
ワークフローの実行

この章は、次の内容で構成されています。

• ワークフローの実行, 1 ページ

• ワークフローへの条件処理の追加, 6 ページ

• コンテキストワークフローマッピング, 12 ページ

• ワークフローのスケジュール, 13 ページ

• ワークフローのロールバック, 15 ページ

• ワークフローの検証, 16 ページ

• ワークフローのバージョン管理, 16 ページ

ワークフローの実行
オーケストレータでは、さまざまな方法でワークフローを実行できます。

•サービスリクエストの作成

• [今すぐ実行]アクションの使用方法

• VMアクションポリシーの使用方法

•トリガーの使用方法

サービスリクエストへのアクセス

サービスリクエストを使用して、ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。
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また、各サービスリクエストに対して、アーカイブオプションを使用できます。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 サービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [詳細の表示]をクリックします。 [サービスリクエストのステータス]ペインが表示されます。

ステップ 5 [閉じる]をクリックします。

失敗したかキャンセルされたサービスリクエストの再送信

失敗したかキャンセルされたサービスリクエストは、再送信したり、再送信する前に入力を変更

することができます。管理者は、[入力/出力]タブにアクセスし、サービスリクエストをクリック
してフォームに新しい値を入力してから再送信を行うことができます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 2 サービスリクエストをクリックします。入出力のテーブルが表示されます。

ステップ 3 [入力/出力]タブをクリックします。ワークフロー内の特定のタスクの値には、このタブからアクセスで
きます。

ステップ 4 入出力のテーブルからエントリを選択します。

ステップ 5 [値の編集]をクリックします。

ステップ 6 サービスリクエストの値を変更します。

ステップ 7 [送信]をクリックします。
同じアクションを [組織] > [承認記録]タブで確認することもできま
す。

（注）

[今すぐ実行] アクションの使用方法
[今すぐ実行]アクションを使用して、ワークフローを実行できます。ドロップダウンリストはイ
ンターフェイスの右側からアクセスできます。実行ステージで入力することを選択した場合は、

実行時にそれらを入力する必要があります。ただし、タスクをワークフローに追加するときに入

力が指定された場合は、その入力も許可されます。
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VM アクションポリシーの使用方法
ユーザの VMアクションポリシーを使用して、カスタムアクションを作成できます。カスタム
のアクションポリシーには、1つ以上のアクションを含めることができます。また、アクション
ラベルを作成して、ワークフローを関連付けることもできます。仮想データセンター（vDC）を
作成するときに、ユーザアクションポリシーを選択できます。このポリシーに基づいて作成さ

れた仮想マシン（VM）では、元のユーザアクションポリシーに含まれていたすべてのカスタム
アクションが同様に有効になります。

エンドユーザの VMアクションポリシーは VMコンテキストで使用できます。（注）

次の手順では、VMスナップショットと VMのサイズ変更タスクで構成されるワークフローを作
成する方法について説明します。このワークフローは、VMコンテキストでカスタムアクション
として使用できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ユーザのVMアクションポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

ポリシー名。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ポリシーに関連付けられるアクションの番号を選択

します。

[アクションの番号の選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [ポリシーの追加]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

VMアクションのラベル。[アクションラベル]フィールド

このアクションと関連付けられるワークフローを選

択します。

[ワークフロー]ドロップダウンリスト

このアクションの実行を承認するユーザタイプを

選択します。

[認定ユーザタイプ]ドロップダウンリスト
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ステップ 7 [送信]をクリックします。
ユーザ VMアクションポリシーを作成した後、管理者は vDCの作成時にこのポリシーを選択できます。
この vDCに属するすべての VMでは、これらのカスタムアクションを使用できます。

1つの vDCに関連付けできるユーザ VMアクションポリシーは 1つのみで
す。

（注）

トリガーの使用方法

満たす必要のある、指定された条件に基づいてワークフローを実行する場合に、トリガーを使用

します。これらの条件が満たされると、ワークフローが（自動的に）実行されます。この手順で

は、VMメモリ制限に達した場合に、サイズ変更をトリガーする方法について説明します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [トリガー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [トリガーの追加]の [トリガー情報]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

