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本書について

『VMware vCenter Orchestrator 開発者ガイド』では、VMware vCenter Orchestrator プラットフォームを使用して、
仮想環境向けのプロセス自動化アプリケーションを開発する方法を説明します。

対象読者

本書は、Orchestrator プラットフォームを使用してアプリケーションを開発する開発者を対象としています。具体的には、
次のような開発者向けに作成されています。

n Orchestrator プラットフォームを新たに拡張するアプリケーション開発者

n 特定のプロセスを自動化するための新しいビルディング ブロックを作成するスクリプト開発者

n Simple Object Access Protocol (SOAP) や Web Services Definition Language (WSDL) テクノロジを使用して、
ネットワーク経由でこれらのプロセスにアクセスする Web サービス アプリケーション開発者

n Web 2.0 テクノロジを使用して、これらのプロセスの Web フロント エンドを作成またはカスタマイズする Web
設計者

n 時間短縮、リスク低減およびコスト削減、規制や標準プラクティスの遵守のため、プロセスを自動化する IT スタッフ

サンプル アプリケーション
本書で使用するサンプル アプリケーションは、ダウンロードして入手できます。サンプルの ZIP ファイルは、Orchestrator
ドキュメント ホーム ページからダウンロードできます。

本書へのフィードバック

ドキュメントの品質向上にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、次のメールアドレスまでご連絡く

ださい。docfeedback@vmware.com
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テクニカル サポートおよび教育リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。本ドキュメントやその他のドキュメ
ントの最新バージョンは、http://www.vmware.com/jp/support/pubs をご覧ください。

オンライン サポートおよび電
話によるサポート

テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録を
オンラインで行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。

http://www.vmware.com/support/phone_support.htmlに進んでください。

サポート サービス お客様のビジネス ニーズに適した各種サポートの詳細については、
http://www.vmware.com/jp/support/services をご覧ください。

ヴイエムウェア プロフェッ
ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスのコースでは、広範なハンズオン ラボやケース スタディ
をご紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供し

ています。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オンラインで実施
できます。オンサイトのパイロット プログラムおよび実装のベスト プラクティスにつ
いては、ヴイエムウェア コンサルティング サービスがご使用の仮想環境の評価、計画、
構築、および管理に役立つサービスを提供しています。教育トレーニング、認定プログ

ラム、およびコンサルティング サービスについては、 
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。

開発者ガイド

6  VMware, Inc.

http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://www.vmware.com/jp/services


VMware vCenter Orchestrator の概要 1
VMware vCenter Orchestrator は開発とプロセス自動化用のプラットフォームで、拡張可能なワークフローのライブラ
リを提供し、VMware vCenter のインフラストラクチャを管理する、自動的で構成可能なプロセスの作成と実行を可能
にします。

Orchestrator は、vCenter Server API のすべての操作を公開することにより、これらの操作を自動化プロセスに統合す
ることを可能にします。また、Orchestrator では、公開されているプラグイン アーキテクチャにより、他の管理ソリュー
ションと統合することもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n Orchestrator プラットフォームの主な機能 (P. 7)

n Orchestrator のユーザー ロールと関連するタスク (P. 8)

n Orchestrator のアーキテクチャ (P. 9)

Orchestrator プラットフォームの主な機能
Orchestrator は、3 つの異なったレイヤーから構成されています。それらは、オーケストレーション ツールに必要な共
通の機能を提供するオーケストレーション プラットフォーム、サブシステムのコントロールを統合するためのプラグイン
アーキテクチャ、前もって用意されたプロセスのライブラリです。Orchestrator はオープンなプラットフォームで、新
しいプラグインやライブラリによって拡張することができます。また、API のセットによってより大きな SOAP アーキテ
クチャに統合することもできます。

次のリストは、Orchestrator の主要な機能を示しています。

データ保全 プロセス、状態、構成情報などの関連する情報を保存するために、製品グレードの外部

データベースを使用しています。

集中管理 Orchestrator では、集中方式でプロセスを管理できるようになっています。バージョ
ン履歴を完全に保存するアプリケーション サーバ ベースのプラットフォームにより、
スクリプトやプロセス関連のプリミティブを 1 箇所に保存することができます。これ
により、バージョン制御や適切な変更制御の行われていないスクリプトがサーバ上に散

らばるといった事態を避けることができます。

チェックポイント プロセスのすべてのステップはデータベースに保存されます。これにより、状態やコン

テキストを失うことなく、サーバを再起動することができます。この機能は、プロセス

の実行に長くかかる場合、特に役立ちます。

バージョニング Orchestrator プラットフォームのすべてのオブジェクトには、バージョン履歴が関連
付けられています。この機能により、プロセスを種々のプロジェクトのステージや場所

に分散するときの、基本的な変更管理が可能になります。
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スクリプト エンジン Mozilla Rhino JavaScript エンジンにより、Orchestrator プラットフォームの新しい
ビルディング ブロックを作成することができます。このスクリプト エンジンでは、基
本的なバージョン制御、変数タイプのチェック、ネーム スペースの管理、例外処理が
強化されています。これは、次のビルディング ブロックで使用できます。

n アクション

n ワークフロー

n ポリシー

ワークフロー エンジン ワークフロー エンジンを使うと、ビジネス プロセスをキャプチャすることができます。
これは、次の方式のいずれかを使用して、ステップバイステップの自動化を作成します。

n ライブラリのビルディング ブロック

n 顧客が用意したビルディング ブロック

n プラグイン

ユーザー、スケジュール、またはポリシーによってワークフローを開始できます。

ポリシー エンジン ポリシー エンジンを使うと、状態の変化の監視や応答イベントの生成を行うことがで
きます。ポリシーでは、プラットフォームやプラグインからのイベントを集約でき、統

合されたテクノロジのいずれかで生じた状態の変化を処理することができます。

Web 2.0 フロント エンド Web 2.0 フロント エンドは、表現や柔軟性に新しい可能性を与えます。vCO オーケス
トレーション オブジェクトにアクセスするための、ユーザー カスタマイズが可能なコ
ンポーネントのライブラリを提供します。また、Ajax テクノロジを使用して、ページ
全体の再ロードを行わなくても、コンテンツを動的に更新することができます。

セキュリティ Orchestrator は、次のような先進的なセキュリティ機能を提供します。

n 公開キー基盤 (Public Key Infrastructure、PKI)。サーバ間でインポート、エクス
ポートされるコンテンツに署名し、暗号化します。

n デジタル著作権管理 (Digital Rights Management、DRM)。エクスポートされ
るコンテンツの表示、編集、再配布の方法を制御します。

n デスクトップ クライアントとサーバ間のセキュア ソケット レイヤ (Secure Sockets
Layer、SSL) で暗号化された通信、および Web フロント エンドへの HTTPS ア
クセス。

n 高度なアクセス権管理。プロセス、およびこれらのプロセスが操作するオブジェ

クトへのアクセスを制御します。

Orchestrator のユーザー ロールと関連するタスク
vCenter Orchestrator には、3 つのグローバルなユーザー ロール (管理者、開発者、エンド ユーザー) ごとに固有な作業
に応じて、それぞれ異なるツールとインターフェイスが用意されています。

管理者 このロールは、Orchestrator プラットフォームのすべての機能に対する、フル アクセ
ス権を持ちます。基本的な管理タスクには次のものが含まれます。

n Orchestrator のインストールと構成

n Orchestrator とアプリケーションのアクセス権の管理

n パッケージのインポートとエクスポート

n Web ビューの有効化と無効化

開発者ガイド
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n ワークフローとスケジュール設定タスクの実行

n インポートされた要素のバージョン制御の管理

開発者 このロールのユーザーには Orchestrator Client インターフェイスへのアクセス権が与
えられ、次の作業を担当します。

n Orchestrator プラットフォームの機能を拡張するアプリケーションの作成

n 既存のワークフローのカスタマイズと、ワークフローの新規作成による、プロセ

スの自動化

n Web 2.0 テクノロジの使用による、これらのプロセスの Web フロント エンドの
カスタマイズ

エンド ユーザー このロールのユーザーは、Web フロント エンドへのアクセス権だけが与えられます。
これらのユーザーは、ワークフローとポリシーを実行するか、スケジュール設定するこ

とができます。

Orchestrator のアーキテクチャ
Orchestrator にはワークフロー ライブラリとワークフロー エンジンが含まれており、オーケストレーションのプロセス
を自動化するワークフローを作成して、実行できます。ワークフローは、一連のプラグインにより、Orchestrator がア
クセスするさまざまなテクノロジのオブジェクト上で実行することができます。

Orchestrator にはプラグインの標準セットが含まれています。これには VMware vCenter Server 4.0 へのプラグインも
含まれており、プラグインで公開されるさまざまな環境内のタスクのオーケストレーションを行うことができます。

また、Orchestrator のアーキテクチャは公開されているので、サードパーティの外部アプリケーションをオーケストレー
ション プラットフォームにプラグインとして組み込むことができます。プラグインとして組み込まれたテクノロジのオブ
ジェクト上では、ユーザー自身が定義したワークフローを実行することができます。Orchestrator は、ディレクトリ サー
ビス サーバと接続してユーザー アカウントの管理を行い、また、データベースと接続して実行するワークフローからの
情報を保存します。Orchestrator とそれが公開しているワークフローやオブジェクトには、Orchestrator Client イン
ターフェイス、Web ブラウザ、または Web サービスを通してアクセスできます。

図 1-1 には、Orchestrator のアーキテクチャが示されています。

図 1-1.  VMware vCenter Orchestrator のアーキテクチャ

Orchestrator
データベース

vCenter Orchestrator  
Client アプリケーション

vCenter Server

ブラウザ アクセス Web サービス

ワークフロー 
ライブラリ

vCenter VI3 WMI XML SSH JDBC SMTP
サードパー

ティプラグイン

ディレクト
リサービス

ワークフロー エンジン

第 1 章 VMware vCenter Orchestrator の概要
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ワークフローの作成 2
Orchestrator Client インターフェイスでワークフローを作成します。ワークフローの作成では、ワークフロー ワークベ
ンチ、標準機能の Mozilla Rhino JavaScript スクリプト エンジン、および Orchestrator API を使用します。

n ワークフロー作成プロセスの主要な段階 (P. 12)

ワークフローの作成プロセスには一連の段階があります。

n 作成中のワークフローのテスト (P. 12)

作成プロセス中はいつでもワークフローをテストできます。ワークフローを完了していない場合や End 要素が含ま
れていない場合でも可能です。

n ワークフロー ワークベンチ (P. 13)

ワークフロー ワークベンチを使用して、ワークフローを作成および編集します。ワークフロー ワークベンチは、
ワークフローを作成するための Orchestrator Client の IDE です。

n ワークフローの一般情報の提供 (P. 14)

ワークフロー ワークベンチの  [General]  タブで、ワークフローの特定の動作の定義、バージョン番号の設定、お
よびユーザー権限の設定を実行します。

n 属性とパラメータの定義 (P. 15)

ワークフローの作成後、そのワークフローのグローバル属性と入力および出力パラメータを指定する必要があります。

n ワークフロー スキーマ (P. 17)

ワークフロー スキーマは、ワークフローのグラフィカル表現で、相互接続されたワークフロー要素のフロー ダイア
グラムとしてワークフローを示します。

n ワークフロー開始時のユーザーからの入力パラメータの取得 (P. 32)

ワークフローで入力パラメータが必要な場合は、ワークフローの実行時に、必要な入力パラメータをユーザーが入

力するためのダイアログ ボックスが開きます。ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、このダイアログ
ボックスのコンテンツとレイアウト、または表示方法を編集できます。

n ワークフロー実行中のユーザー インタラクションの要求 (P. 36)

ワークフローは、実行中に外部ソースからの追加の入力パラメータを要求する場合があります。この入力パラメー

タは、別のアプリケーションまたはワークフローから取得するか、ユーザーが直接入力できます。

n ワークフロー内でのワークフローの呼び出し (P. 39)

ワークフローは、実行中に他のワークフローを呼び出すことができます。ワークフローは、実行に必要な入力パラ

メータとして別のワークフローの結果が必要な場合に別のワークフローを開始できますが、ワークフローを開始し、

そのまま単独で実行を継続することもできます。将来の所定の時間にワークフローを開始したり、複数のワークフ

ローを同時に開始したりすることもできます。
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n 長期実行ワークフロー要素の作成 (P. 44)

待機状態のワークフローは、応答を待つオブジェクトに絶え間なくポーリングするため、システム リソースを消費
します。あるワークフロー要素が、必要な応答を受け取るまでに長時間待機する可能性があることがわかっている

場合、そのワークフロー要素を長期実行要素として実装できます。

n 構成要素 (P. 48)

構成要素は、Orchestrator Server 導入環境全体の定数を設定するために使用できる属性の一覧です。

n ワークフローのユーザー権限 (P. 50)

Orchestrator には、ユーザーやグループに適用する権限レベルが定義されています。

n ワークフローの実行 (P. 51)

ワークフローは、イベントの論理フローに基づいて動作します。

n 簡易ワークフロー例の作成 (P. 54)

簡易ワークフロー例の作成では、ワークフロー作成プロセスの最も一般的な手順を説明します。

n 複雑なワークフローの作成 (P. 76)

複雑なワークフローの例を作成することで、ワークフロー作成プロセスの一般的な手順と、Custom Decision や
ループの作成など、高度な手順を説明します。

ワークフロー作成プロセスの主要な段階

ワークフローの作成プロセスには一連の段階があります。

ワークフローの作成に含まれるタスクを実行する順序は、通常、次の一連の段階に準じます。

1 ワークフローに関する一般情報を提供する。

2 入力パラメータを作成する。

3 スキーマをレイアウトおよびリンクすることにより、ワークフローの論理フローを作成する。

4 各要素の入力および出力パラメータをワークフロー属性にバインドし、各要素を定義するときに、必要なパラメータ

と属性を作成する。

5 Scriptable Task または Custom Decision 要素に必要なスクリプトを作成する。

6 ワークフロー表示方法を作成することにより、ワークフロー実行時に表示される入力パラメータ ダイアログ ボック
スのレイアウトと動作を作成する。

7 ワークフローを検証する。

作成中のワークフローのテスト

作成プロセス中はいつでもワークフローをテストできます。ワークフローを完了していない場合や End 要素が含まれてい
ない場合でも可能です。

デフォルトでは、ワークフローを実行する前に、Orchestrator によりそのワークフローが有効かどうか確認されます。
ワークフロー作成中の自動検証を無効にし、テスト用にワークフローを部分的に実行できます。

注意   ワークフローの作成が終了した時点で、自動検証を必ず有効に戻してください。

手順

1 Orchestrator Client メニューで、 [Tools]  -  [User Preferences]  の順にクリックします。

2 [Workflows]  タブをクリックします。

3 [Validate workflow before executing it]  チェック ボックスをオフにします。

自動ワークフロー検証が無効になりました。
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ワークフロー ワークベンチ
ワークフロー ワークベンチを使用して、ワークフローを作成および編集します。ワークフロー ワークベンチは、ワーク
フローを作成するための Orchestrator Client の IDE です。

既存のワークフローを編集して、ワークフロー ワークベンチを開きます。

ワークフローの作成

Orchestrator Client インターフェイスでは、ワークフローの階層リストで新しいワークフローを作成できます。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Workflows]  ビューをクリックします。

2 (オプション) ワークフローの階層リストのルートまたはリスト内のカテゴリを右クリックし、 [Add Category]  を
選択して新しいワークフロー カテゴリを作成します。

3 (オプション) 新しいカテゴリの名前を指定します。

4 新しいカテゴリまたは既存のカテゴリを右クリックして、 [New workflow]  を選択します。

5 新しいワークフローに名前を付けて、 [OK]  をクリックします。

選択したカテゴリに、新しい空のワークフローが作成されます。

次に進む前に

ワークフローを編集できます。

ワークフロー ワークベンチでのワークフローの編集
Orchestrator Client のワークフロー ワークベンチを使用して、新規または既存のワークフローを編集します。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Workflows]  ビューをクリックします。

2 ワークフローの階層リストを展開して、編集するワークフローに移動します。

3 編集するワークフローをクリックします。

4 ワークフローを右クリックし  [Edit]  を選択して、編集対象のワークフローを開きます。

ワークフロー ワークベンチが開き、ワークフローを編集できます。

ワークフロー ワークベンチのタブ
ワークフロー ワークベンチは、さまざまなワークフローのコンポーネントを編集するタブで構成されています。

表 2-1.  ワークフロー パレットのタブ

タブ 説明

[General] ワークフロー名の編集、ワークフローが実行する処理の説明の入力、

バージョン番号の設定、Orchestrator Server が再起動した場合の
ワークフローの動作の定義、ワークフローのグローバル属性の定義

を行います。

[Inputs] ワークフローが動作するときに必要なパラメータを定義します。こ

れらの入力パラメータは、ワークフローが処理するデータです。ワー

クフローの動作は、このパラメータに応じて変わります。

[Outputs] ワークフローが動作を完了するときに生成する値を定義します。他

のワークフローまたはアクションは、実行時にこの値を使用できます。
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表 2-1.  ワークフロー パレットのタブ (続き)

タブ 説明

[Schema] ワークフローを作成します。 [Schema]  タブの左側にあるワークフ
ロー パレットからワークフロー スキーマ要素をドラッグして、ワー
クフローを作成します。スキーマ ダイアグラムの要素をクリックす
ると、 [Schema]  タブの下半分で、要素の動作を定義および編集で
きます。

[Presentation] ユーザーがワークフローを実行するときに表示されるユーザー入力

ダイアログ ボックスのレイアウトを定義します。パラメータと属性
を表示ステップと表示グループ別に並べ、入力パラメータ ダイアログ
ボックス内のパラメータを簡単に特定できるようにします。ユーザー

が表示方法に指定できる入力パラメータの制約を定義します。

[Parameters Reference] ワークフローの論理フローで属性とパラメータを使用するワークフ

ロー要素を表示します。このタブは、 [Presentation]  タブで定義
したパラメータおよび属性に対する制約も表示します。

[Executions] 特定のワークフローが実行されるたびに、詳細情報を表示します。

この情報には、ワークフローのステータス、ワークフローを実行し

たユーザー、ワークフローが開始および終了した時間と日付が含ま

れます。

[Events] ワークフローが実行されたときに発生する個々のイベントの情報が

示されます。この情報には、イベントのステータス、ワークフロー

を実行したユーザー、イベントが開始および終了した時間と日付が

含まれます。

[Permissions] ユーザーまたはユーザー グループがワークフローと通信するための
権限を設定します。

ワークフローの一般情報の提供

ワークフロー ワークベンチの  [General]  タブで、ワークフローの特定の動作の定義、バージョン番号の設定、およびユー
ザー権限の設定を実行します。

開始する前に

ワークフローの作成を完了し、そのワークフローのワークフロー ワークベンチを開いておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [General]  タブをクリックします。

2 [Version]  の数字をクリックし、ワークフローのバージョン番号を設定します。

[Version Comment]  ダイアログ ボックスが開きます。

3 ワークフローのこのバージョン用のコメントを入力し、 [OK]  をクリックします。

たとえば、ワークフローの作成直後の場合は「Initial creation」と入力します。

4 [Allowed operations]  チェック ボックスをオンにし、ワークフローでユーザーが実行できる操作を定義します。

ワークフローで次のアクションの実行をユーザーに許可できます。

n ワークフローのコンテンツの表示

n パッケージへのワークフローの追加

n ワークフローの要素の編集
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5 [Server restart behavior]  の値を設定することで、Orchestrator Server の再起動時のワークフローの動作方法を
定義します。

n サーバの停止時に実行が中断された場所でワークフローを再開するには、 [Resume workflow execution]  を
デフォルト値のままにします。

n Orchestrator Server の再起動時にワークフローを再開しないようにするには、 [Resume workflow execution]
をクリックし、 [DON'T resume workflow execution (set as FAILED)]  を選択します。

ワークフローが実行環境に依存する場合は、ワークフローの再開を避ける必要があります。たとえば、ワークフロー

が特定の vCenter Server を必要とし、Orchestrator を異なる vCenter Server に接続するように再構成した場合、
Orchestrator Server を再起動した後にそのワークフローを再開すると、ワークフローは失敗します。

6 [Description]  テキスト ボックスにワークフローの詳細説明を追加します。

7 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

ワークフロー ワークベンチの左下に表示される緑色のメッセージで、変更を保存したことが確認できます。

ワークフローの特定の動作の定義、バージョンの設定、およびワークフローでユーザーが実行できる操作の定義が完了し

ました。

次に進む前に

ワークフローの属性とパラメータを定義します。

属性とパラメータの定義

ワークフローの作成後、そのワークフローのグローバル属性と入力および出力パラメータを指定する必要があります。

ワークフローの属性とは、ワークフローで内部処理されるデータのことで、ワークフローの入力パラメータとは、ユーザー

や別のワークフローなどの外部ソースから入力されるデータのことです。ワークフローの出力パラメータは、ワークフロー

が終了するときに出力されるデータです。

n ワークフロー属性の定義 (P. 15)

ワークフローの属性とは、ワークフローで内部処理されるデータのことです。

n ワークフローのパラメータの定義 (P. 16)

入力および出力パラメータにより、情報やデータをワークフローに渡したり、ワークフローから取得したりするこ

とができます。

ワークフロー属性の定義

ワークフローの属性とは、ワークフローで内部処理されるデータのことです。

注意   また、ワークフロー スキーマを作成するときに、ワークフロー スキーマ要素にワークフロー属性を定義することも
できます。多くの場合、その属性を処理するワークフロー スキーマ要素を作成するときに、属性を定義する方が簡単です。

開始する前に

ワークフローの作成を完了し、そのワークフローのワークフロー ワークベンチを開いておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [General]  タブをクリックします。

[General]  タブの下半分に属性ペインが表示されます。

2 属性ペインを右クリックし、 [Add Attribute]  を選択します。

属性リストに新しい属性が表示されます。[String] がデフォルト タイプになっています。
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3 属性名をクリックして変更します。

デフォルト名は attr<<X>> です。ここで、<<X>> は数字です。

注意   ワークフロー属性の名前は、ワークフローのパラメータの名前と同じであってはなりません。

4 [Not set]  リンクをクリックし、提示されたリストから属性タイプを選択します。

5 属性のタイプ値をクリックし、[String] から使用可能な値のリストの別の値に変更します。

6 [Description]  テキスト ボックスに、属性の説明を追加します。

7 属性が変数ではなく定数である場合、属性名の左側にあるチェック ボックスをオンにして値を読み取り専用にします。

鍵のアイコン ( ) は、読み取り専用のチェック ボックスの列を示します。

8 (オプション) 定義した属性を、属性ではなく入力または出力パラメータに変更する場合、属性を右クリックして、
[Move as INPUT/OUTPUT parameter]  を選択します。

これで、ワークフロー属性を定義できました。

次に進む前に

ワークフローの入力および出力パラメータを定義できます。

ワークフローのパラメータの定義

入力および出力パラメータにより、情報やデータをワークフローに渡したり、ワークフローから取得したりすることがで

きます。

ワークフロー ワークベンチで、ワークフローのパラメータを定義します。入力パラメータは、ユーザーがワークフローを
実行するときに入力し、ワークフローで使用されるデータです。出力パラメータは、ワークフローを実行した結果です。

開始する前に

ワークフローの作成を完了し、そのワークフローのワークフロー ワークベンチを開いておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで該当するタブをクリックします。

n 入力パラメータを作成するには、 [Inputs]  をクリックします。

n 出力パラメータを作成するには、 [Outputs]  をクリックします。

2 パラメータ タブを右クリックし、 [Add Parameter]  を選択します。

属性リストに新しいパラメータが表示されます。[String] がデフォルト タイプになっています。

3 パラメータ名をクリックして変更します。

デフォルト名は、入力パラメータでは arg_in<<X>>、出力パラメータでは arg_out<<X>> です。ここで、
<<X>> は数字です。

4 パラメータのタイプ値をクリックし、[String] から使用可能な値のリストの別の値に変更します。

5 [Description]  テキスト ボックスに、パラメータの説明を追加します。

6 (オプション) 定義したパラメータを、パラメータではなく属性に変更する場合、パラメータを右クリックし、 [Move
as attribute]  を選択します。

これで、ワークフローの入力または出力パラメータを定義できました。

次に進む前に

ワークフローのパラメータを定義した後、ワークフロー スキーマを構築します。
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ワークフロー スキーマ
ワークフロー スキーマは、ワークフローのグラフィカル表現で、相互接続されたワークフロー要素のフロー ダイアグラ
ムとしてワークフローを示します。

n ワークフロー スキーマの表示 (P. 17)

Orchestrator Client では、ワークフロー スキーマがそのワークフローの  [Schema]  タブに表示されます。

n ワークフロー スキーマでのワークフローの作成 (P. 17)

ワークフロー スキーマは、一連のスキーマ要素で構成されます。ワークフロー スキーマ要素は、ワークフローのビ
ルディング ブロックであり、決定、スクリプト タスク、アクション、例外ハンドラ、またはその他のワークフロー
を表すことができます。

n スキーマ要素 (P. 19)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブのメニューには、ワークフロー スキーマ要素が表示されます。

n スキーマ要素のプロパティ (P. 22)

スキーマ要素には、ワークフロー パレットの  [Schema]  タブで定義および編集可能なプロパティがあります。

n リンクおよびバインド (P. 24)

要素間のリンクにより、ワークフローの論理フローが決まります。バインドでは、入出力パラメータをワークフロー

属性にバインドすることにより、他の要素からのデータを要素に取り込みます。

n Decision (P. 29)

ワークフローでは、ブール値 true または false のステートメントに従ってアクションのさまざまなコースを定義する
Decision 関数を実装できます。

n 例外処理 (P. 31)

例外処理では、スキーマ要素の実行時に発生するエラーをすべて捕捉します。また、エラーが発生したときのスキー

マ要素の動作を定義します。

ワークフロー スキーマの表示
Orchestrator Client では、ワークフロー スキーマがそのワークフローの  [Schema]  タブに表示されます。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Workflows]  ビューをクリックします。

2 ワークフローの階層リストにあるワークフローに移動します。

3 ワークフローをクリックすると、そのワークフローの情報が右側のペインに表示されます。

4 右側のペインの  [Schema]  タブを選択します。

ワークフローがグラフィカルに表示されます。

ワークフロー スキーマでのワークフローの作成
ワークフロー スキーマは、一連のスキーマ要素で構成されます。ワークフロー スキーマ要素は、ワークフローのビルディング
ブロックであり、決定、スクリプト タスク、アクション、例外ハンドラ、またはその他のワークフローを表すことができます。

ワークフロー ワークベンチでワークフローを作成するには、ワークフロー ワークベンチの左側のワークフロー パレットから、
ワークフロー スキーマ ダイアグラムにスキーマ要素をドラッグします。
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ワークフロー スキーマの編集

ワークフローを作成するには、ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで一連のスキーマ要素を作成します。

開始する前に

空のワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集するためにそのワークフローを開いておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [Schema]  タブをクリックします。

2 [Schema]  タブの左側にある  [Generic]  メニューをクリックします。

3 [Generic]  メニューのスキーマ要素をワークフロー スキーマにドラッグします。

4 ワークフロー スキーマにドラッグした要素をダブルクリックします。

要素をダブルクリックすると、その要素に名前を付けられます。要素にはワークフローに関連する一意の名前を指定

する必要があります。

a スキーマ要素内に適切な要素名を入力します。

b Enter を押します。

[Waiting timer] 、 [Waiting event] 、 [End workflow] 、または  [Throw exception]  要素の名前は変更できません。

5 スキーマの要素を右クリックし、 [Copy]  を選択します。

6 スキーマ内の適切な位置を右クリックし、 [Paste]  を選択します。

既存のスキーマ要素をコピーして貼り付けると、スキーマに同様の要素を簡単に追加できます。コピーされた要素の

設定のすべてが、貼り付けた要素に表示されます。必要に応じて、貼り付けた要素の設定を調整する必要があります。

7 [Basic] 、 [Log] 、または  [Network]  メニューのスキーマ要素をワークフロー スキーマにドラッグします。

[Basic] 、 [Log] 、または [Network]  メニューの要素は事前定義されたタスクですが、その名前を編集できます。
ただし、そのスクリプトは編集できません。

8 [Action & Workflow]  メニューのスキーマ要素をワークフロー スキーマにドラッグします。

アクションまたはワークフローをワークフロー スキーマにドラッグすると、ダイアログ ボックスが表示され、挿入
するアクションまたはワークフローを検索できます。

9 [Search]  テキスト ボックスで、ワークフローに挿入するアクションまたはワークフローの名前または名前の一部を
入力します。

検索条件に一致するアクションまたはワークフローがダイアログ ボックスに表示されます。

10 アクションまたはワークフローをダブルクリックして選択します。

アクションまたはワークフローがワークフロー スキーマに挿入されました。

11 必要なすべてのスキーマ要素をワークフロー スキーマに追加するまで、手順 1 から手順 10 を繰り返します。

ワークフロー スキーマには少なくとも 1 つの  [End workflow]  要素が必要ですが、複数の要素を指定できます。

次に進む前に

必要な要素をすべてワークフロー スキーマに追加したら、その要素のプロパティを定義し、それらをリンクおよびバイン
ドします。
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検索結果の変更

[Search]  テキスト ボックスを使用して、ワークフローやアクションなどの要素を検索します。検索で結果が部分的に返
される場合は、返される結果の数を変更できます。

要素の検索を使用して緑のメッセージ ボックスが表示された場合は、検索結果のすべてが表示されていることを示します。
黄色のメッセージ ボックスの場合は、一部の検索結果のみが表示されていることを示します。

手順

1 (オプション) ワークフロー ワークベンチでワークフローを編集している場合は、 [Save and Close]  をクリックして
ワークベンチを終了します。

2 Orchestrator Client メニューで  [Tools]  -  [User Preferences]  の順にクリックします。

3 [General]  タブをクリックします。

4 返される検索結果の数を  [Finder Maximum Size]  テキスト ボックスに入力します。

5 [User Preferences] ダイアログ ボックスの  [Save and Close]  をクリックします。

これで、返される検索結果の数が変更されました。

スキーマ要素

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブのメニューには、ワークフロー スキーマ要素が表示されます。

表 2-2 に、ワークフローを作成するときに使用するすべてのスキーマ要素についての説明を示します。

表 2-2.  スキーマ要素

スキーマ要素名 説明 アイコン

ワークフロー ワークベンチでのア
イコンの場所

Start Workflow ワークフローの開始点。この要素は、すべてのワー

クフローに含まれており、ワークフロー スキーマ
から削除できません。ワークフローでは、Start
要素を 1 つだけ使用できます。Start 要素には、
出力が 1 つあり、入力はありません。

 

 

常に  [Schema]  タブに表示され
ます。

Scriptable Task 多様に定義して使用する汎用タスク。 この要素に
JavaScript 関数を書き込みます。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Decision ブール関数。Decision 要素には入力パラメータが
1 つあり、true または false のいずれかを返
します。要素で行われる Decision のタイプは、
入力パラメータのタイプに応じて決まります。

Decision 要素によりワークフローでは、
Decision 要素が受け取る入力パラメータに応じ
て、さまざまな方向に分岐できます。受け取った

入力パラメータが、期待値の場合、ワークフロー

は特定の経路に沿って継続します。入力値が期待

値と異なる場合、ワークフローは代替経路に沿っ

て継続します。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Custom Decision ブール関数。Custom Decisions 要素では、カス
タム スクリプトに従って数種類の入力パラメータ
を取ることができ、それらのパラメータに応じて

動作します。true または false のいずれかを
返します。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット
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表 2-2.  スキーマ要素 (続き)

スキーマ要素名 説明 アイコン

ワークフロー ワークベンチでのア
イコンの場所

User Interaction ユーザーが新規入力パラメータをワークフローに

渡せるようにします。User Interaction 要素で入
力パラメータを要求する方法を指定し、ユーザー

が入力可能なパラメータを制限することができま

す。入力パラメータを入力できるユーザーを判断

するための権限を設定できます。実行中のワーク

フローは、User Interaction 要素に到達すると
パッシブ状態になり、ユーザーに入力を求めるプ

ロンプトを表示します。ユーザーが応答するとき

のタイムアウト時間を設定できます。ワークフロー

は、 トークンは waiting 状態になります。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Waiting Timer 長期実行ワークフローで使用されます。実行中の

ワークフローは、Waiting Timer 要素に到達する
とパッシブ状態になります。ワークフローが実行

を再開するときの絶対日付を設定します。絶対日

付になるのを待つ間、ワークフロー トークンは
waiting-signal 状態になります。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Waiting Event 長期実行ワークフローで使用されます。実行中の

ワークフローは、Waiting Event 要素に到達する
とパッシブ状態になります。実行を再開するまで

の間にワークフローが待つ、トリガー イベントを
定義します。イベントを待つ間、ワークフロー

トークンは waiting-signal 状態になりま
す。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

End Workflow ワークフローの終点。1 つのスキーマ内では、ワー
クフローで考えられるさまざまな結果を表すため、

複数の End 要素を使用できます。End 要素には、
入力が 1 つあり、出力はありません。ワークフ
ローが End Workflow 要素に到達すると、ワー
クフロー トークンは completed 状態に入りま
す。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Thrown Exception 例外を作成し、ワークフローを停止します。ワー

クフロー スキーマでは、この要素を複数回使用で
きます。Thrown Exception 要素には、String
タイプに限定される入力パラメータが 1 つあり、
出力パラメータはありません。ワークフローが

Thrown Exception 要素に到達すると、ワークフ
ロー トークンは failed 状態に入ります。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット

Workflow Note ワークフローのセクションに注釈を付けることが

できます。メモを拡張してワークフローのセクショ

ンを区切ることができます。メモの背景色を変更

して、ワークフローのゾーンどうしを区別するこ

ともできます。Workflow Note 要素には、スキー
マについて理解するのに役立つ視覚情報のみが表

示されます。

 

 

[Generic]  ワークフロー パレット
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表 2-2.  スキーマ要素 (続き)

スキーマ要素名 説明 アイコン

ワークフロー ワークベンチでのア
イコンの場所

Pre-Defined Task ワークフローが一般に使用する標準タスクを実行

する編集不可の Scripted 要素。あらかじめ次の
タスクが定義されています。

[Basic]
n スリープ (Sleep)
n 認証情報の変更 (Change credential)
n 待機を終了する日付 (Wait until date)
n カスタム イベント待機時間 (Wait for custom

event)
n 増加カウンタ (Increase counter)
n 減少カウンタ (Decrease counter)
n 日付への追加時間 (Add hours to date)
[Log]
n システム ログ (System log)
n システム警告 (System warning)
n システム エラー (System error)
n サーバ ログ (Server log)
n サーバ警告 (Server warning)
n サーバ エラー (Server error)
n システムとサーバのログ (System+server

log)
n システムとサーバの警告 (System+server

warning)
n システムとサーバのエラー (System+server

error)
[Network]
n HTTP ポスト (HTTP post)
n HTTP ゲット (HTTP get)
n カスタム イベントの送信 (Send custom

event)

 

 

[Basic] 、 [Log] 、および
[Network]  ワークフロー パレッ
ト

Action Orchestrator のアクション ライブラリからアク
ションを呼び出します。ワークフローは、Action
要素に到達すると、そのアクションを呼び出して

実行します。

 

 

[Action & Workflow]  ワークフ
ロー パレット

Workflow 別のワークフローを同期して開始します。ワーク

フローは、そのスキーマの Workflow 要素に到達
するとすぐ、独自のプロセスの一部としてそのワー

クフローを実行します。元のワークフローは、呼

び出されたワークフローが完了するまで続行しま

せん。

 

 

[Action & Workflow]  ワークフ
ロー パレット

Asynchronous
Workflow

ワークフローを非同期で開始します。ワークフロー

は、Asynchronous Workflows 要素に到達する
と、そのワークフローを開始し、継続して実行さ

れます。元のワークフローは、呼び出されたワー

クフローが終了するのを待たずに続行されます。

 

 

[Action & Workflow]  ワークフ
ロー パレット
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表 2-2.  スキーマ要素 (続き)

スキーマ要素名 説明 アイコン

ワークフロー ワークベンチでのア
イコンの場所

Schedule Workflow 設定時刻にワークフローを実行するタスクを作成

します。その後、そのワークフローは継続して実

行されます。

 

 

[Action & Workflow]  ワークフ
ロー パレット

Nested Workflow 複数のワークフローを同時に開始します。ローカル

ワークフローと、別の Orchestrator Server から
のリモート ワークフローをネストするように選択
できます。また、異なる認証情報でワークフロー

を実行することもできます。ワークフローは、ネ

ストされたワークフローすべてが完了するまで待っ

てから、継続して実行されます。

 

 

[Action & Workflow]  ワークフ
ロー パレット

スキーマ要素のプロパティ

スキーマ要素には、ワークフロー パレットの  [Schema]  タブで定義および編集可能なプロパティがあります。

スキーマ要素のグローバル プロパティの編集

スキーマ要素の  [Info]  タブで、スキーマ要素のグローバル プロパティを定義します。

開始する前に

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブに、要素が表示されている必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [Schema]  タブをクリックします。

2 ワークフロー スキーマのスキーマ要素をクリックして、編集対象の要素を選択します。

スキーマ要素のプロパティ タブがワークフロー ワークベンチの下部に表示されます。

3 [Info]  タブをクリックします。

4 [Name]  テキスト ボックスにスキーマ要素の名前を入力します。

これは、ワークフロー スキーマ ダイアグラムのスキーマ要素に表示される名前です。

5 [Interaction]  テキスト ボックスをクリックし、リストから説明を選択します。

[Interaction]  プロパティでは、この要素がワークフロー外のオブジェクトと通信する方法の標準的な説明の中から
選択できます。このプロパティは、情報提供のみを目的としています。

6 (オプション) スキーマ要素の背景色を変更する場合は、 [Color]  をクリックします。

個々のワークフロー要素の色を変更することにより、ワークフローの特定のセクションを強調できます。

7 [Business Status]  テキスト ボックスに、ビジネス ステータスの説明を入力します。

[Business Status]  プロパティは、この要素の実行内容を簡単に説明したものです。ワークフローが実行されている
ときは、ワークフロー トークンによって、要素実行時の各要素のビジネス ステータスが表示されます。この機能は
ワークフロー ステータスをトラッキングする場合に便利です。

スキーマ要素のプロパティ タブ

スキーマ要素のプロパティにアクセスするには、ワークフロー スキーマにドラッグしたスキーマ要素をクリックします。
ワークフロー ワークベンチ下部のタブに、要素のプロパティが表示されます。

表 2-3 に示すように、要素のタイプが異なると、表示されるプロパティ タブも異なります。
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表 2-3.  スキーマ要素のプロパティ タブ

スキーマ要素のプロパティ タブ 説明 適用されるスキーマ要素タイプ

[Attributes] 要素で必要とする、ユーザー、イベ

ント、またはタイマーなどの外部ソー

スからの属性。属性には、タイムア

ウト制限、日時、トリガー、または

ユーザー認証情報などがあります。

n User Interaction
n Waiting Event
n Waiting Timer

[Decision] Decision ステートメントを定義しま
す。Decision 要素が受け取る入力パ
ラメータは、Decision ステートメン
トに一致するかしないかのどちらか

であり、可能性のあるアクション経

路は 2 つになります。

Decision

[End Workflow] ワークフローが正常に完了したか、

またはエラーが発生して例外が返さ

れたかのどちらかの理由で、ワーク

フローを停止します。

n End
n Exception

[Exception] 例外が発生したときの、このスキー

マ要素の動作方法。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Exception
n Nested Workflows
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task
n User Interaction
n Waiting Event
n Waiting Timer
n Workflow

[External Inputs] ワークフローを実行する間の特定の

時点で、ユーザーが入力しなければ

ならない入力パラメータ。

User Interaction

[IN] この要素の IN バインド。IN バイン
ドにより、スキーマ要素がワークフ

ロー内の先行する要素から入力を受

け取るときの方法を定義します。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Custom Decision
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task
n Workflow

[Info] スキーマ要素の一般プロパティと説

明。 [Info]  タブの情報は、スキーマ
要素のタイプに応じて表示されます。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Custom Decision
n Decision
n Nested Workflows
n Note
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task
n User Interaction
n Waiting Event
n Waiting Timer
n Workflow
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表 2-3.  スキーマ要素のプロパティ タブ (続き)

スキーマ要素のプロパティ タブ 説明 適用されるスキーマ要素タイプ

[OUT] この要素の OUT バインド。OUT バ
インドにより、スキーマ要素がワー

クフロー属性またはワークフロー出

力パラメータに出力パラメータをバ

インドするときの方法を定義します。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task
n Workflow

[Presentation] ワークフローで実行時にユーザー入

力を必要とする場合に表示される

[Input Parameters] ダイアログ
ボックスのレイアウトを定義します。

User Interaction

[Scripting] このスキーマ要素の動作を定義する

JavaScript 関数を表示します。
Asynchronous Workflow 要素、
Schedule Workflow 要素、および
Action 要素の場合、このスクリプト
は読み取り専用です。Scriptable
Task 要素と Custom Decision 要素
の場合は、このタブで JavaScript を
編集します。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Custom Decision
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task

[Visual Binding] このスキーマ要素のパラメータおよ

び属性を、ワークフロー内でその要

素の前後に位置する要素のパラメー

タおよび属性にバインドするときの

方法を示すグラフィカル表示です。

これは、要素の IN および OUT バイ
ンドの別表示になります。

n Action
n Asynchronous Workflow
n Pre-Defined Task
n Schedule Workflow
n Scriptable Task
n Workflow

[Workflows] ネストするワークフローを選択しま

す。

Nested Workflows

リンクおよびバインド

要素間のリンクにより、ワークフローの論理フローが決まります。バインドでは、入出力パラメータをワークフロー属性

にバインドすることにより、他の要素からのデータを要素に取り込みます。

リンクおよびバインドについて理解するには、ワークフローの論理フローとワークフローのデータ フローの違いを理解す
る必要があります。

ワークフローの論理フロー

ワークフローの論理フローとは、ワークフローが実行されるにつれて進む、スキーマの 1 つの要素から次の要素へのワー
クフローのパスです。ワークフローの論理フローは、スキーマ内の要素をリンクすることによって定義します。

標準パスは、すべての要素が正常に実行された場合にワークフローが進む論理フローのパスです。例外パスは、要素が正

常に実行されなかった場合にワークフローが進む論理フローのパスです。

ワークフロー スキーマで使用される異なるスタイルの矢印は、論理フローでワークフローが進む可能性がある異なるパス
を示します。

n 黒の矢印は、ワークフローが 1 つの要素から次の要素へと進む標準パスを示します。

n 緑の矢印は、ブールの Decision 要素が true を返した場合にワークフローが進むパスを示します。

n 赤の点線矢印は、ブールの Decision 要素が false を返した場合にワークフローが進むパスを示します。

n 赤の太い点線矢印は、ワークフロー要素が正常に実行されなかった場合にワークフローが進む例外パスを示します。

図 2-1 に、ワークフローが進む可能性がある異なるパスを示したワークフロー スキーマの例を示します。
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図 2-1.  ワークフローの論理フローを進む異なるワークフロー パス

