add]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。

Entryフィールド

PowerCycleVMと入力します。ワークフロー名

VM をシャットダウンしてから再起動と入力しま
す。

説明

[任意（Any）]を選択します。[ワークフローコンテキスト（WorkflowContext）]
リスト

このチェックボックスはオフのままにします。複合タスクとして保存（Save asCompoundTask）

このチェックボックスはオフのままにします。システム初期化中に常に実行します（Always
execute during System initialization）

[新しいフォルダに配置（Place in New Folder）]を
オンにします。

新しいフォルダに配置（Place in New Folder）

ワークフローの作成
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Entryフィールド

「デモ」と入力します。フォルダ名

このチェックボックスはオフのままにします。開始ユーザに実行のステータスを通知する（Notify
status of execution to initiating user）

[Eメールなし（No email）]を選択します。Eメールポリシー（Email policy）

デフォルト値の [0]のままにします。[バージョンラベル（Version Label）]テキスト
フィールド

e) [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 [追加（+）
（Add (+)）]をクリックします。

b) [エントリの追加先（Add Entry To）]画面で、次のようにフィールドに値を入力します。

Entryフィールド

VM 名と入力します。入力ラベル（Input Label）

VM 名と入力します。入力の説明（Input Description）

このチェックボックスはオフのままにします。任意

[選択 ...（Select ...）]をクリックします。[選択
（Select）]画面が表示されます。

入力タイプ

c) [選択（Select）]画面の検索ボックスに vm selectorと入力します。

d) [VMセレクタ（VM Selector）]エントリをオンにします。
e) [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。

Entryフィールド

[管理者の入力値（Admin Input）]をオンにします。管理者の入力値（Admin Input）

[管理者の入力値（Admin Input）]をオンにすると、
[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]および [管
理入力リスト（Admin Input List）]は表示されませ
ん。これらの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。

[管理入力フィルタ（Admin Input Filter）]およ
び [管理入力リスト（Admin Input List）]
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Entryフィールド

[管理者の入力値をオーバーライド（Override Admin
Input Value）]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。この例では、オフのままにします。

管理者の入力値をオーバーライド（Override
Admin Input Value）

[選択（Select）]をクリックし、管理者の入力値を選
択します。[選択（Select）]リストが表示されます。

クリックして既存の VMインスタンスを選択してか
ら、[選択（Select）]をクリックします。

管理者の入力値（Admin Input Value）

g) [Next]をクリックします。

ステップ 3 [入力ルール追加（Add Input Rules）]ページで [次へ（Next）]をクリックします。任意のワークフロー入
力処理ルールを定義してください。

ステップ 4 出力は定義しないでください。[Submit]をクリックします。`

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]が表示されます。

ステップ 5 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) [使用可能なタスク（Available Tasks）]検索フィールドで、powerと入力します。
[使用可能なタスク（Available Tasks）]領域に、文字列 power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）]画面が表示されます。
c) [タスク情報（Task Information）]画面の [タスク名（Task Name）]フィールドに、Power Off 1と入力し
ます。

d) [Next]をクリックします。
e) [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。

Entryフィールド

[ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）]をオ
ンにします。この画面を使用して、ワークフロー入

力をタスク入力にマップします。

ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）

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。

ユーザ入力（User Input）

f) [Next]をクリックします。
g) [タスク入力（Task Inputs）]画面の [VMアクション（VMAction）]ドロップダウンリストで、[電源オ
フ（Power OFF）]を選択します。

h) [Next]をクリックします。
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i) [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 6 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）]画面の [タスク名（Task Name）]テキストフィールドに、Power On
1と入力します。

• [タスク入力（Task Inputs）]画面の [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。

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。

（注）

• [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）]タスクの左下隅にマウスを移動し、赤色の [x]アイコンをクリックし
て、[電源オフ 1成功時（Power Off 1 On Success）]接続を削除します。

2. [電源オフ 1（Power Off 1）]タスクの左下隅にマウスのカーソルを再度合わせます。[成功時（On
Success）]のカーソルが表示されます。

3. [成功時（On Success）]の矢印を [電源オン 1（Power On 1）]タスクの上部にある入力コネクタに
ドラッグアンドドロップします。

4. 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成功時（Power On 1 On Success）]矢
印を [完了（成功）（Completed (Success)）]タスクに接続します。