トリガーの名前。[トリガー名]フィールド

トリガーを有効にします。[有効]チェックボックス

トリガーの説明。[説明]フィールド

トリガールールを検証する頻度を選択します。[頻度]ドロップダウンリスト

トリガータイプを選択します。

• [ステートフル]：このタイプの現在の状態は記
録され、トリガーの状態に変化があったとき

にのみ、アクションが実行されます。

• [ステートレス]：このタイプのトリガーの条件
は、頻度フィールドに指定された頻度で検証

されます。 たとえば、VM電源ステータスが
モニタされている場合は、電源ステータスの

変化が発生するとトリガーが実行されます。

[トリガータイプ]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [トリガーの追加]の [条件の指定]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

チェックする条件の数。[条件の数]フィールド

モニタするコンポーネントを選択します。[モニタの対象]ドロップダウンリスト

モニタするコンポーネントエントリを選択します。

VMをモニタする場合は、モニタするVMを選択し
ます。

[VM]ドロップダウンリスト

モニタするコンポーネントのパラメータを選択しま

す。

[パラメータ]ドロップダウンリスト

トリガータイプを選択します。

• [ステートフル]：このタイプの現在の状態は記
録され、トリガーの状態に変化があったとき

にのみ、アクションが実行されます。

• [ステートレス]：このタイプのトリガーの条件
は、頻度フィールドに指定された頻度で検証

されます。 たとえば、VM電源ステータスが
モニタされている場合は、電源ステータスの

変化が発生するとトリガーが実行されます。

[トリガータイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [トリガーの追加]の [ワークフローの指定]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

トリガーを呼び出す回数。[最大呼び出し回数]フィールド

トリガーがアクティブになったときに実行するワー

クフローを選択します。

（トリガーの状態がアクティブになったとき）[ワー
クフローの選択]ドロップダウンリスト

トリガーがクリアされたときに実行するワークフ

ローを選択します。

（トリガーの状態がクリアになったとき）[ワーク
フローの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [送信]をクリックします。
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ワークフローへの条件処理の追加
オーケストレータのタスクライブラリには、条件処理のためにワークフローに追加できる一連の

定義済みタスクが含まれています。ワークフローの分岐である定義済みタスクに対し、条件を指

定できます。条件の評価結果から、ワークフローがどのブランチを実行するかが決まります。た

とえば、VMの電源ステータスの確認がワークフローの条件であるとします。 VMステータスが
電源オンの場合、ワークフローは特定のパスを実行し、VMが電源オフの場合は異なるパスを実
行します。

次に示す定義済みタスクは、[ワークフローデザイナ]で条件処理に使用できます。

• [ループ開始]：このタスクは、入力条件に基づいてワークフローでループを開始するときに
使用できます。

• [ループ終了]：このタスクは、ワークフローのループの終わりをマークするために使用でき
ます。

• [If Else]：このタスクは、指定された入力条件を評価します。入力条件が trueの場合は、特
定の 1つのタスクまたは一連のタスクが実行されます。入力条件が falseの場合は、別の 1
つのタスクまたは別の一連のタスクが実行されます。

• [条件タスク]：このタスクは、ワークフロー内の各タスクに対して指定した条件に基づいて、
ワークフロー内で複数の実行パスを作成するときに使用できます。

これらの定義済みタスクを使用して、If、If-Else、ネストした If、Loop、Switchなどの条件処理コ
ンストラクトを作成できます。

If-Else 論理ブランチの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 If-Else論理ブランチを追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックし、[ワークフローデザイナ]でワークフローを開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで [プロシージャタスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [If Else]タスクをクリックし、[ワークフローデザイナ]にドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（If Else）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクについてのコメント。[コメント]フィールド
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説明名前

タスクが失敗した場合に（後で）再試行するように

設定するには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または再試行が成功
するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

ワークフローのコース決定のために評価する条件を

入力します。条件の評価結果として、以下の処理

が実行されます。

•条件が trueとして評価されると、正常完了へ
のワークフローコースが実行されます。

•条件がfalseとして評価されると、ワークフロー
は正常に実行されません。

ユーザが定義する基準には、次の演算子だけを使用

する必要があります。

==、!=、<、<=、>、>=、||、&&、contains、
startsWith、endsWith

条件を指定する例を次に示します。

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME=="2"

• WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME
contains "xyz"

• TaskName.OUTPUT ATTRIBUTE NAME ==
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME ||
WORKFLOW USERINPUT LABEL NAME !=
"123"

[条件の指定]フィールド
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ステップ 11 [ユーザ出力マッピング]画面で、[送信]をクリックします。

ステップ 12 作成した 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、ほかのタスクアイ
コンにドラッグします。

ステップ 13 作成した If-Elseタスクアイコンで、[失敗時]コネクタをクリックし、[完了（失敗）]タスクアイコンに
ドラッグします。このリンクにより、失敗の場合のワークフローの論理ブランチが定義されます。必要

に応じて、ワークフローのこのブランチに他のタスクアイコンを追加できます。

次の作業

If-Else論理ブランチの作成が完了したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエストを
使用して、ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。

ループの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ループを追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックし、[ワークフローデザイナ]でワークフローを開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで [プロシージャタスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [ループの開始]タスクをクリックし、[ワークフローデザイナ]にドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（ループの開始）]で、次のフィールドに入力します。

説明名前

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクについてのコメント。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に（後で）再試行するように

設定するには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または再試行が成功
するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト
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ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

リストベースの反復を実行する場合には、この

チェックボックスをオンにします。

[リストベースの反復]チェックボックス

リストベースの反復の入力値。[リストベースの反復の入力]

リストベースの反復のユーザ入力。

Cisco UCS Directorには、各ループ反復の
値を維持する汎用テキストタイプのタス

ク出力変数 START_LOOP_OUTPUTがあり
ます。タイプが汎用テキストではない次

のタスク入力に、この出力をマッピング

することはできません。したがって、必

要なタイプのワークフロー入力（メール

アドレスなど）を作成し、それを Start
Loop [反復値の割り当てのためのユーザ入
力]ドロップダウンリストを使用して追加
したタスク入力にマッピングする必要が

あります。

（注）

[反復値の割り当てのためのユーザ入力]ドロップダ
ウンリスト

ループカウンタベースの反復を実行する場合には

このチェックボックスをオンにします。

[カウントベースの反復]チェックボックス

ループの反復を制御するループカウンタ。[ループ回数]フィールド

ステップ 11 [ユーザ出力マッピング]画面で、ワークフロー出力から値として使用する属性を選択します。

ステップ 12 [送信]をクリックします。

ステップ 13 [使用可能なタスク]ペインで、ループの一部として使用するタスクをクリックしてドラッグします。

ステップ 14 [成功時]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 15 [開始]タスクアイコンと [ループ開始]タスクアイコン間のリンクを作成します。

ステップ 16 [使用可能なタスク]ペインで [プロシージャタスク]フォルダをクリックします。

ステップ 17 [ループ終了]タスクをクリックし、[ワークフローデザイナ]にドラッグアンドドロップします。

ステップ 18 [タスクの追加（ループ終了）]ウィザードの残りの画面の操作が完了したら、[送信]をクリックします。

ステップ 19 [ループ終了]タスクアイコンを [完了（成功）]および [完了（失敗）]タスクアイコンに接続します。
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次の作業

ループを追加したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエストを使用して、ワークフ

ローの実行を表示したり生成したりできます。

スイッチ処理の追加

作成するスイッチコンストラクトには、ワークフロー内の各タスクに指定する条件に基づく

複数のワークフロー実行パスを含めることができます。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ループを追加するワークフローを選択します。