このワークフロー例では、論理フローの次のパスを進む可能性があります。

n 標準パス、Decision 結果が「true」、例外なし。

a Decision 要素が true を返します。

b 「SnapVMsInResourcePool」ワークフローが正常に実行されます。

c 「sendHtmlEmail」アクションが正常に実行されます。

d ワークフローが completed 状態で正常に終了します。

n 標準パス、Decision 結果が「false」、例外なし。

a Decision 要素が false を返します。

b Scriptable Task 要素で定義する操作が正常に実行されます。

c 「sendHtmlEmail」アクションが正常に実行されます。

d ワークフローが completed 状態で正常に終了します。

n Decision 結果が「true」、例外。

a Decision 要素が true を返します。

b 「SnapVMsInResourcePool」ワークフローでエラーが発生します。

c ワークフローが例外を返し、failed 状態で停止します。

n Decision 結果が「false」、例外。

a Decision 要素が false を返します。

b Scriptable Task 要素で定義する操作でエラーが発生します。

c ワークフローが例外を返し、failed 状態で停止します。

要素リンク

リンクにより、スキーマ要素を連結し、1 つの要素から次の要素へのワークフローの論理フローを定義します。

要素では、通常、ワークフローの別の要素に向かう 1 つの出力リンクと、例外動作を定義する要素への 1 つの例外リンク
を設定できます。出力リンクは、ワークフローの標準パスを定義します。例外リンクは、ワークフローの例外パスを定義

します。ほとんどの場合、1 つのスキーマ要素は、複数の要素から入力標準パス リンクを受け入れることができます。

次の要素は、先行ステートメントの例外となる要素です。

n Start Workflow 要素は、入力リンクを受け入れることができず、例外リンクがありません。

n Exception 要素は、複数の入力例外リンクを受け入れることができ、出力リンクと例外リンクがありません。
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n Decision 要素には、決定の結果が true か false かに応じてワークフローが取るパスを定義する 2 つの出力リン
クがあります。Decision に例外リンクはありません。

n End Workflow 要素には、出力リンクまたは例外リンクを設定できません。

標準パスのリンクの作成

要素をリンクするには、ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブにあるコネクタ ツールを使用して要素を接続します。

ある要素を別の要素にリンクするときは、必ずワークフロー内で要素が実行される順番でリンクします。常に、最初に実

行される要素から開始して、2 つの要素間のリンクを作成します。

開始する前に

要素をリンクする場合は、ワークフロー ワークベンチを開き、 [Schema]  には要素が含まれた状態にしておく必要があ
ります。

手順

1 [Schema]  タブの上部にあるツールバーで [connector tool] ボタンをクリックして、コネクタ ツールを有効にします。

2 要素をクリックして、別の要素にリンクします。

3 ハイライト表示されている要素にポインタを移動し、別の要素にリンクします。

要素の下部に黒い長方形が表示されます。

4 黒い長方形の近くにある要素内を左クリックし、マウスの左ボタンを押さえたまま、ポインタをリンク先要素まで移

動します。

2 つの要素間に矢印が表示され、リンク先要素が緑に変わります。

5 マウスの左ボタンを離します。

2 つの要素間の矢印はそのまま残ります。

標準パスによって要素がリンクされました。

次に進む前に

要素は結合されましたが、データ フローが定義されていません。IN バインドと OUT バインドを定義して、入力および出
力データをワークフロー属性にバインドする必要があります。

ワークフローのデータ フロー

ワークフローのデータ フローとは、ワークフローの各要素が実行されたときに、ワークフロー要素の入出力パラメータが
ワークフロー属性にバインドされる方法を示したものです。ワークフローのデータ フローは、スキーマ要素バインドを使
用して定義します。

ワークフロー スキーマの要素の実行時には、入力パラメータの形式でデータが必要になります。スキーマ要素は、ワーク
フローの作成時に設定したワークフロー属性にバインドするか、同じワークフローの先行要素が実行されたときに設定さ

れた属性にバインドすることによって、入力パラメータとしてデータを取得します。

スキーマ要素は、変換などのデータ処理を行い、出力パラメータの形式で実行の結果を生成します。また、生成する出力

パラメータを、作成する新しいワークフロー属性にバインドします。スキーマの他の要素は、要素の入力パラメータとし

てこれらの新しいワークフロー属性にバインド可能です。ワークフローでは、実行の最後に出力パラメータとして属性を

生成できます。

図 2-2 に、ごく簡単なワークフローを示します。黒の矢印は、要素のリンクとワークフローの論理フローを表します。赤
い線は、ワークフローのデータ フローを示します。
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図 2-2.  ワークフローのデータ フローの例

データは、次のようにワークフローを流れます。

1 ワークフローは、入力パラメータ a および b から開始します。

2 最初の要素がパラメータ a を処理し、処理結果をワークフロー属性 c にバインドします。

3 最初の要素がパラメータ b を処理し、処理結果をワークフロー属性 d にバインドします。

4 2 番目の要素がワークフロー属性 c を入力パラメータとして受け取って処理し、結果の出力パラメータをワークフ
ロー属性 e にバインドします。

5 2 番目の要素がワークフロー属性 d を入力パラメータとして受け取って処理し、出力パラメータ f を生成します。

6 ワークフローが終了し、その実行結果の出力パラメータとしてワークフロー属性 f を生成します。

要素バインド

すべてのワークフロー要素の入出力パラメータは、ワークフロー属性にバインドする必要があります。バインドにより、

要素のデータを設定し、要素の出力および例外の動作を定義します。リンクではワークフローの論理フローを定義するの

に対し、バインドではデータ フローを定義します。

要素のデータを設定し、処理後の要素から出力パラメータを生成し、要素の実行時に発生するエラーすべてを処理するには、

要素バインドを設定する必要があります。

IN バインド スキーマ要素の入力データを設定します。要素のローカル入力パラメータは、ソース

ワークフロー属性にバインドします。 [IN]  タブの  [Local Parameter]  列には、要素
の入力パラメータの一覧が表示されます。ローカル パラメータのバインド先となるワー
クフロー属性の一覧が  [IN]  タブの  [Source Parameter]  列に表示されます。このタ
ブには、パラメータ タイプとパラメータの説明も表示されます。

OUT バインド ワークフロー属性を変更し、要素の実行終了時に出力パラメータを生成します。 [OUT]
タブの  [Local Parameter]  列には、要素の出力パラメータの一覧が表示されます。
ローカル パラメータのバインド先となるワークフロー属性の一覧が  [OUT]  タブの
[Source Parameter]  列に表示されます。このタブには、パラメータ タイプとパラメー
タの説明も表示されます。

例外バインド 実行時に要素で例外が発生した場合に、例外ハンドラにリンクします。
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スキーマ要素で使用する属性または入力パラメータをワークフロー属性にバインドするには、すべての場合に IN バイン
ドを使用する必要があります。そのスキーマ要素で実行時に受け取る入力パラメータの値が変更された場合は、OUT バイ
ンドを使用して、それらのパラメータをワークフロー属性にバインドする必要があります。スキーマ要素の出力パラメー

タをワークフロー要素にバインドすることにより、ワークフロー スキーマでその要素に続く他の要素では、それらの出力
パラメータを入力パラメータとして受け取ることができます。

ワークフローを作成するときに、要素での変更を反映する出力パラメータの値をワークフロー属性にバインドするのを忘

れることがよくあります。

重要   ワークフローですでに定義したタイプの入出力パラメータを必要とする要素を追加する場合、Orchestrator では、
それらのパラメータへのバインドが設定されます。ワークフローで同じタイプの異なるパラメータが定義され、パラメー

タに要素がバインド可能だった場合は、Orchestrator によってパラメータが正しくバインドされていることを確認する
必要があります。

要素バインドの定義

要素をリンクしてワークフローの論理フローを作成したら、要素バインドを定義して、要素が受け取ったり生成したりす

るデータを各要素で処理する方法を指定します。

開始する前に

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブにワークフロー スキーマを表示し、要素間のリンクを作成しておく必要が
あります。

手順

1 バインドを設定する要素をクリックします。

その要素がハイライト表示され、 [Schema]  タブの下部に要素属性のタブが表示されます。

2 [IN]  タブをクリックします。

[IN]  タブの内容は、選択した要素のタイプに応じて異なります。

n Pre-Defined Task 要素、Workflow 要素、または Action 要素を選択した場合、 [IN]  タブにはそのタイプの
要素で受け取ることが可能なローカル入力パラメータの一覧が表示されますが、バインドは設定されていません。

n 別のタイプの要素を選択した場合は、 [IN]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow attribute/parameter]
を選択することによって、そのワークフローにすでに定義した入力パラメータと属性の一覧から選択できます。

n 必要な属性がまだ存在しない場合は、 [IN]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow attribute/parameter]  -
[Create attribute/parameter in workflow]  を順に選択することによって、その属性を作成できます。

3 適切なパラメータが存在する場合は、バインドする入力パラメータを選択し、 [Source Parameter]  テキスト ボッ
クスで  [Not set]  リンクをクリックします。

バインド可能なソース パラメータと属性の一覧が表示されます。

4 提示されたリストから、ローカル入力パラメータにバインドするソース パラメータを選択します。

5 (オプション) バインド先のソース パラメータをまだ定義していない場合は、パラメータ選択のダイアログ ボックスで
[Create attribute/parameter in workflow]  リンクをクリックすることによってソース パラメータを作成できます。

6 [OUT]  タブをクリックします。

[OUT]  タブの内容は、選択した要素のタイプに応じて異なります。

n Pre-Defined Task 要素、Workflow 要素、または Action 要素を選択した場合、 [OUT]  タブにはそのタイプ
の要素で受け取ることが可能なローカル入力パラメータの一覧が表示されますが、バインドは設定されていません。

n 別のタイプの要素を選択した場合は、 [OUT]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow attribute/parameter]
を選択することによって、そのワークフローに定義した出力パラメータと属性の一覧から選択できます。

n 必要な属性が存在しない場合は、 [IN]  タブを右クリックし、 [Bind to workflow attribute/parameter]  -
[Create attribute/parameter in workflow]  を順に選択することによって、その属性を作成できます。
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7 バインドするパラメータを選択します。

8 [Source Parameter]  -  [Not set]  リンクの順にクリックします。

9 入力パラメータにバインドするソース パラメータを選択します。

10 (オプション) バインド先のパラメータを定義しなかった場合は、パラメータ選択のダイアログ ボックスで  [Create
attribute/parameter in workflow]  リンクをクリックすることによってソース パラメータを作成できます。

これで、要素が受け取る入力パラメータと要素が生成する出力パラメータを定義し、それらをワークフローの属性とパラ

メータにバインドしました。

次に進む前に

Decision を定義することにより、ワークフローの経路に分岐点を作成できます。

Decision
ワークフローでは、ブール値 true または false のステートメントに従ってアクションのさまざまなコースを定義する
Decision 関数を実装できます。

Decision は、ワークフロー内の分岐点です。ワークフローでの決定は、ユーザー、他のワークフロー、アプリケーション、
またはワークフローが実行されている環境によって入力された情報に基づいて行われます。Decision 要素が受け取る入
力パラメータの値により、ワークフローが取る分岐点での分岐方向が決まります。たとえば、ワークフロー決定で、所定

の仮想マシンの電源状態を入力として受け取るとします。仮想マシンの電源がオンの場合、ワークフローは論理フローに

従って一定のパスを取ります。仮想マシンの電源がオフの場合、ワークフローは別のパスを取ります。

Decision は、常にブール関数です。各 Decision で考えられる出力は、true または false のいずれかに限られます。

Custom Decision

Custom Decision は標準 Decision とは異なって、決定ステートメントをスクリプトで定義します。カスタム Decision は、
次の例に示すように、ユーザーが定義するステートメントに従って true または false を返します。

if (<decision_statement>){
    return true;
}else{
    return false;
}

Decision 要素リンクの作成

Decision 要素は、出力パラメータが true または false のみであるという点で、他の要素と異なります。Decision 要
素には例外リンクがありません。

開始する前に

ワークフロー ワークベンチを開き、 [Schema]  タブには要素が含まれた状態にしておく必要があります。また、そのう
ち少なくとも 1 つは Decision 要素である必要があります。

手順

1 他の 2 つの要素にリンクする Decision 要素をクリックし、ワークフローで可能な 2 つの分岐を定義します。

2 [Schema]  タブの上部で、ツールバーのコネクタ ツール ボタンをクリックします。
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3 ハイライト表示された Decision 要素の上にポインタを移動し、他の 2 つの要素に連結します。

n Decision 要素の左側上方にポインタを置くと、要素の下部に緑の矢印が表示されます。緑の矢印は、Decision
要素が受け取った入力パラメータまたは属性が Decision ステートメントと一致する場合にワークフローが進む、
true 経路を表します。

n Decision 要素の右側上方にポインタを置くと、要素の下部に赤の矢印が表示されます。赤の矢印は、Decision
要素が受け取った入力パラメータまたは属性が Decision ステートメントと一致しない場合にワークフローが進む、
false 経路を表します。

4 Decision 要素の左側の内側を左クリックし、マウスの左ボタンを押さえたまま、ポインタをリンク先要素まで移動
します。

2 つの要素の間に緑の矢印が表示され、リンク先要素が緑に変わります。

5 マウスの左ボタンを離します。

緑の矢印は、2 つの要素の間にそのまま残ります。これで、Decision 要素が期待値を受け取ったときにワークフロー
が進む経路が定義されました。

6 Decision 要素の右側の内側を左クリックし、マウスの左ボタンを押さえたまま、ポインタをリンク先要素まで移動
します。

2 つの要素の間に赤の点線矢印が表示され、リンク先要素が緑に変わります。

7 マウスの左ボタンを離します。

赤の点線矢印は、2 つの要素の間にそのまま残ります。これで、Decision 要素が期待値と異なる入力値を受け取っ
たときにワークフローが進む経路が定義されました。

ここまでで、Decision 要素が受け取る入力パラメータまたは属性に応じてワークフローが進むことが可能な 2 つの経路
(true または false) が定義されました。

次に進む前に

Decision 要素は他の 2 つの要素にリンクされますが、ワークフローが進む経路を決定する方法については定義していません。
これには、Decision ステートメントを定義する必要があります。

Decision を使用したワークフローの分岐の作成

Decision 要素は、ワークフローの分岐の作成に使用する簡単なブール関数です。Decision 要素により、受信した入力
データと設定した Decision ステートメントが一致するかどうかが判断されます。この Decision 関数の結果に従い、2
つの可能なパスのいずれかに沿ってワークフローが進みます。

開始する前に

Decision を定義する前に、ワークフロー ワークベンチのスキーマで、Decision 要素を 2 つの他の要素にリンクしてお
く必要があります。

手順

1 Decision 要素をクリックします。

2 [Schema]  タブの下部にある要素のプロパティ タブで、 [Decision]  タブをクリックします。

3 [Not Set (NULL)]  リンクをクリックして、この Decision で使用可能なソース入力パラメータを選択します。

ダイアログ ボックスには、このワークフローで定義した属性と入力パラメータがすべて表示されています。

4 一覧にある入力パラメータをダブルクリックして選択します。

5 (オプション) バインド先のソース パラメータを定義していない場合は、パラメータ選択のダイアログ ボックスで
[Create attribute/parameter in workflow]  リンクをクリックして作成できます。
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6 ドロップダウン メニューから Decision ステートメントを選択します。

メニューによって提示されるステートメントは状況に依存し、選択した入力パラメータの種類に応じて異なります。

7 対応するステートメントに値を追加します。

選択した入力パラメータの種類とステートメントによっては、値テキスト ボックスに  [Not Set (NULL)]  リンクが
表示される場合があります。このリンクをクリックすると、事前定義された値の選択肢が表示されます。表示されな

いとき、たとえば文字列の場合は、値を指定するテキスト ボックスが表示されます。

Decision 要素のステートメントが定義されました。Decision 要素は、入力パラメータを受け取ると、入力パラメータの
値とステートメント内の値を比較し、ステートメントが true であるか false であるかを判断します。

次に進む前に

ワークフローで例外を処理する方法を設定する必要があります。

例外処理

例外処理では、スキーマ要素の実行時に発生するエラーをすべて捕捉します。また、エラーが発生したときのスキーマ要

素の動作を定義します。

Decision 要素、および Start 要素と End 要素を除くワークフローのすべての要素には、例外処理でのみ使用される特定
の出力パラメータ タイプがあります。要素は、実行中にエラーが発生すると、例外ハンドラにエラー信号を送信できます。
例外ハンドラは、エラーを捕捉し、受信するエラーに従って反応します。定義する例外ハンドラで特定のエラーを処理で

きない場合は、要素の例外出力パラメータを Exception 要素にバインドし、ワークフローの実行を failed 状態で終了
させることができます。

Exception 要素は、ワークフロー要素内の try および catch シーケンスとして動作します。要素の所定の例外を処理す
る必要がない場合、要素の例外出力パラメータのバインドは不要です。

例外の出力パラメータ タイプは、常に errorCode オブジェクトです。

例外バインドの作成

要素では、その要素でエラーが発生した場合のワークフローの動作を定義するバインドを設定できます。

開始する前に

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブに、要素が表示されている必要があります。

手順

1 例外バインドを設定する要素をクリックします。

2 [Schema]  タブの上部でツールバーのコネクタ ツール ボタンをクリックするか、Ctrl を押します。

3 例外バインドを設定する要素の右側上方にポインタを移動します。

要素の右側に赤い長方形が表示されます。

4 赤い長方形の近くの要素の内側を左クリックし、マウスの左ボタンを押さえたまま、ポインタをリンク先要素まで移

動します。

太い点線の赤い矢印で 2 つの要素が連結されます。リンク先要素は、連結されている要素でエラーが発生した場合の
ワークフローの動作を定義します。

5 例外処理要素に連結する要素をクリックします。

6 [Schema]  タブ下部のスキーマ要素のプロパティ タブの中から、 [Exceptions]  タブをクリックします。
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7 [Output Exception Binding]  値への  [Not set]  リンクをクリックします。

n [Exception Attribute Binding] ダイアログ ボックスから、例外出力パラメータにバインドするパラメータを
選択します。

n 例外出力パラメータを作成するには、 [Create parameter/attribute in workflow]  をクリックします。

8 例外処理動作を定義するリンク先要素をクリックします。

9 [Schema]  タブ下部のスキーマ要素のプロパティ タブの中から、 [IN]  タブをクリックします。

10 [IN]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow parameter/attribute]  を選択します。

11 例外出力パラメータを選択し、 [Select]  をクリックします。

12 [Schema]  タブ下部のスキーマ要素のプロパティ タブの中から、例外処理要素の  [OUT]  タブをクリックします。

13 例外処理要素の動作を定義します。

n [OUT]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow parameter/attribute]  を選択して、生成する例外処理要
素の出力パラメータを選択します。

n [Scripting]  タブをクリックし、JavaScript を使用して例外処理要素の動作を定義します。

これで、要素で例外を処理する方法を定義しました。

次に進む前に

ユーザーがワークフローを実行するときに、ユーザーから入力パラメータを取得する方法を定義します。

ワークフロー開始時のユーザーからの入力パラメータの取得

ワークフローで入力パラメータが必要な場合は、ワークフローの実行時に、必要な入力パラメータをユーザーが入力する

ためのダイアログ ボックスが開きます。ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、このダイアログ ボック
スのコンテンツとレイアウト、または表示方法を編集できます。

[Presentation]  タブで編集したパラメータは、ワークフロー実行時の入力パラメータ ダイアログ ボックスおよび Web
ビューからのワークフロー実行時に開くダイアログボックスとして表示されます。

[Presentation]  タブでは、ユーザーが入力パラメータを指定するときに役立つ入力パラメータの説明を追加することも
できます。 [Presentation]  タブでパラメータのプロパティおよび制約を設定して、ユーザーが入力するパラメータを制
限することもできます。ユーザーが入力したパラメータが  [Presentation]  タブで設定した制約に合わない場合は、ワー
クフローは実行されません。

[Presentation] タブでの入力パラメータ ダイアログ ボックスの作成
ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、ユーザーがワークフローを実行するときに入力パラメータを指定
するダイアログ ボックスのレイアウトを定義します。

[Presentation]  タブでは、入力パラメータをカテゴリ別にグループ化し、これらのカテゴリが入力パラメータ ダイアログ
ボックスに表示される順番を定義できます。

表示方法の説明

パラメータまたはパラメータのグループごとに関連する説明を追加できます。この説明は、入力パラメータ ダイアログ
ボックスに表示されます。この説明は、ユーザーが正しい入力パラメータを指定するのに役立つ情報を提供するものです。

HTML フォーマットを使用して、説明テキストのレイアウトを拡張できます。

入力ステップの表示方法の定義

入力パラメータ ダイアログ ボックスは、デフォルトでは、必要な入力パラメータのすべてをアルファベット順で 1 つの
リストに表示します。ユーザーが入力パラメータを入力できるように、表示方法ノードに入力ステップと呼ばれるノード

を定義できます。入力ステップでは、同様の性質を持つ入力パラメータをグループ化します。入力ステップ下の入力パラ

メータは、ワークフローの実行時に、入力パラメータ ダイアログ ボックスにある別個のセクションに表示されます。
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表示グループの表示方法の定義

各入力ステップには、独自の表示グループのノードを定義できます。表示グループでは、入力パラメータ ダイアログ ボッ
クスのセクション内にパラメータ入力テキスト ボックスが表示される順番を定義します。表示グループは入力ステップと
は関係なく定義できます。

入力パラメータ ダイアログ ボックスの表示方法の作成

ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、ユーザーがワークフローを実行するときに入力パラメータを指定
するダイアログ ボックスの表示方法を作成します。

開始する前に

ワークフローと入力パラメータの定義済みリストを作成しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで、 [Presentation]  タブをクリックします。

デフォルトでは、ワークフロー パラメータはすべて、メインの  [Presentation]  ノードの下に作成された順番で表
示されます。

2 [Presentation]  ノードを右クリックして、 [New Step]  を選択します。

[New Step]  ノードが、 [Presentation]  ノードの下に表示されます。

3 [New Step]  ノードをダブルクリックして適切な名前を指定し、Enter を押します。

この名前は、ワークフロー実行時に、入力パラメータ ダイアログ ボックスにセクション ヘッダとして表示されます。

4 入力ステップをクリックして、 [Presentation]  タブの下半分にある  [General]  タブに説明を追加します。

この説明は入力パラメータ ダイアログ ボックスに表示され、ユーザーが正しい入力パラメータを指定するために役
立つ情報を提供します。HTML フォーマットを使用して、説明テキストのレイアウトを拡張できます。

5 作成した入力ステップを右クリックして、 [Create Display group]  を選択します。

[New Group]  ノードが入力ステップ ノードに表示されます。

6 [New Group]  ノードをダブルクリックして、適切な名前を指定します。

この名前は、ワークフロー実行時に、入力パラメータ ダイアログ ボックスにサブセクション ヘッダとして表示されます。

7 表示グループをクリックして、 [Presentation]  タブの下半分にある  [General]  タブに説明を追加します。

この説明は、入力パラメータ ダイアログ ボックスに表示されます。HTML フォーマットを使用して、説明テキスト
のレイアウトを拡張できます。${#param} などの OGNL 文を使用して、パラメータ値をグループの説明に追加で
きます。

8 ワークフロー実行時に入力パラメータ ダイアログ ボックスに表示される入力ステップと表示グループをすべて作成
するまで、前のステップを繰り返します。

9 [Presentation]  ノード下のパラメータを、選択したステップとグループにドラッグします。

ワークフロー実行時にユーザーが入力パラメータ値を指定するための、入力パラメータ ダイアログボックスのレイアウト
が作成されました。

次に進む前に

パラメータのプロパティを設定します。
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パラメータ プロパティの設定
Orchestrator では、ワークフローを実行するときにユーザーが入力するパラメーター値を制限するプロパティを定義で
きます。定義したパラメータ プロパティによって、ユーザーが入力するパラメーターの種類や値が制限されます。

すべてのパラメータに複数のプロパティを指定できます。入力パラメータのプロパティは、 [Presentation]  タブにある、
所定のパラメータの  [Properties]  タブで定義します。

パラメータ プロパティでは、入力パラメータを検証し、入力パラメータ ダイアログ ボックスにテキスト ボックスが表示
される方法を変更します。一部のパラメータ プロパティでは、パラメータ間の依存関係を作成できます。

静的および動的パラメータ プロパティ値

パラメータ プロパティ値は静的または動的のいずれかになります。静的プロパティの値は一定です。プロパティ値を静的
に設定する場合、パラメータの種類に応じて、ワークフロー ワークベンチが生成したリストのプロパティ値を設定または
選択します。

動的プロパティ値は、別のパラメータまたは属性の値に応じて変わります。OGNL (Object Graph Navigation Language)
式を使用して、動的パラメータが値を取得するときの関数を定義します。動的パラメータ プロパティ値が別のパラメータ
プロパティ値に依存し、別のパラメータ プロパティ値が変わると、OGNL 式によって再計算が行われ、動的プロパティ
値が変更されます。

パラメータ プロパティの設定

ワークフローの開始時に、ユーザーからの入力パラメータ値を設定されたパラメータ プロパティと照合して検証します。

開始する前に

パラメータ定数を設定する前に、ワークフローがあり、入力パラメータのリストを定義しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで、 [Presentation]  タブをクリックします。

2 [Presentation]  タブのパラメータをクリックします。

パラメータの  [General]  タブと  [Properties]  タブが、 [Presentation]  タブの下部に表示されます。

3 パラメータの  [Properties]  タブをクリックします。

4 [Properties]  タブを右クリックして、 [Add property]  を選択します。

ダイアログ ボックスが開き、選択したパラメータのタイプに応じた利用可能なプロパティのリストが表示されます。

5 ダイアログ ボックスに表示されているリストからプロパティを選択し、 [OK]  をクリックします。

[Properties]  タブにプロパティが表示されます。

6 [Value]  で、ドロップダウン メニューから対応する記号を選択して、プロパティ値を静的または動的に設定します。

オプション 説明

 

 

静的プロパティ

 

 

動的プロパティ

 

7 プロパティ値を静的に設定した場合、プロパティを設定するパラメータのタイプに応じてプロパティ値を選択します。
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8 プロパティ値を動的に設定した場合、OGNL 式を使用して、パラメータ プロパティ値を取得するための関数を定義
します。

ワークフロー ワークベンチには、OGNL 式を記述するためのヘルプが用意されています。

a
 アイコンをクリックして、この式が呼び出すことができる、ワークフローで定義された属性とパラメータす

べてのリストを取得します。

b
 アイコンをクリックして、Orchestrator API のすべてのアクションのリストを取得します。アクションは、

プロパティを定義する出力パラメータのタイプを返します。

提示されたパラメータとアクションのリストにある項目をクリックすると、その項目が OGNL 式に追加されます。

9 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

ワークフローの入力パラメータのプロパティが定義されました。

次に進む前に

ワークフローを検証してデバッグします。

ワークフロー入力パラメータ プロパティ

パラメータ プロパティを設定することにより、ユーザーがワークフローを実行するときに入力するパラメータを制限できます。

以下の表に、利用可能なプロパティをパラメータの種類ごとに示します。

表 2-4.  ワークフロー入力パラメータ プロパティ

パラメータ プロパティ パラメータ タイプ 説明

Maximum string length 文字列 パラメータの最大長を設定します。

Minimum string length 文字列 パラメータの最小長を設定します。

Matching regular expression 文字列 正規表現を使用して入力データを検証します。

Maximum number value 数字 パラメータの最大値を設定します。

Minimum number value 数字 パラメータの最小値を設定します。

Number format 数字 パラメータの入力データをフォーマットしま

す。

Enumeration 任意 入力可能値の順序付きリストを指定します。

Mandatory 任意 パラメータを必須パラメータにします。

Choice from another parameter or
attribute

任意 ユーザー入力可能値を別のパラメータから取

得します。たとえばこのパラメータが

SSH:File であり、前のステップのパラ
メータが SSH:Folder である場合、この
プロパティを設定して、可能な入力パラメー

タ値を SSH:Folder に含まれるファイル
に限定できます。

Predefined list of elements 任意 [Choice from another parameter or
attribute]  に似ていますが、ユーザーは、先
行するパラメータから得られた値に別の値を

追加できます。

Show parameter input 任意 [Presentation] ダイアログ ボックスのパラ
メータ テキストを、先行する Boolean パラ
メータ値に応じて、表示または非表示にしま

す。

Hide parameter input 任意 [Show parameter input]  に似ていますが、
前の Boolean パラメータのマイナス値を取
得します。
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表 2-4.  ワークフロー入力パラメータ プロパティ (続き)

パラメータ プロパティ パラメータ タイプ 説明

Matching expression プラグインから取得された任意のパラメー

タの種類

入力パラメータを指定の式に一致します。

Show in inventory プラグインから取得された任意のパラメー

タの種類

このパラメータが設定されている場合、現在

のワークフローをこの種類の任意のオブジェ

クト上で実行できます。実行するには、イン

ベントリ ビューで現在のワークフローを右ク
リックして、 [Execute operation]  を選択
します。

Specify root object in selector プラグインから取得された任意のパラメー

タの種類

このパラメータのセレクタが階層リストのセ

レクタである場合は、ルート オブジェクトを
指定します。

Select as プラグインから取得された任意のパラメー

タの種類

リストまたは階層リストのセレクタを使用し

て、パラメータを選択します。

Default value 任意 このパラメータのデフォルト値です。

Custom validation OGNL のスクリプト可能な検証 OGNL 式の呼び出しによって文字列が返され
た場合、検証ではこの文字列をエラー結果の

テキストとして表示します。

Auto Start ブール値 ワークフローを自動的に開始します。

Mandatory input ブール値 このパラメータを必須パラメータにします。

このパラメータがなければワークフローは実

行されません。

OGNL 式の事前定義された定数値

OGNL 式を作成して動的パラメータ プロパティ値を取得するとき、事前定義された定数を使用できます。

Orchestrator では、OGNL 式で使用する次の定数を定義します。

表 2-5.  事前定義の OGNL の定数値

定数値 説明

${#__current} Custom Validation プロパティまたは Matching Expression プ
ロパティの現在の値

${#__username} ワークフローを開始したユーザーのユーザー名

${#__userDisplayName} ワークフローを開始したユーザーの表示名

${#__serverUrl} ユーザーがワークフローを開始したサーバの IP アドレスを含む URL

${#__datetime} 現在の日付と時間

${#__date} 現在の日付と 00:00:00 に設定される時間

${#__timezone} 現在のタイムゾーン

ワークフロー実行中のユーザー インタラクションの要求
ワークフローは、実行中に外部ソースからの追加の入力パラメータを要求する場合があります。この入力パラメータは、

別のアプリケーションまたはワークフローから取得するか、ユーザーが直接入力できます。

たとえばワークフロー実行中にあるイベントが発生すると、ワークフローはどの経路を取るかを判断するためにユーザー

インタラクションを要求できます。ワークフローは、ユーザーが情報の要求に応じるか、待機時間が可能なタイムアウト

時間を超えるまで待機してから続行します。待機時間がタイムアウト時間を超えると、ワークフローは例外を返します。
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ユーザー インタラクションには、security.group と timeout.date の 2 つのデフォルト属性があります。
security.group 属性を所定の LDAP ユーザー グループに設定することで、ユーザー インタラクション要求に応答す
る権限をそのユーザー グループのメンバーに限定します。この属性は必須です。

timeout.date 属性を設定することで、ワークフローがユーザーからの情報の待機を終了する絶対時間と絶対日付を設
定します。必要に応じて、相対時間を計算するワークフローを作成できます。

ワークフローへのユーザー インタラクションの追加
User Interaction スキーマ要素をワークフローに追加することにより、ワークフロー開始後にユーザーに入力パラメータ
を要求します。ワークフローで User Interaction スキーマ要素が検出されると、ワークフローはその実行を一時停止し、
必要なデータをユーザーが入力するのを待ちます。

ワークフローは 電子メールを使用して、入力パラメータ ダイアログ ボックスでの入力パラメータの指定を要求します。
これは、ワークフローが最初に開始するときに入力パラメータを取得する方法と同じです。User Interaction スキーマ要素の
[Properties] タブで、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトを設定します。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [User Interaction]  要素を、ワークフロー スキーマの適切な位置にドラッグします。

2 [User Interaction]  要素を、その前後の要素にリンクします。

3 [User Interaction]  要素をクリックして、 [Schema]  タブの下半分に [Properties] タブを表示します。

4 [General]  タブで、ユーザー インタラクションの名前と説明を指定します。

5 [Attributes]  をクリックして、ユーザー インタラクションの属性を定義します。

6 security.group パラメータの  [Not set]  リンクをクリックして、パラメータ値を設定します。

n [NULL]  を選択すると、すべてのユーザーが要求に応えることができます。

n security.group パラメータを特定の LDAP ユーザー グループに設定すると、応答する権限がそのグループ
に限定されます。このパラメータは必須です。

7 (オプション)  [Create parameter/attribute in workflow]  をクリックして、security.group パラメータを特定の
LDAP ユーザー グループに設定します。

[Parameter information]  ダイアログ ボックスが表示されます。

a パラメータに適切な名前を指定します。

b [Create workflow ATTRIBUTE with the same name]  を選択して、ワークフローに LdapGroup 属性を作成
します。

c パラメータ値の  [Not set]  リンクをクリックします。

[LdapGroup]  選択ボックスが表示されます。

d ユーザー インタラクション要求に応える権限を限定する、LDAP ユーザー グループを検索します。

たとえば  [Administrators]  グループを選択すると、そのグループのメンバーのみがユーザー インタラクショ
ンの要求に応答できます。

e [OK]  をクリックします。
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8 timeout.date パラメータの  [not set]  リンクをクリックして、パラメータ値を設定します。

n [NULL]  を選択すると、ワークフローは、ユーザー インタラクション要求へのユーザーの応答を無限に待ちます。

n timeout.date パラメータを設定すると、ユーザー インタラクション要求に対するユーザーの応答の待機を
ワークフローが終了する時間と日付が設定されます。

9 (オプション)  [Create parameter/attribute in workflow]  をクリックして、timeout.date パラメータを特定の
タイムアウト日付に設定します。

[Parameter information]  ダイアログ ボックスが表示されます。

a パラメータに適切な名前を指定します。

b [Create workflow ATTRIBUTE with the same name]  を選択して、ワークフローに Date 属性を作成します。

c パラメータ値の  [Not set]  リンクをクリックします。

カレンダが表示されます。

d カレンダを使用して、ワークフローがユーザーの応答の待機を終了する絶対日付と絶対時間を選択します。

または、相対時間と相対日付を計算するワークフローまたはスクリプトの出力に、Date パラメータを設定します。

e [OK]  をクリックします。

10 [External Inputs]  タブをクリックします。

11 [External Inputs]  タブ内を右クリックして  [Bind to workflow parameter/attribute]  を選択し、ユーザーがユー
ザー インタラクションで指定する必要のあるパラメータを定義します。

n 提示された一覧からパラメータを選択します。

n ワークフローで入力パラメータを定義していない場合は、 [Create parameter/attribute in workflow]  をク
リックして新しい入力パラメータを作成します。

12 (オプション)  [Exception]  タブをクリックします。

13 (オプション) 「例外バインドの作成 (P. 31)」 で説明されているのと同じ方法で、例外パラメータを errorCode と
いう名前の例外文字列として定義します。

14 (オプション) 要素の [Properties] タブ内で  [Presentation]  タブをクリックします。

「[Presentation] タブでの入力パラメータ ダイアログ ボックスの作成 (P. 32)」 で説明されているのと同じ方法で、
表示される入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトとコンテンツを定義します。

注意   User Interaction 要素の  [Presentation]  タブで、ユーザー インタラクションの入力パラメータ ダイアログ
ボックスを定義するようにしてください。ワークフロー全体の  [Presentation]  タブでは定義しません。

15 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

ユーザー インタラクションが定義されました。ワークフローは実行を続ける前に、そのユーザー インタラクションでユー
ザーからの情報を待ちます。

次に進む前に

他のワークフロー内でワークフローを呼び出すことができます。
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ワークフロー内でのワークフローの呼び出し

ワークフローは、実行中に他のワークフローを呼び出すことができます。ワークフローは、実行に必要な入力パラメータ

として別のワークフローの結果が必要な場合に別のワークフローを開始できますが、ワークフローを開始し、そのまま単

独で実行を継続することもできます。将来の所定の時間にワークフローを開始したり、複数のワークフローを同時に開始

したりすることもできます。

n ワークフローを呼び出す Workflow 要素 (P. 39)

ワークフローから別のワークフローを呼び出すには 4 つの方法があります。ワークフローを呼び出す方法はそれぞれ、
異なるワークフロー スキーマ要素で表されます。

n ワークフローの同期的な呼び出し (P. 41)

ワークフローを同期的に呼び出すと、呼び出し元ワークフローの実行の一部として呼び出し先ワークフローが実行

されます。呼び出し元ワークフローは、後続のスキーマ要素を実行するとき、呼び出し先ワークフローの出力パラ

メータを入力パラメータとして使用できます。

n ワークフローの非同期的な呼び出し (P. 41)

ワークフローを非同期的に呼び出すと、呼び出し先ワークフローは呼び出し元ワークフローと関係なく実行されます。

呼び出し元ワークフローは、呼び出し先ワークフローの完了を待たずに実行を続けます。

n ワークフローのスケジュール設定 (P. 42)

ワークフロー内でワークフローを呼び出してスケジュール設定し、後でその日時にワークフローを開始できます。

n 複数のワークフローの同時呼び出し (P. 43)

複数のワークフローを同時に呼び出すと、呼び出し元ワークフローの実行の一部として呼び出し先ワークフローが

同期的に実行されます。呼び出し元ワークフローは、呼び出し先ワークフローのすべてが完了するまで待機してか

ら動作を続けます。呼び出し元ワークフローは、後続のスキーマ要素を実行するとき、呼び出し先ワークフローの

結果を入力パラメータとして使用できます。

ワークフローを呼び出す Workflow 要素
ワークフローから別のワークフローを呼び出すには 4 つの方法があります。ワークフローを呼び出す方法はそれぞれ、異
なるワークフロー スキーマ要素で表されます。

Synchronous Workflow ワークフローは別のワークフローを同期的に開始できます。呼び出し先ワークフローは

呼び出し元ワークフローの一部として統合され実行されます。また実行時には呼び出し

元ワークフローと同じメモリ スペースが使用されます。 呼び出し元ワークフローは別
のワークフローを開始し、呼び出し先ワークフローの実行が終了するまで待機してから、

スキーマの次の要素の実行を開始します。ワークフローを同期的に呼び出すのは通常、

呼び出し先ワークフローの出力が、呼び出し元のワークフローの後続のスキーマ要素で

入力パラメータとして必要になる場合です。 たとえば、あるワークフローで「Start VM」
ワークフローを呼び出して仮想マシンを起動し、この仮想マシンの IP アドレスを取得
して他の要素に渡したり、電子メールでユーザーに送信したりすることがあります。

Asynchronous Workflow ワークフローはワークフローを非同期的に開始できます。呼び出し元ワークフローは別

のワークフローを開始しますが、呼び出し先ワークフローの結果を待たずに、そのス

キーマ内の次の要素の実行を直ちに続行します。呼び出し先ワークフローは呼び出し元

ワークフローが定義した入力パラメータを使用して動作しますが、呼び出し先ワークフ

ローのライフサイクルは呼び出し元ワークフローのライフサイクルに依存しません。

Asynchronous Workflow では、あるワークフローから次のワークフローに入力パラ
メータを渡すワークフローのチェーンを作成できます。たとえば、あるワークフローで

実行中にさまざまなオブジェクトを作成した場合、そのワークフローは、作成したオブ

ジェクトを実行時の入力パラメータとして使用する Asynchronous Workflow を開始
できます。元のワークフローは、必要なワークフローをすべて開始し、残りの要素を実

行すると終了します。ただし、元のワークフローが開始した Asynchronous Workflow
は、そのワークフローとは関係なく動作を続けます。
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呼び出し元ワークフローに呼び出し先ワークフローの結果を待機させるには、Nested
Workflow を使用するか、呼び出し先ワークフローのワークフロー トークンの状態を
取得し、ワークフローが完了したときにその結果を取得する Scriptable Task を作成し
ます。

Scheduled Workflow ワークフローは他のワークフローを呼び出し、呼び出されるワークフローの開始を、後

の時間と日付まで延ばすことができます。呼び出し元ワークフローは、その後終了まで

動作を続けます。Scheduled Workflow を呼び出すと、所定の時間と日付にそのワー
クフローを開始するタスクが作成されます。呼び出し元ワークフローが実行されたら、

Orchestrator Client の  [Tasks]  ビューと  [My Orchestrator]  ビューで Scheduled
Workflow を表示できます。

Scheduled Workflow は 1 度だけ実行されます。Synchronous Workflow で
Scriptable Task 要素の Workflow.scheduleRecurrently メソッドを呼びだすこ
とで、ワークフローが反復的に実行されるようにスケジュール設定できます。

Nested Workflow 複数のワークフローを 1 つのスキーマ要素にネストすると、ワークフローは複数のワー
クフローを同時に開始できます。呼び出し元ワークフローがスキーマ内の Nested
Workflow 要素に到達すると、Nested Workflow 要素に一覧表示されているすべての
ワークフローが同時に開始されます。特に重要なのは、各 Nested Workflow は、呼
び出し元ワークフローのメモリー スペースとは異なるメモリー スペースで開始される
という点です。呼び出し元ワークフローは、すべての Nested Workflow の実行が完
了するまで待機してから、スキーマ内の次の要素の実行を開始します。したがって、呼

び出し元ワークフローは残りの要素を実行するときに、Nested Workflow の結果を入
力パラメータとして使用できます。

他のワークフローへのワークフロー変更の伝達

ワークフローを別のワークフロー内から呼び出す場合、そのワークフロー要素をスキーマに追加する時点で、そのワーク

フローの入力パラメータを参照する代わりに、Orchestrator により入力パラメータが呼び出し元ワークフローにインポー
トされます。

結果として、呼び出し先ワークフローを別のワークフローに追加した後に変更すると、呼び出し元ワークフローは新バー

ジョンの呼び出し先ワークフローを呼び出しますが、新規入力パラメータはインポートしません。ワークフローへの変更

がその呼び出し元のワークフローの動作に影響することを避けるため、Orchestrator は新規入力パラメータを呼び出し
元ワークフローに自動的に伝達しません。

パラメータをワークフローから他の呼び出し元ワークフローに伝達するには、その呼び出し元ワークフローを特定し、手

動で同期させる必要があります。

開始する前に

別のワークフローから呼び出されるワークフローが必要です。

手順

1 他のワークフローが呼び出すワークフローを変更して保存します。

2 ワークフロー ワークベンチを閉じます。

3 Orchestrator Client の  [Workflows]  ビューにある階層リストで、変更したワークフローに移動します。

4 ワークフローを右クリックし、 [References]  -  [Find Elements that Use this Element]  の順に選択します。