5. 同様に、[電源オン 1（Power On 1）] > [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。

ステップ 7 [ワークフローの検証（Validate Workflow）]をクリックして、ワークフローを検証します。
「このワークフローは有効です（This workflow is valid）」というメッセージが表示され、ワーク
フローとタスクの入出力が正しく接続されていることが確認されます。

ステップ 8 右上の [画面を閉じる（Close Screen）]コントロールをクリックして、[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。

ワークフローの作成

33

ワークフローの作成

ワークフロー検証の問題の解決



始める前に

[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 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]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 [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。残りのプ
ロンプトに従い、検証エラーを解決します。

ワークフロー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

条件付きタスク（[条件付きタスク（Conditional Task）]および [If Else]を含む）は、左上隅に
ダイヤモンドアイコンが付いた [ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]に示されます。
ワークフローデザイナ（2ページ）を参照してください。

（注）

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。

始める前に

[ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]で、ループを含めるワークフローを開きます。
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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）]領域で、[手順
タスク（Procedural Tasks）]フォルダを開きます。

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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

タスクの名前。Task Name

タスクについてのコメント。Comment

タスクが失敗した場合に、後で再試行するには、

[再試行の実行（RetryExecution）]をオンにします。
再試行の実行（Retry Execution）

再試行回数を選択します。リトライ回数

再試行間隔を選択します。Retry Frequency

ステップ 4 [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。

説明名前

リストの各項目に対してループタスクを実行する

場合は、[リストベースの反復（List based iteration）]
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（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。

[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ユーザ入力。

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（StartLoop）]
タスクにマッピングします。

反復値を割り当てるためのユーザ入力（UserInput
to assign iterated values）

回数に基づいてループタスクを実行する場合は、

[カウントベースの反復（Count based iteration）]を
オンにします。次のフィールドが表示されます。

[カウントベースの反復（Count based iteration）]
チェックボックス

ループを実行する回数。ループ回数（Number of times to loop）

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。
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ステップ 8 [使用可能なタスク（Available Tasks）]領域から、ループの一部として目的のタスクを [ワークフローデ
ザイナ（Workflow Designer）]の作業領域にドラッグします。

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 [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]の [使用可能なタスク（Available Tasks）]領域で、[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）]作業領域にドラッ
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 [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（EndLoop）]タスクアイコンで、[失敗時（OnFailure）]接続を [完了（失敗）（Completed
(Failed)）]（または別のタスク）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。

始める前に

例：ワークフローの作成（30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) [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。
b) [オーケストレーション（Orchestration）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
c) 例：ワークフローの作成（30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）]で、[手順タスク（Procedural Tasks）]フォルダにある [ループ
の開始（Start Loop）]を作業領域にドラッグアンドドロップします。

b) [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。

Entryフィールド

StartVMLoopと入力します。タスク名
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Entryフィールド

Loop through a list of VMsと入力しま
す。

Comment

[タスクの詳細（TaskDetails）]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。

タスクの詳細（Task Details）

c) [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）]画面で、[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) [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。

Entryフィールド

VM 名と入力します。入力ラベル（Input Label）

List of VMs to restartと入力します。入力の説明（Input Description）

[オプション（Optional）]はオフのままにします。任意

[入力タイプ（Input Type）]をクリックして、[選
択（Select）]リストにアクセスします。

ユーザ入力のタイプ multiVMを検索して選択し
ます。

[Select]をクリックします。

入力タイプ

[管理者の入力値（Admin Input）]をオンにしま
す。

[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。

値の制限（Value Restrictions）

g) [Submit]をクリックします。`
h) [ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）]ページで、[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）]をオンにし
ます。

[ユーザ入力（User Input）]リストが表示されます。
i) [ユーザ入力（User Input）]リストで、[VM名（VM Names）] を選択します。
j) [Next]をクリックします。
k) [リストベースの反復（List based iteration）]をオンにします。
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[反復値を割り当てるためのユーザ入力（User input to assign iterated values）]リストが表示されます。

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
（StartLoop）]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。

（注）

l) [反復値を割り当てるためのユーザ入力（User input to assign iterated values）]リストで [VM名（VM
Name）] を選択します。

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）。

（注）

m) [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（End Loop）]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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