ステップ 4 ワークフローをダブルクリックし、[ワークフローデザイナ]でワークフローを開きます。

ステップ 5 [使用可能なタスク]ペインで [プロシージャタスク]フォルダをクリックします。

ステップ 6 [条件]タスクをクリックし、[ワークフローデザイナ]にドラッグアンドドロップします。

ステップ 7 [タスクの追加（条件タスク）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

タスクの名前。[タスク名]フィールド

タスクについてのコメント。[コメント]フィールド

タスクが失敗した場合に（後で）再試行するように

設定するには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[再試行の実行]チェックボックス

再試行を実行する回数を選択します。[再試行回数]ドロップダウンリスト

再試行の間隔を選択します。ワークフローは、タ

スクがn回再試行されるまで、または再試行が成功
するまで一時停止します。

[再試行の頻度]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [次へ]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザ入力マッピング]画面で、[次へ]をクリックします。

ステップ 10 [タスク入力]画面で [+]アイコンをクリックし、ワークフローの実行パスごとに条件を追加します。たと
えば、ワークフローに n個の実行パスがある場合は、条件テーブルに n個のエントリ（条件ごとに 1個の
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エントリ）を追加します。このテーブルのデフォルトエントリをクリックして、ワークフローがデフォ

ルトの実行パスをとる条件を指定することができます。

ステップ 11 [エントリの追加先]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

条件のラベル。[ラベル]フィールド

ワークフローのコース決定のために評価する条件を

入力します。ユーザが定義する基準には、次の演

算子を使用する必要があります。

==、!=、<、<=、>、>=、||、&&、contains、
startsWith、endsWith

条件を指定する例を次に示します。

• 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]フィールド

[送信]をクリックします。

ステップ 12 [ユーザ出力マッピング]画面で、ワークフロー出力から値として使用する属性を選択します。

ステップ 13 [送信]をクリックします。

ステップ 14 [使用可能なタスク]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 15 [条件タスク]アイコンのコネクタを使用して、実行パス内のタスクにリンクします。たとえば、[条件タ
スク]アイコンのデフォルトコネクタを使用して、デフォルト実行パス内のタスクへのリンクを作成しま
す。

ステップ 16 [開始]タスクアイコンと [条件タスク]アイコン間のリンクを作成します。

ステップ 17 ワークフロー内のさまざまな実行パスと、[完了（成功）]タスクアイコンと [完了（失敗）]タスクアイ
コンの間のリンクを作成します。

次の作業

スイッチコンストラクトの追加が完了したら、ワークフローを実行できます。サービスリクエ

ストを使用して、ワークフローの実行を表示したり生成したりできます。

サービスリクエストの使用。
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コンテキストワークフローマッピング
ワークフローをアクションの形式でマッピングして、コンポーネントのコンテキストで実行する

ことができます。コンポーネントのコンテキスト内から、一連のタスクを含むワークフローを実

行できます。ワークフローリストから目的のワークフローを参照して実行する必要はありませ

ん。ワークフローはコンポーネントレベルで実行できます。たとえば、サーバ向けに作成され

たワークフローを実行する場合、ワークフローリストからワークフローを参照する代わりに、

ワークフローをアクション（サーバ向け）としてマッピングして、サーバレベルで実行できま

す。

コンテキストワークフローマッピングは、次の 2つのステージで構成されます。

•ステージ 1：コンテキストマッパータスクを作成し、アクションとしてマッピングする必要
のあるワークフローに追加します。

•ステージ 2：アクションラベルを指定して、ワークフローをコンテンツマッパーリストに
追加します。

ステージ 1：コンテキストマッパータスクの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 [ワークフローデザイナ]でワークフローを開きます。

ステップ 4 コンテキストマッパータスクを選択して、[ワークフローデザイナ]ペインまでドラッグアンドドロップ
します。

ステージ 2：コンテンツマッパーへのワークフローの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [コンテキストワークフローマッピング]を選択します。

ステップ 3 ワークフローに追加するコンポーネントを選択します。

ステップ 4 [編集]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローマッピングの編集]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ワークフローを追加します。[ワークフローの追加]アイコン
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説明名前