このワークフローを呼び出すワークフローのリストが表示されます。

5 Orchestrator Client の  [Workflows]  ビューで、ワークフローをダブルクリックしてハイライト表示させます。

6 ワークフローを右クリックし、 [Edit]  を選択します。

ワークフロー ワークベンチが開きます。

7 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブをクリックします。
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8 ワークフロー スキーマで変更されたワークフローのワークフロー要素を右クリックし、 [Synchronize]  -  [Synchronize
Parameters]  の順に選択します。

9 確認のダイアログ ボックスで、 [OK]  をクリックします。

10 ワークフロー ワークベンチを保存して閉じます。

11 変更されたワークフローを使用するすべてのワークフローで、手順 5 から手順 10 を繰り返します。

変更されたワークフローが他の呼び出し元のワークフローに伝達されました。

ワークフローの同期的な呼び出し

ワークフローを同期的に呼び出すと、呼び出し元ワークフローの実行の一部として呼び出し先ワークフローが実行されます。

呼び出し元ワークフローは、後続のスキーマ要素を実行するとき、呼び出し先ワークフローの出力パラメータを入力パラ

メータとして使用できます。

[Workflow]  要素を使用して、ワークフローを別のワークフローから同期的に呼び出します。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [Action & Workflow]  メニューから、 [Workflow]  要素をワークフロー スキーマの適切な位置にドラッグします。

[Choose workflow]  選択ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Search]  テキスト ボックスに、目的のワークフローの名前の一部を入力して検索します。

一部の検索結果しか返されない場合は、検索条件を絞るか、クライアントの  [Tools]  -  [User Preferences]  メニュー
で検索結果の数を増やします。

3 一覧から目的のワークフローを選択して、 [OK]  をクリックします。

4 ワークフロー スキーマ内で、 [Workflow]  要素をその前後の要素にリンクします。

5 [Workflow]  要素をクリックして、 [Schema]  タブの下半分に [Properties] タブを表示します。

6 ワークフロー スキーマ要素の  [IN]  タブで、必要な入力パラメータをワークフローにバインドします。

7 ワークフロー スキーマ要素の  [OUT]  タブで、必要な出力パラメータをワークフローにバインドします。

8 [Exceptions]  タブで、ワークフローの例外動作を定義します。

9 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

ワークフローは別のワークフローから同期的に呼び出されました。ワークフローが実行中に同期的なワークフローに到達

すると、同期的なワークフローが開始し、最初のワークフローは同期的なワークフローの完了を待ってから動作を続けます。

次に進む前に

ワークフローをワークフロー内から非同期的に呼び出すことができます。

ワークフローの非同期的な呼び出し

ワークフローを非同期的に呼び出すと、呼び出し先ワークフローは呼び出し元ワークフローと関係なく実行されます。呼

び出し元ワークフローは、呼び出し先ワークフローの完了を待たずに実行を続けます。

[Asynchronous Workflow]  要素を使用して、他のワークフローと非同期的にワークフローを呼び出します。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。
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手順

1 [Action & Workflow]  メニューから、 [Asynchronous Workflow]  要素をワークフロー スキーマの適切な位置に
ドラッグします。

[Choose workflow]  選択ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Search]  テキスト ボックスに、目的のワークフローの名前の一部を入力して検索します。

3 一覧から目的のワークフローを選択して、 [OK]  をクリックします。

4 ワークフロー スキーマ内で、 [Asynchronous Workflow]  要素をその前後の要素にリンクします。

5 [Asynchronous Workflow]  要素をクリックして、 [Schema]  タブの下半分に [Properties] タブを表示します。

6 Asynchronous Workflow 要素の  [IN]  タブで、必要な入力パラメータをワークフローにバインドします。

7 Asynchronous Workflow 要素の  [OUT]  タブで、必要な出力パラメータをバインドします。

出力パラメータは呼び出し先ワークフロー、または呼び出し先ワークフローの結果のいずれかにバインドできます。

n 呼び出し先ワークフローにバインドし、呼び出し先ワークフローを出力パラメータとして返します。

n 呼び出し先ワークフローのワークフロー トークンにバインドし、呼び出し先ワークフローの実行結果を返します。

8 [Exceptions]  タブで、Asynchronous Workflow 要素の例外動作を定義します。

9 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

ワークフローは別のワークフローから非同期的に呼び出されました。ワークフローが実行中に非同期のワークフローに到

達すると、非同期のワークフローが開始し、最初のワークフローは、非同期のワークフローの終了を待たずに動作を続けます。

次に進む前に

後の時間と日付に開始するようにワークフローをスケジュールできます。

ワークフローのスケジュール設定

ワークフロー内でワークフローを呼び出してスケジュール設定し、後でその日時にワークフローを開始できます。

[Schedule Workflow]  要素を使用して、別のワークフローでワークフローのスケジュールを設定します。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [Action & Workflow]  メニューから、 [Schedule Workflow]  要素をワークフロー スキーマの適切な位置にドラッ
グします。

[Choose Workflow]  選択ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Search]  テキスト ボックスに、目的のワークフローの名前の一部を入力して検索します。

3 一覧から目的のワークフローを選択して、 [OK]  をクリックします。

4 ワークフロー スキーマ内で、 [Schedule Workflow]  要素をその前後の要素にリンクします。

5 [Schedule Workflow]  要素をクリックして、 [Schema]  タブの下部にこの要素のプロパティ タブを表示します。

6 [IN]  プロパティ タブをクリックします。

workflowScheduleDate の名前のパラメータが、定義するパラメータのリストに呼び出し元ワークフローの入力
パラメータとともに表示されます。
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7 workflowScheduleDate パラメータの  [Not set]  リンクをクリックして、パラメータを設定します。

[Set parameter]  ダイアログ ボックスが表示されます。

8 [Create parameter/attribute in workflow]  をクリックしてパラメータを作成し、パラメータ値を設定します。

[Parameter information]  ダイアログ ボックスが開きます。

9 [Value]  [Not set]  リンクをクリックして、パラメータ値を設定します。

カレンダが表示されます。

10 カレンダを使用して、スケジュール設定されたワークフローを開始する日付と時間を設定します。

11 [OK]  をクリックします。

12 Schedule Workflow 要素の  [IN]  タブで、残りの入力パラメータをスケジュール設定されたワークフローにバイン
ドします。

13 Schedule Workflow 要素の  [OUT]  タブで、必要な出力パラメータを Task オブジェクトにバインドします。

14 [Exceptions]  タブで、Schedule Workflow 要素の例外動作を定義します。

15 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

別のワークフロー内から所定の日時に開始するワークフローがスケジュール設定されました。

次に進む前に

ワークフロー内で複数のワークフローを同時に呼び出せます。

複数のワークフローの同時呼び出し

複数のワークフローを同時に呼び出すと、呼び出し元ワークフローの実行の一部として呼び出し先ワークフローが同期的

に実行されます。呼び出し元ワークフローは、呼び出し先ワークフローのすべてが完了するまで待機してから動作を続け

ます。呼び出し元ワークフローは、後続のスキーマ要素を実行するとき、呼び出し先ワークフローの結果を入力パラメー

タとして使用できます。

[Nested Workflows]  要素を使用して、複数のワークフローを別のワークフローから同時に呼び出します。Nested
Workflow を使用して、呼び出し元ワークフローのユーザー認証情報とは異なるユーザー認証情報でワークフローを実行
できます。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [Action & Workflow]  メニューから、 [Nested Workflows]  要素をワークフロー スキーマの適切な位置にドラッ
グします。

[Choose workflow]  選択ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Search]  テキスト ボックスに、開始するワークフローの 1 番目の名前の一部を入力して検索します。

3 一覧から適切なワークフローを選択して、 [OK]  をクリックします。

4 ワークフロー スキーマ内で、 [Nested Workflows]  要素をその前後の要素にリンクします。

5 [Nested Workflows]  要素をクリックして、 [Schema]  タブの下半分に [Properties] タブを表示します。

6 [Workflows]  スキーマ要素の [Properties] タブをクリックします。

手順 3 で選択したワークフローがタブに表示されます。

7 [Workflows]  スキーマ要素の [Properties] タブの右パネルにある  [IN]  および  [OUT]  タブで、このワークフロー
に対して IN および OUT バインドを設定します。
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8 [Workflows]  スキーマ要素の [Properties] タブの右パネルで、 [Connection Info]  タブをクリックします。

[Connection Info]  タブでは、適切な認証情報を使用して、ローカル サーバとは異なるサーバに格納されているワー
クフローにアクセスできます。

9 リモート サーバ上のワークフローにアクセスするには、 [Remote]  [Not set]  リンクをクリックし、リモート サー
バのホスト名または IP アドレスを指定します。

10 リモート サーバへのアクセスに使用する認証情報を定義します。

n 呼び出し元ワークフローを実行するユーザーと同じ認証情報を使用するには、 [Inherit]  を選択します。

n credentials タイプのパラメータによってワークフローの別の場所で定義された動的な認証情報のセットを
選択するには、 [Dynamic]  [Not set]  リンクをクリックします。

n 認証情報を直接入力するには、 [Static]  [Not set]  リンクをクリックします。

11 [Workflows]  タブの  [Add Workflow]  ボタンをクリックして複数のワークフローを選択し、Nested Workflows
要素に追加します。

12 手順 7 から 手順 10 を繰り返して、追加した各ワークフローのバインドと接続情報を定義します。

13 ワークフロー スキーマで、Nested Workflows 要素をクリックします。

要素内でネストされているワークフローの数が、Nested Workflows 要素に数字で表示されます。

複数のワークフローがワークフロー内から同時に呼び出されました。

次に進む前に

長期実行ワークフローを定義できます。

長期実行ワークフロー要素の作成

待機状態のワークフローは、応答を待つオブジェクトに絶え間なくポーリングするため、システム リソースを消費します。
あるワークフロー要素が、必要な応答を受け取るまでに長時間待機する可能性があることがわかっている場合、そのワー

クフロー要素を長期実行要素として実装できます。

実行中のワークフローはすべてスレッドを消費します。ワークフローが長期実行要素に到達すると、長期実行要素はその

ワークフローのスレッドをパッシブ状態に設定します。長期実行要素は、そのワークフローの情報を 1 つのスレッドに渡
します。このスレッドは、サーバで実行中のすべての長期実行ワークフロー要素についてシステムをポーリングします。

つまり、複数の長期実行要素がそれぞれシステムからの情報取得を試みるのではなく、一定の時間そのまま待機し、代わりに

「長期実行ワークフロー」スレッドがシステムにポーリングします。

待機時間は次のいずれかの方法で設定します。

n Date オブジェクトでカプセル化された特定の日時までワークフローを一時停止する、タイマーを設定します。
[Waiting Timer]  要素をスキーマに追加することによって、タイマーベースの長期実行ワークフロー要素を実装します。

n Trigger オブジェクトにカプセル化されたトリガー イベントを定義します。このオブジェクトは、トリガー イベン
トの発生後にワークフローを再起動します。スキーマに  [Waiting Event]  要素または  [User Interaction]  要素を
追加することにより、トリガーベースの長期実行ワークフロー要素を実装します。

Date オブジェクトの作成
Date オブジェクトでタイマーベースの長期実行ワークフローが待つ、時間と日付をカプセル化します。 [Waiting Timer]
要素は、この Date オブジェクトを timer.date 入力パラメータにバインドします。

Date オブジェクトには、絶対的な時間と日付を直接設定できます。その日付に達するか、その時間と日付が長期実行ワー
クフローの条件を満たしたときに、ワークフローが再有効化されて実行が継続されます。たとえば、ワークフローを所定

の日付の正午に再有効化するように設定できます。または、定義した関数に従って Date オブジェクトを算出して生成する、
要素やワークフローを作成できます。

このような関数の作成手順を次に示します。
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開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [Scriptable Task]  要素を  [Generic]  メニューからワークフローのスキーマにドラッグします。

2 [Scriptable Task]  要素をワークフロー スキーマの前後にある要素にリンクします。

3 [Scriptable Task]  要素をクリックし、 [Schema]  タブの下部にこの要素のプロパティ タブを表示します。

4 [General]  プロパティ タブで、関数の名前と説明を入力します。

5 [OUT]  プロパティ タブで、次のプロパティを設定して出力パラメータを作成します。

a 値が timerDate の Name プロパティを作成します。

b 値が Date の Type プロパティを作成します。

6 [Scripting]  タブで、名前が timerDate の Date オブジェクトを算出して生成する関数を定義します。

タイムアウト時間はミリ秒単位の相対遅延で表します。

たとえば、次の JavaScript 関数を実装して Date オブジェクトを作成できます。

timerDate = new Date();
System.log( "Current date : '" + timerDate + "'" );
timerDate.setTime( timerDate.getTime() + (50 * 1000) );
System.log( "Waiting timer will expire at '" + timerDate + "'" );

上記の JavaScript 関数の例では、getTime メソッドを使用して現在の日付と時間を取得し、50 秒を加算した Date
オブジェクトを定義しています。 [Scriptable Task]  要素によりこの値が出力パラメータとして生成され、 [Waiting
Timer]  要素からバインドできます。ワークフローが  [Waiting Timer]  要素に達すると、実行が一時停止され、続
行されるまで 50 秒間待ちます。

7 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

Date オブジェクトを算出して生成する関数が作成されました。 [Waiting Timer]  要素はこの Date オブジェクトを入力
パラメータとして受け取り、日付がこのオブジェクトにカプセル化されるまで、長期実行ワークフローを一時停止できます。

次に進む前に

タイマーベースの長期実行ワークフローを実装するために、 [Waiting Timer]  要素をワークフローに追加します。

タイマーベースの長期実行ワークフローの作成

ワークフローが外部ソースからの応答を予測可能な時間待つ必要がある場合、そのワークフローをタイマーベースの長期

実行ワークフローとして実装できます。タイマーベースの長期実行ワークフローは、所定の日時まで再開を待ちます。

[Waiting Timer]  要素を使用し、ワークフローをタイマーベースの長期実行ワークフローとして実装します。

開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。

手順

1 [Waiting Timer]  要素を、 [Generic]  メニューからワークフローの実行を一時停止するワークフロー スキーマの位
置にドラッグします。

2 [Waiting Timer]  要素をワークフロー スキーマの前後にある要素にリンクします。

日付と時間を算出するために Scriptable Task 要素を実装している場合、この要素を  [Waiting Timer]  要素の直前
に置く必要があります。
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3 [Waiting Time]  要素をクリックし、 [Schema]  タブの下部にこの要素のプロパティ タブを表示します。

4 [General]  プロパティ タブで、タイマーを実装する理由の説明を入力します。

5 [Attributes]  プロパティ タブをクリックします。

timer.date パラメータが属性のリストに表示されます。

6 timer.date パラメータの  [Not set]  リンクをクリックし、パラメータを適切な Date オブジェクトにバインドします。

[Waiting Timer]  選択ダイアログ ボックスが開き、使用可能なバインドのリストが表示されます。

n 事前に定義された Date オブジェクトを提示されたリストから選択します。たとえば、ワークフローの他の場
所にある  [Scriptable Task]  要素で定義されたオブジェクトを選択します。

n または、待機するワークフローに特定の日付と時間を設定する Date オブジェクトを作成します。

7 (オプション) ワークフローが待機する特定の日付と時間を設定する Date オブジェクトを作成します。

a [Waiting Timer]  選択ダイアログ ボックスで、 [Create parameter/attribute in workflow]  をクリックします。

[Parameter information]  ダイアログ ボックスが表示されます。

b パラメータに適切な名前を指定します。

c タイプの設定は Date のままにします。

d [Create workflow ATTRIBUTE with the same name]  をクリックします。

e [Value]  プロパティの  [Not set]  リンクをクリックし、パラメータ値を設定します。

カレンダが表示されます。

f カレンダを使用して、ワークフローを再開する日付と時間を設定します。

g [OK]  をクリックします。

8 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

設定された時間と日付までタイマーベースの長期実行ワークフローを一時停止する、タイマーが定義されました。

次に進む前に

続行する前にトリガー イベントを待つ長期実行ワークフローを作成できます。

Trigger オブジェクトの作成
Trigger オブジェクトは、プラグインが定義するイベント トリガーを監視します。たとえば、vCenter Server プラグイ
ンはこれらのイベントを Task オブジェクトとして定義します。タスクの終了時に、トリガーは待機中のトリガーベース
の長期実行ワークフロー要素にメッセージを送信し、ワークフローを再開します。

トリガーベースの長期実行ワークフローが待つ、時間のかかるイベントでは VC:Task オブジェクトを返す必要があります。
たとえば、仮想マシンを起動する「startVM」Action は、ワークフローの後続の要素が進行状況を監視できるように、
VC:Task オブジェクトを返します。トリガーベースの長期実行ワークフローのトリガー イベントは、入力パラメータと
してこの VC:Task オブジェクトが必要です。

Trigger オブジェクトは、 [Scriptable Task]  要素の JavaScript 関数で作成します。この  [Scriptable Task]  要素は、
トリガー イベントを待つトリガーベースの長期実行ワークフローに含めることができます。または、入力パラメータをト
リガーベースの長期実行ワークフローに提供する別のワークフローに含めることができます。Trigger 関数では、
Orchestrator API の createEndOfTaskTrigger() メソッドを実装する必要があります。

重要   すべてのトリガーにタイムアウト時間を設定する必要があります。これが設定されていないワークフローは、無期
限に待ち続ける可能性があります。
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開始する前に

ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集できるように開いておく必要があります。またいくつかの要素
をワークフロー スキーマに追加しておく必要があります。仮想マシンを起動したり、仮想マシンのクローンを作成したり
するワークフローまたはワークフロー要素の VC:Task オブジェクトのように、ワークフローで VC:Task オブジェクト
を属性や入力パラメータとして宣言する必要があります。

手順

1 [Scriptable Task]  要素を  [Generic]  メニューからワークフローのスキーマにドラッグします。

2 [Scriptable Task]  要素をワークフロー スキーマの前後にある要素にリンクします。

[Scriptable Task]  より前のいずれかの要素で、VC:Task オブジェクトを出力パラメータとして生成する必要があ
ります。

3 [Scriptable Task]  要素をクリックし、 [Schema]  タブの下部にこの要素のプロパティ タブを表示します。

4 [Info]  プロパティ タブで、トリガーの名前と説明を入力します。

5 [IN]  プロパティ タブをクリックします。

6 [IN]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow parameter/attribute]  を選択します。

入力パラメータを選択するダイアログ ボックスが開きます。

7 [VC:Task]  タイプの入力パラメータを選択または作成します。

この VC:Task オブジェクトは、別のワークフローまたは要素が起動する、時間のかかるイベントを表します。

8 (オプション) 秒単位でタイムアウト時間を定義する、数値型の入力パラメータを選択または作成します。

9 [OUT]  プロパティ タブをクリックします。

10 [OUT]  タブ内を右クリックし、 [Bind to workflow parameter/attribute]  を選択します。

出力パラメータを選択するダイアログ ボックスが開きます。

11 次のプロパティを設定した出力パラメータを作成します。

a 値が trigger の Name プロパティを作成します。

b 値が Trigger の Type プロパティを作成します。

c [Create ATTRIBUTE with same name]  をクリックして属性を作成します。

d 値は  [Not set]  のままにします。

12 [Exceptions]  プロパティ タブで、例外の動作を定義します。

13 [Scripting]  タブで、Trigger オブジェクトを生成する関数を定義します。

たとえば、次の JavaScript 関数を実装して Trigger オブジェクトを作成できます。

trigger = task.createEndOfTaskTrigger(timeout);

createEndOfTaskTrigger() メソッドは、task という名前の VC:Task オブジェクトを監視する Trigger オ
ブジェクトを返します。

14 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

トリガーベースの長期実行ワークフローへのトリガー イベントを作成するワークフロー要素が定義されました。トリガー
要素は、Trigger オブジェクトを出力パラメータとして生成します。 [Waiting Event]  要素はこの出力パラメータにバ
インドできます。

次に進む前に

このトリガー イベントを、トリガーベースの長期実行ワークフローの  [Waiting Event]  要素にバインドします。
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トリガーベースの長期実行ワークフローの作成

ワークフローの実行中に外部ソースからの応答を待つ必要があり、待機時間がどれくらいか不明な場合、そのワークフロー

をトリガーベースの長期実行ワークフローとして実装できます。トリガーベースの長期実行ワークフローは、定義された

トリガー イベントが発生するまで再開を待ちます。

[Waiting Event]  要素を使用し、ワークフローをトリガーベースの長期実行ワークフローとして実装します。トリガー
ベースの長期実行ワークフローが  [Waiting Event]  要素に達すると、実行が一時停止され、トリガーからメッセージを
受け取るまでパッシブ状態で待機します。待機期間中はパッシブ ワークフローはスレッドを消費せず、長期実行ワークフ
ロー要素が、サーバのすべての長期実行ワークフローを監視する単一スレッドにワークフロー情報を渡します。

開始する前に

ワークフローの作成、ワークフロー ワークベンチでのワークフローの編集準備、ワークフロー スキーマへの要素の追加、
およびトリガー イベントの定義と Trigger オブジェクトへのカプセル化を完了しておく必要があります。

手順

1 [Waiting Event]  要素を、 [Generic]  メニューからワークフローの実行を一時停止するワークフロー スキーマの位
置にドラッグします。

2 [Waiting Event]  要素をワークフロー スキーマの前後にある要素にリンクします。

トリガーを宣言する Scriptable Task は  [Waiting Event]  要素の直前に置く必要があります。

3 [Waiting Event]  要素をクリックし、 [Schema]  タブの下部にこの要素のプロパティ タブを表示します。

4 [General]  プロパティ タブで、待機する理由の説明を入力します。

5 [Attributes]  プロパティ タブをクリックします。

trigger.ref パラメータが属性のリストに表示されます。

6 trigger.ref パラメータの  [Not set]  リンクをクリックし、パラメータを適切な Trigger オブジェクトにバイ
ンドします。

[Waiting Event]  選択ダイアログ ボックスが開き、バインドが可能なパラメータのリストが表示されます。

7 提示されたリストから事前に定義された Trigger を選択します。

この Trigger オブジェクトは、別のワークフローまたはワークフロー要素が定義するトリガー イベントを表します。

8 [Exceptions]  プロパティ タブで、例外の動作を定義します。

9 ワークフロー ワークベンチの下部で、 [Save]  をクリックします。

再開する前に特定のトリガー イベントを待つ、トリガーベースの長期実行ワークフローを一時停止するワークフロー要素
が定義されました。

次に進む前に

ワークフローを実行できます。

構成要素

構成要素は、Orchestrator Server 導入環境全体の定数を設定するために使用できる属性の一覧です。

特定の Orchestrator Server で実行中のすべてのワークフロー、アクション、ポリシー、および Web ビューは、構成要
素で設定した属性を使用できます。構成要素で属性を設定すると、同じ属性値を、Orchestrator Server で実行中のすべ
てのワークフロー、アクション、ポリシー、および Web ビューで利用可能にすることができます。
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構成要素の属性を使用するワークフロー、アクション、ポリシー、または Web ビューを含むパッケージを作成する場合、
Orchestrator はパッケージに構成要素を自動的に含めますが、値は含めません。構成要素を含むパッケージを別の
Orchestrator Server にインポートする場合、構成要素の属性値は設定されません。パッケージをインポートしたサーバ
に適合する値で属性を設定する必要があります。たとえば、属性値を要求するワークフローを作成し、その属性値が、ワー

クフローが動作する Orchestrator Server に依存する場合、構成要素でその属性値を設定すると、そのワークフローをエ
クスポートして、別の Orchestrator Server でそのワークフローを使用できるようにすることができます。ワークフロー
でサーバ固有の属性を直接設定する場合、別のサーバにそのワークフローをインポートすると、そのワークフローが適切

に動作しない場合があります。これは、必要な属性値をワークフローが見つけられないことがあるためです。インポート

された構成要素には属性値が設定されていないため、新しいサーバに適合する値をその属性に設定する必要があります。

構成要素を使用すると、ワークフロー、アクション、ポリシー、および Web ビューをサーバ間でより簡単に交換できる
ようになります。

構成要素の作成

構成要素により、Orchestrator Server 全体で共通の属性を設定できます。サーバで実行中のすべての要素は、構成要素
で設定した属性を呼び出せます。構成要素を作成することにより、各要素で個別に処理することなく、サーバで一度に共

通の属性を定義できます。

構成要素は、Orchestrator Client の  [Configurations]  ビューで作成します。

手順

1 Orchestrator Client で  [Configurations]  ビューをクリックします。

2 フォルダの階層リストでフォルダを右クリックし、 [New category]  を選択して新規フォルダを作成します。

3 カテゴリ名を入力し、 [OK]  をクリックします。

4 作成したフォルダを右クリックし、 [New element]  を選択します。

5 構成要素の名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

6 要素を右クリックし、 [Edit]  を選択します。

構成要素ワークベンチが開きます。

7 [General]  タブでバージョン数字をクリックしてバージョン番号を増分し、バージョンのコメントを入力します。

8 [General]  タブの  [Allowed operations]  チェック ボックスをオンにし、構成要素でユーザーが実行できる操作を
定義します。

ワークフローで次のアクションの実行をユーザーに許可できます。

n 構成要素のコンテンツの表示

n パッケージへの構成要素の追加

n 構成要素の編集

9 [General]  タブの  [Description]  テキスト ボックスに、構成要素の説明を入力します。

10 [Attributes]  タブをクリックします。

11 タブ内を右クリックして  [Add attribute]  を選択し、新規属性を作成します。

12 [Name] 、 [Type] 、 [Value] 、および  [Description]  で属性値をクリックし、属性の名前、タイプ、値、および説
明を設定します。

13 [Permissions]  タブをクリックします。

14 [Add access rights]  をクリックし、この構成要素へのアクセス権をユーザー グループに付与します。

15 [Search]  テキスト ボックスでユーザー グループを検索し、関連するユーザー グループを提示されたリストから選
択します。
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16 適切なチェック ボックスをオンにして、選択したユーザー グループへのアクセス権を設定します。

構成要素で次の権限を設定できます。

権限 説明

View 構成要素を表示できますが、スキーマやスクリプトは表示できません。

Inspect 構成要素を表示でき、スキーマやスクリプトも表示できます。

Execute 構成要素内の要素を実行できます。

Edit 構成要素内の要素を編集できます。

Admin 構成要素内の要素に権限を設定できます。

 

17 [Save and Close]  をクリックし、構成要素ワークベンチを終了します。

Orchestrator Server 全体で共通の属性を設定する、構成要素が定義されました。

次に進む前に

構成要素を使用し、ワークフローまたはアクションへ属性を提供できます。

ワークフローのユーザー権限

Orchestrator には、ユーザーやグループに適用する権限レベルが定義されています。

View ユーザーはワークフロー内の要素を表示することができますが、スキーマやスクリプト

を表示することはできません。

Inspect ユーザーは、ワークフロー内の要素 (スキーマやスクリプトを含む) を表示することが
できます。

Execute ユーザーはワークフローを実行できます。

Edit ユーザーはワークフローを編集できます。

Admin ユーザーはワークフローに対する権限を設定できます。

ワークフローでのユーザー権限の設定

ワークフローには種々のレベルの権限を設定して、そのワークフローに対するユーザーまたはユーザー グループのアクセ
ス権を制限することができます。

Orchestrator LDAP サーバのユーザーやユーザー グループから、権限を設定する種々のユーザーやユーザー グループを
選択します。

開始する前に

まず、ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで開いて編集し、必要な要素を追加しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Permissions]  タブをクリックします。

2 [Add access rights]  リンクをクリックして、新規ユーザーまたはユーザー グループの権限を定義します。

3 [Search]  テキスト ボックスにテキストを入力して、ユーザーまたはユーザー グループを検索します。

検索結果には、検索と一致する Orchestrator LDAP サーバのユーザーまたはユーザー グループが表示されます。

4 ユーザーまたはユーザー グループを選択して、 [OK]  をクリックします。

5 ユーザーを右クリックして、 [Add access rights]  を選択します。
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6 該当するチェック ボックスをオンにして、このユーザーの権限レベルを設定し、 [OK]  をクリックします。

権限レベルは累積的ではありません。ユーザーに対し、ワークフローの表示、スキーマとスクリプトの検査、ワーク

フローの実行と編集、権限変更を行える権限を与えるには、すべてのチェック ボックスをオンにする必要があります。

7 [Save and Close]  をクリックして、パッケージ エディタを終了します。

これでワークフローに適切なユーザー権限が設定されています。

ワークフローの実行

ワークフローは、イベントの論理フローに基づいて動作します。

ワークフローを実行するとき、ワークフロー内の各スキーマ要素は次の順序に応じて実行されます。

1 ワークフローは、ワークフロー トークン属性と入力パラメータをスキーマ要素の入力パラメータにバインドします。

2 スキーマ要素が実行されます。

3 スキーマ要素の出力パラメータが、ワークフロー トークン属性とワークフロー出力パラメータにコピーされます。

4 ワークフロー トークン属性と出力パラメータがデータベースに格納されます。

5 次のスキーマ要素が実行を開始します。

ワークフローの終端まで、スキーマ要素ごとにこの順序が繰り返されます。

ワークフロー トークンのチェックポイント
ワークフローが動作しているときは、各スキーマ要素がチェックポイントです。各スキーマ要素が実行されると、

Orchestrator はワークフロー トークン属性をデータベースに格納し、次のスキーマ要素が実行を開始します。ワークフ
ローが予期せず停止すると、Orchestrator Server が次回再起動したとき、現在アクティブなスキーマ要素が再び実行され、
ワークフローは中断が発生したときに実行されていたスキーマ要素の始めから実行を続けます。ただし、Orchestrator
はトランザクション管理またはロールバック機能を実装していません。

ワークフローの終了

現在アクティブなスキーマ要素が End 要素であれば、ワークフローが終了します。End 要素のないワークフローは無効
であり、自動検証が有効な場合は動作しません。ワークフローが End 要素に到達すると、他のワークフローまたはアプリ
ケーションはワークフローの出力パラメータを使用できます。

ワークフローの検証

Orchestrator には、ワークフロー検証ツールが用意されています。ワークフローの検証は、ワークフロー内のエラーの
特定に役立ち、ある要素から次の要素にデータが正常に流れていることを確認します。

ワークフローを検証するとき、検証ツールによってエラーまたは警告の一覧が作成されます。一覧内のエラーをクリック

すると、エラーを含むワークフロー要素がハイライト表示されます。

ワークフロー ワークベンチで検証ツールを実行すると、ツールによって、検出されたエラーの応急処置が提案されます。
一部の応急処置では、追加情報または入力パラメータを提供する必要があります。応急処置によりエラーが修正される場

合もあります。

注意   ワークフローの検証では、データがワークフロー内を正常に流れていること、および必要なすべてのリンクとバイ
ンドが適切に配置されていることを確認します。ワークフロー内の各要素によって実行されるデータ処理は確認しません。

その結果、スキーマ要素内の関数が正しくない場合、有効なワークフローが正常に動作せず、エラー結果が生成される場

合があります。

デフォルトでは、ワークフローを実行すると、Orchestrator によって必ずワークフローの検証が行われます。Orchestrator
Client の  [Tools]  -  [User Preferences]  で、デフォルトの検証動作を変更できます。たとえばワークフローの作成中に、
正しくないと認識しているワークフローをテスト目的で実行する場合があります。
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ワークフローの検証と検証エラーの修正

Orchestrator Client またはワークフロー ワークベンチでワークフローを検証できます。ただし、ワークフロー ワークベ
ンチで編集用にワークフローを開いている場合は、検証エラーの修正のみが可能です。

開始する前に

検証には、スキーマ要素がリンクされバインドが定義された、完全なワークフローが必要です。

手順

1 [Workflows]  ビューをクリックします。

2 [Workflows]  階層リストで、ワークフローに移動します。

3 (オプション) ワークフローを右クリックし、 [Validate workflow]  を選択します。

ワークフローが有効な場合、確認メッセージが表示されます。ワークフローが無効な場合、エラー リストが表示さ
れます。

4 (オプション)  [Workflow Validation]  ダイアログ ボックスを閉じます。

5 ワークフローを右クリックして  [Edit]  を選択し、ワークフロー ワークベンチを開きます。

6 [Schema]  タブをクリックします。

7 [Schema]  タブ ツールバー内の  [Validate]  ボタンをクリックします。

ワークフローが有効な場合、確認メッセージが表示されます。ワークフローが無効な場合、エラー リストが表示さ
れます。

8 ワークフローが無効な場合、エラー メッセージをクリックします。

検証ツールにより、エラーが発生したスキーマ要素に赤色のアイコンが追加され、ハイライト表示されます。使用可

能な場合、検証ツールにより  [Quick fix action]  が提示されます。

n 提示された  [Quick fix action]  に同意する場合は、クリックしてそのアクションを実行します。

n 提示された  [Quick fix action]  に同意しない場合は、 [Workflow Validation]  ダイアログ ボックスを閉じて
スキーマ要素を手動で修正します。

Orchestrator が提示する Quick Fix が適切かどうかは、常に確認してください。たとえば、提示されたアクション
が未使用の属性を削除するもので、実際にはその属性が正しくバインドされていない状態という場合があります。

9 すべての検証エラーがなくなるまで、上記の手順を繰り返します。

ワークフローが検証され、検証エラーが修正されました。

次に進む前に

ワークフローを実行できます。

ワークフローの実行

ワークフローの作成および検証後、そのワークフローを実行できます。

この手順は、Orchestrator ライブラリからの既存のワークフロー、 [Create VM (Simple)]  を使用してワークフローを
実行する方法を示します。

開始する前に

有効なワークフローが必要です。
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手順

1 Orchestrator Client で、 [Workflows]  ビューをクリックします。

2 ワークフロー階層リストで、 [Library]  -  [vCenter]  -  [Virtual Machine Management]  -  [Basic]  を開き、 [Create
VM (Simple)]  ワークフローに移動します。

3 [Create VM (Simple)]  ワークフローを右クリックし、 [Execute Workflow]  を選択します。

入力パラメータ ダイアログ ボックスが開きます。

4 [Execute Workflow]  の入力パラメータ ダイアログ ボックスに次の情報を入力し、Orchestrator に接続された
vCenter Server に仮想マシンを作成します。

a 仮想マシンに「orchestrator-test」と名前を付けます。

b [VM Folder]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックします。

選択ダイアログ ボックスが開きます。

c 選択ダイアログ ボックスの  [Search]  テキスト ボックスには何も入力せずに Enter キーを押します。

インフラストラクチャに含まれる VC:VmFolder タイプのすべてのオブジェクトが、選択ボックスに表示され
ます。一部の検索結果しか返されない場合は、検索条件を絞るか、Orchestrator Client の  [Tools]  -  [User
Preferences]  メニューで検索結果の数を増やします。

d 選択する VC:VmFolder オブジェクトをクリックし、 [Select]  をクリックします。

e [Size of the new disk in GB]  と  [Memory size in MB]  に適切な数値を入力します。

f [Number of virtual CPUs]  ドロップダウン メニューから、適切な CPU の数を選択します。

g [Guest OS]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックし、提示されたリストからゲスト オペレーティング システム
を選択します。

h [Host on which VM will be created]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックし、提示されたリストからホスト
マシンを選択します。

i [Resource pool]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックし、vCenter Server インフラストラクチャの階層で選
択するリソース プールに移動します。

j [Network to connect to]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックし、提示されたリストから VC:Network を選
択します。

k [Datastore on which the VM will be created]  の値の  [Not Set]  リンクをクリックし、提示されたリストから
VC:Datastore を選択します。

5 [Submit]  をクリックしてワークフローを実行します。

[Create VM (Simple)]  ワークフローの下のリーフ ノードに、ワークフロー トークンがワークフロー実行中のアイ
コンとともに表示されます。

6 ワークフロー トークンをクリックして、ワークフローの実行中のステータスを表示します。

7 ワークフロー トークン ビューの  [Events]  タブをクリックして、ワークフロー トークンが完了するまでの進行状況
を確認します。

8 Orchestrator Client の  [Inventory]  ビューをクリックします。

9 vCenter Server インフラストラクチャ階層をたどり、手順 4 で定義したリソース プールまで移動します。

仮想マシンがリストに表示されない場合は、更新ボタンをクリックしてインベントリを再ロードします。

orchestrator-test 仮想マシンがリソース プールに表示されます。
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10 (オプション)  [Inventory]  ビューで orchestrator-test 仮想マシンを右クリックし、orchestrator-test 仮
想マシンで実行できるワークフローのコンテキスト リストを表示します。

11 (オプション)  [Destroy VM]  を選択し、インベントリから orchestrator-test 仮想マシンを削除します。

ワークフローが正常に実行されました。

簡易ワークフロー例の作成

簡易ワークフロー例の作成では、ワークフロー作成プロセスの最も一般的な手順を説明します。

「Start VM and Send Email」ワークフローの例では、vCenter Server の既存の仮想マシンを起動し、仮想マシンが起動
されたことを確認する電子メールを管理者に送信します。

このワークフロー例では次のタスクを実行します。

1 仮想マシンの起動をユーザーに要求します。

2 仮想マシンが起動されたこと、またはエラーが発生したことを通知するユーザーの電子メール アドレスの入力を要
求します。

3 要求された仮想マシンを起動するように、vCenter Server に要求を送信します。

4 vCenter Server が要求された仮想マシンを起動するのを待ち、仮想マシンが起動に失敗した場合にはエラーを返します。

5 vCenter Server が仮想マシン上で VMware Tools を起動するのを待ちます。仮想マシンが起動に失敗するか、
VMware Tools の起動に時間がかかりすぎる場合は、エラーを返します。

6 仮想マシンが実行していることを確認します。

7 仮想マシンが起動されたこと、またはエラーが発生したことを通知するため、関係者に通知電子メールを送信します。

簡易ワークフローの作成プロセスは、次のタスクで構成されています。

開始する前に

この簡易ワークフロー例の作成に取り掛かる前に、第 2 章「ワークフローの作成 (P. 11)」 の他のすべてのセクションに
目を通します。

手順

1 簡易ワークフロー例の作成 (P. 55)

ワークフローの作成プロセスの最初の手順は、ワークフローの作成です。

2 簡易ワークフロー例のパラメータの定義 (P. 56)

ワークフロー ワークベンチで、ワークフローの属性とパラメータを定義します。

3 簡易ワークフロー例のスキーマの作成 (P. 57)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローのスキーマを作成します。ワークフロー スキーマ
には、ワークフローが実行する要素が含まれています。

4 簡易ワークフロー例の要素のリンク (P. 58)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をリンクします。リンクは、ワークフロー
全体のデータの流れを定義します。

5 ワークフロー ゾーンの作成 (P. 59)

異なる色のワークフロー メモを追加することで、ワークフローの異なるゾーンを強調できます。異なるワークフロー
ゾーンを作成することで、複雑なワークフロー スキーマを見やすく、理解しやすくできます。

6 簡易ワークフロー例の Decision のバインドの定義 (P. 60)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。Decision バイ
ンドは、Decision 要素が受け取った入力パラメータと Decision ステートメントの比較方法を定義し、入力パラ
メータが Decision ステートメントと一致するかどうかに応じて出力パラメータを生成します。

開発者ガイド

54  VMware, Inc.



7 簡易ワークフロー例の Action 要素のバインド (P. 61)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドは、
Action 要素が入力パラメータを処理して出力パラメータを生成する方法を定義します。

8 簡易ワークフロー例の Scripted Task 要素のバインド (P. 64)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドは、
Scriptable Task 要素が入力パラメータを処理して出力パラメータを生成する方法を定義します。また、Scriptable
Task 要素を JavaScript の関数にバインドすることもできます。

9 簡易ワークフロー例の例外のバインドの定義 (P. 72)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、例外バインドを定義します。例外バインドは、要素がエラーを
処理する方法を定義します。

10 簡易ワークフロー例の属性の読み取り/書き込みプロパティの設定 (P. 72)

パラメータと属性を、読み取り専用の定数か書き込み可能な変数に定義できます。また、ユーザーが入力パラメー

タに提供できる値の制限も設定できます。

11 簡易ワークフロー例のパラメータ プロパティの設定 (P. 73)

ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、パラメータ プロパティを設定します。パラメータ プロパ
ティの設定はパラメータの動作に影響し、そのパラメータに使用可能な値を制約します。

12 簡易ワークフロー例の入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトの設定 (P. 74)

ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトまたは
表示方法を指定します。入力パラメータ ダイアログ ボックスはユーザーがワークフローを実行するときに開き、
ワークフローの実行に使用する入力パラメータをユーザーが入力します。

13 簡易ワークフロー例の検証と実行 (P. 75)

ワークフローの作成後、検証してエラーを検出することができます。エラーがなければ、ワークフローを実行できます。

簡易ワークフロー例の作成

ワークフローの作成プロセスの最初の手順は、ワークフローの作成です。

この例では、「Start VM and Send Email」という名前の簡易ワークフローを作成します。

開始する前に

簡易ワークフローの例を作成するには、システムに次のコンポーネントをインストールし、構成しておく必要があります。

n いくつかの仮想マシンを制御し、その中の少なくとも 1 つがパワーオフ状態の vCenter 4.0

n SMTP サーバへのアクセス

n 有効な電子メール アドレス

vCenter のインストールおよび構成方法の詳細については、『ESX および vCenter Server インストール ガイド』を参照
してください。Orchestrator の構成方法の詳細については、『Orchestrator 4.0 インストールおよび構成ガイド』を参照
してください。

ワークフローを記述するには、サーバまたは作業するワークフロー カテゴリに対して、少なくとも「表示」、「実行」、「検査」、
「編集」の権限、できれば「管理」の権限で Orchestrator にログインする必要があります。

手順

1 Orchestrator Client インターフェイスを起動します。

2 Orchestrator のユーザー名とパスワードを使用してログインします。

3 Client インターフェイスの左側にある  [Workflows]  をクリックします。

4 ワークフロー階層リストのルートを右クリックし、 [Add Category]  を選択します。

5 新規カテゴリに「Workflow Examples」と名前を付けて、 [OK]  をクリックします。
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6 [Workflow Examples]  カテゴリを右クリックし、 [New Workflow]  を選択します。

7 新規ワークフローに「Start VM and Send Email」と名前を付けて、 [OK]  をクリックします。

8 [Start VM and Send Email]  ワークフローを右クリックし、 [Edit]  を選択します。

ワークフロー ワークベンチが開きます。

9 [General]  タブで、バージョン番号を増分するためにバージョン番号の数字をクリックします。

今回はワークフローの初回作成のため、バージョンを  [0.0.1]  に設定します。

10 [General]  タブの  [Allowed operations]  チェック ボックスをオンにし、ワークフローでユーザーが実行できる操
作を設定します。

11 [General]  タブで  [Server restart behavior]  の値をクリックし、ワークフローがサーバの再起動後に再開するかど
うかを設定します。