Entryフィールド

EndVMLoopと入力します。タスク名

ループの終了と入力します。Comment

c) [Next]をクリックします。
d) [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。
e) [タスク入力（Task Inputs）]画面で、[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）]画面で、[次へ（Next）]をクリックします。
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。
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次のタスク

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。

始める前に

[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）]領域で、[手順タ
スク（Procedural Tasks）]フォルダを開きます。

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。

説明名前

タスクの名前。Task Name

タスクについてのコメント。[Comment]フィールド

タスクが失敗した場合に、後で再試行するには、[再
試行の実行（Retry Execution）]をオンにします。

再試行の実行（Retry Execution）

再試行回数を選択します。リトライ回数

再試行間隔を選択します。Retry Frequency

ステップ 4 [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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説明名前

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。

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 == "2"

• WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME contains "xyz"

• TaskName.OUTPUT_ATTRIBUTE NAME ==

WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME ||

WORKFLOW_USERINPUT_LABEL_NAME != "123"

条件の指定（Specify the condition）

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。

[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（OnFailure）]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。

（注）

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。

始める前に

[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）]領域で、[手順
タスク（Procedural Tasks）]フォルダを展開します。

ステップ 2 [条件付き（Conditional）]タスクを [ワークフローデザイナ（WorkflowDesigner）]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。
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説明名前

タスクの名前。Task Name

タスクについてのコメント。Comment

タスクが失敗した場合に、後で再試行するには、

[再試行の実行（RetryExecution）]をオンにします。
再試行の実行（Retry Execution）

再試行回数を選択します。リトライ回数

再試行間隔を選択します。Retry Frequency

ステップ 4 [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、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。

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。
（注）

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。

説明名前

条件のラベル[ラベル（Label）]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"

[条件（Condition）]フィールド

[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。
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ステップ 9 [使用可能なタスク（Available Tasks）]領域で、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。

始める前に

[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（24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。

説明名前

タスクの名前。Task Name

承認タスクについてのコメント（任意）。Comment

このチェックボックスはオフのままにします。管理

者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。

再試行の実行（Retry Execution）

ステップ 4 [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 InputMappings）]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。
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ステップ 7

説明名前

[ユーザ ID（User ID）]リストから、このワークフ
ローを実行するために承認が必要な 1人以上のユー
ザを選択します。その後、[Submit]をクリックしま
す。

[ユーザ ID（User ID）]リスト

ワークフローを実行する場合に、選択したすべての

ユーザの承認が必要な場合は、[すべてのユーザから
の承認が必要（Approval required from all the users）]
をオンにします。選択したユーザのいずれか 1人の
承認で十分な場合は、オフのままにします。

すべてのユーザからの承認が必要（Approvalrequired
from all the users）

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。

承認依頼通知の数（Number of approval request
Reminders）

承認依頼通知の送信間隔（時単位）を入力します。通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）

承認電子メールのテンプレートを選択するには、[承
認Eメールテンプレートを使用（UseApproval Email
Template）]をオンにします。デフォルト承認テンプ
レートを使用する場合は、オフのままにします。

承認 Eメールテンプレートを使用（Use Approval
Email Template）

[承認 Eメールテンプレートを使用（Use Approval
Email Template）]がオンになっている場合に表示さ
れます。使用するEメールテンプレートを選択しま
す。

Eメールテンプレートを追加、削除、更新すること
ができます。『Working with Email Templates in the
Cisco UCS Director Administration Guide』を参照して
ください。

[Eメールテンプレートの選択（SelectEmail
Template）]リストには、承認以外の電子
メールタスク用のテンプレートを含むす

べての Eメールテンプレートが含まれて
います。ワークフローの実行時に選択した

Eメールテンプレートでエラーが発生した
場合、タスクでは代わりにデフォルトの承

認テンプレートが使用されます。

（注）

Eメールテンプレートの選択（Select Email
Template）

[承認 Eメールテンプレートを使用（Use Approval
Email Template）]がオンになっている場合に表示さ
れます。電子メールの件名が表示されます。このテ

キストは編集できます。

サブジェクト
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説明名前

[承認 Eメールテンプレートを使用（Use Approval
Email Template）]がオンになっている場合に表示さ
れます。電子メールの本文テキストを出力するHTML
テキストが表示されます。このテキストは編集でき