アクションラベルを表示するコンポーネントのエ

ントリをエンドユーザが選択できるようにするに

は、このチェックボックスをオンにします。オン

の場合、ワークフローはコンポーネントに基づいて

フィルタ処理されます。たとえば、LUNコンテキ
ストワークフローマッピングの場合、LUNコンテ
キストマッパータスクがあるワークフローのみが

表示されます。

[選択が必要です]チェックボックス

アクションラベルの名前。[アクションラベル]フィールド

実行するワークフローを選択します。[ワークフロー]ドロップダウンリスト

承認するユーザタイプを選択します。[認定ユーザタイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [送信]をクリックします。ワークフローがアクションとしてコンポーネントに追加されます。
論理ユニット番号（LUN）のコンポーネントを参照してLUNの下でエントリを選択すると、ア
クションが表示されます（[LUNをデータストアとして関連付け]）。このアクションをクリッ
クすると、このコンポーネントに以前にマッピングしたワークフローが実行されます。

（注）

ワークフローのスケジュール
ワークフローを特定の時刻に実行するようにスケジュールできます。また、ワークフローをスケ

ジュールする際に、複数のスケジュールパラメータを変更することもできます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフロー]ペインで、スケジュールするワークフローを選択します。

ステップ 4 [スケジュール]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローのスケジュール設定]画面で、次のフィールドに入力します。
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説明名前

ワークフローの再実行のタイプ。次の複数のタイ

プがあります。

• [無期限]：ワークフローは頻度のタイプと頻度
の間隔に従って、開始時間から継続的に実行

され、終了時間はありません。

• [1回のみ]：ワークフローは開始時間に 1回だ
け実行されます。

• [固定回数]：ワークフローは頻度のタイプと頻
度の間隔に従って、[繰り返し回数]フィールド
に指定された回数だけ、開始時間から継続的

に実行されます。

• [繰り返し期限まで]：ワークフローは頻度のタ
イプと頻度の間隔に従って、開始時間から指

定された終了時間まで継続的に実行されます。

[繰り返しタイプ]ドロップダウンリスト

スケジュールされたワークフローの実行時間。[開始時間]フィールド

ワークフローの実行頻度。ワークフローは、時間、

日、週、または月の単位で実行できます。

[頻度のタイプ]ドロップダウンリスト

選択した頻度に対応して、ワークフローを実行する

間隔を選択します。頻度の間隔が 4で頻度のタイ
プが日次である場合、ワークフローは4日おきに実
行されます。

[頻度の間隔]ドロップダウンリスト

ワークフローに関連付けられたユーザ。これは必

須フィールドではありません。

[ユーザID]フィールド

ワークフローの作成時に入力を定義した場合は、[ワークフローの入力値]で入力を行う必要が
あります。

（注）

ステップ 6 [編集]をクリックして、別のスケジュールを編集します。
[ワークフロースケジュールの変更]画面は、[ワークフローのスケジュール設定]ダイアログボッ
クスと同じです。

（注）
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ワークフローのロールバック
ワークフローロールバック機能を使用して、実行したワークフローを取り消すことができます。

ワークフローを構成しているすべてのタスクは、ワークフローのロールバック時に取り消されま

す。

ただし、ワークフローをロールバックしても、ワークフローが、実行前と同じ状態に戻らない

ことがあります。一部のタスクは、完全にはロールバックできません。たとえば、VMの増
加したストレージ値は取り消すことができません。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 ロールバックが必要なワークフローに対応するサービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [リクエストのロールバック]をクリックします。

ステップ 5 ロールバックするタスクの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [送信]をクリックします。
サービスリクエストを右クリックし、[詳細の表示]を選択してワークフローの取り消しのステー
タスを確認します。

（注）

ワークフローアセットの表示（作成済みまたは変更済み）

ワークフローをロールバックする前に、ワークフローの実行時に使用されたすべてのアセットと

リソースの詳細を表示することができます。アセットは追跡されており、サービスリクエストの

[詳細の表示]オプションで確認できます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト]タブを選択します。

ステップ 3 確認するサービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [詳細の表示]オプションを選択します。

ステップ 5 [作成/変更済みのオブジェクト]タブを選択します。
[作成/変更済みのオブジェクト]タブには、ワークフロー構成の一部として作成または変更されたすべての
リソースが表示されます。ワークフローの全タスクに関係する全リソースが追跡されます。ワークフロー

をロールバックすると、関連するすべてのリソースが削除され、以前に変更したリソースの変更点が取り

消されます。
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ステップ 6 [閉じる]をクリックします。