12 [General]  タブの  [Description]  テキスト ボックスに、ワークフローの内容の説明を入力します。

たとえば、次の説明を追加できます。

この簡易ワークフローは仮想マシンを起動し、確認電子メールを Orchestrator 管理者に送信します。

13 [General]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

新規ワークフローは作成されましたが、機能がまだ定義されていません。

次に進む前に

ワークフローの属性と、入力および出力パラメータを定義します。

簡易ワークフロー例のパラメータの定義

ワークフロー ワークベンチで、ワークフローの属性とパラメータを定義します。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローを作成し、ワークフロー ワークベンチで編集するために開いておく必要があ
ります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Inputs]  タブをクリックします。

2 [Inputs]  タブを右クリックし、 [Add Parameter]  を選択します。

[arg_in_0]  という名前のパラメータが [Inputs] タブに表示されます。

3 [arg_in_0]  をクリックします。

4 [Choose Attribute Name]  ダイアログ ボックスに「vm」と入力し、 [OK]  をクリックします。

5 [Type]  テキスト ボックスをクリックし、パラメータ タイプのダイアログ ボックスにある検索テキスト ボックスに
「vc:virtualm」と入力します。

6 提示されたパラメータ タイプのリストから VC:VirtualMachine を選択し、 [Accept]  をクリックします。

7 [Description] テキスト ボックスにパラメータの説明を追加します。

たとえば、「パワーオンする仮想マシン」と入力します。
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8 上記の手順を繰り返し、次の値で 2 番目の入力パラメータを作成します。

n Name: toAddress

n Type: String

n Description: ワークフローの結果を通知するユーザーの電子メール アドレス

9 [Inputs]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

ワークフローの入力パラメータが定義されました。

次に進む前に

ワークフローのスキーマを作成します。

簡易ワークフロー例のスキーマの作成

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローのスキーマを作成します。ワークフロー スキーマには、
ワークフローが実行する要素が含まれています。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [Schema]  タブをクリックします。

2 [Schema]  タブの左側にある  [Generic]  メニューをクリックします。

3 Decision 要素をスキーマの Start 要素の下にドラッグします。

4 Decision 要素をダブルクリックし、名前を「VM powered on?」に変更します。

5 [Action & Workflow]  をクリックし、Action 要素を Decision 要素の下にドラッグします。

Action を選択するダイアログ ボックスが表示されます。

6 ダイアログ ボックスの検索テキスト ボックスで「start」と入力します。

7 「startVM」Action を選択し、 [Select]  をクリックします。

注意   VMware Infrastructure 3.5 プラグインをインストールしている場合は、2 つの「startVM」Action が表示
されます。VC:Task の結果のタイプ値がある、vCenter 4.0 バージョンを選択します。

8 手順 1 から手順 7 を繰り返し、次の Action 要素をスキーマにドラッグして、「startVM」Action 要素の下に追加
していきます。

vim3WaitTaskEnd そのタスクが終了するまで、ワークフローの実行を一時停止し、進行中の vCenter
Server のタスクを一定の間隔でポーリングします。この例では、「startVM」
Action で仮想マシンを起動し、「vim3WaitTaskEnd」Action で仮想マシンが起
動するまでワークフローを待機させます。仮想マシンの起動後、

vim3WaitTaskEnd によりワークフローが再開されます。

vim3WaitToolsStarted ワークフローの実行を一時停止し、VMware Tools がターゲット仮想マシンで起動
されるまで待ちます。

9 [Generic] メニューをクリックし、「vim3WaitToolsStarted」Action 要素の下に Scriptable Task 要素をドラッ
グします。

10 その Scriptable Task 要素をダブルクリックし、「OK」に名前を変更します。

11 別の Scriptable Task 要素を「startVM」Action 要素の左側にドラッグします。

この Scripted 要素に「Already started」と名前を付けます。
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12 さらに他の Scripted 要素を、次のようにスキーマにドラッグします。

n Scripted 要素を startVM の右側にドラッグし、「startVM failed」と名前を付けます。

n Scripted 要素を vim3WaitTaskEnd の右側にドラッグし、「Timeout 1」と名前を付けます。

n Scripted 要素を vim3WaitToolsStarted の右側にドラッグし、「Timeout 2」と名前を付けます。

n Scripted 要素を OK の右側にドラッグし、「Send Email」と名前を付けます。

n Scripted 要素を Timeout 2 の右側にドラッグし、「Send Email Failed」と名前を付けます。

13 End 要素を Send Email の右側にドラッグします。

14 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

ワークフローの構造がレイアウトされました。

次に進む前に

ワークフローの要素をリンクさせます。

簡易ワークフロー例の要素のリンク

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をリンクします。リンクは、ワークフロー全体の
データの流れを定義します。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義、およびスキーマのレイアウトを完了しておく必
要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの上部にあるツールバーで、コネクタ ツール ボタンをクリックします。

2 Start 要素をクリックし、マウスの左ボタンを押したまま、ポインタを「VM Powered On?」Decision 要素に移動
します。

これで Start 要素が Decision 要素へリンクされました。

3 残りの要素を次の表に示されたとおりにリンクします。

クリック リンク先 矢印のタイプ 説明

「VM Powered On?」
Decision 要素の左側

「Already Started」
Scriptable Task 要素

緑 入力が Decision ステートメ
ントに一致

「VM Powered On?」
Decision 要素の右側

「startVM」Action 要素 赤の点線 入力が Decision ステートメ
ントに一致しない

「startVM」Action 要素の
中央

「vim3WaitTaskEnd」
Action 要素

黒 通常のワークフローの工程

「vim3WaitTaskEnd」
Action 要素の中央

「vim3WaitToolsStart
ed」Action 要素

黒 通常のワークフローの工程

「vim3WaitToolsStart
ed」Action 要素の中央

「OK」Scriptable Task 要素 黒 通常のワークフローの工程

「Already Started」
Scriptable Task 要素の中央

「vim3WaitToolsStart
ed」Action 要素

黒 通常のワークフローの工程

「startVM」Action 要素の
右側

「StartVM Failed」
Scriptable Task 要素

赤の太点線 例外処理

「vim3WaitTaskEnd」
Action 要素の右側

「Timeout 1」Scriptable
Task 要素

赤の太点線 例外処理
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クリック リンク先 矢印のタイプ 説明

「vim3WaitToolsStart
ed」Action 要素の右側

「Timeout 2」Scriptable
Task 要素

赤の太点線 例外処理

「StartVM Failed」
Scriptable Task 要素の中央

「Send Email」Scriptable
Task 要素

黒 通常のワークフローの工程

「Timeout」Scripted 要素の
中央

「Send Email」Scriptable
Task 要素

黒 通常のワークフローの工程

「OK」Scriptable Task 要素の
中央

「Send Email」Scriptable
Task 要素

黒 通常のワークフローの工程

「Send Email」Scriptable
Task 要素の右側

「Send Email Failed」
Scriptable Task 要素

赤の太点線 例外処理

「Send Email」Scriptable
Task 要素の中央

End 要素 黒 通常のワークフローの工程

「Send Email Failed」
Scriptable Task 要素の中央

End 要素 黒 通常のワークフローの工程

4 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

ワークフローの流れが定義され、ワークフロー要素がリンクされました。

次に進む前に

ワークフローの異なるゾーンを強調表示できます。

ワークフロー ゾーンの作成
異なる色のワークフロー メモを追加することで、ワークフローの異なるゾーンを強調できます。異なるワークフロー ゾー
ンを作成することで、複雑なワークフロー スキーマを見やすく、理解しやすくできます。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、スキーマのレイアウト、およびスキーマ要素のリンクを完了してお
く必要があります。

手順

1 Workflow Note 要素を  [Generic]  メニューからワークフロー ワークベンチにドラッグします。

2 Workflow Note を「Already started」Scriptable Task 要素の上に置きます。

3 Workflow Note が「Already started」Scriptable Task 要素を囲むように、Workflow Note の端をドラッグ
してサイズを変更します。

4 テキストをダブルクリックして説明を追加します。たとえば、「仮想マシンがすでにパワーオンの場合のパス」とします。

5 ワークフロー ワークベンチの下部にある  [Info]  タブで、 [Color]  をクリックし、背景色を選択します。

6 手順 1 から手順 5 を繰り返し、ワークフローのその他のゾーンをハイライト表示します。

n 「Is virtual machine on?」Decision 要素から OK 要素までの、縦に並んだ要素の上にメモを配置します。
「VM 起動のパス」と説明を追加します。

n startVM failed、2 つの「Timeout」Scriptable Task 要素、および「Send Email Failed」Scriptable
Task 要素の上にメモを配置します。「エラー処理」と説明を追加します。

n 「Send Email」Scriptable Task 要素の上にメモを配置します。

図 2-3 に、このワークフロー スキーマの例の概観を示します。
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図 2-3.  「Start VM and Send Email」ワークフロー例のスキーマ ダイアグラム

次に進む前に

要素パラメータ間のバインドを定義します。

簡易ワークフロー例の Decision のバインドの定義
ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。Decision バインドは、
Decision 要素が受け取った入力パラメータと Decision ステートメントの比較方法を定義し、入力パラメータが Decision
ステートメントと一致するかどうかに応じて出力パラメータを生成します。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義、スキーマのレイアウト、およびスキーマ要素の
リンクを完了しておく必要があります。

手順

1 「VM Powered On?」Decision 要素をクリックします。

2 [Schema]  タブの下部にあるスキーマ要素のプロパティ ペインで、 [Decision]  タブをクリックします。

3 [Not set (NULL)]  リンクをクリックし、提示されたパラメータのリストから Decision 要素の入力パラメータとして vm
を選択します。

4 ドロップダウン メニューの提示された Decision ステートメントのリストから、 [state equals]  ステートメントを
選択します。

[Not set]  リンクは値のテキストボックスに表示されます。ここには、可能な値が限定された選択肢として提示されます。

5 poweredOn を選択します。

6 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

Decision 要素が受け取る入力パラメータの値を比較する、true または false ステートメントが定義されました。

次に進む前に

ワークフローのその他の要素のバインドを定義します。
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簡易ワークフロー例の Action 要素のバインド
ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドは、Action
要素が入力パラメータを処理して出力パラメータを生成する方法を定義します。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義、スキーマのレイアウト、およびスキーマ要素の
リンクを完了しておく必要があります。

手順

1 「startVM」Action 要素をクリックします。

2 [Info]  タブで次の一般的な情報を設定します。

Interaction 外部の相互作用なし

Color なし

Business status チェック ボックスをオンにしてテキスト「Sending start VM」を追加します。

Description 次のテキストをそのままにします:
Start / Resume a VM.Return the start task

3 [Schema]  タブの下部にあるスキーマ要素のプロパティ ペインで、 [IN]  タブをクリックします。

「startVM」Action で使用可能な 2 つの入力パラメータ (vm および host) が表示されます。

Orchestrator により vm パラメータが vm[in-parameter] に自動的にバインドされます。これは、「startVM」
Action で使用できる入力パラメータが VC:VirtualMachine のみだからです。Orchestrator によりワークフロー
入力パラメータの設定時に定義した vm パラメータが検出されるため、自動的にアクションにバインドされます。

4 host を  [NULL]  に設定します。

これは任意のパラメータのため、NULL に設定できます。設定を  [Not set]  のままにすると、ワークフローで無効
になります。

5 スキーマ要素のプロパティ ペインで、 [OUT]  タブをクリックします。

すべてのアクションが生成するデフォルトの出力パラメータ、actionResult が表示されます。

6 actionResult パラメータの  [Not set]  リンクをクリックします。

7 [Create parameter/attribute in workflow]  リンクをクリックします。

[Parameter Information]  ダイアログ ボックスが開きます。ここでこの出力パラメータの値を定義できます。
「startVM」Action の出力パラメータ タイプは、VC:Task オブジェクトです。

8 パラメータに「powerOnTask」と名前を付けます。

9 このパラメータの説明を入力します。

たとえば、「VM のパワーオンの結果を含める」とします。

10 [Create workflow ATTRIBUTE with the same name]  をクリックします。

11 [OK]  をクリックして  [Parameter Information]  ダイアログ ボックスを終了します。

第 2 章 ワークフローの作成

VMware, Inc.  61



12 手順 1 から手順 11 を繰り返し、「vim3WaitTaskEnd」および「vim3WaitToolsStarted」Action 要素への入
力および出力パラメータをバインドします。

「簡易ワークフロー例の Action 要素のバインド (P. 62)」 に、「vim3WaitTaskEnd」および
「vim3WaitToolsStarted」Action 要素のバインドを一覧表示します。

13 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

Action 要素の入力および出力パラメータは、適切なパラメータ タイプと値にバインドされました。

次に進む前に

Scriptable Task 要素をバインドし、関数を定義します。

簡易ワークフロー例の Action 要素のバインド

このバインドは、簡易ワークフロー例の Action 要素が入力および出力パラメータを処理する方法を定義するものです。

バインドを定義するとき、Orchestrator は、ワークフローでバインドの候補として定義済みのパラメータを提示します。
必要なパラメータをワークフローで定義していない場合、パラメータの選択肢は NULL のみです。 [Create parameter/
attribute in workflow]  をクリックして、新しいパラメータを作成します。

「vim3WaitTaskEnd」Action

「vim3WaitTaskEnd」Action 要素は、タスクの進捗とポーリング間隔を追跡するための定数を宣言します。表 2-6 は、
「vim3WaitTaskEnd」Action が必要とする入力および出力パラメータのバインドを示しています。

表 2-6.  「vim3WaitTaskEnd」Action のバインド値

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

task IN バインド n Local Parameter:task
n Source parameter:

task[attribute]
n Type: VC:Task
n Description:

vCenter Server で
現在実行中のタスク

progress IN 作成 n Local Parameter:
progress

n Source parameter:
progress[attribu
te]

n Type: Boolean
n Value: No (false)
n Description:

vCenter Server の
タスク完了待機中の進捗

ログ
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表 2-6.  「vim3WaitTaskEnd」Action のバインド値 (続き)

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

pollRate IN 作成 n Local Parameter:
pollRate

n Source parameter:
pollRate[attribu
te]

n Type: number
n Value: 2
n Description:

「vim3WaitTaskEnd
」で vCenter
Server のタスクを測定

して得られる秒単位のポー

リング間隔

actionResult OUT 作成 n Local Parameter:
actionResult

n Source parameter:
returnedManagedO
bject[attribute]

n Type: Any
n Description:

「waitTaskEnd」アク

ションによって返される管理

オブジェクト

「vim3WaitToolsStarted」Action

「vim3WaitToolsStarted」Action 要素は、VMware Tools が仮想マシンにインストールされるまで待機し、ポーリ
ング間隔とタイムアウト時間を定義します。表 2-6 は、「vim3WaitToolsStarted」Action が必要とする入力パラメー
タのバインドを示しています。

「vim3WaitToolsStarted」Action 要素は出力がないため、出力のバインドは必要ありません。
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表 2-7.  「vim3WaitToolsStarted」Action のバインド値

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN 自動バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Value: 編集不可、変数は
ワークフロー属性ではあ

りません。

n Description:
起動する仮想マシン

pollingRate IN バインド n Local Parameter:
pollRate

n Source parameter:
pollRate[attribu
te]

n Type: number
n Description:

「vim3WaitTaskEnd
」で vCenter
Server のタスクを測定

して得られる秒単位のポー

リング間隔

timeout IN 作成 n Local
Parameter:timeout

n Source parameter:
timeout[attribut
e]

n Type: number
n Value: 10
n Description:

「vim3WaitToolsSt
arted」が、例外をスルー

するまで待機するタイムア

ウトの上限

簡易ワークフロー例の Scripted Task 要素のバインド
ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドは、Scriptable
Task 要素が入力パラメータを処理して出力パラメータを生成する方法を定義します。また、Scriptable Task 要素を
JavaScript の関数にバインドすることもできます。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義、スキーマのレイアウト、およびスキーマ要素の
リンクを完了しておく必要があります。
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手順

1 「Already Started」Scriptable Task 要素をクリックします。

2 [Info]  タブで次の一般的な情報を設定します。

Interaction 外部の相互作用なし

Color なし

Business status チェック ボックスをオンにしてテキスト「VM already poweredOn」を追加し
ます。

Description 次のテキストをそのままにします:
VM is already powered on, bypassing startVM and waitTaskEnd,
checking if the VM tools are up and running

3 [Schema]  タブの下部にあるスキーマ要素のプロパティ ペインで、 [IN]  タブをクリックします。

これはカスタムの Scriptable Task 要素であるため、事前に定義されたプロパティはありません。

4 [IN]  タブを右クリックし、Bind to workflow parameter/attribute を選択します。

5 提示されたパラメータのリストから vm を選択します。

6 [OUT]  および  [Exception]  タブは空白のままにします。

この要素は出力パラメータまたは例外を生成しません。

7 [Scripting]  タブをクリックします。

8 次の JavaScript 関数を追加します。

//Writes the following event in the vCO database
Server.log("VM '"+ vm.name +"' already started");

9 手順 1 から手順 7 を繰り返し、残りの入力パラメータを他の Scriptable Task 要素にバインドします。

「簡易ワークフロー例の Scriptable Task 要素のバインド (P. 65)」 に、Start VM failed、Timeout or Error
の両方、および「OK」Scriptable Task 要素のバインドを一覧表示します。

10 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

Scriptable Task 要素が入力および出力パラメータにバインドされ、関数を定義するスクリプティングが提供されました。

次に進む前に

例外処理を定義します。

簡易ワークフロー例の Scriptable Task 要素のバインド

このバインドは、簡易ワークフロー例の Scriptable Task 要素が入力パラメータを処理する方法を定義するものです。また、
Scriptable Task 要素を JavaScript の関数にバインドすることもできます。

バインドを定義するとき、Orchestrator は、ワークフローでバインドの候補として定義済みのパラメータを提示します。
必要なパラメータをワークフローで定義していない場合、パラメータの選択肢は NULL のみです。 [Create parameter/
attribute in workflow]  をクリックして、新しいパラメータを作成します。

「Start VM Failed」Scriptable Task

「Start VM Failed」Scriptable Task 要素は、仮想マシンの起動失敗に関する電子メール通知の内容を設定して Orchestrator
のログにイベントを書き込むことで、「startVM」Action で返された例外を処理します。

表 2-8 に、「Start VM Failed」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-8.  「Start VM Failed」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
パワーオンする仮想マシン

errorCode IN 作成 n Local Parameter:
errorCode

n Source parameter:
errorCode[attrib
ute]

n Type: String
n Description:

VM のパワーオン中のすべ

ての例外を捕捉します。

body OUT 作成 n Local Parameter: body
n Source paramete:

body[attribute]
n Type: String
n Description:

電子メールの本文

「Start VM Failed」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

body = "Unable to execute powerOnVM_Task() on VM '"+vm.name+"', exception found: 
"+errorCode;
//Writes the following event in the vCO database 
Server.error("Unable to execute powerOnVM_Task() on VM '"+vm.name, "Exception found: 
"+errorCode);

「Timeout 1」Scriptable Task 要素

「Timeout 1」Scriptable Task 要素は、タスクの失敗に関する電子メール通知の内容を設定して Orchestrator のログに
イベントを書き込むことで、「vim3WaitTaskEnd」Action で返された例外を処理します。

表 2-9 に、「Timeout 1」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-9.  「Timeout 1」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
起動する仮想マシン

errorCode IN バインド n Local Parameter:
errorCode

n Source parameter:
errorCode[attrib
ute]

n Type: String
n Description:

VM のパワーオン中のすべ

ての例外を捕捉します。

body OUT バインド n Local Parameter: body
n Source paramete:

body[attribute]
n Type: String
n Description:

電子メールの本文

「Timeout 1」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を必要とします。

body = "Error while waiting for poweredOnVM_Task() to complete on VM '"+vm.name+"', 
exception found: "+errorCode;
//Writes the following event in the vCO database
Server.error("Error while waiting for poweredOnVM_Task() to complete on VM '"+vm.name, 
"Exception found: "+errorCode);

「Timeout 2」Scriptable Task 要素

「Timeout 2」Scriptable Task 要素は、タスクの失敗に関する電子メール通知の内容を設定して Orchestrator のログに
イベントを書き込むことで、「vim3WaitToolsStarted」Action で返された例外を処理します。

表 2-10 に、「Timeout 2」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-10.  「Timeout 2」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
パワーオンする仮想マシン

errorCode IN バインド n Local Parameter:
errorCode

n Source parameter:
errorCode[attrib
ute]

n Type: String
n Description:

VM のパワーオン中のすべ

ての例外を捕捉します。

body OUT バインド n Local Parameter: body
n Source paramete:

body[attribute]
n Type: String
n Description:

電子メールの本文

「Timeout 2」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を必要とします。

body = "Error while waiting for VMware tools to be up on VM '"+vm.name+"', exception 
found: "+errorCode;
//Writes the following event in the vCO database
Server.error("Error while waiting for VMware tools to be up on VM '"+vm.name, 
"Exception found: "+errorCode);

「OK」Scriptable Task 要素

「OK」Scriptable Task 要素は、仮想マシンが正常に起動した通知を受け取り、仮想マシンの起動成功に関する電子メー
ル通知の内容を設定して Orchestrator のログにイベントを書き込みます。

表 2-11 に、「OK」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-11.  「OK」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
パワーオンする仮想マシン

body OUT バインド n Local Parameter: body
n Source paramete:

body[attribute]
n Type: String
n Description:

電子メールの本文

「OK」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を必要とします。

body = "The VM '"+vm.name+"' has started succesfully and is ready for use";
//Writes the following event in the vCO database
Server.log(body);

「Send Email Failed」Scriptable Task 要素

「Send Email Failed」Scriptable Task 要素は、電子メールの送信失敗に関する通知を受け取り、Orchestrator のログに
イベントを書き込みます。

表 2-11 に、「OK」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-12.  「Send Email Failed」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
パワーオンする仮想マシン

toAddress IN バインド n Local Parameter:
toAddress

n Source parameter:
toAddress[in-
parameter]

n Type: String
n Description:

ワークフローの結果を通知

するユーザーの電子メール

アドレス

emailErrorCode IN 作成 n Local Parameter:
emailErrorCode

n Source parameter:
emailErrorCode[a
ttrbute]

n Type: String
n Description:

電子メール送信中のすべ

ての例外を捕捉

「Send Email Failed」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を必要とします。

//Writes  the following event in the vCO database
Server.error("Couldn't send result email to '"+toAddress+"' for VM '"+vm.name, 
"Exception found: "+emailErrorCode);

「Send Email」Scriptable Task 要素

「Start VM and Send Email」ワークフローの目的は、仮想マシンの起動時に管理者に通知することです。これを実行す
るには、電子メールを送信する Scriptable Task を定義する必要があります。電子メールを送信するには、「Send Email」
Scriptable Task 要素に SMTP サーバ、電子メールの送信者と受信者のアドレス、電子メールの件名、および電子メール
の内容が必要です。

表 2-11 に、「Send Email」Scriptable Task 要素に必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-13.  「Send Email」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドするかパラ

メータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local Parameter: vm
n Source parameter:

vm[in-parameter]
n Type:

VC:VirtualMachin
e

n Description:
パワーオンする仮想マシン

toAddress IN バインド n Local Parameter:
toAddress

n Source parameter:
toAddress[in-
parameter]

n Type: String
n Description:

ワークフローの結果を通知

するユーザーの電子メール

アドレス

body IN バインド n Local Parameter: body
n Source paramete:

body[attribute]
n Type: String
n Description:

電子メールの本文

smtpHost IN 作成 n Local Parameter:
smtpHost

n Source parameter:
smtpHost[attribu
te]

n Type: String
n Description:

電子メール SMTP サーバ

fromAddress IN 作成 n Local Parameter:
fromAddress

n Source parameter:
fromAddress[attr
ibute]

n Type: String
n Description:

送信者の電子メール アド

レス

subject IN 作成 n Local Parameter:
subject

n Source parameter:
subject[attribut
e]

n Type: String
n Description:

電子メールの件名
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「Send Email」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を必要とします。

//Create an instance of EmailMessage
var myEmailMessage = new EmailMessage() ;

//Apply methods on this instance that populate the email message
myEmailMessage.smtpHost = smtpHost;
myEmailMessage.fromAddress = fromAddress;
myEmailMessage.toAddress = toAddress;
myEmailMessage.subject = subject;
myEmailMessage.addMimePart(body , "text/html");

//Apply the method that sends the email message
myEmailMessage.sendMessage();
System.log("Sent email to '"+toAddress+"'");

簡易ワークフロー例の例外のバインドの定義

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、例外バインドを定義します。例外バインドは、要素がエラーを処理す
る方法を定義します。

ワークフローの次の要素が例外を返します: startVM、vim3WaitTaskEnd、および vim3WaitToolsStarted。

開始する前に

「Start VM and Send Email」ワークフローの作成、パラメータの定義、およびスキーマのレイアウトを完了しておく必
要があります。

手順

1 「startVM」Action 要素をクリックします。

2 [Schema]  タブの下部にある  [Exceptions]  タブをクリックします。

3 [Not set]  リンクをクリックします。

4 提示されたリストから errorCode を選択します。

5 手順 1 から手順 4 を繰り返し、vim3WaitTaskEnd と vim3WaitToolsStarted の両方に errorCode への例外
バインドを設定します。

6 「Send Email」Scriptable Task 要素をクリックします。

7 [Schema]  タブの下部にある  [Exceptions]  タブをクリックします。

8 [Not set]  リンクをクリックします。

9 提示されたリストから emailErrorCode を選択します。

10 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

例外を返す要素への例外バインドが定義されました。

次に進む前に

読み取りおよび書き込みプロパティを、属性とパラメータに設定します。

簡易ワークフロー例の属性の読み取り/書き込みプロパティの設定
パラメータと属性を、読み取り専用の定数か書き込み可能な変数に定義できます。また、ユーザーが入力パラメータに提

供できる値の制限も設定できます。

特定のパラメータを読み取り専用に設定することで、他の開発者がワークフローの中心機能を損なうことなく、ワークフ

ローを作り替えたり修正したりできます。
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開始する前に

ワークフローの作成、スキーマのレイアウトとリンク、およびすべての要素への  [IN] 、 [OUT] 、例外バインドの定義を
完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの上部にある  [General]  タブをクリックします。

[Attributes]  に、定義したすべての属性がチェック ボックスとともに一覧表示されます。チェック ボックスをオン
にすると、その属性が読み取り専用に設定されます。

2 次の属性を読み取り専用の定数にするため、チェック ボックスをオンにします。

n progress

n pollRate

n timeout

n smtpHost

n fromAddress

n subject

ワークフローの属性を定数にするか、変数にするかの定義が完了しました。

次に進む前に

パラメータ プロパティを設定し、そのパラメータに使用可能な値の制約を指定します。

簡易ワークフロー例のパラメータ プロパティの設定
ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、パラメータ プロパティを設定します。パラメータ プロパティの
設定はパラメータの動作に影響し、そのパラメータに使用可能な値を制約します。

開始する前に

ワークフローの作成、スキーマのレイアウトとリンク、およびすべての要素への  [IN] 、 [OUT] 、例外バインドの定義を
完了しておく必要があります。

手順

1 [Presentation]  タブをクリックします。

このワークフローに定義した 2 つの入力パラメータが表示されます。

2 (VC:VirtualMachine)vm パラメータをクリックします。

3 画面の下部にある  [Description]  タブに説明を入力します。

たとえば、「起動する仮想マシン」と入力します。

4 画面の下部にある  [Properties]  タブをクリックします。

このタブで、(VC:VirtualMachine)vm パラメータのプロパティを設定できます。

5 [Properties]  タブを右クリックし、 [Add Property]  を選択します。

6 提示されたプロパティのリストから  [Mandatory input]  を選択します。

このプロパティを選択した場合、ユーザーは起動する仮想マシンを指定しないと「Start VM and Send Email」ワー
クフローを実行できません。

7 [Mandatory input]  プロパティの値を  [Yes]  に設定します。

8 [Properties]  タブを右クリックし、再度  [Add Property]  を選択します。
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9 提示されたプロパティのリストから  [Select value as]  を選択します。

このプロパティを設定するときに、ユーザーによる (VC:VirtualMachine)vm 入力パラメータ値の選択方法を設
定します。

10 設定可能な値のリストから  [list]  を選択します。

11 [Presentation]  タブの上部にある (string)toAddress パラメータをクリックします。

12 画面の下部にある  [Description]  タブに説明を入力します。

たとえば、「通知するユーザーの電子メール アドレス」と入力します。

13 (string)toAddress の  [Properties]  タブをクリックします。

14 [Properties]  タブを右クリックし、 [Add Property]  -  [Mandatory input]  の順に選択します。

15 [Mandatory input]  プロパティの値を  [Yes]  に設定します。

16 [Properties]  タブを右クリックし、 [Add Property]  -  [Matching regular expression]  の順に選択します。

このプロパティで、ユーザーの入力値に制約を設定できます。

17 [Matching regular expression]  の  [Value]  テキスト ボックスをクリックし、次の制約を設定します。

[a-zA-Z0-9_%-+.]+@[a-zA-Z0-9-.]+\.[a-zA-Z]{2,4}

この制約により、ユーザーの入力値を電子メール アドレスに適切な文字に制限します。ユーザーがワークフローの
起動時に受信者の電子メール アドレスにこれ以外の文字を入力しようとすると、ワークフローは起動しません。

両方のパラメータが必須になり、ユーザーが起動する仮想マシンを選択できる方法が定義され、受信者の電子メール アド
レスに入力できる文字が制限されました。

次に進む前に

ユーザーがワークフローの起動時に入力パラメータの値を入力するための、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイ
アウトまたは表示方法を作成します。

簡易ワークフロー例の入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトの設定
ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトまたは表示方
法を指定します。入力パラメータ ダイアログ ボックスはユーザーがワークフローを実行するときに開き、ワークフロー
の実行に使用する入力パラメータをユーザーが入力します。

[Presentation]  タブで定義するレイアウトは、Web ビューを使用して実行するワークフローの入力パラメータ ダイアログ
ボックスのレイアウトも定義します。

開始する前に

ワークフローの作成、スキーマのレイアウトとリンク、すべての要素への  [IN] 、 [OUT] 、例外バインドの定義、および
属性とパラメータ プロパティの設定を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブをクリックします。

2 表示方法の階層リストで  [Presentation]  ノードを右クリックし、 [New Group]  を選択します。

[New Step]  ノードおよび  [New Group]  サブノードが  [Presentation]  ノードの下に表示されます。

3 [New Step]  を右クリックし、 [Delete]  を選択します。

このワークフローにあるパラメータは 2 つのみのため、入力パラメータ ダイアログ ボックスに複数のレイヤーの表
示セクションは必要ありません。
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4 [New Group]  をダブルクリックしてグループ名を変更し、Enter を押します。

たとえば、表示グループの名前を「Virtual Machine」とします。

ここで入力したテキストは、ユーザーがワークフローを起動したときに入力パラメータ ダイアログ ボックスの見出
しとして表示されます。

5 [Presentation]  タブの下部にある  [General]  タブの  [Description]  テキスト ボックスに、Virtual Machine 表示
グループの説明を記入します。

たとえば、「起動する仮想マシンの選択」と入力します。

ここで入力したテキストは、ユーザーがワークフローを起動したときに入力パラメータ ダイアログ ボックスのプロ
ンプトとして表示されます。

6 (VC:VirtualMachine)vm パラメータを  [Virtual Machine]  表示グループの下にドラッグします。

起動する仮想マシンをユーザーが入力する入力パラメータ ダイアログ ボックスのテキスト ボックスが、Virtual
Machine の見出しの下に表示されます。

7 手順 1 から手順 6 を繰り返し、次のプロパティの設定で toAddress パラメータの表示グループを作成します。

a 「Recipient's Email Address」という名前の表示グループを作成します。

b 表示グループの説明に、たとえば、「この仮想マシンがパワーオンになったときに通知するユーザーの電子メール アドレスを入力」

と追加します。

c toAddress プロパティを「Recipient's Email Address」表示グループの下にドラッグします。

ユーザーがワークフローを実行したときに表示される、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトが設定されました。

次に進む前に

簡易ワークフロー例の作成が完了しました。ワークフローの検証と実行が開始できます。

簡易ワークフロー例の検証と実行

ワークフローの作成後、検証してエラーを検出することができます。エラーがなければ、ワークフローを実行できます。

開始する前に

ワークフローの検証と実行を試行する前に、ワークフローの作成、スキーマのレイアウト、リンクとバインドの定義、パ

ラメータ プロパティの定義、入力パラメータ ダイアログ ボックスの表示方法の作成を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで  [Validation]  をクリックします。

この検証ツールでワークフローの定義エラーがすべて検出されます。

2 エラーを解決したら、ワークフロー ワークベンチの下部にある  [Save and Close]  をクリックします。

Orchestrator Client に戻ります。

3 [Workflows]  ビューをクリックします。

4 ワークフロー階層リストで  [Workflow Examples]  -  [Start VM and Send Email]  の順に選択します。

5 「Start VM and Send Email」ワークフローを右クリックし、 [Execute workflow]  を選択します。

入力パラメータ ダイアログ ボックスが開き、起動する仮想マシンと通知先の電子メール アドレスの入力を求められます。

6 表示されたリストから、vCenter Server で起動する仮想マシンを選択します。

7 電子メール通知を送信する電子メール アドレスを入力します。
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8 [Submit]  をクリックしてワークフローを起動します。

「Start VM and Send Email」ワークフローの下にワークフロー トークンが表示されます。

9 ワークフローの実行中に進行状況を確認するには、ワークフロー トークンをクリックします。

ワークフローが正常に実行されると、指定した仮想マシンがパワーオン状態になり、定義した電子メール受信者が確認用

電子メールを受信します。

複雑なワークフローの作成

複雑なワークフローの例を作成することで、ワークフロー作成プロセスの一般的な手順と、Custom Decision やループ
の作成など、高度な手順を説明します。

この実習では、特定のリソース プールに含まれているすべての仮想マシンのスナップショットを作成するワークフローを
作成します。作成するワークフローでは、次のタスクを実行します。

1 スナップショットを作成する仮想マシンを含むリソース プールの指定をユーザーに求めます。

2 リソース プールに実行中の仮想マシンがあるかどうかを判別します。

3 リソースに実行中の仮想マシンがいくつあるかを判別します。

4 プール内で実行中の個々の仮想マシンが、スナップショットを作成するための特定の条件を満たしているかどうかを

検証します。

5 仮想マシンのスナップショットを作成します。

6 スナップショットを作成するプール内に他の仮想マシンが存在するかどうかを判別します。

7 リソース プール内のすべての適切な仮想マシンのスナップショットを作成するまで、検証とスナップショット作成
のプロセスを繰り返します。

開始する前に

この複雑なワークフローの作成を開始する前に、「簡易ワークフロー例の作成 (P. 54)」の実習を行ってください。このセ
クションの手順では、作成プロセスのさまざまなステップについて解説しますが、簡易ワークフローの実習のように詳し

くは説明していません。

手順

1 複雑なワークフロー例の作成 (P. 77)

この実習では、「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」というワークフローを作成します。

2 複雑なワークフロー例での入力パラメータの定義 (P. 78)

ワークフロー ワークベンチで、ワークフローの入力パラメータを定義します。入力パラメータにより、ワークフ
ローで処理するデータが提供されます。

3 複雑なワークフロー例でのカスタム アクションの作成 (P. 78)

「Check VM」Scripted 要素によって、Orchestrator API に存在しないアクションが呼び出されます。
「getVMDiskModes」アクションを作成する必要があります。

4 複雑なワークフロー例でのスキーマの作成 (P. 79)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローのスキーマを作成します。ワークフロー スキーマ
には、ワークフローが実行する要素が含まれています。

5 複雑なワークフロー例でのスキーマ要素のリンク (P. 80)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をリンクします。リンクにより、ワークフ
ローの論理フローを定義します。

6 複雑なワークフロー例でのゾーンの作成 (P. 81)

必要に応じて、Workflow Note を追加して、ワークフローの各ゾーンを強調できます。異なるワークフロー ゾー
ンを作成することで、複雑なワークフロー スキーマを見やすく、理解しやすくできます。
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7 複雑なワークフロー例でのバインドの定義 (P. 82)

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドにより、
ワークフローのデータ フローを定義します。また、Scriptable Task 要素を JavaScript の関数にバインドすること
もできます。

8 複雑なワークフロー例での属性のプロパティの設定 (P. 93)

ワークフロー ワークベンチの  [General]  タブで、属性のプロパティを設定します。

9 複雑なワークフロー例での入力パラメータのレイアウトの作成 (P. 93)

ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトまたは
表示方法を作成します。入力パラメータ ダイアログ ボックスはユーザーがワークフローを実行するときに開き、
ワークフローの実行に使用する入力パラメータをユーザーが入力します。

10 複雑なワークフロー例での検証と実行 (P. 94)

ワークフローの作成後、検証してエラーを検出することができます。エラーがなければ、ワークフローを実行できます。

複雑なワークフロー例の作成

この実習では、「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」というワークフローを作成します。

開始する前に

この複雑なワークフロー例を作成するには、システムに次のコンポーネントをインストールし、構成しておく必要があります。

n Orchestrator 4.0

n 複数の仮想マシンを含むリソース プールを制御する vCenter 4.0

n ワークフロー階層リストの  [Workflow Examples]  カテゴリ (「簡易ワークフロー例の作成 (P. 55)」で作成)

vCenter のインストールおよび構成方法の詳細については、『ESX および vCenter Server インストール ガイド』を参照
してください。Orchestrator の構成方法の詳細については、『Orchestrator 4.0 管理ガイド』を参照してください。

手順

1 [Workflows]  -  [Workflow Examples]  の順に選択します。

2 「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」というワークフローを作成します。

3 新しいワークフローを右クリックして  [Edit]  を選択し、ワークフロー ワークベンチを開きます。

4 ワークフロー ワークベンチの  [General]  タブで、バージョン番号の数字をクリックし、バージョン番号を増分します。

今回はワークフローの初回作成のため、バージョンを  [0.0.1]  に設定します。

5 [General]  タブの  [Allowed operations]  チェック ボックスをオンにし、ワークフローでユーザーが実行できる操
作を設定します。

6 [General]  タブで  [Server restart behavior]  の値をクリックし、ワークフローがサーバの再起動後に再開するかど
うかを設定します。

7 [General]  タブの  [Description]  テキスト ボックスに、ワークフローの内容の説明を入力します。

8 [General]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローを作成できました。

次に進む前に

続けて、「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローを編集できます。
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複雑なワークフロー例での入力パラメータの定義

ワークフロー ワークベンチで、ワークフローの入力パラメータを定義します。入力パラメータにより、ワークフローで処
理するデータが提供されます。

開始する前に

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの作成を完了し、ワークフロー ワーク
ベンチで編集できるように開いておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Inputs]  タブをクリックします。

2 次の入力パラメータを定義します。

n Name: resourcePool

n Type: VC:ResourcePool

n Description: スナップショットを作成する仮想マシンを含むリソース プール

3 ワークフロー ワークベンチで  [Outputs]  タブをクリックします。

4 次の入力パラメータを定義します。

n Name: snapshotVmArrayOut

n Type: Array/VC:ResourcePool

n Description: スナップショットを作成した仮想マシンの配列

これで、ワークフローの入力パラメータを定義できました。

次に進む前に

ワークフロー スキーマを作成できます。

複雑なワークフロー例でのカスタム アクションの作成
「Check VM」Scripted 要素によって、Orchestrator API に存在しないアクションが呼び出されます。
「getVMDiskModes」アクションを作成する必要があります。

アクションの作成の詳細については、第 3 章「アクションの作成 (P. 95)」を参照してください。

開始する前に

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの作成を完了しておく必要があります。

手順

1 [Save and Close]  をクリックし、ワークフロー ワークベンチを閉じます。

2 Orchestrator Client で、 [Actions]  ビューをクリックします。

3 アクション階層リストのルートを右クリックし、 [New Module]  を選択します。

4 新しいモジュールに「com.vmware.example」と名前を付けます。

5 [com.vmware.example]  モジュールを右クリックし、 [Add Action]  を選択します。

6 「getVMDiskModes」というアクションを作成します。

7 「getVMDiskModes」を右クリックし、 [Edit]  を選択します。

8 アクション ワークベンチの  [General]  タブで、バージョン番号の数字をクリックしてバージョン番号を増分します。
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9 [General]  タブで  [Allowed Operations]  のすべてのチェック ボックスをオンにします。

10 [General]  タブで、アクションの説明を次のように追加します。

このアクションにより、仮想マシンのすべてのディスクのディスク モードに含まれる配列が返されます。

この配列には、次の文字列値が含まれます。

- persistent
- independent-persistent
- nonpersistent
- independent-nonpersistent
レガシー値: 
- undoable
- append

11 [Scripting]  タブをクリックします。

12 [Scripting]  タブの上部ペインで右クリックして  [Add Parameter]  を選択し、次の入力パラメータを作成します。

n Name:vm

n Value: VC:VirtualMachine

n Description: ディスク モードを返す仮想マシン

13 [Scripting]  タブの下部で、次のスクリプトを追加します。

このコードにより、仮想マシンのディスクのディスク モード配列が返されます。

var devicesArray = vm.config.hardware.device;
var retArray = new Array();
if (devicesArray!=null && devicesArray.length!=0) {
    for (i in devicesArray) {
        if (devicesArray[i] instanceof VcVirtualDisk) {
            retArray.push(devicesArray[i].backing.diskMode);
        }
    }
}
return retArray;

14 [Save]  および  [Close]  をクリックして  [Actions]  パレットを終了します。

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローに必要なカスタム アクションが定義さ
れました。

次に進む前に

ワークフロー スキーマを作成します。

複雑なワークフロー例でのスキーマの作成

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローのスキーマを作成します。ワークフロー スキーマには、
ワークフローが実行する要素が含まれています。

開始する前に

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの作成、入力パラメータの定義、
「getVMDiskModes」アクションの作成を完了しておく必要があります。

手順

1 「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローを右クリックし、ワークフロー ワー
クベンチを開きます。

2 ワークフロー ワークベンチで  [Schema]  タブをクリックします。
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3 ワークフロー スキーマに次のスキーマ要素を追加します。

要素タイプ 要素名 スキーマでの位置

Scriptable Task Initializing Start 要素の下

Decision VMs to Process? 「Initializing」Scriptable Task の下

Scriptable Task Pool Has No VMs 「Virtual Machines to Process?」
Custom Decision の下

Custom Decision Remaining VMs? 「Virtual Machines to Process?」
Custom Decision の右

Action getVMDiskModes 「Virtual Machines Remaining?」
Custom Decision の右

Custom Decision Create snapshot? getVMDiskModes アクションの右

Workflow Create a Snapshot (vCenter Server
4.0)

「Create snapshot?」Decision の上

Scriptable Task VM Snapshots 「Create a Snapshot」ワークフローの左

Scriptable Task Increment 「VM Snapshots」Scriptable Task の左

Scriptable Task Log Exception 「VM Snapshots」Scriptable Task の上

Scriptable Task Set Output 「Remaining VMs?」Custom Decision
の下

End 要素 なし 「Set Output」Scriptable Task の右

4 [Schema]  タブの下部で  [Save]  をクリックします。

これで、ワークフローの構造を作成できました。

次に進む前に

次に、ワークフロー要素をリンクします。

複雑なワークフロー例でのスキーマ要素のリンク

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をリンクします。リンクにより、ワークフローの
論理フローを定義します。