ます。

本体

ワークフローのロールバックの承認を要求する電子

メールのテンプレートを選択するには、[ロールバッ
ク中に承認 Eメールテンプレートを使用（Use
Approval email template during Rollback）]をオンにし
ます。デフォルト承認テンプレートを使用する場合

は、オフのままにします。

ロールバックに承認 Eメールテンプレートを使用
（Use Approval Email Template for Rollback）

[ロールバック中に承認 Eメールテンプレートを使
用（Use Approval Email Template during Rollback）]
がオンになっている場合に表示されます。使用する

Eメールテンプレートを選択します。

Eメールテンプレートを追加、削除、更新すること
ができます。『Working with Email Templates in the
Cisco UCS Director Administration Guide』を参照して
ください。

[Eメールテンプレートの選択（SelectEmail
Template）]リストには、承認以外の電子
メールタスク用のテンプレートを含むす

べての Eメールテンプレートが含まれて
います。ワークフローの実行時に選択した

Eメールテンプレートでエラーが発生した
場合、タスクでは代わりにデフォルトの承

認テンプレートが使用されます。

（注）

Eメールテンプレートの選択（Select Email
Template）

[ロールバック中に承認 Eメールテンプレートを使
用（Use Approval Email Template during Rollback）]
がオンになっている場合に表示されます。電子メー

ルの件名が表示されます。このテキストは編集でき

ます。

サブジェクト

[ロールバック中に承認 Eメールテンプレートを使
用（Use Approval Email Template during Rollback）]
がオンになっている場合に表示されます。電子メー

ルの本文テキストを出力するHTMLテキストが表示
されます。このテキストは編集できます。

本体
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説明名前

[承認 Eメールテンプレートを使用（Use Approval
Email Template）]または [ロールバックに承認Eメー
ルテンプレートを使用（UseApproval Email Template
for Rollback）]のいずれかの [本文（Body）]テキス
トエリアの下に表示されます。[デフォルトにリセッ
ト（Reset to Default）]を実行すると、2つの効果が
得られます。

• [件名（Subject）]および [本文（Body）]のテキ
ストに加えた変更が即座に破棄され、選択され

たテンプレートがシステムのデフォルトに戻り

ます。

•選択されたテンプレートのシステム提供バー
ジョンが、編集中のワークフローの承認電子

メールに確実に使用されます。

テンプレートへの編集内容を保存するには、[件名
（Subject）]または [本文（Body）]のテキストエリ
アで変更を行い、[デフォルトにリセット（Reset to
Default）]をオンにしないように注意してください。

Reset to Default

ステップ 8 [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。

リソースのロック
名前付きリソースをロックすると、他のタスクはそのリソースにアクセスできなくなります。

リソースをロックするには、ワークフロー内のリソース名でロックを取得します。ロックの解

除は同じワークフローで行います。ワークフローがロックを保持している間、現在リソース

ロックを保持しているワークフローがロックを解除するまで、他のサービスリクエスト（ワー

クフロー）からブロックします。

リソース名は、アクセスされるリソースへのプログラム的な接続がない汎用文字列です。[名
前付きリソースでロックを取得（Acquire Lock on a Named Resource）]タスクは、指定したリ
ソースの名前のみに基づいてワークフローの実行をブロックします。ロック目的では、リソー

スに任意の名前を付けることができますが、Cisco UCS Directorに示すようなリソースの名前
を使用することを推奨します。これにより、名前は一意であり、簡単に検索でき、誤って間

違ったリソースに割り当てられることを防げるようなものを選ぶことができます。

（注）
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（単一のサービスリクエスト内の）ワークフローは、ロックを複数回取得できます（これはリ

エントラントロックと呼ばれます）。ワークフロータスクがロックを取得すると、同じロッ

クを取得するためのワークフロー内の任意のタスクによる連続的な試行も成功します。ワーク

フロー内で複数回取得されたロックは、リソースが解放される前に同じ回数だけ解除される必

要があります。

コンパウンドタスク（複合タスクの作成を参照）は、そのロックが親のワークフローによっ

てすでに保持されている場合、常にロックの取得に成功します。

リソースロックのタスクを含むロールバックサービスリクエストを行う際には、AcquireLock
と ReleaseLockタスクの役割は逆になります。これは、ロールバックがワークフローのタスク
を逆順で実行するときに、リソースを保護するためにです。詳細については、AcquireLockお