ワークフローの検証
オーケストレータは、ワークフロー検証メカニズムを提供します。ワークフローを検証すること

で、要素間の誤ったデータフローが原因で発生するワークフローの問題を特定できます。ワーク

フロー検証では、要素間のデータバインディングと接続が確認されます。検証中に検出される一

般的な問題には、マッピング不一致、タスクの必須値の欠落、タスクハンドラの未検出、および

インポートまたはアップグレード後の管理/タスク入力の欠落などがあります。

オーケストレータは、ウィザードベースの問題リゾルバを使用して問題の検出と解決を可能にし

ます。ワークフローを検証すると、問題と、各問題の修正に関する推奨事項からなるリストが作

成されます。リストで問題をクリックすると、ユーザに対し問題ウィザードリゾルバの実行が求

められます。一部の問題では、追加情報またはユーザによる入力が必要となります。また、自動

的に解決される問題もあります。

ワークフロー検証の問題の解決

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブをクリックします。

ステップ 3 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]をクリックします。

ステップ 5 [ワークフローの検証]ダイアログボックスで、[解決法]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]ダイアログボックスで、検出された問題の要約を確認します。ウィザードの残りのプロン
プトに対応することで、検証エラーを解決できます。

ワークフローのバージョン管理
すべてのオーケストレータワークフローには、バージョン履歴が関連付けられています。バー

ジョン履歴を使用して、ワークフローの状態を以前の状態に戻したり、バージョンを上げたりで

きます。場合によっては、バージョン管理を使用して、現在のワークフローの状態と以前保存し

たワークフローの差異を比較することもできます。バージョン管理が特に役立つのは、ワークフ

ローが実稼働、展開、またはその他の操作のために準備できているかどうかを確認する必要があ

る場合です。
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ワークフローバージョンを上げて保存すると、新しいバージョン項目が作成されます。その後

で、バージョンを上げたワークフローに対して変更を行っても、現行バージョンは変更されませ

ん。たとえば、ワークフローバージョン X.0.0を作成して保存すると、そのバージョンの状態が
CiscoUCSDirectorデータベースに保存されます。ワークフローを変更した場合、その変更はワー
クフローバージョン X.0.0には適用できません。変更を保存するには、これ以降のワークフロー
バージョンを作成する必要があります。作成したワークフローとともにバージョン履歴がデータ

ベースに保存されます。

バージョン履歴を維持したまま、ワークフローを削除することができます。

ワークフローのバージョン作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ワークフローを右クリックし、[新しいバージョンの作成]を選択します。

ステップ 4 [新しいバージョンの作成]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

バージョンのラベル。[バージョンラベル]フィールド

バージョンの説明。[説明]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ステップ 6 [ワークフローデザイナ]で、ワークフローの変更を完了します。

ステップ 7 [閉じる]をクリックします。
ワークフローレポートの [バージョン]カラムの下に、ワークフローの増分後のバージョンが表示されま
す。

ワークフローのバージョン管理

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [オーケストレーション]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー]タブを選択します。

ステップ 3 ワークフローを右クリックし、[バージョンの管理]を選択します。

ステップ 4 [バージョンの管理]画面で、次のフィールドに入力します。
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説明名前

ワークフローレポートにワークフローの最新バー

ジョンを表示するには、このチェックボックスをオ

ンにします。

たとえば最新ワークフローバージョンが X.0の場
合、ワークフローレポートの[バージョン]カラムに
[バージョン X（最新）]と表示されます。

[最新バージョンの表示]チェックボックス

選択したワークフローバージョンをワークフロー

レポートのデフォルトバージョンとして表示する

には、このチェックボックスをオンにします。下

のワークフローテーブルから、ワークフローバー

ジョンを選択します。

たとえば、表示するデフォルトのバージョンとして

設定するワークフローバージョンとして X.0を選
択すると、ワークフローレポートの [バージョン]
カラムに [バージョンX.0（ユーザ選択）]と表示さ
れます。

[デフォルトバージョンの設定]チェックボックス

ステップ 5 [送信]をクリックします。
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