開始する前に

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの作成、入力パラメータの定義、スキー
マの作成を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの上部にあるツールバーで、コネクタ ツール ボタンをクリックします。

2 スキーマの要素間に次のリンクを作成します。

リンク元要素 リンク先要素

Start 要素 「Initializing」Scripted 要素

「Initializing」Scripted 要素 「VMs to Process?」Custom Decision

「VMs to Process?」Decision の true 結果 「VMs Remaining?」Custom Decision

「VMs to Process?」Decision の false 結果 「Pool Has No VMs」Scriptable Task

「Pool Has No VMs」Scriptable Task 「Set Output」Scriptable Task

「VMs Remaining?」Custom Decision の true 結果 getVMDisksModes アクション
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リンク元要素 リンク先要素

「VMs Remaining?」Custom Decision の false 結果 「Set Output」Scriptable Task

getVMDisksModes アクション 「Create Snapshot?」Decision

getVMDisksModes アクションの例外リンク 「Log Exception」Scriptable Task

「Create Snapshot?」Custom Decision の true 結果 「Create a Snapshot」ワークフロー

「Create Snapshot?」Custom Decision の false 結果 「Increment」Scriptable Task

「Create a Snapshot」ワークフロー 「VM Snapshots」Scriptable Task

「Create a Snapshot」ワークフローの例外リンク 「Log Exception」Scriptable Task

「VM Snapshots」Scriptable Task 「Increment」Scriptable Task

「Increment」Scriptable Task 「VMs Remaining?」Custom Decision

「Log Exception」Scriptable Task 「Increment」Scriptable Task

「Set Output」Scriptable Task End 要素

3 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

これで、ワークフロー要素をリンクし、ワークフローの論理フローを定義できました。

次に進む前に

オプションで、Workflow Note を使用してワークフロー ゾーンを定義することもできます。

複雑なワークフロー例でのゾーンの作成

必要に応じて、Workflow Note を追加して、ワークフローの各ゾーンを強調できます。異なるワークフロー ゾーンを作
成することで、複雑なワークフロー スキーマを見やすく、理解しやすくできます。

開始する前に

ワークフローの作成、スキーマの作成、スキーマ要素のリンクを完了しておく必要があります。

手順

1 Workflow Note を使用して、次のワークフロー ゾーンを作成します。

ゾーン内の要素 説明

Start 要素、「Initializing」Scriptable Task、「VMs to
Process?」Custom Decision

リソース プールからの仮想マシンの配列を取得し、配列のカウンタ

を初期化し、最初に処理する仮想マシンを設定します。

「Pool has no VMs」Scriptable Task スナップショットを作成する仮想マシンがリソース プール内にありま

せん。

「VMs remaining?」Custom Decision、
「getVMDisksModes」Action、「Create Snapshot?」
Decision、「Create a Snapshot」Workflow、「VM
Snapshots」Scriptable Task、「Increment」Scriptable
Task、「Log Exception」Scriptable Task

リソース プール内に仮想マシンが残っているかどうかを確認し、仮

想マシンがスナップショット条件を満たしているかどうかを検査し、ス

ナップショットを作成し、すべての仮想マシンのスナップショットが作成

されるまでループします。

「Set Output」Scriptable Task、End 要素 スナップショットを作成した仮想マシンの結果配列を生成します。

2 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

ワークフロー スキーマは次のダイアグラムのようになります。
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図 2-4.  「Take Snapshot of all Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフロー例のスキーマ ダイアグラム

次に進む前に

要素パラメータ間のバインドを定義します。

複雑なワークフロー例でのバインドの定義

ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブで、ワークフローの要素をまとめてバインドします。バインドにより、
ワークフローのデータ フローを定義します。また、Scriptable Task 要素を JavaScript の関数にバインドすることもで
きます。

開始する前に

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの作成、入力パラメータの定義、スキー
マの作成、スキーマ要素のリンクを完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチで  [Schema]  タブをクリックします。

2 「複雑なワークフロー例でのバインド (P. 82)」に示されているバインドを定義します。

3 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブの下部にある  [Save]  をクリックします。

要素のすべての入力および出力パラメータは、適切なパラメータ タイプと値にバインドされます。

次に進む前に

属性のプロパティを設定します。

複雑なワークフロー例でのバインド

このバインドは、簡易ワークフロー例の Action 要素が入力および出力パラメータを処理する方法を定義するものです。

「Take Snapshots of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローでは、次の入力および出力パラメータを
バインドする必要があります。また、Scriptable Task 要素に JavaScript 関数を定義する必要があります。

「Initializing」Scriptable Task

「Initializing」Scriptable Task 要素は、ワークフローの属性を初期化します。表 2-14 に、「Initializing」Scriptable Task
要素で必要な入力および出力パラメータのバインドを示します。
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表 2-14.  「Initializing」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

resourcePool IN バインド n Local parameter:
resourcePool

n Source parameter:
resourcePool[in-
parameter]

n Type:
VC:ResourcePool

n Description:
スナップショットを作成する仮

想マシンを含むリソース プール

allVMs OUT 作成 n Local parameter:
allVMs

n Source parameter:
allVMs[attribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
リソース プール内の仮想マシ

ン

numberOfVMs OUT 作成 n Local parameter:
numberOfVMs

n Source parameter:
numberOfVMs[attri
bute]

n Type: number
n Description:

リソース プール内で検出され

た仮想マシンの数

vmCounter OUT 作成 n Local parameter:
vmCounter

n Source parameter:
vmCounter[attribu
te]

n Type: number
n Description:

配列内の仮想マシンのカウン

タ

第 2 章 ワークフローの作成

VMware, Inc.  83



表 2-14.  「Initializing」Scriptable Task 要素のバインド (続き)

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vm OUT 作成 n Local parameter: vm
n Source parameter:

vm[attribute]
n Type:

VC:VirtualMachine
n Description:

現在スナップショットを作成中

の仮想マシン

snapshotVmArray OUT 作成 n Local parameter:
snapshotVmArray

n Source parameter:
snapshotVmArray[a
ttribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成した仮

想マシンの配列

「Initializing」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Retrieve an array of virtual machines contained in the specified Resource Pool
allVMs = resourcePool.vm;
//Initialize the size of the Array and the first VM to snapshot
if (allVMs!=null && allVMs.length!=0) {
    numberOfVms = allVMs.length;
    vm = allVMs[0];
} else {
    numberOfVms = 0;
}
//Initialize the VM counter
vmCounter = 0;
//Initializing the array of VM snapshots
snapshotVmArray = new Array();

「VMs to Process?」Decision 要素

「VMs to Process?」Decision 要素は、スナップショットを作成する仮想マシンがリソース プールに存在するかどうかを
判別します。表 2-15 に、「VMs to Process?」Decision 要素に必要なバインドを示します。

表 2-15.  「VMs to Process?」Decision 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

numberOfVMs Decision バインド n Source parameter:
numberOfVMs[attri
bute]

n Decision statement:
Greater than

n Value:0.0
n Description:

リソース プール内で検出され

た仮想マシンの数
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「Pool Has No VMs」Scriptable Task 要素

「Pool Has No VMs」Scriptable Task 要素は、リソース プールに適切な仮想マシンが含まれていないという事実を
Orchestrator データベースに記録します。表 2-16 に、「Pool Has No VMs」Scriptable Task 要素に必要なバインドを
示します。

表 2-16.  「Pool Has No VMs」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

resourcePool IN バインド n Local parameter:
resourcePool

n Source parameter:
resourcePool[in-
parameter]

n Type:
VC:ResourcePool

n Description:
スナップショットを作成する仮

想マシンを含むリソース プール

「Pool Has No VMs」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Writes  the following event in the vCO database
Server.warn("The specified ResourcePool "+resourcePool.name+" does not contain any 
VMs.");

「Remaining VMs?」Custom Decision 要素

「Remaining VMs?」Custom Decision 要素は、スナップショットを作成する仮想マシンがリソース プールに残ってい
るかどうかを判別します。表 2-17 に、「Remaining VMs?」Custom Decision 要素に必要なバインドを示します。
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表 2-17.  「Remaining VMs?」Custom Decision 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

numberOfVMs IN バインド n Source parameter:
numberOfVMs[attri
bute]

n Decision statement:
Greater than

n Value:0.0
n Description:

リソース プール内で検出され

た仮想マシンの数

vmCounter IN バインド n Local parameter:
vmCounter

n Source parameter:
vmCounter[attribu
te]

n Type: number
n Description:

配列内の仮想マシンのカウン

タ

「Remaining VMs?」Custom Decision 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Checks if the workflow has reached the end of the array of VMs
if (vmCounter < numberOfVms) {
    return true;
} else {
    return false;
}

「getVMDisksModes」Action 要素

「getVMDisksModes」Action 要素は、仮想マシンで実行中のディスクのモードを取得します。表 2-18 に、
「getVMDisksModes」Action 要素に必要なバインドを示します。
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表 2-18.  「getVMDisksModes」Action 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

vm[attribute]
n Type:

VC:VirtualMachine
n Description:

現在スナップショットを作成中

の仮想マシン

actionResult OUT 作成 n Local parameter:
actionResult

n Source parameter:
vmDisksModes[attr
ibute]

n Type: Array/String
n Description:

仮想マシンの現在のディスク

モード

errorCode 例外 作成 Local parameter:
errorCode

「Create Snapshot?」Custom Decision 要素

「Create Snapshot?」Custom Decision 要素は、仮想マシンのディスク モードによって、仮想マシンのスナップショッ
トを作成するかどうかを判別します。表 2-19 に、「Create Snapshot?」 Custom Decision 要素に必要なバインドを示
します。

表 2-19.  「Create Snapshot?」Decision 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vmDisksMode IN バインド n Local parameter:
vmDisksMode

n Source parameter:
vmDisksMode[attri
bute]

n Type: Array/String
n Description:

仮想マシンの現在のディスク

モード

vm IN バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

vm[attribute]
n Type:

VC:VirtualMachine
n Description:

現在スナップショットを作成中

の仮想マシン
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「Create Snapshot?」Custom Decision 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//A snapshot cannot be taken if one of its disks is in independent mode (independent-
persistent or independent-nonpersistent)
var containsIndependentDisks = false;
if (vmDisksModes!=null && vmDisksModes.length>0) {
    for (i in vmDisksModes) {
        if (vmDisksModes[i].charAt(0)=="i") {
            containsIndependentDisks = true;
        }
    }
} else {
    //if no disk found no need to try to snapshot the VM
    System.warn("Won't snapshot '"+vm.name+"', no disks found");
    return false;
}
if (containsIndependentDisks) {
    System.warn("Won't snapshot '"+vm.name+"', independent disk(s) found");
    return false;
} else {
    System.log("Snapshoting '"+vm.name+"'");
    return true;
}

「Create Snapshot」Workflow 要素

「Create Snapshot」Workflow 要素は、仮想マシンのスナップショットを作成します。表 2-20 に、「Create Snapshot」
Workflow 要素に必要なバインドを示します。

表 2-20.  「Create Snapshot」Workflow 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

ActiveVM[attribut
e]

n Type:
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成するアク

ティブな仮想マシン

name IN 作成 n Local parameter: name
n Source parameter:

snapshotName[attr
ibute]

n Type: String
n Description:

このスナップショットの名前。こ

の名前は、この仮想マシンに

対して一意である必要はあり

ません。
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表 2-20.  「Create Snapshot」Workflow 要素のバインド (続き)

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

description IN 作成 n Local parameter:
description

n Source parameter:
snapshotDescription[attr
ibute]

n Type: String
n Description:

このスナップショットの説明

memory IN 作成 n Local parameter:
memory

n Source parameter:
snapshotMemory[at
tribute]

n Type: Boolean
n Value: no
n Description:

True の場合、仮想マシン

の内部状態のダンプ (メモリ

ダンプ) がスナップショットに

含まれます。

quiesce IN 作成 n Local parameter:
quiesce

n Source parameter:
snapshotQuiesce[a
ttribute]

n Type: Boolean
n Value: yes
n Description:

True の場合、スナップショッ

トの作成時に仮想マシンがパ

ワーオン状態になると、

VMware Tools によって

仮想マシンのファイル システ

ムが停止されます。

snapshot OUT 作成 n Local parameter:
snapshot

n Source parameter: NULL
n Type:

VC:VirtualMachine
Snapshot

n Description:
作成したスナップショット

errorCode 例外 作成 Local parameter:
errorCode

「VM Snapshots」Scriptable Task 要素

「VM Snapshots」Scriptable Task 要素は、配列にスナップショットを追加します。表 2-21 に、「VM Snapshots」
Scriptable Task 要素に必要なバインドを示します。
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表 2-21.  「VM Snapshots」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

ActiveVM[attribut
e]

n Type:
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成するアク

ティブな仮想マシン

snapshotVmArray IN バインド n Local parameter:
snapshotVmArray

n Source parameter:
snapshotVmArray[a
ttribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成した仮

想マシンの配列

snapshotVmArray OUT バインド n Local parameter:
snapshotVmArray

n Source parameter:
snapshotVmArray[a
ttribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成した仮

想マシンの配列

「VM Snapshots」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Writes the following event in the vCO database 
Server.log("Successfully took snapshot of the VM '"+vm.name);
//Inserts the VM snapshot in an array
snapshotVmArray.push(vm);

「Increment」Scriptable Task 要素

「Increment」Scriptable Task 要素は、配列内の仮想マシンの数を計上するカウンタの数字を増分します。表 2-22 に、
「Increment」Scriptable Task 要素に必要なバインドを示します。
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表 2-22.  「Increment」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vmCounter IN バインド n Local parameter:
vmCounter

n Source parameter:
vmCounter[attribu
te]

n Type: number
n Description:

配列内の仮想マシンのカウン

タ

allVMs IN バインド n Local parameter:
allVMs

n Source parameter:
allVMs[attribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
リソース プール内の仮想マシ

ン

vmCounter OUT バインド n Local parameter:
vmCounter

n Source parameter:
vmCounter[attribu
te]

n Type: number
n Description:

配列内の仮想マシンのカウン

タ

vm OUT バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

vm[attribute]
n Type:

VC:VirtualMachine
n Description:

現在スナップショットを作成中

の仮想マシン

「Increment」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Increases the array VM counter
vmCounter++;
//Sets the next VM to be snapshot in the attribute vm
vm = allVMs[vmCounter];

「Log Exception」Scriptable Task 要素

「Log Exception」Scriptable Task 要素は、Workflow 要素と Action 要素からの例外を処理します。表 2-23 に、「Log
Exception」Scriptable Task 要素に必要なバインドを示します。
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表 2-23.  「Log Exception」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

vm IN バインド n Local parameter: vm
n Source parameter:

vm[attribute]
n Type:

VC:VirtualMachine
n Description:

現在スナップショットを作成中

の仮想マシン

errorCode IN バインド n Local parameter:
errorCode

n Source parameter:
errorCode[attribu
te]

n Type: String
n Description:

仮想マシンのスナップショットの

作成中に発生した例外

「Log Exception」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Writes  the following event in the vCO database
Server.error("Coudln't snapshot the VM '"+vm.name+"', exception: "+errorCode);

「Set Output」Scriptable Task 要素

「Set Output」Scriptable Task 要素は、ワークフローの出力パラメータを生成します。これには、スナップショットを
作成した仮想マシンの配列が含まれています。表 2-24 に、「Set Output」Scriptable Task 要素に必要なバインドを示し
ます。

表 2-24.  「Set Output」Scriptable Task 要素のバインド

パラメータ名 バインドのタイプ

既存のパラメータにバインドす

るかパラメータを作成するか バインド値

snapshotVmArray IN バインド n Local parameter:
snapshotVmArray

n Source parameter:
snapshotVmArray[a
ttribute]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成した仮

想マシンの配列

snapshotVmArrayOut OUT バインド n Local parameter:
snapshotVmArrayOu
t

n Source parameter:
snapshotVmArrayOu
t[out-parameter]

n Type: Array/
VC:VirtualMachine

n Description:
スナップショットを作成した仮

想マシンの配列
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「Set Output」Scriptable Task 要素は、次のスクリプト関数を実行します。

//Passes the value of the internal attribute to a workflow output parameter
snapshotVmArrayOut = snapshotVmArray;

複雑なワークフロー例での属性のプロパティの設定

ワークフロー ワークベンチの  [General]  タブで、属性のプロパティを設定します。

開始する前に

ワークフローの作成、スキーマの作成とリンク、すべての要素の IN および OUT バインドの定義を完了しておく必要があ
ります。

手順

1 [General]  タブをクリックします。

2 次の属性の読み取り専用チェック ボックスをオンにし、読み取り専用定数にします。

n snapshotName

n snapshotDescription

n snapshotMemory

n snapshotQuiesce

ワークフローの属性を定数にするか、変数にするかの定義が完了しました。

次に進む前に

ワークフローの表示方法を作成します。これによって、ユーザーがワークフローを実行するときに入力パラメータ値を入

力する入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトが作成されます。

複雑なワークフロー例での入力パラメータのレイアウトの作成

ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブで、入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトまたは表示方
法を作成します。入力パラメータ ダイアログ ボックスはユーザーがワークフローを実行するときに開き、ワークフロー
の実行に使用する入力パラメータをユーザーが入力します。

開始する前に

ワークフローの作成、スキーマの作成とリンク、すべての要素の IN、OUT、例外バインドの定義、属性およびパラメー
タのプロパティの設定を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの  [Presentation]  タブをクリックします。

このワークフローには入力パラメータが 1 つしかないため、表示方法の作成は簡単です。

2 表示方法の階層リストで  [Presentation]  ノードを右クリックし、 [New Group]  を選択します。

3 [New Group]  の上にある  [New Step]  を削除します。

4 [New Group]  をダブルクリックし、グループ名を「Resource Pool」に変更します。

5 [Presentation]  タブの下部にある  [General]  タブの  [Description]  テキスト ボックスに、[Resource Pool] 表示
グループの説明を入力します。

たとえば、「スナップショットを作成する仮想マシンを含むリソース プールの名前を入力」と入力します。

6 (VC:ResourcePool)resourcePool パラメータをクリックします。

7 (VC:ResourcePool)resourcePool の  [Properties]  タブをクリックします。

第 2 章 ワークフローの作成

VMware, Inc.  93



8 [Properties]  タブを右クリックし、 [Add Property]  -  [Mandatory input]  の順に選択します。

9 [Properties]  タブをもう一度右クリックし、提示されたプロパティのリストから  [Select value as]  を選択します。

このプロパティを設定すると、(VC:ResourcePool)resourcePool 入力パラメータの値をユーザーが選択する
方法を設定することになります。

10 [Resource Pool]  表示グループの下に (VC:ResourcePool)resourcePool パラメータをドラッグします。

これで、ユーザーがワークフローを実行するときに表示される入力パラメータ ダイアログ ボックスのレイアウトを作成
できました。

次に進む前に

以上で、複雑なワークフローの例の作成は完了です。ワークフローの検証と実行が開始できます。

複雑なワークフロー例での検証と実行

ワークフローの作成後、検証してエラーを検出することができます。エラーがなければ、ワークフローを実行できます。

開始する前に

ワークフローの検証と実行を試行する前に、ワークフローの作成、スキーマのレイアウト、リンクとバインドの定義、パ

ラメータ プロパティの定義、入力パラメータ ダイアログ ボックスの表示方法の作成を完了しておく必要があります。

手順

1 ワークフロー ワークベンチの [Schema] タブで  [Validation]  をクリックします。

この検証ツールでワークフローの定義エラーがすべて検出されます。

2 エラーを解決したら、ワークフロー ワークベンチの下部にある  [Save and Close]  をクリックします。

Orchestrator Client に戻ります。

3 [Workflows]  ビューをクリックします。

4 ワークフロー階層リストで、 [Workflow Examples]  -  [Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource
Pool]  の順に選択します。

5 「Right-click the Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローを右クリックし、
[Execute]  を選択します。

入力パラメータ ダイアログ ボックスが開き、スナップショットを作成する仮想マシンを含むリソース プールの指定
が求められます。

6 [Submit]  をクリックしてワークフローを実行します。

「Take a Snapshot of All Virtual Machines in a Resource Pool」ワークフローの下にワークフロー トークンが表
示されます。

7 ワークフローの実行中に進行状況を確認するには、ワークフロー トークンをクリックします。

ワークフローが正常に実行されると、選択したリソース プール内のすべての仮想マシンのスナップショットが作成されます。
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アクションの作成 3
Orchestrator には、あらかじめ定義されているアクションを集めたライブラリがあります。アクションは、ワークフロー、
Web ビュー、スクリプトのビルディング ブロックとして使用可能な個々の関数です。

アクションは JavaScript 関数です。複数の入力パラメータがあり、戻り値は 1 つです。Orchestrator API で任意のオブ
ジェクトを呼び出したり、プラグインを使用したりして Orchestrator にインポートする任意の API のオブジェクトを呼
び出すことができます。

ワークフローが実行されると、アクションはワークフローの属性から入力パラメータを取り出します。これらの属性はワー

クフローの初期入力パラメータであるか、ワークフローのその他の要素が実行されるときに設定される属性のいずれかに

なります。

Orchestrator Client では、アクションのアイコン ( ) によってアクションが識別されます。

この章では次のトピックについて説明します。

n アクションの再使用 (P. 95)

n [Actions] ビューへのアクセス (P. 95)

n [Actions] ビューのコンポーネント (P. 96)

n アクションの作成 (P. 96)

アクションの再使用

個々の関数をアクションとして定義するときには、直接スクリプト作成可能なタスク ワークフロー要素にコーディングす
る代わりに、ライブラリに公開できます。アクションがライブラリで表示されていれば、他のワークフローでもそのアク

ションを使用できます。

呼び出し元のワークフローに依存しないアクションを定義すると、そのアクションはより簡単に更新、最適化することが

できます。個々のアクションを定義して、別のワークフローでアクションを再使用することもできます。ワークフローを

実行すると、そのワークフローでの各アクションの最初の実行時のみ、Orchestrator によって各アクションがキャッシュ
に保存されます。その後、Orchestrator では、キャッシュに保存したアクションを再使用できます。アクションのキャッ
シュ保存は、ワークフローでの再帰的呼び出しや高速ループに役立ちます。

アクションの複製、他のワークフローやパッケージへのエクスポート、またはアクション階層リストの異なるカテゴリへ

の移動が可能です。

[Actions] ビューへのアクセス
Orchestrator Client インターフェイスには、Orchestrator Server のアクション ライブラリにアクセスするための
[Actions]  ビューがあります。

Orchestrator Client インターフェイスの  [Actions]  ビューには、Orchestrator Server で使用できるすべてのアクショ
ンの階層リストがあります。
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手順

1 Client インターフェイスの左側にある  [Actions]  をクリックします。

2 アクション階層リストのノードを展開し、アクション ライブラリを参照します。

[Actions]  ビューでは、ライブラリ内のアクションの情報を表示したり、アクションの作成および編集を行ったりするこ
とができます。

[Actions] ビューのコンポーネント
アクション階層リストでアクションをクリックすると、そのアクションの情報が Orchestrator Client の右ペインに表示
されます。

[Actions]  ビューには、4 つのタブがあります。

General アクションの名前、バージョン番号、権限、説明など、アクションの一般情報が表示さ

れます。

Scripting アクションの戻りタイプ、入力パラメータ、アクションの関数を定義する JavaScript
コードを表示します。

Events このアクションより発生したイベント、またはトリガーしたイベントをすべて表示します。

Permissions このアクションにアクセスする権限のあるユーザーやユーザー グループを表示します。

アクションの作成

個々の関数をアクションとして定義し、ワークフローなどの他の要素が使用できるようにすることが可能です。アクショ

ンは、入力および出力パラメータと権限が定義された JavaScript 関数です。

n アクションの作成 (P. 96)

個々の関数をアクションとして定義するときには、直接スクリプト作成可能なタスク ワークフロー要素にコーディ
ングする代わりに、他のワークフローが使用できるよう、ライブラリに公開できます。

n アクションを実装する要素の検索 (P. 97)

アクションを編集してその動作を変更すると、そのアクションを実装しているワークフローまたはアプリケーショ

ンを意図せず破壊してしまう可能性があります。Orchestrator には、特定の要素に実装されているすべてのアク
ション、ワークフロー、またはパッケージを検索するための機能が用意されています。これにより、ある要素を変

更しても、他の要素に影響が及ぶことがないかどうかを確認できます。

n アクションのコーディングに関するガイドライン (P. 97)

ワークフローのパフォーマンスを最適化し、アクションを最大限に再使用できるように、アクションを作成すると

きには、コーディングに関する次の基本ガイドラインに従ってください。

アクションの作成

個々の関数をアクションとして定義するときには、直接スクリプト作成可能なタスク ワークフロー要素にコーディングす
る代わりに、他のワークフローが使用できるよう、ライブラリに公開できます。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Actions]  ビューをクリックします。

2 アクションの階層リストのルートを展開し、アクションを作成するモジュールに移動します。

3 モジュールを右クリックして  [Add action]  を選択します。

4 テキスト ボックスにアクションの名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

5 アクションを右クリックし、 [Edit]  を選択します。
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6 [Scripting]  タブをクリックします。

7 デフォルトの戻りタイプを変更するには、 [void]  リンクをクリックします。

8 矢印アイコンをクリックして、アクション入力パラメータを追加します。

9 アクション スクリプトを作成します。

10 [Save and close]  をクリックします。

カスタム アクションはアクションのライブラリに追加されます。

次に進む前に

ワークフローで新しいカスタム アクションを使用できるようになります。

アクションを実装する要素の検索

アクションを編集してその動作を変更すると、そのアクションを実装しているワークフローまたはアプリケーションを意

図せず破壊してしまう可能性があります。Orchestrator には、特定の要素に実装されているすべてのアクション、ワー
クフロー、またはパッケージを検索するための機能が用意されています。これにより、ある要素を変更しても、他の要素

に影響が及ぶことがないかどうかを確認できます。

重要    [Find Elements that Use this Element]  機能を使うと、すべてのパッケージ、ワークフロー、ポリシーをチェッ
クできます。ただしスクリプトはチェックされません。したがって、アクションを変更した場合には、 [Find Elements
that Use this Element]  機能で識別されなかったこのアクションをスクリプトで呼び出している要素に影響が及ぶ可能性
があります。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Actions]  ビューをクリックします。

2 アクションの階層リストのノードを展開して、対象とするアクションに移動します。

3 アクションを右クリックして、 [Find Elements that Use this Element]  を選択します。

ダイアログ ボックスが表示され、このアクションを実装しているワークフローやパッケージなど、すべての要素が
表示されます。

4 結果リストの要素をダブルクリックすると、その要素が Orchestrator Client で表示されます。

これで、特定のアクションを実装しているすべての要素が特定できました。

次に進む前に

この要素の変更が、他の要素に影響を与えるかどうかをチェックすることができます。

アクションのコーディングに関するガイドライン

ワークフローのパフォーマンスを最適化し、アクションを最大限に再使用できるように、アクションを作成するときには、

コーディングに関する次の基本ガイドラインに従ってください。

アクションに関する基本ガイドライン

アクションを作成するときには、基本ガイドラインに従ってください。

n すべてのアクションには、その役割と関数の説明を付けます。

n 短く基本的なアクションを作成し、ワークフロー内で組み合わせます。

n アクションが複数の関数を実行するようになっていると、アクションを再使用しにくくなるため、このようなアク

ションは作成しないようにします。

n 実行時間が長時間に及ぶアクションは作成しないようにします。代わりに、ワークフロー内でループを作成し、Action
要素の後に Waiting Event 要素または Waiting Timer 要素を使用します。
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n アクションにチェックポイントを設定しないようにします。ワークフローは、各要素の実行の開始時と終了時にチェッ

クポイントを設定します。

n アクション内でループを作成しないようにします。代わりに、ワークフロー内でループを作成します。サーバが再起

動されると、実行中のワークフローは要素の起動時に前回のチェックポイントで再開されます。アクション内にルー

プを作成し、ワークフローでそのアクションの実行中にサーバが再起動されると、アクションの起動時にチェックポ

イントでワークフローが再開され、ループも最初から開始されます。

アクションの命名に関するガイドライン

アクションに名前を付けるときには、基本ガイドラインに従ってください。

n アクションの名前は英語にします。

n アクションの名前の最初の文字は小文字にします。名前に複数の単語を含める場合は、結合した単語の最初の文字を

大文字にします (例: myAction)。

n アクションの名前は、そのアクションの機能を示すように、できるだけわかりやすくします (例:
backupAllVMsInPool)。

n モジュールの名前はできるだけわかりやすくします。

n モジュールの名前は一意にします。

n モジュールの名前には、インターネット アドレスと逆の形式を使用します (例:
com.vmware.myactions.myAction)。

アクションのパラメータと属性に関するガイドライン

アクションのパラメータと属性の定義を作成するときには、次の基本ガイドラインに従ってください。

n パラメータと属性の名前は英語にします。

n パラメータと属性の名前の最初の文字は小文字にします。

n パラメータと属性の名前はできるだけわかりやすくします。

n パラメータと属性の名前はできるだけ 1 つの単語にします。名前に複数の単語を含める必要がある場合は、結合した
単語の最初の文字を大文字にします (例: myParameter)。

n オブジェクトの配列を表すパラメータと属性には、複数形を使用します。

n 変数名は、何を指すのかわかりやすいようにします (例: displayName)。

n 各属性には、その目的が明確になるような説明を付けます。

n 1 つのアクションに使用するパラメータが多すぎないようにします。
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スクリプティング 4
Orchestrator では、JavaScript を使用して、アクション、ワークフローの要素、およびポリシーを作成するためのビル
ディング ブロックを作成します。

Orchestrator では、Mozilla Rhino JavaScript engine を実装して、新規スクリプトを作成する手段を用意しています。
このスクリプト エンジンを使用して、バージョン制御、変数タイプのチェック、ネーム スペース管理、自動完了、およ
び例外処理を実行できます。

Mozilla Rhino JavaScript エンジンでは、if、loop、array、および string などの JavaScript 言語の基本機能のみを使用
します。スクリプトで使用できるその他のオブジェクトは、Orchestrator API にあるオブジェクトか、プラグインを介して
Orchestrator にインポートして JavaScript オブジェクトにマッピングする他のすべての API のオブジェクトです。

この章では次のトピックについて説明します。

n スクリプティングを必要とする Orchestrator の要素 (P. 99)

n Orchestrator API の使用 (P. 100)

n 例外処理のガイドライン (P. 105)

n Orchestrator の JavaScript の例 (P. 106)

スクリプティングを必要とする Orchestrator の要素
Orchestrator の要素によっては、スクリプトを作成する必要がないものもあります。アプリケーションの柔軟性を最大
限に高めるため、JavaScript 関数を追加することによって特定の要素をカスタマイズできます。

以下の Orchestrator 要素にスクリプトを追加できます。

Action アクションはスクリプト関数です。理想的には、1 つのアクションとして作成するスク
リプトを 1 つのオペレーションに限定し、可能な限り他のワークフローなどの他の要
素でアクションを再使用できるようにしてください。

Policy トリガー イベントを監視するスクリプトを使用してポリシーを設定します。ポリシーは、
トリガー イベントが発生すると、定義されたオーケストレーション オペレーションを
起動します。

Workflow 「Scriptable Task」Workflow 要素により、ワークフローで使用可能なカスタム スク
リプト オペレーションまたは一連のオペレーションを作成できます。また、true または
false を返すスクリプトで、Custom Decision 要素のブール Decision ステートメン
トも定義します。
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Orchestrator API の使用
Orchestrator API は、Orchestrator がプラグインを介してアクセスできるすべてのオブジェクトを、JavaScript オブ
ジェクトまたはメソッドとして公開します。

たとえば、Orchestrator API を介して vCenter Server 4.0 API の JavaScript 実装にアクセスし、作成する Scripted 要
素で使用できます。また、Orchestrator Server にインストールされた他のすべてのプラグインからオブジェクトの
JavaScript 実装にアクセスすることもできます。サードパーティ アプリケーションへのプラグインを作成する場合は、
そのアプリケーションの API のオブジェクトを Orchestrator API が公開する JavaScript オブジェクトにマッピングします。

Mozilla Rhino JavaScript エンジンの Orchestrator 実装の機能を使用して、スクリプトを作成することができます。

手順

1 ワークフロー ワークベンチからのスクリプト エンジンへのアクセス (P. 100)

Orchestrator のスクリプト エンジンには、ワークフローの Scripted 要素のスクリプトを作成できるようにするため、
Mozilla Rhino JavaScript エンジンが実装されています。スクリプト ワークフロー要素のためのスクリプト エン
ジンには、ワークフロー ワークベンチの  [Scripting]  タブからアクセスします。

2 アクションまたはポリシー ワークベンチからのスクリプト エンジンへのアクセス (P. 101)

Orchestrator のスクリプト エンジンには、アクションまたはポリシーのスクリプトを作成できるようにするため、
Mozilla Rhino JavaScript エンジンが実装されています。アクションおよびポリシー用スクリプト エンジンには、
アクション ワークベンチとポリシー ワークベンチの  [Scripting]  タブからアクセスします。

3 Orchestrator API Explorer へのアクセス (P. 101)

Orchestrator には、Orchestrator API を検索し、Scripted 要素に JavaScript オブジェクトを追加できる API
Explorer があります。

4 Orchestrator API Explorer を使用したオブジェクトの検索 (P. 101)

Orchestrator API は、vCenter Server API 全体を含むすべてのプラグイン テクノロジの API を公開します。
Orchestrator API Explorer により、スクリプトに追加する必要があるオブジェクトを検索できます。

5 スクリプトへの JavaScript オブジェクトの追加 (P. 102)

Orchestrator のスクリプト エンジンにより、スクリプトを作成するときにオブジェクトや関数を追加できます。
オブジェクトと関数の自動挿入およびスクリプト行の自動完了機能により、スクリプティング プロセスを加速し、
スクリプトにエラーが入り込む可能性を最小限に抑えることができます。

6 スクリプトへのパラメータの追加 (P. 103)

Orchestrator のスクリプト エンジンにより、使用可能なパラメータをスクリプトにインポートできます。

7 JavaScript の Java クラスへのアクセス (P. 104)

デフォルトでは、Orchestrator により、JavaScript は Java クラスの一部のセットにのみアクセスできるよう制限
されています。JavaScript でより広い範囲の Java クラスにアクセスする必要がある場合には、Orchestrator のシ
ステム プロパティを設定して、アクセスを許可する必要があります。

ワークフロー ワークベンチからのスクリプト エンジンへのアクセス
Orchestrator のスクリプト エンジンには、ワークフローの Scripted 要素のスクリプトを作成できるようにするため、
Mozilla Rhino JavaScript エンジンが実装されています。スクリプト ワークフロー要素のためのスクリプト エンジンには、
ワークフロー ワークベンチの  [Scripting]  タブからアクセスします。

手順

1 Orchestrator Client の  [Workflows]  ビューでワークフローを右クリックし、 [Edit]  を選択します。

2 ワークフロー ワークベンチの  [Schema]  タブをクリックします。
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3 ワークフロー スキーマに Scriptable Task 要素または Custom Decision 要素を追加します。

4 Scriptable 要素の  [Scripting]  タブをクリックします。

これで、Workflow 要素のスクリプト関数を定義するようにスクリプト エンジンにアクセスしました。 [Scripting]  では、
API 内の移動、オブジェクトに関するドキュメントの参照、オブジェクトの検索、および JavaScript の作成を行うことが
できます。

次に進む前に

API Explorer を使用して Orchestrator API を検索します。

アクションまたはポリシー ワークベンチからのスクリプト エンジンへのアクセス
Orchestrator のスクリプト エンジンには、アクションまたはポリシーのスクリプトを作成できるようにするため、Mozilla
Rhino JavaScript エンジンが実装されています。アクションおよびポリシー用スクリプト エンジンには、アクション ワー
クベンチとポリシー ワークベンチの  [Scripting]  タブからアクセスします。

手順

1 Orchestrator Client の  [Actions]  または  [Policies]  ビューでアクションまたはポリシーを右クリックして、 [Edit]
を選択します。

2 アクションまたはポリシー ワークベンチで  [Scripting]  タブをクリックします。

これで、アクション要素またはポリシー要素のスクリプト関数を定義するようにスクリプト エンジンにアクセスしました。
[Scripting]  では、API 内の移動、オブジェクトに関するドキュメントの参照、オブジェクトの検索、および JavaScript
の作成を行うことができます。

次に進む前に

API Explorer を使用して Orchestrator API を検索します。

Orchestrator API Explorer へのアクセス
Orchestrator には、Orchestrator API を検索し、Scripted 要素に JavaScript オブジェクトを追加できる API Explorer
があります。

手順

u API Explorer には、Orchestrator Client からアクセスするか、ワークフロー、ポリシー、およびアクション ワー
クベンチの  [Scripting]  タブからアクセスすることができます。

n Orchestrator Client から API Explorer にアクセスするには、Orchestrator Client のツール バーで  [Tools]  -
[API Explorer]  をクリックします。

n ワークフロー、ポリシー、およびアクション ワークベンチの  [Scripting]  タブから API Explorer にアクセス
するには、左側の  [Search API]  をクリックします。

API Explorer が表示され、Orchestrator API のオブジェクトおよび関数のすべてを検索できます。

次に進む前に

API Explorer を使用して、Scriptable 要素のスクリプトを作成します。

Orchestrator API Explorer を使用したオブジェクトの検索
Orchestrator API は、vCenter Server API 全体を含むすべてのプラグイン テクノロジの API を公開します。Orchestrator
API Explorer により、スクリプトに追加する必要があるオブジェクトを検索できます。

開始する前に

API Explorer を開いておく必要があります。

第 4 章 スクリプティング
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手順

1 API Explorer の  [Search]  テキスト ボックスに、名前または名前の一部を入力し、 [Search]  をクリックします。

検索対象を特定のオブジェクト タイプに限定する場合は、 [Scripting Class] 、 [Attributes & Methods] 、および
[Types & Enumerations]  チェックボックスをオフまたはオンにします。

2 結果のリストにある要素をダブルクリックします。

左側の階層リストでオブジェクトがハイライト表示されます。階層リストのドキュメント ペインに、オブジェクト
に関する情報が表示されます。

これで、探していたオブジェクトが見つかりました。

次に進む前に

検索したオブジェクトをスクリプトで使用します。

API Explorer の JavaScript オブジェクト タイプ

API Explorer では、JavaScript オブジェクトの異なるタイプを識別し、 [Scripting]  タブの左側の階層ツリーまたは API
Explorer ダイアログ ボックスでグループ化しています。API Explorer は、異なるオブジェクト タイプを区別しやすいよ
うにさまざまなアイコンを使用しています。

表 4-1 に、Orchestrator API のさまざまなオブジェクト タイプの説明とそれらのアイコンを示します。

表 4-1.  Orchestrator API のオブジェクト タイプ

オブジェクト タイプ 階層リストのアイコン 説明

タイプ タイプ

関数セット 静的メソッドのセットを含む内部タイプ

プリミティブ プリミティブ タイプ

オブジェクト 標準の Orchestrator スクリプティング オブ
ジェクト

属性 JavaScript の属性

メソッド JavaScript のメソッド

コンストラクタ JavaScript のコンストラクタ

列挙 JavaScript の列挙

文字列セット 文字列セット、デフォルト値

モジュール アクションのカテゴリ

プラグイン プラグインによって定義された画像 プラグインを介して Orchestrator に公開さ
れる API

スクリプトへの JavaScript オブジェクトの追加
Orchestrator のスクリプト エンジンにより、スクリプトを作成するときにオブジェクトや関数を追加できます。オブジェ
クトと関数の自動挿入およびスクリプト行の自動完了機能により、スクリプティング プロセスを加速し、スクリプトにエ
ラーが入り込む可能性を最小限に抑えることができます。

開始する前に

編集する Scripted 要素を開き、 [Scripting]  タブを開いておく必要があります。
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手順

1 [Scripting]  タブの左側にあるオブジェクトの階層リスト内を移動するか、または API Explorer 検索機能を使用して、
スクリプトに追加するオブジェクトを選択します。

2 オブジェクトを右クリックして  [Copy]  を選択します。

スクリプト エンジンでコピーすることのできないオブジェクトは、スクリプトのコンテキストで使用できません。

3 スクリプティング パッドを右クリックし、コピーしたオブジェクトをスクリプトの適切な場所に貼り付けます。

スクリプト エンジンによってそのスクリプトにオブジェクトが追加され、コンストラクタとインスタンス名を付け
て完成されます。

たとえば、Date オブジェクトをコピーした場合、スクリプト エンジンは次のコードをスクリプトに貼り付けます。

var myDate = new Date();

4 メソッドをコピーし、スクリプトに貼り付けて追加します。

スクリプト エンジンにより、必要な属性を追加してそのメソッド呼び出しが完成されます。

たとえば、com.vmware.library.vc.vm モジュールから cloneVM() メソッドをコピーした場合、スクリプト
エンジンは次のコードをスクリプトに貼り付けます。

System.getModule("com.vmware.library.vc.vm").cloneVM(vm,folder,name,spec)

スクリプト エンジンは、要素内ですでに定義されているパラメータをハイライト表示します。未定義のパラメータ
はハイライト表示されません。

5 スクリプトに貼り付けたオブジェクトの最後にカーソルを置き、Ctrl+Space を押して、オブジェクトが呼び出すこ
とが可能なメソッドおよび属性のコンテキスト リストから選択します。

注意   自動完了機能は、現在のところ試行段階です。

6 必要なオブジェクトおよび関数すべてをスクリプトに追加するまで、左側の階層リストからコピーして貼り付ける操

作を繰り返し行います。

これで、オブジェクトおよび関数をスクリプトに追加しました。

次に進む前に

パラメータをスクリプトに追加します。

スクリプトへのパラメータの追加

Orchestrator のスクリプト エンジンにより、使用可能なパラメータをスクリプトにインポートできます。

編集する要素のパラメータがすでに定義されている場合、それらのパラメータは、 [Scripting]  タブのツールバーにリン
クとして表示されます。

開始する前に

編集する Scripted 要素を開き、 [Scripting]  タブを開いておく必要があります。
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手順

1 [Scripting]  タブのスクリプティング パッドで、スクリプトの適切な位置までカーソルを移動します。

2 [Scripting]  タブのツールバーでパラメータ リンクをクリックします。

Orchestrator により、カーソル位置にパラメータが挿入されます。

3 Null 値のパラメータをスクリプトに挿入します。

整数、ブール、および文字列などのプリミティブ型に Null 値を渡すと、Orchestrator スクリプティング API により、
この引数のデフォルト値が自動的に設定されます。