よび ReleaseLockエントリ（Cisco UCS Director Orchestratorタスクライブラリ）を参照してく
ださい。

始める前に

ロックするリソースへの参照を含む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）]領域で、[手順
タスク（Procedural Tasks）]フォルダを開きます。

ステップ 2 [名前付きリソースでロックを取得（Acquire Lock on a Named Resource）]タスクを [ワークフローデザイ
ナ（Workflow Designer）]作業領域にドラッグします。

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。

説明名前

タスクの名前。Task Name

タスクについてのコメント。Comment

ロックを取得する際は、[再試行の実行（Retry
Execution）]をオンにする必要はありません。タス
クは、名前付きリソースが使用可能になるまでブ

ロックします。

名前付きリソースがロックされていない場合、タス

クはリソースが実際に存在するかどうかに関係な

く、名前でロックを取得します。

再試行の実行（Retry Execution）

サービスリクエストが失敗しても、このタスクの

ロールバックを行わないようにする場合にオンにし

ます。

ロールバックの無効化

ステップ 4 [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、ロックするリソースの名前を入力します。
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リソースロックは、リソースの名前にのみ基づいています。これは一般的な文字列です。リソー

スが参照されているすべての場所で名前がまったく同じであることが重要です。[名前付きリ
ソースでロックを取得（Acquire Lock on a Named Resource）]タスクには、アクセスされている
リソースへの接続がありません。指定したリソース名へのアクセスを制御するだけです。その

ため、たとえば、[名前付きリソースでロックを取得（Acquire Lock on a Named Resource）]タス
クでリソース名のスペルミスが発生すると、意図したリソースがロックされません。

（注）

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 リソースロックの直前のタスクと [名前付きリソースでロックを取得（AcquireLockonaNamedResource）]
タスクアイコンの間にリンクを作成します。

ステップ 9 [使用可能なタスク（Available Tasks）]領域から、リソースロックの期間内に目的のタスクを [ワークフ
ローデザイナ（Workflow Designer）]の作業領域にドラッグします。

ステップ 10 新しいタスクに対し [タスクの追加（Add Task）]ウィザードを完了します。

ステップ 11 [成功時（On Success）]コネクタを使用して、ロック期間内のタスクをワークフローにリンクします。

ステップ 12 リソースロックの期間内に含めるタスクがさらにある場合は、手順 9～ 11を繰り返します。

ステップ 13 [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]の [使用可能なタスク（Available Tasks）]領域で、[手順
タスク（Procedural Tasks）]フォルダをクリックします。

ステップ 14 [名前付きリソースでロックを解除（Release Lock on a Named Resource）]タスクを [ワークフローデザイ
ナ（Workflow Designer）]作業領域にドラッグします。

サービスリクエストが終了すると、成功したかどうかにかかわらず、そのワークフローはサー

ビスリクエストによって保持されているすべてのロックを自動的に解除します。ただし、不要

になったロックはすべて即座に明示的に解除することを推奨します。

（注）

ステップ 15 手順 3で行ったように、[タスク情報（Task Information）]画面を完了します。

ステップ 16 [ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）]画面をクリックします。

ステップ 17 [タスク入力（Task Inputs）]画面で、ロックされたリソースの名前を入力します。

ステップ 18 [Next]をクリックします。

ステップ 19 [Submit]をクリックします。`

ステップ 20 ワークフローに追加された最後のタスクの [成功時（On Success）]コネクタを [名前付きリソースでロッ
クを解除（Release Lock on a Named Resource）]タスクアイコンに接続します。

ステップ 21 [名前付きリソースでロックを解除（ReleaseLock on aNamedResource）]タスクアイコンで、[成功時（On
Success）]コネクタをワークフロー内の次のタスクに接続します。

ステップ 22 [名前付きリソースでロックを解除（ReleaseLock on aNamedResource）]タスクアイコンで、[失敗時（On
Failure）]接続を [完了（失敗）（Completed (Failed)）]（または別のタスク）タスクアイコンに接続しま
す。
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ファイルのアップロード
ファイルをCiscoUCSDirectorにアップロードすることができます。ファイルは、ワークフロー
タスクで使用できるようになります。ファイルをアップロードするには、入力を [ファイルの
アップロード（File Upload）] 入力タイプに設定します。

Cisco UCS Directorは、ファイルの内容の検証を実行したり、ウイルスやマルウェアのスキャ
ンを実行することはありません。ウイルスに感染したファイルがアップロードされないように

するには、十分な注意が必要です。

（注）

アップロードするファイルは、次の仕様を満たしている必要があります。

•ファイルサイズが 100 MB未満であること。

•ファイルは zip形式であること。

タスクにタイプが [ファイルのアップロード（FileUpload）] であるユーザ入力がある場合は、
[ファイルのアップロード（File Upload）] または [汎用テキスト（Generic Text）] のいずれか
の入力をそのタスクにマップできます。

アップロードされたファイルは、他のワークフローや同じワークフロー内の後続のタスクで使

用される可能性があるため、タスクで削除しないでください。

ファイルに関するシステムの動作は、入力のソースによって異なります。

管理者入力またはタスク入力

設計時、つまりワークフローを作成するときにファイルをアップロードするには、管理者

入力またはタイプが [ファイルのアップロード（File Upload）] のタスク入力を定義しま
す。設計時にアップロードされたファイルは、Cisco UCS Directorインスタンスに永続的
に保存され、どのタスクでも読み取ることができます。

ユーザ入力または管理者入力のユーザオーバーライド

サービスリクエストが実行された時点でファイルをアップロードするには、ユーザ入力を

定義するか、またはユーザが管理者入力を上書きできるようにします。実行時にアップ

ロードされたファイルは、ワークフローのサービスリクエストが終了すると削除されま

す。このファイルは、ファイルをアップロードしたタスクを含むワークフローにのみ使用

できます。

管理者が選択したファイルの永続的なアップロード

ファイルをCiscoUCSDirectorにアップロードしてワークフローで使用できるようにするには、
次の手順を実行します。

ステップ 1 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。
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ステップ 3 新しいワークフローを追加します。ワークフローの作成（3ページ）を参照してください。

ステップ 4 [ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）]ページで、フィールドに値を入力します。参照先
ワークフローの定義（4ページ）

ステップ 5 [ユーザ入力の追加（Add User Input）]ページで、新しい入力を追加します。ワークフローの入力および出
力の定義（7ページ）を参照してください。

入力を次のように定義します。

a) [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）]テーブルの上部にある [追加（Add）]をクリッ
クします。

b) [入力ラベル（Input Label）]を入力します。
c) 入力の [説明（Description）]を入力します（オプション）。
d) 入力が必要ない場合は、[オプション（Optional）]をオンにします。
e) 入力タイプとして [fileUpload] を選択します。
f) 入力を検証するようにシステムから要求された場合は、[検証（Validate）]をクリックします。
g) [管理者の入力値（Admin Input）]をクリックします。
h) [ファイル（File）]領域で、次のいずれかを実行してアップロードするファイルを追加します。

•ファイルをデスクトップから [ファイル（File）]領域にドラッグします。

• [ファイルを選択（Select a File）]をクリックし、ファイルブラウザを使用してファイルを選択
します。

i) ユーザが実行時に別のファイルを選択できるようにするには、[管理者の入力値をオーバーライド
（Override Admin Input Value）]をクリックします。
ファイル名が [ファイル（File）]領域の上部に表示されます。

j) [Submit]をクリックします。`
k) ワークフローに他の入力があれば入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

ファイルは、圧縮（.zip）ファイルでなければなりません。zipファイルには、合計サイズが100
MB未満の任意の数のファイルを含めることができます。ファイル名は連結され
（file1;file2;file）、タスクで使用可能になります。zipファイルに複数のサブディレクト
リが含まれている場合、ファイルのアップロード時にディレクトリ構造がフラットになります。

（注）

ステップ 6 [ユーザ出力の追加（Add User Outputs）]ページで、必要に応じてワークフローの出力を定義します。ワー
クフローの入力および出力の定義（7ページ）を参照してください。