これで、パラメータをスクリプトに追加しました。

次に進む前に

スクリプトの Java クラスへのアクセス権を追加します。

JavaScript の Java クラスへのアクセス
デフォルトでは、Orchestrator により、JavaScript は Java クラスの一部のセットにのみアクセスできるよう制限されて
います。JavaScript でより広い範囲の Java クラスにアクセスする必要がある場合には、Orchestrator のシステム プロ
パティを設定して、アクセスを許可する必要があります。

JavaScript エンジンに Java 仮想マシン (JVM) へのフル アクセスを許可すると、潜在的なセキュリティ上の問題が発生し
ます。Orchestrator Server を実行しているユーザーがアクセスするすべてのシステム コンポーネントは、異常なスクリ
プトや悪意のあるスクリプトによって、アクセスされる可能性があります。その理由で、デフォルトでは Orchestrator
JavaScript エンジンは java.util.* パッケージ内のクラスのみへのアクセスが許可されています。

JavaScript で java.util.* パッケージに含まれていないクラスにアクセスする必要がある場合には、 構成ファイルに
JavaScript からアクセスを許可する Java パッケージのリストを記述します。次に、com.vmware.scripting.rhino-
class-shutter-file システム プロパティでこのファイルを指すように設定します。

手順

1 テキストの構成ファイルを作成して、JavaScript からのアクセスを許可する Java パッケージのリストを記述します。

たとえば、JavaScript に java.net パッケージ内のすべてのクラスおよび java.lang.Object クラスへのアク
セス権を与えるには、ファイルに次の内容を記述します。

java.net.*
java.lang.Object

2 構成ファイルを適切な場所に、適切な名前で保存します。

3 vmo.properties システム プロパティ ファイルを開きます。

vmo.properties ファイルは次の場所にあります。

n Orchestrator のスタンドアロン バージョンをインストールした場合: <<インストールディレクトリ>>\VMware
\Orchestrator\app-server\server\vmo\conf

n vCenter Server インストーラが Orchestrator をインストールした場合: <<インストールディレクトリ>>\VMware
\Infrastructure\Orchestrator\app-server\server\vmo\conf

4 vmo.properties ファイルに次の行を追加して、com.vmware.scripting.rhino-class-shutter-file
システム プロパティを設定します。

com.vmware.scripting.rhino-class-shutter-file=<構成ファイルへのパス>

5 vmo.properties ファイルを保存します。

6 Orchestrator Server を再起動します。

JavaScript エンジンは、指定した Java クラスにアクセスできるようになります。
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例外処理のガイドライン

Mozilla Rhina JavaScript エンジンの Orchestrator 実装では例外処理をサポートしており、エラーを処理することがで
きます。スクリプトで例外ハンドラを作成する場合は、次のガイドラインに従う必要があります。

n 次の European Computer Manufacturers Association (ECMA) エラー タイプを使用します。プラグイン機能が
返す一般例外として Error を使用し、次の固有エラー タイプを使用します。

n TypeError

n RangeError

n EvalError

n ReferenceError

n URIError

n SyntaxError

次に、URIError 定義の例を示します。

try { 
     ... 
        throw new URIError("VirtualMachine with ID 'vm-0056' 
                       not found on 'vcenter-test-1'") ; 
     ... 
} catch ( e if e instanceof URIError ) { 

}

n スクリプトでローカル エラー タイプを使用せず、事前定義のエラー タイプを使用します。スクリプト内では、次の
エラー タイプを使用しないでください。

try { 
     ... 
        throw new MyError("this is a message") ;
     ... 
} catch ( e if e instanceof MyError ) { 

}

n スクリプトで捕捉されない例外はすべて、次の例に示すように、<type>:SPACE<human readable message>
形式の簡易文字列オブジェクトにする必要があります。

throw "ValidationError: The input parameter 'myParam' of type 'string' is too 
short."

n できるだけ明快な、わかりやすいメッセージを作成します。

n 簡易文字列例外タイプの確認では、次のパターンを使用する必要があります。

try {
      throw "VMwareNoSpaceLeftOnDatastore: Datastore 'myDatastore' has no space 
left" ;
} catch ( e if (typeof(e)=="string" && e.indexOf("VMwareNoSpaceLeftOnDatastore:") 
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== 0) ) {
      System.log("No space left on device") ;
// Do something useful here
}

n 簡易文字列例外タイプの確認では、ワークフローの Scripted 要素で次のパターンを使用する必要があります。

if (typeof(errorCode)=="string" 
      && errorCode.indexOf("VMwareNoSpaceLeftOnDatastore:") 
      == 0) {
// Do something useful here
}

Orchestrator の JavaScript の例
Orchestrator の JavaScript 例を切り取り、貼り付け、および適応して、共通のオーケストレーション タスクの JavaScript
を作成できます。

n 基本的なスクリプトの例 (P. 107)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のタスクの基本スクリプトが必要です。

以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n 電子メール スクリプトの例 (P. 108)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通の電子メール関連タスクのスクリプトが

必要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n ファイル システムのスクリプト例 (P. 109)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のファイル システム タスクのスクリプト
が必要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n LDAP のスクリプト例 (P. 109)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通の LDAP タスクのスクリプトが必要です。
以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n ロギングのスクリプト例 (P. 109)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のロギング タスクのスクリプトが必要です。
以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n ネットワーキングのスクリプト例 (P. 110)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のネットワーキング タスクのスクリプト
が必要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n vCenter Server スクリプト例 (P. 110)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーには、共通の vCenter Server タスクのスクリプト
が必要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

n ワークフロー スクリプト例 (P. 112)

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーには、共通のワークフロー タスクのスクリプト例が
必要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

開発者ガイド

106  VMware, Inc.



基本的なスクリプトの例

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のタスクの基本スクリプトが必要です。以下の

例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

変数が存在するかどうかの確認

次の JavaScript 例では、ワークフローに変数が存在するかどうかを確認します。

function isDefined(variable) {
    try {
        eval(""+variable+"") ;
        return true ;
    } catch ( ex) {
        return false ;
    }
}
var a = 10 ;
if ( isDefined('a') ) {
    System.log("is define") ;
} else {
    System.log("Not defined") ;
}

ハッシュテーブルからのプロパティの設定と取得

次の JavaScript 例では、ハッシュテーブルでプロパティを設定し、そのハッシュテーブルからプロパティを取得します。
次の例において、キーは常に文字列であり、値はオブジェクト、数値、ブール、または文字列です。

var table = new Properties() ; 
table.put("myKey",new Date()) ;
// get the object back 
var myDate= table.get("myKey") ;
System.log("Date is : "+myDate) ;

文字列の内容の置換

次の JavaScript 例では、文字列の内容を新しい内容で置き換えます。

var str1 = "'hello'" ; 
var reg = new RegExp("(')", "g"); 
var str2 = str1.replace(reg,"\\'") ; 
System.log(""+str2) ; // result : \'hello\'

XML ドキュメントへのアクセス

次の JavaScript 例では、ECMAScript for XML (E4X) を使用することにより、JavaScript から XML ドキュメントにア
クセスできます。

var people = <people>
                 <person id="1">
                     <name>Moe</name>
                 </person>
                 <person id="2">
                     <name>Larry</name>
                 </person>
             </people>;
System.log("Native XML datatype : " + typeof(people));
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System.log("which is a list : " + people.person.length());
System.log("whose elements are indexable : " + people.person[0]); 
people.person[0].@id='47';
System.log("and mutable!  : " + people.person.(name=='Moe'));
delete people.person[0];
people.person[1] = new XML("<person id=\"3\"><name>James</name></person>");
for each(var person in people..person){
    System.log("- " + person.name);
}

タイプの比較

次の JavaScript 例では、オブジェクトが、指定されたオブジェクト タイプと一致するかどうかを確認します。

var path = 'myurl/test';
if(typeof(path, String)){
  throw("string");
else {
  throw("other");
}

Orchestrator Server でのコマンドの実行

次の JavaScript 例では、Orchestrator Server でコマンド ラインを実行できます。サーバを起動するときと同じ認証情
報を使用してください。

var cmd = new Command("ls -al") ;
cmd.execute(true) ;
System.log(cmd.output) ; 

電子メール スクリプトの例
ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通の電子メール関連タスクのスクリプトが必要です。

以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

電子メール アドレスの取得

次の JavaScript 例では、実行中のスクリプトの現在の所有者の電子メール アドレスを取得します。

var emailAddress = Server.getRunningUser().emailAddress ;

電子メールの送信

次の JavaScript 例では、定義された受信者に、SMTP サーバを介して、定義済みの内容で電子メールを送信します。

var message = new EmailMessage() ; 
message.smtpHost = "smtpHost" ;
message.subject= "my subject" ; 
message.toAddress = "receiver@vmware.com" ; 
message.fromAddress = "sender@vmware.com" ;
message.addMimePart("This is a simple message","text/html") ;
message.sendMessage() ;

開発者ガイド

108  VMware, Inc.



ファイル システムのスクリプト例
ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のファイル システム タスクのスクリプトが必
要です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

ファイルの内容の取得

次の JavaScript 例では、Orchestrator Server のホスト マシンからファイルの内容を取得します。

var fileReader = new FileReader("/home/vmware/readme.txt") ;
fileReader.open() ; 
var fileContentAsString = fileReader.readAll(); 
fileReader.close() ;

簡易テキスト ファイルへの内容の追加

次の JavaScript 例では、テキスト ファイルに内容を追加します。

var fileWriter = new FileWriter("/home/vmware/readme.txt") ;
fileWriter.open() ; 
fileWriter.writeLine("File written at : "+new Date()) ; 
fileWriter.writeLine("Another line") ; 
fileWriter.close() ;

LDAP のスクリプト例
ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通の LDAP タスクのスクリプトが必要です。以下
の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

LDAP オブジェクトから Active Directory オブジェクトへの変換

次の JavaScript 例では、LDAP グループの要素を Active Directory のユーザー グループ オブジェクトに、またはその
逆方向に変換します。

var ldapGroup ; 
// convert from ldap element to Microsoft:UserGroup object 
var adGroup = ActiveDirectory.search("UserGroup",ldapGroup.commonName) ; 
// convert back to LdapGroup element
var ldapElement = Server.getLdapElement(adGroup.distinguishedName) ;

ロギングのスクリプト例

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のロギング タスクのスクリプトが必要です。以
下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

永続ロギング

次の JavaScript 例では、永続ログ エントリを作成します。

Server.log("This is a persistant message", "enter a long description here"); 
Server.warn("This is a persistant warning", "enter a long description here"); 
Server.error("This is a persistant error", "enter a long description here");

第 4 章 スクリプティング

VMware, Inc.  109



非永続ロギング

次の JavaScript 例では、非永続ログ エントリを作成します。

System.log("This is a non-persistant log message");
System.warn("This is a non-persistant log warning");
System.error("This is a non-persistant log error");

ネットワーキングのスクリプト例

ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーでは、共通のネットワーキング タスクのスクリプトが必要
です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

URL からのテキストの取得

次の JavaScript 例では、URL にアクセスし、テキストを取得し、そのテキストを文字列に変換します。

var url = new URL("http://www.vmware.com") ; 
var htmlContentAsString = url.getContent() ;

vCenter Server スクリプト例
ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーには、共通の vCenter Server タスクのスクリプトが必要
です。以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

管理オブジェクト タイプへのアクセス

次の JavaScript 例では、Orchestrator はスクリプトを使用し、vCenter Server 4.0 プラグインを介して vCenter Server
管理オブジェクトにアクセスできます。

var vm = ...; 
// Get the property 'name'
var name = vm.name;   // returns a string return a VcEnvironmentBrowser managed object
var environmentBrowser = vm.environmentBrowser;  

データ オブジェクト タイプへのアクセス

次の JavaScript 例では、Orchestrator はスクリプトを使用し、vCenter Server 4.0 プラグインを介して vCenter Server
データ オブジェクトにアクセスできます。

var vimHost = ...           // vCenter Server host connection
var virtualMachineSnapshotInfo = ... // VcVirtualMachineSnapshotInfo data object

// There no automatic conversion between ManagedObjectReference and VimManagedObject 
in a 'Data Object Type'. virtualMachineSnapshotRef is only the reference to the 
'Managed Object Type' not the object itself 
var virtualMachineSnapshotRef = virtualMachineSnapshotInfo.currentSnapshot;

// Convert from ManagedObjectReference to a VimManagedObject.
// The concrete class is VcVirtualMachineSnapshot.
var virtualMachineSnapshot = VcPlugin.convertToVimManagedObject(vimHost, 
virtualMachineSnapshotRef);

// The reverse operation, if required.
// virtualMachineSnapshotInfo.currentSnapshot = virtualMachineSnapshot.reference;
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列挙型の処理

次の JavaScript 例では、Orchestrator はスクリプトを使用し、vCenter Server 4.0 プラグインを介して vCenter Server
列挙を処理できます。

// a VcSharesLevel FINDER ENUMERATION TYPE, for example received from an input parameter
var sharesLevel = ...

// get the String value of the FINDER ENUMERATION TYPE
var sharesLevelString = sharesLevel.name;

// Convert from the String value to a static value of VcSharesLevel SCRIPTING TYPE
var level = VcSharesLevel.fromString(sharesLevel.name);

// Get the String value of the VcSharesLevel SCRIPTING TYPE
System.log("Shares Level : " + level.value);

// Get a FINDER ENUMERATION
finder = Server.findForType("VC:SharesLevel", "normal");

ホスト マシンと仮想マシンの検出

次の JavaScript 例では、Orchestrator はスクリプトを使用し、vCenter Server 4.0 プラグインを介して、ホスト マシ
ンと仮想マシンを検出できます。

var vimHosts = VcPlugin.getVimHosts();
System.log(vimHosts.length + " Vim hosts found");
for (var i = 0; i < vimHosts.length; i++) {
    var vimHost = vimHosts[i];
    System.log("Vim host '" + vimHost.id + "'");

    // Hierarchy entry point
    var rootFolder = vimHost.rootFolder;

    // Get the property 'name'
    var name = rootFolder.name;
    System.log("--- Root folder '" + name + "'");

    // Get the folder's data centers
    var datacenters = rootFolder.datacenter;
    if  (datacenters != null) {
        for (var j = 0; j < datacenters.length; j++) {
            var datacenter = datacenters[j];    
            System.log("--- Datacenter '" + datacenter.id + "'");
        }
    }

    // Method to get all the host systems in a vCenter Server host
    var hostSystems = vimHost.getAllHostSystems();
    if  (hostSystems != null) {
        for (var j = 0; j < hostSystems.length; j++) {
            var hostSystem = hostSystems[j];    
            System.log("--- HostSystem '" + hostSystem.id + "'");
        }
    }
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    // Method to get all the virtual machines in a vCenter Server host
    var vms = vimHost.getAllVirtualMachines();
    if (vms != null) {
        for (var j = 0; j < vms.length; j++) {
            var vm = vms[j];    
            System.log("--- VM '" + vm.id + "'");
            System.log("--- VM '" + vm.getName() + "'");
            var guestInfo = vm.guest;
            System.log("--- VM guestInfo '" + guestInfo + "'");
            if (guestInfo != null) {
                 System.log("--- VM guestInfo.guestFamily '" + guestInfo.guestFamily + 
"'");
            }
        }
    }
}

ワークフロー スクリプト例
ワークフローのスクリプト要素、アクション、およびポリシーには、共通のワークフロー タスクのスクリプト例が必要です。
以下の例を切り取り、Scripted 要素に貼り付け、適応させることができます。

現在のユーザーによって実行されているすべてのワークフローを返す

次の JavaScript 例では、すべてのワークフローの実行をサーバから取得し、その実行が現在のユーザーに属しているか
どうかを確認します。このスクリプトは、たとえば Web ビュー コンポーネントで使用できます。

var allTokens = Server.findAllForType('WorkflowToken');
var currentUser = Server.getCredential().username;
var res = [];
for(var i = 0; i<res.length; i++){
    if(allTokens[i].runningUserName == currentUser){
      res.push(allTokens[i]);
    }
}
return res;

ワークフローのスケジュール設定

次の JavaScript 例では、任意のプロパティ セットを使用してワークフローを開始します。次に、1 時間後に開始するよ
うにワークフローをスケジュール設定します。

var workflowToLaunch = myWorkflow ;  
// create parameters 
var workflowParameters = new Properties() ;
workflowParameters.put("name","John Doe") ;
// change the task name 
workflowParameters.put("__taskName","Workflow for John Doe") ; 

// create scheduling date one hour in the future
var workflowScheduleDate = new Date() ; 
var time = workflowScheduleDate.getTime() + (60*60*1000) ;
workflowScheduleDate.setTime(time) ; var scheduledTask =
workflowToLaunch.schedule(workflowParameters,workflowScheduleDate);
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パッケージの作成 5
パッケージは、Orchestrator Server 間でコンテンツを転送する手段です。パッケージには、ワークフロー、アクション、
ポリシー、Web ビュー、構成、リソースが格納されています。

パッケージに要素を追加すると、Orchestrator は依存性を検査し、パッケージに依存関係のあるすべての要素を追加します。
たとえば、アクションまたは他のワークフローを使用するワークフローを追加する場合、Orchestrator はパッケージに
これら関連するアクションとワークフローをすべて追加します。

パッケージをインポートする際、サーバは、対応するローカルの要素と内容が異なるものについて、要素の各バージョン

を比較します。この比較はローカルの要素とインポートされた要素の間のバージョンの差異を示します。管理者はパッケー

ジ全体をインポートするか、特定の要素のみを選択してインポートするかを判断することができます。

パッケージには、受信側サーバでのパッケージ内容の使用方法を制御するために、デジタル権限管理機能が備えられてい

ます。Orchestrator ではパッケージに署名し、パッケージを暗号化してデータを保護します。X509 証明書を使用するこ
とで、要素をエクスポートおよび再配布したユーザーの追跡が可能です。

重要   Orchestrator 3.2 が生成するパッケージは、Orchestrator 4.0 と上位互換性があります。Orchestrator 3.2 Server
から Orchestrator 4.0 Server にパッケージをインポートできます。Orchestrator 4.0 のパッケージは、Orchestrator 3.2
と下位互換性がありません。Orchestrator 4.0 Server が生成するパッケージを Orchestrator 3.2 Server にインポート
することはできません。

n パッケージの作成 (P. 113)

ワークフロー、ポリシー、アクション、プラグイン、リソース、Web ビュー、および構成要素は、パッケージにエ
クスポートすることができます。

n パッケージでのユーザー権限の設定 (P. 114)

パッケージには種々のレベルの権限を設定して、そのパッケージに対するユーザーまたはユーザー グループのアク
セス権を制限することができます。

パッケージの作成

ワークフロー、ポリシー、アクション、プラグイン、リソース、Web ビュー、および構成要素は、パッケージにエクス
ポートすることができます。

開始する前に

パッケージに追加するには、ワークフロー、アクション、ポリシーなどの要素を作成しておく必要があります。

手順

1 Orchestrator Client の  [Packages]  ビューをクリックします。

2 [Packages]  階層リストのタイトル バーにあるメニュー ボタンをクリックして、 [Add package]  を選択します。

VMware, Inc.  113



3 表示されるダイアログ ボックスにパッケージの名前を入力して、 [OK]  をクリックします。

パッケージの命名規則は、<<会社のドメイン>>.<カテゴリ>.<<パッケージ名>> の形式です。たとえば
com.vmware.mycategory.mypackage です。

4 パッケージを右クリックし、 [Edit]  を選択します。

パッケージ エディタが表示されます。

5 [General]  タブにパッケージについての説明を追加します。

6 パッケージにワークフローを追加するには、 [Workflows]  タブをクリックします。

n [Insert Workflows (list search)]  をクリックし、選択ダイアログ ボックスでワークフローを検索して選択します。

n [Insert Workflows (tree browsing)]  をクリックし、階層リストでワークフローを参照して選択します。

7 ポリシー テンプレート、アクション、構成要素、およびリソース要素をパッケージに追加するには、それぞれ
[Policies] 、 [Actions] 、 [Configurations] 、および  [Resources]  タブをクリックします。

8 パッケージに Web ビューを挿入するには、 [Web View]  タブで  [Insert Webview]  をクリックします。

9 パッケージにプラグインを追加するには、 [Used plug-ins]  タブで  [Insert used plug-in]  をクリックします。

これでパッケージに必要な要素を追加しました。

次に進む前に

このパッケージには、ユーザー権限を設定する必要があります。

パッケージでのユーザー権限の設定

パッケージには種々のレベルの権限を設定して、そのパッケージに対するユーザーまたはユーザー グループのアクセス権
を制限することができます。

Orchestrator LDAP サーバのユーザーやユーザー グループから、権限を設定する種々のユーザーやユーザー グループを
選択します。Orchestrator には、ユーザーやグループに適用する権限レベルが定義されています。

View ユーザーはパッケージ内の要素を表示することができますが、スキーマやスクリプトを

表示することはできません。

Inspect ユーザーは、パッケージ内の要素 (スキーマやスクリプトを含む) を表示することがで
きます。

Execute ユーザーはパッケージ内の要素を実行することができます。

Edit ユーザーはパッケージ内の要素を編集することができます。

Admin ユーザーは、パッケージ内の要素に権限を設定することができます。

開始する前に

まず、パッケージを作成し、パッケージ エディタで開いて編集し、必要な要素を追加しておく必要があります。

手順

1 パッケージ エディタで  [Permissions]  タブをクリックします。

2 [Add access rights]  リンクをクリックして、新規ユーザーまたはユーザー グループの権限を定義します。

3 [Search]  テキスト ボックスにテキストを入力して、ユーザーまたはユーザー グループを検索します。

検索結果には、検索と一致する Orchestrator LDAP サーバのユーザーまたはユーザー グループが表示されます。

4 ユーザーまたはユーザー グループを選択して、 [OK]  をクリックします。

5 ユーザーを右クリックして、 [Add access rights]  を選択します。
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6 該当するチェック ボックスをオンにして、このユーザーの権限レベルを設定し、 [OK]  をクリックします。

権限レベルは累積的ではありません。ユーザーに対し、要素の表示、スキーマとスクリプトの検査、要素の実行と編集、

権限変更を行える権限を与えるには、すべてのチェック ボックスをオンにする必要があります。

7 [Save and Close]  をクリックして、パッケージ エディタを終了します。

これでパッケージの作成と、適切なユーザー権限の設定が終わりました。

第 5 章 パッケージの作成
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プラグインの作成 6
プラグインにより、Orchestrator を使用して外部テクノロジおよびアプリケーションにアクセスし制御することが可能
になります。プラグインを使用してアクセスできる外部テクノロジとしては、仮想化管理ツール、電子メール システム、
データベース、ディレクトリ サービス、リモート制御インタフェースなどがあります。

Orchestrator で提供される一連の標準プラグインにより、VMware vCenter Server API や電子メール機能などのテクノ
ロジをワークフローに組み込むことができます。また、Orchestrator のオープン プラグイン アーキテクチャによって、
他のアプリケーションにアクセスするプラグインを作成することもできます。Orchestrator にはオープン標準が実装さ
れているため、外部システムとの統合は容易です。

各プラグインは、Orchestrator プラットフォームへの外部製品 API を提供します。プラグインは、オブジェクト インベ
ントリを提供し、新規オブジェクト タイプでスクリプト エンジンを拡張し、外部システムからの通知イベントを
Orchestrator のトリガーに発行します。また、各プラグインには、統合製品を自動化して使用するための一般的な方法
を表す要素が格納されたパッケージもあります。

Orchestrator のオープン プラグイン アーキテクチャと関連するソフトウェア開発キット (SDK) によって、オーケスト
レーションのためにサードパーティ製品およびツールを開くことが可能です。

この章では次のトピックについて説明します。

n プラグインのコンポーネントとアーキテクチャ (P. 117)

n Orchestrator プラグインの作成 (P. 136)

n Orchestrator プラグイン API リファレンス (P. 152)

プラグインのコンポーネントとアーキテクチャ

Orchestrator プラグインは、コンポーネントの標準セットを含み、標準アーキテクチャに従う必要があります。そうす
ることで、非常に幅広い種類の外部テクノロジのプラグインを作成できます。

n プラグイン コンポーネント (P. 118)

プラグインは、Orchestrator プラットフォームにプラグイン テクノロジのオブジェクトを公開するコンポーネン
トの標準セットで構成されています。これらのコンポーネントにより、プラグイン テクノロジのオブジェクトで
オーケストレーション オペレーションを実行できます。

n Orchestrator プラグイン API へのアクセス (P. 119)

Orchestrator プラグイン API は、プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリを作成するために実装する、Java
インターフェイスを提供します。プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリは、プラグイン テクノロジのオブ
ジェクトとオペレーションを Orchestrator Server に公開します。

n プラグイン アダプタのロール (P. 120)

プラグイン アダプタは、Orchestrator Server へのプラグインのエントリ ポイントです。プラグイン アダプタを
作成するには、Orchestrator プラグイン API を使用し、IPluginAdaptor インターフェイスを実装して拡張す
る必要があります。
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n プラグイン ファクトリのロール (P. 120)

プラグイン ファクトリは、Orchestrator がプラグイン テクノロジのオブジェクトを検索し、そのオブジェクトで
オペレーションを実行する方法を定義します。プラグイン ファクトリを作成するには、Orchestrator プラグイン API
を使用し、IPluginFactory インターフェイスを実装して拡張する必要があります。

n vso.xml ファイルのアプリケーション マッピングの定義 (P. 121)

プラグインを作成するには、Orchestrator がプラグイン テクノロジのオブジェクトにアクセスし、対話する方法
を定義する必要があります。vso.xml ファイルでこれらの対話を定義できます。

n vso.xml プラグイン定義ファイルのフォーマット (P. 121)

vso.xml ファイルは、Orchestrator Server がプラグイン テクノロジと対話する方法を定義します。Orchestrator
に公開するオブジェクトまたはオペレーションのタイプすべてへの参照を、vso.xml ファイルに含める必要があ
ります。

n vso.xml プラグイン定義ファイルの要素 (P. 122)

vso.xml ファイルには標準要素のセットが含まれています。一部の要素は必須で、その他はオプションです。

n プラグイン オブジェクト名の設定 (P. 134)

プラグイン テクノロジのプラグインにより検索されるすべてのオブジェクトに、一意の ID を指定する必要があります。
vso.xml ファイルとスクリプティング オブジェクトの <finder> 要素でオブジェクト名を定義します。

n *.dar ファイルの構造 (P. 135)

完成したプラグインを標準の Java アーカイブ (JAR) または ZIP ファイルにして、名前を *.dar に変更する必要が
あります。この *.dar ファイルを Orchestrator Server にインポートします。

プラグイン コンポーネント
プラグインは、Orchestrator プラットフォームにプラグイン テクノロジのオブジェクトを公開するコンポーネントの標
準セットで構成されています。これらのコンポーネントにより、プラグイン テクノロジのオブジェクトでオーケストレー
ション オペレーションを実行できます。

プラグインには、標準コンポーネントが含まれている必要があります。

アダプタ プラグイン テクノロジと Orchestrator Server 間のインターフェイスを定義します。
アダプタは、オーケストレーション プラットフォームへのプラグインのエントリ ポイ
ントです。アダプタにより、プラグイン ファクトリの作成、プラグインのロードとア
ンロードの管理、およびプラグイン テクノロジのオブジェクトで発生するイベントの
管理が実行されます。

ファクトリ Orchestrator がプラグイン テクノロジのオブジェクトを検索し、そのオブジェクトで
オペレーションを実行する方法を定義します。アダプタにより、Orchestrator とプラ
グイン テクノロジ間で開くすべてのクライアント セッションのためのファクトリが作
成されます。

モジュール Java クラスの集まり、vso.xml ファイル、およびプラグイン経由でアクセスするオ
ブジェクトと対話するアクションとワークフローの Orchestrator パッケージで定義さ
れた、プラグイン自体。

ファインダ プラグイン テクノロジにおいて、Orchestrator がどのようにオブジェクトの場所を特
定したりオブジェクトを表したりするかを定義する、対話ルール。ファインダは

vso.xml ファイルで定義します。

インベントリ Orchestrator がファインダ経由でアクセスするオブジェクトは、Orchestrator Client
の  [Inventory]  ビューに表示されます。スクリプティング オブジェクトを定義するこ
とで、インベントリ内のオブジェクトでオペレーションを実行できます。
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スクリプティング オブジェク
ト

プラグイン テクノロジのオブジェクト、オペレーション、および属性へのアクセスを
提供する JavaScript オブジェクト タイプ。スクリプティング オブジェクトは、
Orchestrator が JavaScript 経由でプラグイン テクノロジのオブジェクト モデルにア
クセスする方法を定義します。Orchestrator スクリプティング API のスクリプティング
オブジェクトにアクセスし、Orchestrator スクリプト タスク、アクション、およびポ
リシーに統合できます。

イベント Orchestrator ポリシーがファインダを介して特定する、プラグイン テクノロジの所定
のオブジェクトの状態を監視します。Orchestrator は、プラグイン経由で監視できる
トリガーとゲージの 2 つのタイプのポリシー イベントを定義します。

トリガー 定義されたイベントがプラグイン テクノロジで発生した場合に、プラグイン経由で特
定のオペレーションを起動します。

ウォッチャー 長期実行ワークフローの Waiting Event 要素の代わりに、特定のイベントがプラグイン
テクノロジで完了するのを監視します。Waiting Event 要素に出力する、Scriptable
Task 要素で監視するトリガー イベントを定義します。

プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリ実装で、これらのコンポーネントのすべてのオブジェクトを定義します。
vso.xml XML 定義ファイルで、アダプタとファクトリ実装で定義されたオブジェクトとオペレーションを Orchestrator
オブジェクトにマッピングします。

Orchestrator プラグイン API へのアクセス
Orchestrator プラグイン API は、プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリを作成するために実装する、Java イン
ターフェイスを提供します。プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリは、プラグイン テクノロジのオブジェクトと
オペレーションを Orchestrator Server に公開します。

n プラグイン アダプタは、IPluginAdaptor インターフェイスにより定義されます。

n プラグイン ファクトリは、IPluginFactory インターフェイスにより定義されます。

プラグイン API には、アダプタとファクトリ実装の作成時に呼び出せる、他のインターフェイス、クラス、および注釈が
含まれています。Orchestrator プラグイン API のすべてのクラスのリストは、「Orchestrator プラグイン API リファレ
ンス (P. 152)」を参照してください。

プラグイン API の Java アーカイブの格納場所

Orchestrator は、Orchestrator プラグイン API の Java アーカイブ (JAR) ファイル、vmware-vmo-sdkapi.jar にあ
るプラグイン API のクラスを提供します。プラグイン アダプタとプラグイン ファクトリの実装を開発するには、クラスパスに
vmware-vmo-sdkapi.jar ファイルを含める必要があります。

vmware-vmo-sdkapi.jar ファイルは次の場所にあります。

n Orchestrator のスタンドアロン バージョンをインストールした場合: <<インストールディレクトリ>>\VMware
\Orchestrator\app-server\server\vmo\lib

n vCenter Server のインストーラで Orchestrator をインストールした場合: <<インストールディレクトリ>>\VMware
\Infrastructure\Orchestrator\app-server\server\vmo\lib

プラグイン API パッケージのインポート

Orchestrator プラグイン API を実装する Java クラスを作成する場合、Java の import ステートメントを使用して次の
パッケージをインポートする必要があります。

import ch.dunes.vso.sdk.api.*;

第 6 章 プラグインの作成
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プラグイン アダプタのロール
プラグイン アダプタは、Orchestrator Server へのプラグインのエントリ ポイントです。プラグイン アダプタを作成す
るには、Orchestrator プラグイン API を使用し、IPluginAdaptor インターフェイスを実装して拡張する必要があります。

プラグイン アダプタを作成するには、IPluginAdaptor インターフェイスを実装する Java クラスを作成します。作成
するプラグイン アダプタ クラスは、プラグイン テクノロジのプラグイン ファクトリ、イベント、およびトリガーを管理
します。IPluginAdaptor インターフェイスにより、これらのタスクの実行に使用するメソッドが提供されます。

プラグイン アダプタは、次の主要ロールを実行します。

ファクトリの作成 プラグイン アダプタの最も重要なロールは、プラグイン ファクトリの作成です。プラ
グイン アダプタ クラスは、IPluginAdaptor.createPluginFactory メソッド
を呼び出し、IPluginFactory インターフェイスを実装するクラスのインスタンス
を作成します。

イベントの管理 プラグイン アダプタは、Orchestrator Server とプラグイン テクノロジ間のインター
フェイスです。プラグイン アダプタは、プラグイン テクノロジのオブジェクトで
Orchestrator が実行または監視するイベントを管理します。アダプタはイベント パブ
リッシャを介してイベントを管理します。イベント パブリッシャは、
IPluginAdaptor.registerEventPublisher メソッドを呼び出すことでアダプ
タにより作成される、IPluginEventPublisher インターフェイスのインスタンス
です。イベント パブリッシャにより、プラグイン テクノロジのオブジェクトにトリ
ガーとゲージが設定され、オブジェクトで特定のイベントが発生した場合、またはオブ

ジェクトの値が特定の閾値を超えた場合に、Orchestrator ポリシーにより定義済みの
アクションを起動できます。同様に、長期実行ワークフローの Wait Event 要素が待つ
イベントを定義する、PluginTrigger と PluginWatcher インスタンスを定義で
きます。

プラグイン名の取得 プラグイン名は vso.xml ファイルで指定します。プラグイン アダプタは、この名前を
vso.xml ファイルから取得し、Orchestrator Client の  [Inventory]  ビューに公開し
ます。

IPluginAdaptor インターフェイス、すべてのメソッド、およびプラグイン API の他のすべてのクラスの詳細については、
「Orchestrator プラグイン API リファレンス (P. 152)」を参照してください。

プラグイン ファクトリのロール
プラグイン ファクトリは、Orchestrator がプラグイン テクノロジのオブジェクトを検索し、そのオブジェクトでオペ
レーションを実行する方法を定義します。プラグイン ファクトリを作成するには、Orchestrator プラグイン API を使用し、
IPluginFactory インターフェイスを実装して拡張する必要があります。

プラグイン ファクトリを作成するには、IPluginFactory インターフェイスを実装する Java クラスを作成します。作
成するプラグイン ファクトリは、Orchestrator がプラグイン経由でオブジェクトにアクセスするために使用するファインダ
ルールを定義します。ファクトリでは、ID、他のオブジェクトの関係、またはクエリ文字列の検索により、Orchestrator
Server がオブジェクトを特定できます。

プラグイン ファクトリは、次の主要ロールを実行します。

オブジェクトの検索 名前とタイプに基づいてオブジェクトを検索するオブジェクト ファインダを作成でき
ます。IPluginFactory.find メソッドを使用して、名前とタイプによりオブジェ
クトを検索します。

他のオブジェクトに関連付け

られたオブジェクトの検索

所定の関係タイプで特定のオブジェクトに関連付けられたオブジェクトを検索するオブ

ジェクト ファインダを作成できます。vso.xml ファイルで関係を定義します。また、
所定の関係タイプですべての親に関連付けられた、子オブジェクトを検索するファイン

ダも作成できます。所定の関係タイプで特定の親オブジェクトに関連付けられたオブ
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ジェクトを検索するには、IPluginFactory.findRelation メソッドを実装しま
す。親インスタンスに対して少なくとも 1 つの子オブジェクトが存在するかどうかを
確認するには、IPluginFactory.hasChildrenInRelation メソッドを実装しま
す。

独自の条件に従ってオブジェ

クトを検索するクエリの定義

独自に選択したクエリ ルールを実装するオブジェクト ファインダを作成できます。
IPluginFactory.findAll メソッドを実装することで、ファクトリがこのメソッ
ドを呼び出すときに、定義したクエリ ルールを満たすすべてのオブジェクトが検索さ
れます。定義したクエリ ルールに一致するすべてのオブジェクトのリストを含む、
QueryResult オブジェクトで findAll メソッドの結果を取得します。

オブジェクト上でのコマンド

の実行

IPluginFactory.executePluginCommand メソッドを実装することで、カスタム
コマンドを実行する関数を作成できます。ファクトリがこのメソッドを呼び出すときに

実行するコマンドを定義します。

IPluginFactory インターフェイス、すべてのメソッド、およびプラグイン API の他のすべてのクラスの詳細については、
「Orchestrator プラグイン API リファレンス (P. 152)」を参照してください。

vso.xml ファイルのアプリケーション マッピングの定義
プラグインを作成するには、Orchestrator がプラグイン テクノロジのオブジェクトにアクセスし、対話する方法を定義
する必要があります。vso.xml ファイルでこれらの対話を定義できます。

vso.xml ファイルは、Orchestrator Server に次の情報を提供します。

n プラグインのバージョン、名前、および説明

n 関連するプラグイン アダプタ Java クラス名のある、1 つ以上のデータ ソース

n Orchestrator Server の起動時のプラグインの動作

n プラグイン テクノロジの Java クラスにマップするファインダ

n Orchestrator スクリプティング API のプラグイン テクノロジで、Java オブジェクトとオペレーションにマップする
JavaScript オブジェクト タイプ

n ID、名前、および説明を含む値のリストを定義する一覧表

n Orchestrator ポリシーが監視するイベント

vso.xml ファイルは、Orchestrator プラグイン XML スキーマ定義に適合する必要があります。VMware サポート サ
イトでスキーマ定義にアクセスできます。

http://www.vmware.com/support/orchestrator/plugin-4-0.xsd

vso.xml プラグイン定義ファイルのフォーマット
vso.xml ファイルは、Orchestrator Server がプラグイン テクノロジと対話する方法を定義します。Orchestrator に公
開するオブジェクトまたはオペレーションのタイプすべてへの参照を、vso.xml ファイルに含める必要があります。

オープン アーキテクチャと標準化されたプラグインの実装の一部として、vso.xml ファイルは標準フォーマットに従う
必要があります。

図 6-1 は、vso.xml プラグイン定義ファイルのフォーマットと、要素が互いにどのようにネストされるかを示しています。
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図 6-1.  vso.xml プラグイン定義ファイルのフォーマット
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vso.xml プラグイン定義ファイルの要素
vso.xml ファイルには標準要素のセットが含まれています。一部の要素は必須で、その他はオプションです。

各要素には、Orchestrator オブジェクトとオペレーションにマッピングする、オブジェクトとオペレーションの値を定
義する属性があります。この情報には、vso.xml ファイルの要素と、各要素で可能な属性値のすべてが含まれます。

<module> 要素

module は、Orchestrator に提供するプラグイン オブジェクトのセットを示します。

module には、プラグイン テクノロジからのデータを Java クラスにマッピングする方法、バージョニング、モジュール
のデプロイ方法、およびプラグインが Orchestrator インベントリに表示される方法に関する情報が含まれています。

<module> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

name 文字列 プラグインのすべての <finder> 要素のタイプを定義します。

version 数字 新バージョンのプラグインでパッケージを再ロードするときに使用する、プラグインの

バージョン番号

build-number 数字 新バージョンのプラグインでパッケージを再ロードするときに使用する、プラグインのビ

ルド番号

image イメージ ファイ
ル

Orchestrator インベントリに表示されるアイコン
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属性 値 説明

display-name 文字列 Orchestrator インベントリに表示される名前

interface-
mapping-
allowed

true または
false

VMware ではインターフェイス マッピングは強くお勧めしません。

親要素 なし

子要素 n <description>

n <installation>

n <configuration>

n <webview-component-library>

n <finder-datasources>

n <inventory>

n <finders>

n <scripting-objects>

n <enumerations>

<description> 要素

<description> 要素はプラグインの説明を提供します。

<description> 要素には、属性および子要素がありません。

<installation> 要素

<installation> 要素により、サーバの起動時にパッケージをインストールしたり、スクリプトを実行したりできます。

<installation> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

mode always、never、または
version

mode 値を設定すると、Orchestrator Server 起動時の動作は次のいずれかになります。
n アクションを常に (always) 実行
n アクションを実行しない (never)
n より新しいバージョンのプラグインをサーバが検出したときにアクションを実行

親要素 <module>

子要素 <action>

<action> 要素

<action> 要素は、Orchestrator Server の起動時に実行するアクションを指定します。

<action> 要素の属性は、Orchestrator パッケージへのパスまたは起動時のプラグインの動作を定義するスクリプトを
提供します。<action> 要素には、次の属性があります。
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属性 値 説明

resource 文字列 *.dar ファイルのルートからの、Java パッケージまたはスクリプトへのパス

type install-package ま
たは execute-
script

Orchestrator Server に特定の Orchestrator パッケージをインストールするか、または
特定のスクリプトを実行します。

親要素 <installation>

子要素 なし

<webview-component-library> 要素

<webview-component-library> 要素は、Web ビューの機能を拡張する Web View Tapestry のカスタム コンポー
ネントを含む JAR ファイルを参照します。

<webview-component-library> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

jar 文字列 Web ビュー コンポーネントを含む JAR ファイル

specification-path 文字列 JAR ファイルにおける、(*.dar ファイルの lib フォルダにある) Tapestry コンポーネン
ト定義ファイルへのパス。パスはスラッシュ (/) で始まる必要があります。

親要素 <module>

子要素 なし

<finder-datasources> 要素

<finder-datasources> は、プラグイン用に作成した IPluginAdaptor 実装の Java クラス ファイルを指し示します。

ユーザーがプラグインにアクセスし、Orchestrator がプラグイン経由で実行するさまざまなファインダの呼び出しにタ
イムアウトを設定する方法を指定します。IPluginFactory インターフェイスから次の各ファインダ メソッドごとに、
異なるタイムアウトが適用されます。

<finder-datasources> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

name 文字列 <finder> 要素の datasource 属性のデータ ソースを識別します。XML id と同
等です。

adaptor-class Java クラス プラグイン アダプタを作成するために定義する IPluginAdaptor 実装を指し示し
ます。たとえば、com.vmware.plugins.sample.Adaptor。

concurrent-
call

true (デフォルト)
または false

アダプタへの同時アクセスをユーザーに許可します。プラグインが同時呼び出しをサ

ポートしない場合は、concurrent-call を false に設定する必要があります。

anonymous-
login-mode

never (デフォル
ト) または always

ユーザーのユーザー名とパスワードをプラグインに渡す、または渡しません。

timeout-
fetch-
relation

数字 (デフォルトは
30 秒)

findRelation() からの呼び出しに適用します。

timeout-find-
all

数字 (デフォルトは
60 秒)

findAll() からの呼び出しに適用します。

timeout-find 数字 (デフォルトは
60 秒)

find() からの呼び出しに適用します。
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属性 値 説明

timeout-has-
children-in-
relation

数字 (デフォルトは
2 秒)

findChildrenInRelation() からの呼び出しに適用します。

timeout-
execute-
plugin-
command

数字 (デフォルトは
30 秒)

executePluginCommand() からの呼び出しに適用します。

親要素 <module>

子要素 なし

<inventory> 要素

<inventory> 要素は、Orchestrator Client の  [Inventory]  ビュー、およびオブジェクトを選択するダイアログ ボッ
クスに表示される、プラグイン階層リストのルートを定義します。