次のタスク

引き続きワークフローを構築します。ワークフローへのタスクの接続（28ページ）を参照し
てください。定義したワークフローの [ファイルのアップロード（FileUpload）] 入力の値は、
Cisco UCS Directorのファイルへのパスです。Cisco UCS Directorで提供されるパス名は、日時
スタンプと組み合わせたファイル名で終わるディレクトリパスです。そのパス名を使用して、

任意のワークフロー内からファイルにアクセスできます。
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zipファイルに複数のファイルが含まれている場合、[ファイルのアップロード（FileUpload）]
入力の値はセミコロンで区切られたファイル名のリストです。

ユーザが選択したファイルの一時的なアップロード

実行時にユーザが選択したファイルへのアクセスをワークフローに許可するには、次の手順を

実行します。

ステップ 1 [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）]ページで [ワークフロー（Workflows）]をクリックします。

ステップ 3 新しいワークフローを追加します。ワークフローの作成（3ページ）を参照してください。

ステップ 4 [ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）]ページで、フィールドに値を入力します。参照先
ワークフローの定義（4ページ）

ステップ 5 [ユーザ入力の追加（Add User Input）]ページで、新しい入力を追加します。ワークフローの入力および出
力の定義（7ページ）を参照してください。

入力を次のように定義します。

a) [ワークフローのユーザ入力（WorkflowUser Inputs）]テーブルの上部にある [追加（Add）]をクリック
します。

b) [入力ラベル（Input Label）]を入力します。
c) 入力の [説明（Description）]を入力します（オプション）。
d) 入力が必要ない場合は、[オプション（Optional）]をオンにします。
e) 入力タイプとして [fileUpload] を選択します。
f) [管理者の入力値（Admin Input）]はクリックしないでください。
g) 入力を検証するようにシステムから要求された場合は、[検証（Validate）]をクリックします。
h) [Submit]をクリックします。`
i) ワークフローに他の入力があれば入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザ出力の追加（Add User Outputs）]ページで、必要に応じてワークフローの出力を定義します。ワー
クフローの入力および出力の定義（7ページ）を参照してください。

ファイルは、圧縮（.zip）ファイルでなければなりません。zipファイルには、合計サイズが100
MB未満の任意の数のファイルを含めることができます。ファイル名は連結され
（file1;file2;file）、タスクで使用可能になります。zipファイルに複数のサブディレクト
リが含まれている場合、ファイルのアップロード時にディレクトリ構造がフラットになります。

（注）

次のタスク

引き続きワークフローを構築します。ワークフローへのタスクの接続（28ページ）を参照し
てください。実行時に、ユーザはワークステーションからアップロードするファイルパスを指

定する必要があります。ファイルは Cisco UCS Directorにアップロードされ、ワークフロー入
力はファイルのローカルパス名になり、管理者の入力値の場合と同じ方法で割り当てられま
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す。管理者が選択したファイルの永続的なアップロード（48ページ）を参照してください。
ワークフローは、サービスリクエストが終了するまでファイルにアクセスできるようになりま

す。サービスリクエストが終了すると、ファイルは Cisco UCS Directorから削除されます。

ワークフローの作成

51

ワークフローの作成

ユーザが選択したファイルの一時的なアップロード



ワークフローの作成

52

ワークフローの作成

ユーザが選択したファイルの一時的なアップロード


	ワークフローの作成
	タスク ライブラリの表示
	ワークフロー デザイナ
	ワークフローの作成
	ワークフローの定義
	ワークフローの入力および出力の定義
	動的ワークフローの入力
	入力規則の追加
	例: 基本ワークフロー入力処理ルールの使用
	例: カスケード ワークフロー入力処理ルールの使用
	例: さらに高度な入力処理ルール
	例: 高度な入力処理ルールの組み合わせ

	管理入力フィルタ
	ワークフロー内のタスクの設定
	ワークフローへのタスクの接続
	ワークフローの検証

	例：ワークフローの作成
	ワークフロー検証の問題の解決
	ワークフロー内の制御フローの変更
	ワークフロー内のループ
	例：ワークフロー内のループ
	ワークフローへの If-Then 分岐の追加
	ワークフロー内での条件付き分岐の使用
	承認の作成

	リソースのロック
	ファイルのアップロード
	管理者が選択したファイルの永続的なアップロード
	ユーザが選択したファイルの一時的なアップロード