<inventory> 要素はプラグイン アプリケーションのオブジェクトを表せずに、Orchestrator スクリプティング API の
オブジェクトとしてプラグイン自体を表します。<inventory> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

type Orchestrator オブジェクト タイプ オブジェクト階層のルートを表す <finder> 要素のタイプ

親要素 <module>

子要素 なし

<finders> 要素

<finders> 要素は、すべての <finder> 要素のコンテナです。

<finders> 要素に、属性はありません。

親要素 <module>

子要素 <finder>

<finder> 要素

Orchestrator Client における <finder> 要素は、プラグイン経由で発見されたオブジェクトのタイプを表しています。

<finder> 要素により、ファインダが表すオブジェクトを定義する Java クラスが識別されます。<finder> 要素は、
Orchestrator Client インターフェイスにオブジェクトを表示する方法を定義します。また、Orchestrator スクリプティング
API がこのオブジェクトを表すために定義する、スクリプティング オブジェクトも識別します。

ファインダは、異なるタイプのプラグイン テクノロジで使用されるオブジェクト フォーマット間のインターフェイスと
して動作します。

属性 値 説明

type Orchestrator オブジェクト タ
イプ

ファインダが表すオブジェクトのタイプ

datasource <finder-datasource
name> 属性

データソース refid を使用してオブジェクトを定義する Java クラスを識別
します。

dynamic-
finder

Java メソッド vso.xml ファイルで定義する代わりに、プログラムでファインダの ID とプ
ロパティを返す、IDynamicFinder インスタンスに実装するカスタム ファ
インダ メソッドを定義します。
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属性 値 説明

hidden true または false (デフォ
ルト)

true の場合、Orchestrator Client でファインダは非表示します。

image 画像ファイルへのパス Orchestrator Client の階層リストでファインダを表す 16x16 アイコン

java-class Java クラスの名前 ファインダが検索してスクリプティング オブジェクトにマッピングするオブ
ジェクトを定義する Java クラス

script-
object

<scripting-object
type> 属性

可能な場合、このファインダをマッピングする <scripting-object>
タイプ

親要素 <finders>

子要素 n <properties>

n <relations>

n <id>

n <inventory-children>

<properties> 要素

<properties> 要素は、<finder> <property> 要素のコンテナです。

<properties> 要素に、属性はありません。

親要素 <finder>

子要素 <property>

<property> 要素

<property> 要素は、OGNL 式を使用して、検出されたオブジェクトのプロパティを Java のプロパティまたはメソッド
呼び出しにマッピングします。

プラグイン ファクトリ実装のためのプロパティを取得するためのプラグイン ファクトリをプロセスに実装している場合、
SDKFinderProperty クラスのメソッドを呼び出すことができます。

Orchestrator Client の各ビューで、オブジェクトのプロパティを表示または非表示にできます。また、列挙を使用して
オブジェクトのプロパティを定義することもできます。

<property> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

name ファインダ名 FinderResult が要素を格納するために使用する名前

display-name ファインダ名 表示されるプロパティ名

bean-property プロパティ名 bean-property 属性は、get および set オペレーションを使用して取得する
プロパティを指定するために使用します。MyProperty という名前のプロパティ
を指定すると、プラグインで getMyProperty および setMyProperty オペ
レーションが定義されます。

bean-property と property-accessor は、両方ではなく、いずれか一
方を設定します。

property-
accessor

オブジェクトからプロ

パティ値を取得するメ

ソッド

property-accessor 属性では、オブジェクトのプロパティを検証するための
OGNL 式を定義できます。

bean-property と property-accessor は、両方ではなく、いずれか一
方を設定します。
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属性 値 説明

show-in-
column

true (デフォルト) ま
たは false

true の場合、このプロパティが Orchestrator Client の結果テーブルに表示され
ます。

show-in-
description

true (デフォルト) ま
たは false

true の場合、このプロパティがオブジェクトの説明に表示されます。

hidden true または false
(デフォルト)

true の場合、このプロパティが常に非表示になります。

linked-
enumeration

列挙名 ファインダのプロパティを列挙にリンクします。

親要素 <properties>

子要素 なし

<relations> 要素

<relations> 要素は、<finder> <relation> 要素のコンテナです。

<relations> 要素に、属性はありません。

親要素 <finder>

子要素 <relation>

<relation> 要素

<relation> 要素は、オブジェクト間の関係を定義します。

<inventory-children> 要素で、関係名を定義します。

<relation> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

name 関係名 この関係の名前

type Orchestrator オブジェクト タイプ この関係で別のオブジェクトに関連するオブジェクトのタイプ

親要素 <relations>

子要素 なし

<id> 要素

<id> 要素は、ファインダが識別するオブジェクトの ID を取得するメソッドを定義します。

<id> 要素には、次の属性があります。

属性 値 説明

accessor メソッド名 accessor 属性により、オブジェクトの ID を検証するため OGNL 式を定義可能にします。

親要素 <finder>
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<inventory-children> 要素

<inventory-children> 要素は、Orchestrator Client の  [Inventory]  ビュー、およびオブジェクトを選択するボッ
クスにオブジェクトを表示する、リストの階層を定義します。

<inventory-children> 要素に、属性はありません。

親要素 <finder>

子要素 <relation-link>

<relation-link> 要素

<relation-link> 要素は、親オブジェクトと子オブジェクトの間の階層を定義します。

<relation-link> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name 関係名 関係名の refid

親要素 <inventory-children>

子要素 なし

<events> 要素

<events> 要素は、<trigger> および <gauge> 要素のコンテナです。

<events> 要素に、属性はありません。

親要素 <module>

子要素 n <description>

n <trigger-properties>

<trigger> 要素

<trigger> 要素は、このファインダで使用できるトリガーを宣言します。トリガーを設定するには、IPluginAdaptor の
registerEventPublisher() メソッドと unregisterEventPublisher() メソッドを実装する必要があります。

<trigger> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name 関係名 この関係の名前

親要素 <events>

子要素 なし

<trigger-properties> 要素

<trigger-properties> 要素は、<trigger-property> 要素のコンテナです。

<trigger-properties> 要素に、属性はありません。

親要素 <trigger>

子要素 <trigger-property>

開発者ガイド

128  VMware, Inc.



<trigger-property> 要素

<trigger-property> 要素は、トリガー オブジェクトを識別するプロパティを定義します。

<trigger-property> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name トリガー名 トリガーの名前

display-name トリガー名 Orchestrator Client に表示される名前

type トリガー タイプ トリガーを定義するオブジェクト タイプ

親要素 <trigger-properties>

子要素 なし

<gauge> 要素

<gauge> 要素は、このファインダに使用できるゲージを定義します。ゲージを設定するには、IPluginAdaptor の
registerEventPublisher() および unregisterEventPublisher() メソッドを実装する必要があります。

<gauge> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name トリガー名 トリガーの名前

display-name トリガー名 Orchestrator Client に表示される名前

type トリガー タイプ トリガーを定義するオブジェクト タイプ

親要素 <events>

子要素 <gauge-properties>

<gauge-properties> 要素

<gauge-properties> 要素は、<gauge-property> 要素のコンテナです。

<gauge-properties> 要素に、属性はありません。

親要素 <gauge>

子要素 <gauge-property>

<gauge-property> 要素

<gauge-property> 要素は、ゲージ オブジェクトを識別するプロパティを定義します。

<gauge-property> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name ゲージ名 ゲージの名前

display-name ゲージ名 Orchestrator Client に表示される名前

type ゲージ タイプ ゲージを定義するオブジェクト タイプ

min-value 数字 ゲージが監視する最小閾値
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タイプ 値 説明

unit 測定タイプ 測定単位

max-value 数字 ゲージが監視する最大閾値

親要素 <gauge-properties>

子要素 なし

<scripting-objects> 要素

<scripting-objects> 要素は、<object> 要素のコンテナです。

<scripting-objects> 要素に、属性はありません。

親要素 <module>

子要素 <object>

<object> 要素

<object> 要素は、プラグイン テクノロジのコンストラクタ、属性、メソッドを、Orchestrator のスクリプティング API
で公開される JavaScript のオブジェクト タイプにマッピングします。

オブジェクトの命名規則については、「プラグイン オブジェクト名の設定 (P. 134)」を参照してください。

<object> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

script-name JavaScript 名 クラスのスクリプト名。グローバルに一意である必要があります。

java-class Java クラス この JavaScript クラスで囲まれた Java クラス

create true (デフォルト) または
false

true の場合、このクラスの新しいインスタンスを作成できます。

strict true または false (デ
フォルト)

true の場合、vso.xml ファイルで注釈または宣言したメソッドのみを呼び出す
ことができます。

description テキスト オブジェクトの説明

url 数字 詳細情報へのリンク。正式な API ドキュメントへのリンクなど

親要素 <scripting-objects>

子要素 n <constructors>

n <attributes>

n <methods>

n <singleton>

<constructors> 要素

<constructors> 要素は、<object> <attribute> 要素のコンテナです。

<constructors> 要素に、属性はありません。

親要素 <constructors>

子要素 <constructor>
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<constructor> 要素

<constructor> 要素はコンストラクタ メソッドを定義します。API ドキュメントに使用されます。

<constructor> 要素に、属性はありません。

親要素 <constructors>

子要素 n <description>

n <parameters>

コンストラクタ <parameters> 要素

<parameters> 要素は、<constructor> <parameter> 要素のコンテナです。

<parameters> 要素に、属性はありません。

親要素 <constructor>

子要素 <parameter>

コンストラクタ <parameter> 要素

<parameter> 要素はコンストラクタのパラメータを定義します。

<parameter> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

name 文字列 API ドキュメントで使用するパラメータ名

type Orchestrator のパラメータ タイプ API ドキュメントで使用するパラメータ タイプ

親要素 <parameters>

子要素 なし

<attributes> 要素

<attributes> 要素は、<object> <attribute> 要素のコンテナです。

<attributes> 要素に、属性はありません。

親要素 <object>

子要素 <attribute>

<attribute> 要素

<attribute> 要素は、プラグイン テクノロジからの Java クラスの属性を、Orchestrator JavaScript エンジンが公開する
JavaScript 属性にマッピングします。

<attribute> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

java-name Java 属性 Java 属性の名前

script-name JavaScript オブジェクト 対応する JavaScript オブジェクトの名前

return-type Java オブジェクト タイプ 属性が返すタイプ
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タイプ 値 説明

read-only true または false true の場合、この属性は修正不可

is-optional true または false true の場合、この属性を Null に設定可能

show-in-api true または false false の場合、この属性は API ドキュメントで非表示

親要素 <attributes>

子要素 なし

<methods> 要素

<methods> 要素は、<object> <method> 要素のコンテナです。

<methods> 要素に、属性はありません。

親要素 <object>

子要素 <method>

<method> 要素

<method> 要素は、プラグイン テクノロジからの Java メソッドを、Orchestrator JavaScript エンジンが公開する
JavaScript メソッドにマッピングします。

<method> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

java-name Java メソッド getVms(DataStore) のような、Java メソッド シグネチャの名前と括弧で囲ん
だ引数タイプ

script-name JavaScript メソッド 対応する JavaScript メソッドの名前

return-type Java オブジェクト タイプ このメソッドが取得するタイプ

show-in-api true または false false の場合、このメソッドは API ドキュメントで非表示

親要素 <methods>

子要素 <parameters>

メソッド <parameters> 要素

<parameters> 要素は、<method> <parameter> 要素のコンテナです。

<parameters> 要素に、属性はありません。

親要素 <method>

子要素 <parameter>

メソッド <parameter> 要素

<parameter> 要素は、メソッドの入力パラメータを定義します。

<parameter> 要素には、次の属性があります。
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タイプ 値 説明

name 文字列 パラメータ名

type Orchestrator のパラメータ タイプ パラメータ タイプ

is-optional true または false true の場合、値を Null に設定可能

親要素 <parameters>

子要素 <description>

<singleton> 要素

<singleton> 要素は、<script-object> のシングルトン インスタンスを作成します。JavaScript スクリプトからシ
ングルトン オブジェクトをインスタンス化することはできません。

<singleton> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

script-name JavaScript オブジェクト 対応する JavaScript オブジェクトの名前

datasource Java オブジェクト この JavaScript オブジェクトのソース Java オブジェクト

親要素 <object>

子要素 なし

<enumerations> 要素

<enumerations> 要素は、<enumeration> 要素のコンテナです。

<enumerations> 要素に、属性はありません。

親要素 <module>

子要素 <enumeration>

<enumeration> 要素

<enumeration> 要素は、特定のタイプのすべてのオブジェクトに適用する共通の値を定義します。

特定のタイプのすべてのオブジェクトが特定の属性を必要とする場合、およびその属性の値の範囲が制限される場合、異

なる値を enumeration エントリとして定義できます。たとえば、オブジェクト タイプが color 属性を必要とし、選択
可能な色が赤、青、緑のみの場合、この 3 色の値を定義するために 3 つの enumeration エントリを定義できます。エン
トリは enumeration 要素の子要素として定義します。

<enumeration> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

type Orchestrator オブジェクト タイプ 列挙タイプ

親要素 <enumerations>

子要素 n <url>

n <description>

n <entries>
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<url> 要素

<url> 要素は、列挙に関するドキュメントを参照する URL を提供します。

<url> 要素に、属性はありません。<url> タグと </url> タグの間に URL を入力します。

親要素 <enumeration>

子要素 なし

<entries> 要素

<entries> 要素は、<enumeration> <entry> 要素のコンテナです。

<entries> 要素に、属性はありません。

親要素 <enumeration>

子要素 <entry>

<entry> 要素

<entry> 要素は enumeration 属性に値を提供します。

<entry> 要素には、次の属性があります。

タイプ 値 説明

id テキスト オブジェクトが enumeration エントリを属性として設定するために使用する ID

name テキスト エントリ名

親要素 <enumeration>

子要素 なし

プラグイン オブジェクト名の設定
プラグイン テクノロジのプラグインにより検索されるすべてのオブジェクトに、一意の ID を指定する必要があります。
vso.xml ファイルとスクリプティング オブジェクトの <finder> 要素でオブジェクト名を定義します。

ファクトリ実装で定義するプラグイン ファインダ オペレーションにより、プラグイン テクノロジのオブジェクトが検索
されます。プラグインによりオブジェクトが検出されると、Orchestrator ワークフローでそのオブジェクトを使用し、
ワークフローの要素間で受け渡しできます。オブジェクトをワークフローの要素間で受け渡しできるようにするには、各

オブジェクトに一意の ID を指定する必要があります。

Orchestrator Server は処理する各オブジェクトのタイプと ID のみを格納し、Orchestrator がオブジェクトを取得する
場所や方法に関する情報は格納しません。プラグインから取得するオブジェクトを追跡できるように、プラグインの実装

では、常にオブジェクトに名前を付ける必要があります。

ワークフローの実行中に Orchestrator Server がシャットダウンした場合、サーバの再起動時に、サーバの停止時に実行
していたワークフロー要素でワークフローが再開します。サーバの停止時に要素が処理していたオブジェクトは、その ID
を使用してワークフローにより取得されます。そのため、プラグインで検索するすべてのオブジェクトに一意の ID を指
定する必要があります。

プラグイン オブジェクトの命名規則

プラグインのすべてのオブジェクトに名前を付ける場合、Java クラスの命名規則に従う必要があります。

n 名前に使用する各単語の先頭を大文字にする。

n 複数の単語を区切るために空白を使用しない。
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n 文字の場合、A ～ Z および a ～ z の標準文字を使用する。

n アクセント記号付きなどの特殊文字を使用しない。

n 名前の先頭に数字を使用しない。

n 可能なかぎり 10 文字未満にする。

表 6-1 は、異なるタイプのオブジェクトに適用される追加規則を示しています。

表 6-1.  プラグイン オブジェクトの命名規則

オブジェクト タイプ 命名規則

プラグイン n vso.xml ファイルの <module> 要素で定義する。
n Java クラスの命名規則に従う。
n プラグイン名を一意にする。Orchestrator Server では同じ名前の 2 つのプラグインを実行できません。

ファインダ オブジェクト n vso.xml ファイルの <finder> 要素で定義する。
n Java クラスの命名規則に従う。
n ファインダ名をプラグイン内で一意にする。

スクリプティング オブジェ
クト

n vso.xml ファイルの <scripting-object> 要素で定義する。
n Java クラスの命名規則に従う。
n スクリプティング オブジェクト名を Orchestrator Server 内で一意にする。
n 他のプラグインのスクリプティング オブジェクトと名前が重複しないように、常にスクリプティング

オブジェクト名の前にプラグイン名を追加する。

重要   ワークフロー エンジンがデータのシリアル化を処理する場合に使用されるため、オブジェクト名に次の文字の並び
は使用しないでください。

n #;#

n #,#

n #=#

オブジェクトの ID にこれらの文字の並びを使用すると、ワークフロー エンジンがワークフローを正常に解析できなくなり、
ワークフローの実行時に予期しない動作をします。

オブジェクト名の構成

Orchestrator では、vso.xml ファイルで定義したプラグイン名とファインダ名から、一意のオブジェクト名を構成します。

たとえば、Planet タイプのオブジェクトを検索する SolarSystem という名前のプラグインと Planet という名前の
ファインダを定義すると、Planet ファインダ オブジェクトの一意の名前は SolarSystem:Planet となります。

Planet オブジェクトの Java クラスを JavaScript にマッピングするスクリプティング オブジェクトの一意の名前は、
SolarSystemPlanet となります。

*.dar ファイルの構造
完成したプラグインを標準の Java アーカイブ (JAR) または ZIP ファイルにして、名前を *.dar に変更する必要があります。
この *.dar ファイルを Orchestrator Server にインポートします。

*.dar アーカイブのコンテンツは、次のフォルダ構造と命名規則に従っている必要があります。
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表 6-2.  vso.xml ファイルの構造

フォルダとファイル 説明

/VSO-INF/vso.xml プラグイン テクノロジのオブジェクトと Orchestrator オブジェク
トのマッピングを定義します。

/lib/ プラグイン テクノロジとプラグイン アダプタおよびファクトリ イ
ンターフェイスの実装のための JAR ファイルを格納します。

/resources/ プラグイン アダプタおよびファクトリの実装に必要なリソース ファ
イル (イメージ、スクリプト、HTML フラグメントなど) を格納しま
す。リソースをサブフォルダに編成することができます。たとえ

ば、/resources/images/ や /resources/scripts/
のようにします。

プラグインを Orchestrator Server にインポートするには、Orchestrator 構成インターフェイスを使用します。構成イ
ンターフェイスを使用してプラグインをインポートする方法については、『VMware vCenter Orchestrator 管理ガイド』
を参照してください。

Orchestrator プラグインの作成
Orchestrator を使用して外部アプリケーションを管理するためのプラグインを作成するには、プラグイン アダプタとプ
ラグイン ファクトリを作成し、vso.xml ファイルでプラグイン アプリケーションのオブジェクトを Orchestrator オブ
ジェクトにマッピングする必要があります。

プラグインの作成手順には、いくつかのサブ手順があります。次の手順では、サンプルの Java アプリケーションの Java
クラスと vso.xml ファイルを分析することで、プラグイン作成プロセスを説明します。これらの手順で分析するアプリ
ケーションは太陽系を表しています。太陽、惑星、さまざまな衛星を表す Java オブジェクトが含まれており、オブジェ
クトに対して実行可能なさまざまなオペレーションが定義されています。このアプリケーションのための Orchestrator
プラグインにより、Orchestrator を使用して Solar System アプリケーションを管理できます。プラグインを介して、
[Inventory]  ビューでのオブジェクトの表示、Web ビューでのオブジェクトへのアクセス、オペレーションの実行、Solar
System のオペレーションを自動化するワークフローの実行が可能です。

手順

1 Orchestrator にプラグインする Java アプリケーションの取得 (P. 136)

プラグインを作成するには、Orchestrator で管理できるようにするための Java アプリケーションが必要です。

2 サンプルのプラグイン アダプタの分析 (P. 138)

プラグイン アダプタを作成するには、Orchestrator プラグイン API から、IPluginAdaptor インターフェイス
を実装する Java クラスを作成します。

3 サンプルのプラグイン ファクトリの分析 (P. 141)

プラグイン ファクトリを作成するには、Orchestrator プラグイン API から、IPluginFactory インターフェイ
スを実装する Java クラスを作成します。

4 vso.xml ファイルでのアプリケーションのマッピング (P. 144)

vso.xml ファイルは、Orchestrator がプラグイン テクノロジにアクセスして対話する方法を定義します。この
ファイルにより、プラグイン テクノロジのオブジェクトとオペレーションを、Orchestrator のオブジェクトとオ
ペレーションにマッピングします。

5 プラグインの *.dar アーカイブの作成 (P. 151)

プラグイン作成の最終段階は、Orchestrator にインポートする *.dar の作成です。

Orchestrator にプラグインする Java アプリケーションの取得
プラグインを作成するには、Orchestrator で管理できるようにするための Java アプリケーションが必要です。
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開始する前に

次の手順では、Solar System サンプル アプリケーションを使用して、プラグインの作成方法を説明します。Orchestrator
ドキュメントのホーム ページからダウンロードできる Orchestrator のサンプルの ZIP ファイルに、プラグインの *.dar
ファイル、Solar System サンプル アプリケーションのソース ファイル、プラグイン実装のためのソース ファイルが格納
されています。Orchestrator のサンプル バンドルをダウンロードする場所の詳細については、「サンプル アプリケーショ
ン (P. 5)」を参照してください。

手順

1 Orchestrator ドキュメントのホーム ページから、Orchestrator のサンプルの ZIP ファイルをダウンロードします。

2 バンドルを適切な場所に解凍します。

3 次の場所に移動し、Solar System プラグイン ファイルを表示します。

/install-directory/vcenter_orchestrator_examples/Plug-Ins

/Plug-Ins フォルダには、次のファイルとフォルダがあります。

n /vmware-vmosdk-solarsystem.dar: 完成したプラグインを含む *.dar アーカイブ

n /SolarSystem: 分析する Solar System アプリケーションのソース ファイルが格納されています。

n /VSOSDK-SolarSystem : Solar System アプリケーションのプラグイン アダプタとファクトリを定義するた
めの、Orchestrator プラグイン API インターフェイスの実装が格納されています。

4 (オプション) vmware-vmosdk-solarsystem.dar アーカイブを展開し、完成したプラグインのコンテンツを表
示します。

Solar System サンプル アプリケーションのコンポーネント

Solar System サンプル アプリケーションは太陽系と同様の構成になっており、恒星、惑星、衛星を表すオブジェクトと、
これらのオブジェクトに対して実行できるオペレーションがあります。

/SolarSystem/src/com/vmware/solarsystem フォルダに、次のファイルがあります。

表 6-3.  Solar System プラグイン サンプル アプリケーションのソース ファイル

クラス名 説明

CelestialBody.java 一般的な天体を定義するシリアル化可能なクラス。get および set
メソッドで、オブジェクトの name と id の値の取得と設定を行い
ます。

Moon.java CelestialBody を拡張し、ボリュームの取得と設定、その主惑
星の ID の取得と設定を行うためのメソッドを定義します。

Planet.java CelestialBody を拡張し、外周と重力レベルの取得と設定、衛
星の取得、設定、追加、削除、その主恒星の ID の取得と設定を行う
ためのメソッドを定義します。

Star.java CelestialBody を拡張し、外周と表面温度の取得と設定、その
軌道上にある惑星の取得、設定、追加、削除を行うためのメソッド

を定義します。

SolarSystemRepository.java Star、Planet、Moon の各クラスのインスタンスを含む太陽系
リポジトリのインスタンスを作成します。これらのインスタンスは、

地球の太陽系の太陽、惑星、およびそれぞれの衛星を表します。

/VSOSDK-SolarSystem/src/com/vmware/orchestrator/api/sample/solarsystem フォルダには、次の
ファイルがあります。
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表 6-4.  Solar System プラグインの実装のためのソース ファイル

クラス名 説明

SolarSystemAdapter.java Solar System アプリケーションから Orchestrator へのエントリ
ポイントを定義する IPluginAdaptor インターフェイスの実装

SolarSystemEventGenerator.java IPluginEventPublisher インスタンスを作成し、
Orchestrator ポリシー エンジンにイベントを発行するためのメソッ
ドを定義する Java クラス

SolarSystemFactory.java Orchestrator がプラグインを介してオブジェクトを検索する方法
と、それらのオブジェクトを操作する方法を定義する

IPluginFactory インターフェイスの実装

注意   Solar System サンプル アプリケーションのソース ファイルは、参考として提供しています。vmware-vmosdk-
solarsystem.dar ファイルを Orchestrator にインポートすれば、太陽系の Java コードを構築したり、ソースからプ
ラグインを作成したりする必要がなくなります。

Solar System プラグインの JAR ファイルのインストール

Solar System サンプルのプラグインを実行するには、サードパーティの Java アーカイブ ファイルをダウンロードし、
プラグインにインストールする必要があります。

Solar System プラグインに必要な JAR ファイルは、無料でダウンロードできます。

手順

1 http://apache.mirror.testserver.li/xml/commons/xml-commons-external-1.3.04-bin.zip から、XML
Commons API の Java アーカイブ xml-apis.jar をダウンロードします。

配布物の中に xml-apis.jar アーカイブがあります。

2 Solar System の dar アーカイブを展開します。

3 xml-apis.jar アーカイブを、Solar System の dar アーカイブの次の場所にコピーします。

<<Solar System のインストール ディレクトリ>>/lib/

4 Solar System の dar アーカイブを再度圧縮します。

これで、Solar System サンプルのプラグインに必要な Java アーカイブをインストールできました。

次に進む前に

Solar System サンプルのプラグインのクラスを分析できます。

サンプルのプラグイン アダプタの分析
プラグイン アダプタを作成するには、Orchestrator プラグイン API から、IPluginAdaptor インターフェイスを実装する
Java クラスを作成します。

次の手順で、プラグイン アダプタを作成するためのステップを示します。プロセスを説明するため、Solar System サンプル
アプリケーションの SolarSystemAdapter クラスのコードを記載しています。Solar System サンプル アプリケーショ
ンのソースを取得するには、Orchestrator ドキュメントのホーム ページから、Orchestrator のサンプルの ZIP ファイル
をダウンロードできます。

開始する前に

次の手順では、プラグイン アダプタのクラスを開発するプロセスのさまざまなステップを説明します。プラグイン アダ
プタなど、プラグインの各コンポーネントの役割の説明については、「プラグインのコンポーネントとアーキテク

チャ (P. 117)」を参照してください。
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手順

1 プラグイン アダプタ実装のため、<<アプリケーション名>>Adaptor.java という名前の Java ファイルを作成し、保存
します。

Solar System サンプル アプリケーションでは、アダプタ クラスの名前は SolarSystemAdapter.java です。

2 プラグインのアダプタとファクトリ実装を格納するパッケージを宣言します。

Solar System サンプルでは、アダプタとファクトリ実装を格納するパッケージを次のように宣言しています。

package com.vmware.orchestrator.api.sample.solarsystem;

3 Java の import ステートメントを使用して、Orchestrator プラグイン API インターフェイス、クラス、列挙をイ
ンポートします。

import ch.dunes.vso.sdk.api.*;

4 アダプタ実装に必要なその他のクラスをインポートします。

Solar System サンプルでは、アダプタ実装のため次のクラスが必要です。

import javax.security.auth.login.LoginException;

5 Orchestrator プラグイン API から、IPluginAdaptor インターフェイスを実装するパブリック コンストラクタを
宣言します。

Solar System サンプルでは、アダプタが SolarSystemAdapter コンストラクタを宣言しています。

public class SolarSystemAdapter implements IPluginAdaptor {
    }

6 IPluginFactory インターフェイスを実装するプラグイン ファクトリ クラスのインスタンスを作成します。

ファクトリ インスタンスを作成するには、createPluginFactory() メソッドを呼び出します。

Solar System サンプルでは、アダプタが createPluginFactory() メソッドを呼び出し、factory という名前で
SolarSystemFactory クラスのインスタンスを作成しています。

public class SolarSystemAdapter implements IPluginAdaptor {

  private SolarSystemFactory factory;

  public IPluginFactory createPluginFactory(String sessionID, String username, 
    String password, IPluginNotificationHandler notificationHandler) 
    throws SecurityException, LoginException, PluginLicenseException {

    if (factory == null) {
      factory = new SolarSystemFactory();
    }
    return factory;
  }
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7 プラグイン アダプタが管理するイベントを定義します。

アダプタ実装で直接管理するイベントを定義できます。ただし、Solar System プラグイン実装では、
SolarSystemEventGenerator という別のクラスでイベントを定義しています。

SolarSystemEventGenerator クラスは、次の 3 つのメソッドを定義します。

n addPolicyElement(): Orchestrator ポリシー エンジンにイベントを登録します。

n removePolicyElement(): Orchestrator ポリシー エンジンからイベントを削除します。

n generatareFlareEvent(): Orchestrator がゲージによって大きさを監視する「Solar Flare」イベントを生
成します。

SolarSystemAdapter は、次の getEventGenerator() メソッドを定義し、これらのメソッドと管理するイベ
ントへのアクセスを提供する SolarSystemEventGenerator のインスタンスを取得します。

private SolarSystemEventGenerator getEventGenerator() { return
  SolarSystemEventGenerator._solarSystemEventGenerator; }

8 Orchestrator がプラグイン アプリケーションのイベントを監視している場合、IPluginAdaptor インターフェイスの
registerEventPublisher() メソッドを呼び出すことで、IPluginEventPublisher インターフェイスのイ
ンスタンスを登録する必要があります。

Solar System サンプルでは、アダプタが次の IPluginEventPublisher インスタンスを作成し、
SolarSystemEventGenerator クラスの addPolicyElement() メソッドを呼び出すことで Orchestrator の
ポリシーに追加しています。

public void registerEventPublisher(String type, String id,
  IPluginEventPublisher publisher) {
    getEventGenerator().addPolicyElement(type, id, publisher); }

9 プラグイン テクノロジにアクセスするために Orchestrator で必要なライセンスをインストールするため、
installLicenses() メソッドを呼び出し、PluginLicense オブジェクトの配列をインスタンス化します。

public void installLicenses(PluginLicense[] licenses) throws
  PluginLicenseException { 
}

10 プラグイン名をプラグインに渡します。

IPluginAdaptor インターフェイスの setPluginName() メソッドが、必要に応じて vso.xml ファイルから名
前を取得します。

public void setPluginName(String pluginName) { 
} 

11 メソッドの呼び出しによって、Orchestrator ポリシー エンジンから IPluginEventPublisher の登録を解除し
ます。

Solar System サンプルでは、手順 8 で作成した IPluginEventPublisher インスタンスの登録をアダプタが解
除し、unregisterEventPublisher() メソッドを呼び出すことで Orchestrator ポリシー エンジンから削除し
ています。

public void unregisterEventPublisher(String type, String id,
  IPluginEventPublisher publisher) {
    getEventGenerator().removePolicyElement(type, id, publisher); }

これで、プラグイン ファクトリを作成するプラグイン アダプタを実装し、ライセンスを取得し、Orchestrator にプラグ
イン名を渡し、プラグイン テクノロジで発生するイベントの管理方法を定義できました。

次に進む前に

プラグイン ファクトリ実装を作成して、プラグインを通じてオブジェクトを検索し、それらに対するオペレーションの実
行方法を定義します。
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サンプルのプラグイン ファクトリの分析
プラグイン ファクトリを作成するには、Orchestrator プラグイン API から、IPluginFactory インターフェイスを実
装する Java クラスを作成します。

開始する前に

次の手順では、プラグイン ファクトリのクラスを開発するプロセスのさまざまなステップを説明します。プラグイン ファ
クトリなど、プラグインの各コンポーネントの役割の説明については、「プラグインのコンポーネントとアーキテク

チャ (P. 117)」を参照してください。

手順

1 プラグイン ファクトリ実装のため、<<アプリケーション名>>Factory.java という名前の Java ファイルを作成し、保
存します。

Solar System サンプル アプリケーションでは、ファクトリ クラスの名前は SolarSystemFactory.java です。

2 プラグインのアダプタとファクトリ実装を格納するパッケージを宣言します。

Solar System サンプルでは、アダプタとファクトリ実装を格納するパッケージを次のように宣言しています。

package com.vmware.orchestrator.api.sample.solarsystem;

3 Java の import ステートメントを使用して、Orchestrator プラグイン API クラスをファクトリ実装にインポート
します。

import ch.dunes.vso.sdk.api.*;

4 Java の import ステートメントを使用して、Solar System アプリケーションをインポートします。

import com.vmware.solarsystem.*;

5 アダプタ実装に必要なその他のクラスをインポートします。

Solar System サンプルでは、ファクトリ実装のため次のクラスが必要です。

import java.util.*;
import org.apache.log4j.Logger;

6 Orchestrator プラグイン API から、IPluginFactory インターフェイスを実装するパブリック コンストラクタを
宣言します。

Solar System サンプルでは、アダプタが SolarSystemFactory コンストラクタを宣言しています。

public class SolarSystemFactory implements IPluginFactory {
    }

7 Orchestrator がプラグイン テクノロジで発生するイベントを追跡できるように、ログ記録を設定します。

private Logger log = Logger.getLogger(this.getClass());

8 Orchestrator がプラグインを通じて検索したオブジェクトに対してオペレーションを実行する方法を定義するため、
IPluginFactory インターフェイスの executePluginCommand() メソッドを呼び出し、コマンド動作を定義
します。

サンプル実装の SolarSystemFactory はコマンドをサポートしていないため、executePluginCommand() メ
ソッドは実装されていません。

public void executePluginCommand(String cmd) throws PluginExecutionException {
}
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9 Orchestrator がプラグインを通じて名前やタイプを条件にしてオブジェクトを検索する方法を定義するため、
IPluginFactory インターフェイスの find() メソッドを実装します。

サンプル実装の SolarSystemFactory では、SolarSystemRepository クラスで定義されたメソッドを呼び出
し、Star、Planet、Moon オブジェクトをタイプや ID で取得しています。

public Object find(String type, String id) {
  log.debug("find: " + type + ", " + id);
  if (type.equals("Star")) {
    return SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getStar();
  }
  else if (type.equals("Planet")) {
    return SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getPlanetById(id);
  }
  else if (type.equals("Moon")) {
    return SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getMoonById(id);
  }
  else if (type.equals("Galaxy")) {
    return null; // No object for galaxy defined yet
  }
  else {
  throw new IndexOutOfBoundsException("Type " + type + " 
    + unknown for plugin SolarSystem");
  }
}

10 プラグインを通じて独自のクエリ条件に従ってオブジェクトを検索するためのクエリ ルールを定義するため、
IPluginFactory インターフェイスの findAll() メソッドを実装します。

サンプル実装の SolarSystemFactory により、所定のタイプのすべてのオブジェクトのリストが返されます。た
とえば、Planet タイプのすべてのオブジェクトのリストが返されます。

public QueryResult findAll(String type, String query) {
  log.debug("findAll: " + type + ", " + query);
  List list; // The list can contain any element from the plug-in
  if (type.equals("Star")) {
    list = new Vector();
    list.add(SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getStar());
  }
  else if (type.equals("Planet")) {
    list = SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getAllPlanets();
  }
  else if (type.equals("Moon")) {
    list = SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getAllMoons();
  }
  else if (type.equals("Galaxy")) {
    list = new Vector();
  }
  else {
  throw new IndexOutOfBoundsException("Type " + type + 
                        " unknown for SolarSystem plug-in ");
  }
  return new QueryResult(list);
}

SolarSystemFactory クラスで実装する findAll() メソッドでは、カスタム クエリを定義しません。そのため、
QueryResult オブジェクトで所定のタイプのすべてのオブジェクトのリストが返されます。
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11 Orchestrator がプラグインを通じて他のオブジェクトとの関係を条件にしてオブジェクトを検索する方法を定義す
るため、IPluginFactory インターフェイスの findRelation() メソッドを実装します。

サンプルの SolarSystemFactory では、findRelation() を実装して、所定の恒星の惑星すべて、または所定
の惑星の衛星すべてを返します。

public List findRelation(String parentType, String parentId, String relationName) {
  log.debug("findRelation: " + parentType + ", " + parentId + ", " + relationName);
  if (parentId == null) {
    List<Star> list = new Vector<Star>();
    list.add(SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getStar());
    return list;
  }
  if (parentType.equals("Star")) {
    if (relationName.equals("OrbitingPlanets")) {
      return SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getAllPlanets();
  }
  else {
    throw new IndexOutOfBoundsException("Unknown relation name: " 
      + relationName);
    }
  }
  if (parentType.equals("Planet")) {
    if (relationName.equals("OrbitingMoons")) {
      Planet parentPlanet = 
        SolarSystemRepository.getUniqueInstance().getPlanetById(parentId);
        if (parentPlanet != null) {
          return parentPlanet.getMoons();
        }
        return null;
  }
  else {
    throw new IndexOutOfBoundsException("Unknown relation name: " 
      + relationName);
    }
  }
  else {
    return null;
  }
}

SolarSystemFactory サンプルでは、findRelation() メソッドによって、親との関係が vso.xml ファイル
で定義されている OrbitingPlanets および OrbitingMoons 関係タイプであるすべてのオブジェクトのリスト
が返されます。

12 オブジェクトに特定の関係の子があるかどうかを確認するには、IPluginFactory インターフェイスのメソッドを
実装します。

SolarSystemFactory サンプルでは、hasChildrenInRelation() を実装して、オブジェクトに特定のタイプ
で関連する子があるかどうかを判別しています。

public HasChildrenResult hasChildrenInRelation(String parentType, 
    String parentId, String relationName) {
  return HasChildrenResult.Unknown; 
}
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返される値は、Yes、No、Unknown です。

これで、Orchestrator がプラグインを通じてオブジェクトを検索する方法と、それらのオブジェクトに対してオペレー
ションを実行する方法を定義するプラグイン ファクトリを実装できました。

次に進む前に

vso.xml ファイルで、アプリケーションのオブジェクトを Orchestrator オブジェクトにマッピングします。

vso.xml ファイルでのアプリケーションのマッピング
vso.xml ファイルは、Orchestrator がプラグイン テクノロジにアクセスして対話する方法を定義します。このファイル
により、プラグイン テクノロジのオブジェクトとオペレーションを、Orchestrator のオブジェクトとオペレーションに
マッピングします。

開始する前に

次の手順で、Solar System サンプル アプリケーションの vso.xml ファイルの主なセクションを分析します。vso.xml
ファイルのすべての要素と属性の詳細については、「vso.xml プラグイン定義ファイルの要素 (P. 122)」を参照してください。

手順

1 プラグインの設定 (P. 145)

プラグインを作成するには、Orchestrator で適切な XML スキーマ定義、アプリケーションおよびプラグインのソース
ファイルを参照し、Orchestrator 起動時のプラグインの動作を定義し、プラグインで使用するオブジェクトの階層
のルート オブジェクトを指定する必要があります。

2 オブジェクトを検索するためのファインダ要素の定義 (P. 145)

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトにアクセスできるようにするには、プラグインがそ
れらのオブジェクトを検索する方法と場所を定義する必要があります。

3 列挙の定義 (P. 147)

列挙を定義することで、さまざまなタイプのすべてのオブジェクトに適用される値を設定できます。

4 Orchestrator API メソッドへのイベントのマッピング (P. 148)

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトを監視し、オペレーションを実行できるようにする
には、アプリケーションで定義されているイベントを Orchestrator のスクリプティング API に追加したメソッド
にマッピングする必要があります。

5 JavaScript オブジェクトへのオブジェクトのマッピング (P. 149)

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトとメソッドを呼び出せるようにするには、アプリケー
ションで定義されているオブジェクトとメソッドを Orchestrator のスクリプティング API に追加したメソッドに
マッピングする必要があります。
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プラグインの設定

プラグインを作成するには、Orchestrator で適切な XML スキーマ定義、アプリケーションおよびプラグインのソース
ファイルを参照し、Orchestrator 起動時のプラグインの動作を定義し、プラグインで使用するオブジェクトの階層のルート
オブジェクトを指定する必要があります。

手順

1 vso.xml というファイルを作成し、保存します。

2 <module> 要素を設定し、Orchestrator のプラグイン XML スキーマ定義へのポインタなど、プラグインの基本情
報を指定します。

Solar System サンプルの vso.xml ファイルでは、<module> 要素でプラグイン名を SolarSystem に設定し、
バージョン番号を設定し、Orchestrator の  [Inventory]  ビューと選択ダイアログ ボックスでこのプラグインを表
すアイコンの *.dar アーカイブでのパスを指定しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.vmware.com/support/orchestrator/
plugin-4-0.xsd"
    name="SolarSystem" version="1.0.0" build-number="4" image="images/
solarSystem-16x16.png">

3 <description> 要素で、プラグインの説明を指定します。

Solar System サンプルの説明は次のとおりです。

<description>Example plug-in to a solar system application.</description>

4 <installation> 要素と <action> 要素で、Orchestrator Server 起動時のプラグインの動作を設定します。

Solar System サンプルでは、新しいバージョンが検出された場合にプラグインを起動する version モードを設定し、
*.dar アーカイブでの Orchestrator コンポーネント パッケージのパスを指定しています。

<installation mode="version">
        <action type="install-package" resource="packages/
com.vmware.solarsystem.package" />
    </installation>

5 <inventory> 要素で、オブジェクト タイプの階層のルートを設定します。

Solar System プラグインでは、Orchestrator のスクリプティング API で、プラグインを表す階層のルートを Galaxy
タイプのオブジェクトとして定義しています。その他のすべての Solar System オブジェクトは、Galaxy オブジェ
クトに関連しています。

<inventory type="Galaxy"/>

これで、Orchestrator に対してプラグインを識別する要素を設定できました。

次に進む前に

<finder> 要素を使用して、Orchestrator がプラグインを通じてオブジェクトを検索する方法を定義します。

オブジェクトを検索するためのファインダ要素の定義

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトにアクセスできるようにするには、プラグインがそれらの
オブジェクトを検索する方法と場所を定義する必要があります。

開始する前に

vso.xml ファイルの作成と、Orchestrator がプラグインを識別する方法の定義を完了しておく必要があります。
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手順

1 <finder-datasources> 要素では、プラグインの <finder> 要素のデータ ソースを設定します。

Solar System プラグインの vso.xml ファイルは、データ ソース名を solar-datasource に設定し、<finder>
要素で SolarSystemFactory インスタンスを作成する SolarSystemAdapter クラスを参照します。

<finder-datasources>
  <finder-datasource name="solar-datasource" 
    adaptor-class=
                "com.vmware.orchestrator.api.sample.solarsystem.SolarSystemAdapter" 
                anonymous-login-mode="internal"/>    
</finder-datasources>    

2 <finder> 要素では、プラグイン テクノロジでプラグインがオブジェクトを検索する方法を定義します。

次の Solar System vso.xml ファイルからの抜粋では、Star タイプのオブジェクトの <finder> 要素が示されて
います。

<finders>
        <finder type="Star" datasource="solar-datasource" 
                java-class="com.vmware.solarsystem.Star" 
                script-object="Star" image="images/sun_16x16.png">
            [...]
        </finder>
            [...]
</finders>

Star オブジェクトの <finder> 要素は、<finder-datasource> 要素で定義したデータ ソースのデータを取得
します。Star オブジェクト タイプは、com.vmware.solarsystem.Star クラスのインスタンスを表します。

プラグインの <finder> 要素には、オブジェクトの関係、プロパティ、オペレーションをマッピングするためのサ
ブ要素があります。

3 <id> 要素では、オブジェクトの ID を取得または設定します。

Solar System のサンプルでは、 Solar System アプリケーションの CelestialBody クラスで定義する getId()
メソッドを呼び出すことで、オブジェクトの ID を取得します。

<id accessor="getId()" />

4 <relations> 要素では、オブジェクトの関係を定義します。

Solar System のサンプルでは、OrbitingPlanets という関係を定義し、Planet タイプのオブジェクトを、この
<finder> 要素で検索する Star オブジェクトに関連付けます。

<relations>
  <relation type="Planet" name="OrbitingPlanets"/>
</relations>

5 [Inventory]  で、親との関係に従ってオブジェクトの階層を設定します。

Solar System のサンプルでは、[Inventory] 階層で、Star オブジェクト タイプと OrbitingPlanets 関係で関
連するすべてのオブジェクトをその直下に配置しています。

<inventory-children>
  <relation-link name="OrbitingPlanets"></relation-link>
</inventory-children>
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6 <properties> 要素では、オブジェクトのプロパティを設定します。

Solar System のサンプルでは、すべての Star オブジェクトの name、circumference、surfaceTemp プロパ
ティを定義しています。bean-property プロパティにより、Orchestrator がこれらのプロパティの取得と設定を
行うため、スクリプティング API の get および set メソッドを作成できます。この例では、スクリプティング API で
getCircumference、setCircumference、getsurfaceTemp、setsurfaceTemp の各メソッドを定義して
います。

<properties>
  <property display-name="Name" name="name" 
    bean-property="name"/>
  <property display-name="Circumference" name="circumference" 
    bean-property="circumference"/>
  <property display-name="Surface Temperature" name="surfaceTemp" 
    bean-property="surfaceTemp"/>
</properties>

7 <events> 要素では、オブジェクトのイベントを設定します。

イベントは、ゲージまたはトリガーのいずれかです。

Solar System サンプルでは、Star オブジェクトが Solar Flare を生成するメソッドを定義しています。<gauge>
要素は、Star オブジェクトで生成される「Flare」イベントの値を監視します。

<events>
  <gauge min-value="0" name="Flare" unit="number">
    <description>Magnitude of the flare</description>
  </gauge>
</events>

これで、プラグイン アプリケーションのオブジェクトを検索するための <finder> 要素を定義できました。

次に進む前に

列挙を定義します。

列挙の定義

列挙を定義することで、さまざまなタイプのすべてのオブジェクトに適用される値を設定できます。

開始する前に

プラグインの設定と <finder> 要素の定義を完了しておく必要があります。
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手順

1 <enumerations> 要素で、オブジェクト タイプに対する列挙を定義します。

Solar System のサンプルでは、Planet オブジェクトに PlanetCategory 列挙を設定する列挙が定義されています。

<enumerations>
  <enumeration type="PlanetCategory">
    <description>Define the category of a Planet</description>
  [...]
</enumeration>

2 列挙のエントリを定義します。これによって、指定したオブジェクト カテゴリのオブジェクトに値が適用されます。

Solar System のサンプルでは、さまざまな惑星タイプを表す値が定義されています。

<entries>
  <entry id="gaz"     
    name="Huge Gaz">Huge planet with only gaz atmosphere. 
      No Physical core.</entry>
  <entry id="earth"     
    name="Earth">You could live on this planet.</entry>
  <entry id="desert"     
    name="Desert">Planet without water.</entry>
  <entry id="ice"     
    name="Ice">Planet with water but completely frozen.</entry>
  <entry id="other"     
    name="Other">Does not fit into any category.</entry>
</entries>

これで、特定のカテゴリのすべてのオブジェクトに適用可能な列挙を定義できました。

次に進む前に

Orchestrator のスクリプティング API で、アプリケーションのイベントをメソッドにマッピングします。

Orchestrator API メソッドへのイベントのマッピング

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトを監視し、オペレーションを実行できるようにするには、
アプリケーションで定義されているイベントを Orchestrator のスクリプティング API に追加したメソッドにマッピング
する必要があります。

<scripting-objects><object> 要素で、マッピングするイベントを指定します。

開始する前に

プラグインの設定と <finder> 要素および列挙の定義を完了しておく必要があります。
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手順

1 アプリケーション イベントを定義する Java クラスを、JavaScript オブジェクトにマッピングします。

SolarSystemEventGenerator クラスは、SolarSystemAdapter プラグイン アダプタ実装のための Solar
System アプリケーションのイベントを定義しています。次の抜粋コードでは、これらのイベントを
_SolarSystemEventGenerator という名前の JavaScript オブジェクトにマッピングしています。strict 属性を
true に設定することで、Orchestrator は _SolarSystemEventGenerator という JavaScript オブジェクトか
らのみメソッドを呼び出すことができます。

<scripting-objects>
    <object script-name="_SolarSystemEventGenerator" 
    java-
class="com.vmware.orchestrator.api.sample.solarsystem.SolarSystemEventGenerator" 
    strict="true">
    <description>The entry point to generate events</description>
    [...]
    </object>
    [...]
</scripting-objects>

2 (オプション) 必要な場合、JavaScript オブジェクトがシングルトン オブジェクトであることを示します。

<singleton script-name="SolarSystemEventGenerator" 
    datasource="solar-datasource"/>

3 <object><methods> 要素で、プラグイン アプリケーションのメソッドを Orchestrator API で呼び出すことのできる
JavaScript メソッドにマッピングします。

Solar System の Star オブジェクトは、「Solar Flare」イベントを生成するためのメソッドを定義しています。次
の抜粋コードでは、このメソッドを同じ名前の JavaScript メソッドにマッピングし、JavaScript メソッドでパラ
メータを設定しています。

<methods>
    <method script-name="generatareFlareEvent" 
      java-name="generatareFlareEvent">
      <description>Start a Solar Flare</description>
    <parameters>
      <parameter name="star" 
      type="Star">The star which generates the event</parameter>
    <parameter name="magnitude" 
      type="number" >The magnitude of the flare</parameter>
      </parameters>
    </method>
</methods>

これで、Orchestrator のスクリプティング API で、アプリケーション イベントをメソッドにマッピングできました。

次に進む前に

Orchestrator のスクリプティング API で、アプリケーションのオブジェクトを JavaScript オブジェクトにマッピングし
ます。

JavaScript オブジェクトへのオブジェクトのマッピング

Orchestrator がプラグイン アプリケーションのオブジェクトとメソッドを呼び出せるようにするには、アプリケーショ
ンで定義されているオブジェクトとメソッドを Orchestrator のスクリプティング API に追加したメソッドにマッピング
する必要があります。

<scripting-objects><object> 要素で、マッピングするオブジェクトを指定します。
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開始する前に

プラグインの設定、<finder> 要素および列挙の定義、アプリケーションのイベントと Orchestrator API のメソッドの
マッピングを完了しておく必要があります。

手順

1 <object> 要素で、オブジェクトを定義する Java クラスを JavaScript オブジェクトにマッピングします。

Solar System サンプルでは、Star オブジェクトがさまざまなオペレーションを実行するためのメソッドを定義し
ています。次に示す、Solar System サンプルの vso.xml ファイルからの抜粋コードでは、アプリケーションの Star
という Java クラスを同じ名前の JavaScript オブジェクトにマッピングしています。create 属性を false に設定
することで、Orchestrator がこのオブジェクトのインスタンスを作成できないようにしています。strict 属性を
true に設定することで、Orchestrator は Star という JavaScript オブジェクトからのみメソッドを呼び出すこと
ができます。

<object script-name="Star" java-class="com.vmware.solarsystem.Star" 
  create="false" strict="true">
  <description>A star, center of a solar system</description>
  [...]
</object>

2 <object><attributes> 要素で、オブジェクトの属性を JavaScript 属性にマッピングします。

次に示す、Solar System サンプルの vso.xml ファイルからの抜粋コードでは、Star オブジェクトの Java 属性を
同じ名前の JavaScript 属性にマッピングしています。

<attributes>
  <attribute script-name="id" java-name="id" 
    return-type="string">The unique Id of the star</attribute>
  <attribute script-name="name" java-name="name" 
       return-type="string">The name of the star</attribute>
     <attribute script-name="circumference" java-name="circumference" 
       return-type="number">Circumference of the star</attribute>
     <attribute script-name="temperature" java-name="surfaceTemp" 
       return-type="number">The temperature on the star's surface</attribute>
</attributes>

3 <object><methods> 要素で、オブジェクトのメソッドを JavaScript メソッドにマッピングします。

次に示す、Solar System サンプルの vso.xml ファイルからの抜粋コードでは、Star オブジェクトの Java メソッ
ドの一つを同じ名前の JavaScript メソッドにマッピングしています。

<methods>
  <method script-name="addPlanet" java-name="addPlanet">
    <description>Add new planet to the solar system</description>    
       <parameters>
      <parameter type="Planet" name="planet">The planet to add</parameter>
</parameters>
  </method>
</methods>

これで、Orchestrator のスクリプティング API で、アプリケーションのオブジェクトを JavaScript オブジェクトにマッ
ピングできました。

次に進む前に

プラグイン コンポーネントを格納する *.dar アーカイブを作成します。
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プラグインの *.dar アーカイブの作成
プラグイン作成の最終段階は、Orchestrator にインポートする *.dar の作成です。

*.dar アーカイブは *.jar という形式の標準の Java アーカイブであり、*.dar に名前を変更します。*.dar アーカ
イブでは、標準のファイルおよびフォルダ構造に従う必要があります。

開始する前に

Orchestrator にプラグインするアプリケーションがあり、アダプタおよびファクトリ実装を作成し、vso.xml ファイル
でアプリケーションを Orchestrator オブジェクトにマッピングしました。

手順

1 *.dar アーカイブを作成する作業ディレクトリを作成します。

2 作業ディレクトリのルートに VSO-INF というフォルダを作成します。

3 vso.xml ファイルを VSO-INF にコピーします。

4 作業ディレクトリのルートに lib というフォルダを作成します。

5 プラグインするアプリケーションのクラスとプラグインのアダプタおよびファクトリ実装のクラスを含む JAR ファ
イルを、lib にコピーします。

6 作業ディレクトリのルートに resources というフォルダを作成します。

7 resources フォルダ内に images というフォルダを作成します。

8 アイコンを resources/images にコピーします。

これらのアイコンは、Orchestrator の  [Inventory]  ビューと選択ダイアログ ボックスでプラグイン アプリケーショ
ンのさまざまなオブジェクトを表します。

9 resources フォルダ内に packages というフォルダを作成します。

10 Orchestrator の各パッケージを resources/packages にコピーします。

これらのパッケージには、プラグイン アプリケーションと対話するワークフロー、アクション、ポリシーなどが格
納されています。

11 作業ディレクトリのルートに web-content というフォルダを作成します。

12 アプリケーションのために作成した Web ビューのコンポーネントを web-content フォルダにコピーします。

13 上記のフォルダとファイルすべてを格納する Java アーカイブを作成します。

たとえば、コマンド ラインで、次の jar コマンドを実行します。

jar -cf <myDarFile> VSO.INF lib resources web-content

14 Java アーカイブの名前を *.jar から *.dar に変更します。

15 Orchestrator Server にプラグインをインポートします。

インポート方法は 2 種類あります。

n *.dar アーカイブを次の Orchestrator プラグイン フォルダにコピーします。

<インストールディレクトリ>\app-server\server\vmo\plugins

n Orchestrator 構成インターフェイスを使用します。構成インターフェイスを使用してプラグインをインポート
する方法については、『VMware vCenter Orchestrator 管理ガイド』を参照してください。

これで、プラグインを含む *.dar アーカイブを作成し、Orchestrator にインポートしました。
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例 6-1.  Solar System の *.dar アーカイブのコンテンツ

*.dar アーカイブのコンテンツと構造を示すため、Solar System サンプルの vmware-vmosdk-solarsystem.dar
アーカイブには、次のフォルダとファイルがあります。

n /lib: 次の JAR アーカイブがあります。

n vmware-solarsystem.jar: Solar System アプリケーションが格納されています。

n vmware-vmosdk-solarsystem.jar: Solar System アプリケーションのプラグイン アダプタとファクトリ
実装のクラスが格納されています。

n /resources

n /images: Orchestrator の  [Inventory]  ビューで Solar System アプリケーションのさまざまなオブジェクト
を表すアイコンが格納されています。

n /packages: com.vmware.solarsystem.package という Orchestrator のパッケージが格納されていま
す。このパッケージの中には、Orchestrator が Solar System アプリケーションと対話するためのワークフロー、
ポリシー、アクション、Web ビューがあります。

n /VSO-INF/vso.xml: Solar System アプリケーションを Orchestrator オブジェクトにマッピングする XML ファ
イルです。

次に進む前に

インベントリでプラグイン アプリケーションのオブジェクトにアクセスし、オペレーションを実行できます。また、
Orchestrator のスクリプティング API にマッピングしたオブジェクトとメソッドを使用して、プラグインを通じてオブ
ジェクトと対話するためのワークフロー、アクション、ポリシー、Web ビューなどを作成することもできます。ワーク
フロー、アクション、ポリシー、Web ビューを作成できたら、これらをパッケージとして、プラグインの *.dar ファイ
ルに追加できます。

Orchestrator プラグイン API リファレンス
Orchestrator プラグイン API は、IPluginAdaptor と IPluginFactory の実装を開発してプラグインを作成すると
きに、実装して拡張する Java インターフェイスとクラスを定義します。

IDynamicFinder インターフェイス
IDynamicFinder インターフェイスは、ID とプロパティを vso.xml ファイルで定義する代わりにプログラムで返します。

IDynamicFinder インターフェイスは、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

getIdAccessor(java.lang.String
type)

java.lang.String OGNL 式を作成して、オ
ブジェクト ID をプログラ
ムで取得します。

getProperties(java.lang.String
type)

java.util.List<SDKFinderProperty> オブジェクト プロパティ
の一覧をプログラムで作

成します。

IPluginAdaptor インターフェイス
IPluginAdaptor インターフェイスを実装して、プラグインのファクトリ、イベント、およびウォッチャーを管理します。
IPluginAdaptor インターフェイスは、プラグインと Orchestrator Server 間のアダプタを定義します。

IPluginAdaptor インスタンスは、セッション管理を行います。IPluginAdaptor インターフェイスは、次のメソッ
ドを定義します。
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メソッド 戻り値 説明

addWatcher(PluginWatcher watcher) Void 特定のイベントを監視するウォッチャー

を追加します。

createPluginFactory(java.lang.String
sessionID, java.lang.String username,
java.lang.String password,
IPluginNotificationHandler
notificationHandler)

IPluginFactory IPluginFactory インスタンスを
作成します。Orchestrator Server は、
ファクトリを使用し、オブジェクトの

ID、他のオブジェクトとの関係などに
基づいてプラグイン テクノロジからオ
ブジェクトを取得します。

セッション ID によって、実行中のセッ
ションを特定できます。たとえば、ユー

ザーは 2 つの異なる Orchestrator
Client にログインし、2 つのセッショ
ンを同時に実行できます。

同様に、ワークフローを開始すると、

ワークフローが開始されたクライアン

トから独立したセッションが作成され

ます。Orchestrator Client を終了し
ても、ワークフローは引き続き動作し

ます。

installLicenses(PluginLicense[] licenses) Void VMware が提供する標準プラグインの
ライセンス情報をインストールします。

registerEventPublisher(java.lang.String
type, java.lang.String id,
IPluginEventPublisher publisher)

Void インベントリの要素でトリガーとゲー

ジを設定します。

removeWatcher(java.lang.String watcherId) Void ウォッチャーを削除します。

setPluginName(java.lang.String pluginName) Void vso.xml ファイルからプラグイン名
を取得します。

setPluginPublisher(IPluginPublisher
pluginPublisher)

Void プラグインの発行元を設定します。

uninstallPluginFactory(IPluginFactory
plugin)

Void プラグイン ファクトリをアンインス
トールします。

unregisterEventPublisher(java.lang.String
type, java.lang.String id,
IPluginEventPublisher publisher)

Void インベントリの要素からトリガーとゲー

ジを削除します

IPluginEventPublisher インターフェイス
IPluginEventPublisher インターフェイスは、Orchestrator ポリシーが監視するために、イベント通知バスでゲー
ジとトリガーを発行します。

IPluginEventPublisher インターフェイスは、次のメソッドを定義します。

タイプ 値 説明

pushGauge(java.lang.String type, java.lang.String
id, java.lang.String gaugeName, java.lang.String
deviceName, java.lang.Double gaugeValue)

Void イベント通知バスでゲージを発行します。

pushTrigger(java.lang.String type,
java.lang.String id, java.lang.String triggerName,
java.util.Properties additionalProperties)

Void イベント通知バスでトリガーを発行します。
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IPluginFactory インターフェイス
IPluginAdaptor は IPluginFactory インスタンスを返します。IPluginFactory インスタンスは、プラグイン
アプリケーション内のコマンドを実行したり、プラグインを介して、Orchestrator オペレーションの実行対象であるオ
ブジェクトを検出したりします。

IPluginFactory インターフェイスは、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

executePluginCommand(java.lang.String
cmd)

Void プラグインを介してコマンドを実行

します。

find(java.lang.String type,
java.lang.String id)

java.lang.Object プラグインを介して、ID およびタ
イプに基づいてオブジェクトを検出

します。

findAll(java.lang.String type,
java.lang.String query)

QueryResult プラグインを介して、クエリ文字列

に一致するオブジェクトを検出しま

す。

findRelation(java.lang.String parentType,
java.lang.String parentId,
java.lang.String relationName)

java.util.List オブジェクトに子があるかどうかを

判断します。

hasChildrenInRelation(java.lang.String
parentType, java.lang.String parentId,
java.lang.String relationName)

HasChildrenResult 特定の関係で所定の親に関連付けら

れたすべての子を検出します。

invalidate(java.lang.String type,
java.lang.String id)

Void プラグインを介して、タイプおよび

ID に基づいてオブジェクトを無効
にします。

IPluginNotificationHandler インターフェイス
IPluginNotificationHandler は、Orchestrator がプラグインを介してアクセスするオブジェクト上で発生したさ
まざまな種類のイベントを Orchestrator に通知するメソッドを定義します。

IPluginNotificationHandler インターフェイスは、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

getSessionID() java.lang.String 現在のセッション ID を返
します。

notifyElementDeleted(java.lang.String type,
java.lang.String id)

Void 所定のタイプおよび ID の
オブジェクトが削除された

ことをシステムに通知しま

す。

notifyElementInvalidate(java.lang.String type,
java.lang.String id)

Void オブジェクトの関係が変更

されたことをシステムに通

知します。

notifyElementUpdated(java.lang.String type,
java.lang.String id)

Void オブジェクトの属性が変更

されたことをシステムに通

知します。

notifyMessage(ch.dunes.vso.sdk.api.ErrorLevel
severity, java.lang.String type,
java.lang.String id, java.lang.String message)

Void 現在のモジュールに関連す

るエラー メッセージを発行
します。
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IPluginPublisher インターフェイス
IPluginPublisher インターフェイスは、監視する長期実行ワークフローの Wait Event 要素のイベント通知バスで、
監視イベントを発行します。

IPluginPublisher インターフェイスは、次のメソッドを定義します。

タイプ 値 説明

pushWatcherEvent(java.lang.String id,
java.util.Properties properties)

Void イベント通知バスで監視イベントを発行します。

PluginExecutionException クラス
PluginExecutionException クラスは、プラグインの実行時に例外が発生した場合にエラー メッセージを返します。

public class PluginExecutionException
extends java.lang.Exception
implements java.io.Serializable

n コンストラクタ: PluginExecutionException(java.lang.String message)

n PluginExecutionException クラスは、class java.lang.Throwable から次のメソッドを継承します。

fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, initCause,
printStackTrace, printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace,
toStringfillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace,
initCause, printStackTrace

n PluginExecutionException クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

PluginOperationException クラス
PluginOperationException クラスは、プラグインの操作中に発生したエラーを処理します。

public class PluginOperationException
extends java.lang.RuntimeException
implements java.io.Serializable

n コンストラクタ: PluginOperationException(java.lang.String message)

n PluginOperationException クラスは、class java.lang.Throwable から次のメソッドを継承します。

fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, initCause,
printStackTrace, printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString

n PluginOperationException クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, ,wait, wait, wait

PluginTrigger クラス
PluginTrigger クラスは、長期実行ワークフローの Wait Event 要素の代わりに、プラグイン テクノロジのイベント
トリガーに関する情報を取得する、トリガー モジュールを定義します。

public class PluginTrigger
extends java.lang.Object
implements java.io.Serializable

PluginTrigger クラスは、次のメソッドを定義します。
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メソッド 戻り値 説明

getModuleName() java.lang.String トリガー モジュールを取得します。

getProperties() java.util.Properties トリガーのプロパティを取得します。

getSdkId() java.lang.String モジュールを構築した SDK の ID を取
得します。

getSdkType() java.lang.String モジュールを構築した SDK のタイプ
を取得します。

getTimeout() Long トリガーのタイムアウト時間を取得し

ます。

setModuleName(java.lang.String
moduleName)

Void トリガー モジュール名を設定します。

setProperties(java.util.Properties
properties)

Void トリガー モジュールのプロパティを設
定します。

setSdkId(java.lang.String sdkId) Void トリガー SDK の ID を設定します。

setSdkType(java.lang.String sdkType) Void トリガー SDK のタイプを設定します。

setTimeout(long timeout) Void トリガー モジュールのタイムアウトを
設定します。

n コンストラクタ:

n PluginTrigger()

n PluginTrigger(java.lang.String moduleName, long timeout, java.lang.String
sdkType, java.lang.String sdkId)

n PluginTrigger クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,wait, wait, wait

PluginWatcher クラス
PluginWatcher クラスは、長期実行ワークフローの Wait Event 要素の代わりに、プラグイン テクノロジの定義済み
イベントのトリガー モジュールを監視します。

public class PluginWatcher
extends java.lang.Object
implements java.io.Serializable

PluginWatcher クラスは、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

getId() java.lang.String トリガーの ID を取得します。

getModuleName() java.lang.String トリガー モジュール名を取得します。

getTimeoutDate() Long トリガーのタイムアウト日を取得します。

getTrigger() Void トリガーを取得します。

setId(java.lang.String id) Void トリガーの ID を設定します。

setTimeoutDate() Void トリガーのタイムアウト日を設定します。

n コンストラクタ: PluginWatcher(PluginTrigger trigger)

n PluginWatcher クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,wait, wait, wait
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QueryResult クラス
QueryResult クラスは、Orchestrator がプラグインを介してアクセスするオブジェクトで実行された find クエリの
結果を含みます。

public class QueryResult
extends java.lang.Object
implements java.io.Serializable

検出された結果の合計数がクエリにより返される結果数より多い場合、totalCount の値は QueryResult が返す要素
数より多くなる可能性があります。クエリが返す結果数は、vso.xml ファイルのクエリ構文で定義されます。

QueryResult クラスは、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

addElement(java.lang.Object
element)

Void QueryResult に要素を追加します。

addElements(java.util.List
elements)

Void QueryResult に要素のリストを追加します。

getElements() java.util.List プラグイン アプリケーションから要素を取得します。

getTotalCount() Long プラグイン テクノロジで使用可能なすべての要素数を
取得します。

isPartialResult() ブール値 取得した結果が完全であるかどうかを判断します。

removeElement(java.lang.Object
element)

Void プラグイン テクノロジから要素を削除します。

setElements(java.util.List
elements)

Void プラグイン テクノロジに要素を設定します。

setTotalCount(long totalCount) Void プラグイン テクノロジで使用可能な要素の合計数を設
定します。

n コンストラクタ:

n QueryResult()

n QueryResult(java.util.List ret)

totalCount = ret.size()

n QueryResult(java.util.List elements, long totalCount)

n QueryResult クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,wait, wait, wait

SDKFinderProperty クラス
SDKFinderProperty クラスは、Orchestrator ファインダ オブジェクトがプラグイン テクノロジで検出したオブジェ
クトのプロパティを取得および設定するメソッドを定義します。IDynanmicFinder.getProperties メソッドは、
SDKFinderProperty オブジェクトを返します。

public class SDKFinderProperty
extends java.lang.Object

SDKFinderProperty クラスは、次のメソッドを定義します。
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メソッド 戻り値 説明

getAttributeName() java.lang.String オブジェクトの属性名を取得します。

getBeanProperty() java.lang.String Java bean からプロパティを取得し
ます。

getDescription() java.lang.String オブジェクトの説明を取得します。

getDisplayName() java.lang.String オブジェクトの表示名を取得します。

getPossibleResultType() java.lang.String ファインダが返す可能性のある結果

のタイプを取得します。

getPropertyAccessor() java.lang.String オブジェクトのプロパティのアクセ

サを取得します。

getPropertyAccessorTree() java.lang.Object オブジェクトのプロパティのアクセ

サ ツリーを取得します。

isHidden() ブール値 オブジェクトを表示または非表示に

します。

isShowInColumn() ブール値 データベース列のオブジェクトを表

示または非表示にします。

isShowInDescription() ブール値 オブジェクトの説明を表示または非

表示にします。

setAttributeName(java.lang.String
attributeName)

Void オブジェクトの属性名を設定します。

setBeanProperty(java.lang.String
beanProperty)

Void Java bean のプロパティを設定しま
す。

setDescription(java.lang.String
description)

Void オブジェクトの説明を設定します。

setDisplayName(java.lang.String
displayName)

Void オブジェクトの表示名を設定します。

setHidden(boolean hidden) Void オブジェクトを表示または非表示に

します。

setPossibleResultType(java.lang.String
possibleResultType)

Void ファインダが返す可能性のある結果

のタイプを設定します。

setPropertyAccessor(java.lang.String
propertyAccessor)

Void オブジェクトのプロパティのアクセ

サを設定します。

setPropertyAccessorTree(java.lang.Object
propertyAccessorTree)

Void オブジェクトのプロパティのアクセ

サ ツリーを設定します。

setShowInColumn(boolean showInTable) Void データベース列のオブジェクトを表

示または非表示にします。

setShowInDescription(boolean
showInDescription)

Void オブジェクトの説明を表示または非

表示にします。

n コンストラクタ: SDKFinderProperty(java.lang.String attributeName, java.lang.String
displayName, java.lang.String beanProperty, java.lang.String propertyAccessor)

n SDKFinderProperty クラスは、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,wait, wait, wait
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HasChildrenResult 列挙
HasChildrenResult 列挙は、所定の親に子があるかどうかを示します。
IPluginFactory.hasChildrenInRelation メソッドは、HasChildrenResult オブジェクトを返します。

public enum HasChildrenResult
extends java.lang.Enum<HasChildrenResult>
implements java.io.Serializable

HasChildrenResult 列挙は、次の定数を定義します。

n public static final HasChildrenResult Yes

n public static final HasChildrenResult No

n public static final HasChildrenResult Unknown

HasChildrenResult 列挙は、次のメソッドを定義します。

メソッド 戻り値 説明

getValue() int 次の値のいずれかを返します:HasChildrenResult

1 親には子があります

-1 親には子がありません

0 不明、または無効なパラメータです

valueOf(java.lang.String
name)

static
HasChildrenResult

このタイプの列挙定数を指定された名前で返します。String
は、このタイプの列挙定数の宣言に使用される ID と正確に
一致している必要があります。列挙名には空白文字を使用

しないでください。

values() static
HasChildrenResult[]

この列挙型の定数を含む配列を、定数が宣言された順に返

します。次のように、このメソッドは 定数を反復できます。

for (HasChildrenResult c :
HasChildrenResult.values()) 
System.out.println(c);

n HasChildrenResult 列挙は、class java.lang.Enum から次のメソッドを継承します。

clone、compareTo、equals、finalize、getDeclaringClass、hashCode、name、ordinal、
toString、valueOf

n HasChildrenResult 列挙は、class java.lang.Object から次のメソッドを継承します。

getClass、notify、notifyAll、wait、wait、wait

ScriptingAttribute 注釈タイプ
ScriptingAttribute 注釈タイプは、プラグイン テクノロジのオブジェクトから属性に注釈を付けるもので、スクリ
プティングのプロパティとして使用されます。

@Retention(value=RUNTIME)
@Target(value={METHOD,FIELD})
public @interface ScriptingAttribute

ScriptingAttribute 注釈タイプには次の値があります。

public abstract java.lang.String value
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ScriptingFunction 注釈タイプ
ScriptingFunction 注釈タイプは、メソッドに注釈を付けるもので、スクリプティングのプロパティとして使用されます。

@Retention(value=RUNTIME)
@Target(value={METHOD,CONSTRUCTOR})
public @interface ScriptingFunction

ScriptingFunction 注釈タイプには次の値があります。

public abstract java.lang.String value

ScriptingParameter 注釈タイプ
ScriptingParameter 注釈タイプは、パラメータに注釈を付けるもので、スクリプティングのプロパティとして使用
されます。

@Retention(value=RUNTIME)
@Target(value=PARAMETER)
public @interface ScriptingParameter

ScriptingParameter 注釈タイプには次の値があります。

public abstract java.lang.String value
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Web サービス クライアントの作成 7
VMware vCenter Orchestrator には、Web サービスを通じてワークフローにアクセスするアプリケーションを開発す
るための Web サービス API があります。Orchestrator Web サービスの主な目的は、ワークフローを起動し、ネット
ワークや Web を通じて出力パラメータを取得することです。

Web サービス API には、一連のオブジェクト (Web Service Definition Language (WSDL) タイプの定義) と、ワーク
フローの取得、実行、状態の更新、出力パラメータ値の取得を行う一連のメソッド (Web サービスのオペレーション) が
あります。また、Web サービス API により、プラグインから取得したオブジェクト間の関係に基づいてツリー ビューア
を実装することもできます。この API には、複雑なオブジェクト タイプはほとんどなく、オペレーションも比較的少数です。

注意   Java や .Net など、お使いの開発フレームワークで Web サービス API の理解を深めると、Orchestrator で Web
サービスがどのように実装されるかがわかりやすくなります。

この章では次のトピックについて説明します。

n Web サービス クライアント アプリケーションの作成 (P. 161)

n Web サービス API オブジェクト (P. 176)

n Web サービス API オペレーション (P. 181)

Web サービス クライアント アプリケーションの作成
Orchestrator Web サービス API を使用するほとんどのアプリケーションには、共通の構造があります。Orchestrator Web
サービス クライアント アプリケーションを作成するには、一連の標準タスクを実行します。

Orchestrator Web サービス クライアント アプリケーションの作成プロセス
Web サービス クライアント アプリケーションの作成は、一連の広範なステージに従って行います。

図 7-1 に、標準的な Orchestrator Web サービス クライアント アプリケーションの作成方法を示します。
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図 7-1.  Orchestrator Web サービス アプリケーションの作成プロセス

VSOWebControl オブジェクトを作

成して Web サービスに接続

HTTP

(オプション) echoWorkflow を使用して
サーバへの接続を確認    

(オプション) getAllPlugins を使用してプ
ラグインを確認

必要に応じて、ワークフローを実行するオブジェクトを検索

find を使用して、特定の検索条件に一
致する特定タイプのオブジェクトを検索

hasChildrenInRelation と findRelation を
使用して特定の関係タイプの子を検索

findForId を使用して特定 ID 番号のオ
ブジェクトを検索

ワークフローを検索

getAllWorkflows を使用してすべてのワ
ークフローを表示

getWorkflowsForId を使用し、一意の 

ID に基づいてワークフローを検索

getWorkflowsWithName を使用して特
定の名前のワークフローを検索

(オプション) hasRightsを使用して、現在
のユーザーにワークフローの読み取り、

実行、編集権限があるかどうかを確認   

HTTPS

ワークフローの inParameters を定義

executeWorkflow を使用してワークフ
ローを実行し、WorkflowToken を作成

WorkflowToken の実行中に別のアクションを実行

answerWorkflowInput を使
用して実行時入力を提供

cancelWorkflow を使用して

ワークフローをキャンセル   
sendCustomEvent を使用し
てカスタム イベントを送信

WorkflowToken が完了したら、
getWorkflowTokenResult を使用して
結果を確認

ワークフローの結果を表示、処理、また
は操作

getWorkFlowTokenStatus 
を使用してワークフローの
ステータスを確認

getWorkFlowTokenForId 
を使用して他の 

WorkflowToken オブジェ
クトを検索

図に示される広範な開発ステージに従い、要件の大半を満たす Orchestrator Web サービス クライアント アプリケーショ
ンを作成してください。
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Web サービス エンドポイント
Web サービス エンドポイントは、Web サービス クライアントを Orchestrator Server に接続するときのポートです。

次の URL で Orchestrator Web サービスのエンドポイントに接続します。<<Orchestrator Server>> は、Orchestrator
Server が稼働しているホストの IP アドレスです。

http://<Orchestrator Server>:8280/vmware-vmo-webcontrol/webservice

Web サービスは、Orchestrator Server の 8280 または 8281 ポートで、HTTP または HTTPS に従って実行されます。Web
サービス API にアクセスするには、Orchestrator Server で有効なユーザー名とパスワードが必要です。サービスへのア
クセスはすべて個別に認証されるため、セキュア HTTPS 接続が必ず必要というわけではありません。ただし、Web サー
ビスではパスワードがネットワーク上に暗号化されずに送信されるため、アプリケーションでのセキュリティが重要な場

合にはセキュア HTTPS 接続を使用してください。

注意   HTTPS によって暗号化されたネットワークは、ポート 8281 で Web サービス エンドポイントにアクセスします。
ご使用のネットワークでは、ポート番号がデフォルトの 8280 または 8281 と異なる場合があります。

Orchestrator Web サービス スタブの生成
Orchestrator WSDL 記述ファイルから Web サービス オブジェクトを生成して、Web サービス アプリケーションのク
ライアント スタブとサーバ スタブを作成します。

Orchestrator は、次の場所で WSDL 記述ファイルを発行します。

http://<Orchestrator_server>:8280/vmware-vmo-webcontrol/webservice?WSDL

Web サービスのクライアント スタブとサーバ スタブは、Java または .Net コード生成プログラムを使用して生成します。
Orchestrator Web サービスは、すべての WSDL 1.1 パーサーをサポートしています。Web サービスを生成すると、次
のオブジェクトが作成されます。

VSOWebControl Web サービスは、すべての Orchestrator Web サービス オペレーションへのアクセ
スで使用する、VSOWebControl という名前の WSDL ポート タイプを定義します。

WebServiceStub Web サービスは、アプリケーションが Web サービスを開始するために使用するクラ
イアント側とサーバ側のスタブを定義します。

VSOWebControlProxy Web サービスにより、プロキシ経由で Orchestrator Web サービス オペレーション
にアクセスできます。

VSOWebControlService VSOWebControlService サービスは、リモート プロシージャ コール (RPC) Service
の実装です。

VSOWebControlServiceL
ocator

VSOWebControlServiceLocator サービスは、VSOWebControlService を拡張
して次の処理を実行します。

n getwebserviceAddress により、Web サービスのエンドポイント URL を取
得する。

n getwebservice により、Web サービス アプリケーションのクライアント側ス
タブを取得し、適切なエンドポイント URL を指定して VSOWebControl ポート
タイプ オブジェクトのインスタンスを作成する。
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Web サービス クライアントの作成
Orchestrator Web サービス API を使用して Web サービス クライアントを作成し、Orchestrator Server に接続できます。
Web サービス接続により、Orchestrator Server のワークフローにアクセスし、それらのワークフローでオペレーショ
ンを実行できます。

開始する前に

コード生成プログラムを使用して、Orchestrator WSDL 定義から Web サービスのクライアント スタブとサーバ スタブ
を生成しておく必要があります。

手順

1 Orchestrator Web サービスへの接続 (P. 165)

Web サービス アプリケーションは、HTTP または HTTPS プロトコルのいずれかを使用して、SOAP (Simple Object
Access Protocol) バインドにより Orchestrator Server との接続を確立します。

2 Orchestrator Server でのオブジェクトの検索 (P. 165)

ワークフローで何か実用的なタスクを実行するには、ワークフローを実行するオブジェクトを見つける必要があり

ます。Orchestrator Web サービス API には、VMware Infrastracture インベントリにあるすべてのタイプのオブ
ジェクトを検索する関数が用意されています。

3 find オペレーションを使用したオブジェクトの検索 (P. 166)

find オペレーションを使用して、query パラメータで設定する特定の検索条件に一致するタイプのオブジェクト
を検索できます。

4 findForId オペレーションを使用したオブジェクトの検索 (P. 167)

特定のオブジェクトの一意の ID がわかる場合は、findForId オペレーションを使用してオブジェクトを検索でき
ます。

5 findRelation オペレーションを使用したオブジェクトの検索 (P. 168)

findRelation オペレーションを使用して、特定のオブジェクトの子を見つけることができます。

6 Orchestrator Server でのワークフローの検索 (P. 170)

対話操作するオブジェクトが見つかったら、その対話操作を実行するワークフローを検索する必要があります。

7 getAllWorkflows オペレーションを使用したワークフローの検索 (P. 170)

getAllWorkflows オペレーションでは、ユーザーがアクセス可能なすべてのワークフローを Workflow オブ
ジェクトの配列として一覧表示します。

8 getWorkflowsWithName オペレーションを使用したワークフローの検索 (P. 170)

Orchestrator Client で定義されている特定ワークフローの名前がわかる場合、Web サービス アプリケーションでは、
その名前または名前の一部を使用してこのワークフローを取得できます。

9 getWorkflowForID オペレーションを使用したワークフローの検索 (P. 171)

特定のワークフローの ID が分かっている場合、Web サービス アプリケーションでは、getWorkflowForID オ
ペレーションを使用してこのワークフローを取得できます。

10 Web サービス クライアントからのワークフローの実行 (P. 171)

Web サービス クライアントの主な目的は、ネットワーク経由でワークフローを実行することです。

11 実行中のワークフローとの対話 (P. 173)

ワークフローの開始後、Web サービス クライアントは、ワークフローが実行されている間に生じるイベントに対
する応答として、さまざまなアクションを実行できます。

12 ワークフロー結果の取得 (P. 175)

ワークフローの実行が完了したら、getWorkflowTokenResult( ) オペレーションを呼び出すことにより結果
を取得できます。
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Orchestrator Web サービスへの接続

Web サービス アプリケーションは、HTTP または HTTPS プロトコルのいずれかを使用して、SOAP (Simple Object
Access Protocol) バインドにより Orchestrator Server との接続を確立します。

開始する前に

Orchestrator WSDL 定義から、Orchestrator Web サービスのクライアント スタブとサーバ スタブを生成しておく必要
があります。また、VSOWebControl インターフェイスを実装する Web サービス クライアント アプリケーション クラ
スを作成する必要があります。

手順

1 Web サービス クライアント アプリケーション クラスで、Web サービス エンドポイントに接続する VSOWebControl
インスタンスを作成します。

HTTP を使用して非セキュアな接続を作成するか、HTTPS を使用してセキュアな接続を作成することができます。
デフォルトの HTTP ポートは 8280 で、デフォルトの HTTPS ポートは 8281 です。URL もデフォルト値です。

n 次の例は、Web サービスへの HTTP 接続の作成方法を示しています。

String urlprefix = "http://10.0.0.1:8280" ;
URL url = new URL(urlprefix + "/vmware-vmo-webcontrol/webservice");
vsoWebControl = new VSOWebControlServiceLocator().getwebservice(url);

n 次の例は、Web サービスへの HTTPS 接続の作成方法を示しています。

String urlprefix = "https://10.0.0.1:8281" ;
URL url = new URL(urlprefix + "/vmware-vmo-webcontrol/webservice");
vsoWebControl = new VSOWebControlServiceLocator().getwebservice(url);

2 echo オペレーションを呼び出すことにより、サーバ接続を確認します。

次の例は、echo オペレーションの呼び出し方法を示しています。

vsoWebControl.echo(string);

この echo オペレーションの呼び出しでは、引数として指定した文字列オブジェクトが返されます。

3 (オプション) getAllPlugins オペレーションを呼び出すことにより、Orchestrator Server で実行しているプラ
グインを確認します。

次の例は、getAllPlugins オペレーションの呼び出し方法を示しています。

ModuleInfo[] modules = vsoWebControl.getAllPlugins(username, password); 

この getAllPlugins オペレーションの呼び出しでは、ModuleInfo オブジェクトの配列が返されます。各配列に
は、Orchestrator Server で実行されているプラグインの名前およびバージョン情報が含まれています。

これで、Orchestrator Web サービスへの接続を作成し、接続を検証し、Orchestrator Server にプラグインするテクノ
ロジを設定しました。

次に進む前に

Web サービス接続を介して、Orchestrator Server のオブジェクトを検索します。

Orchestrator Server でのオブジェクトの検索

ワークフローで何か実用的なタスクを実行するには、ワークフローを実行するオブジェクトを見つける必要があります。

Orchestrator Web サービス API には、VMware Infrastracture インベントリにあるすべてのタイプのオブジェクトを
検索する関数が用意されています。

ワークフローは通常、vCenter Server のオブジェクトで実行されます。またワークフローは、プラグイン経由でアクセ
スすることにより、vCenter Server の外部のオブジェクトで実行することもできます。
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オブジェクトを検索するために Web サービス API で定義されているオペレーションは、次のとおりです。

n find

n findForId

n findRelation

n hasChildrenInRelation

オブジェクトを検索するすべてのオペレーションでは、個別に、配列として、または QueryResult オブジェクトに組み
込んで、FinderResult オブジェクトを返します。

find オペレーションを使用したオブジェクトの検索

find オペレーションを使用して、query パラメータで設定する特定の検索条件に一致するタイプのオブジェクトを検索
できます。

オブジェクトにアクセスするときに使用するプラグインの vso.xml ファイルでは、query パラメータの構文を定義して
います。

開始する前に

Web サービス クライアント アプリケーション クラスで、Orchestrator Web サービス エンドポイントへの接続を作成
しておく必要があります。

手順

1 オブジェクトで find オペレーションを呼び出すことにより、QueryResult オブジェクトを作成します。

次のコード例は、vCenter Server 4.0 プラグインから特定のユーザーがアクセス可能な仮想マシンの数を調べるた
めに、アプリケーションで find オペレーションを呼び出す方法を示しています。

QueryResult queryResult = vsoWebControl.find("VC:VirtualMachine", null, 
                    <<username>>, <<password>>);
            if (queryResult != null) {
                System.out.println("Found " + queryResult.getTotalCount() + 
                    " objs.");
                FinderResult[] elts = queryResult.getElements();
                finderResult = elts[0];
                displayFinderResult(finderResult);
            }
            else {
                System.out.println("Found nothing");
            }

vCenter Server 4.0 プラグインによって定義されるクエリ構文に従い、query パラメータを null に設定すると、
最初のパラメータによって指定されたタイプのすべてのオブジェクトのリストが返されます。前述のコード例では、

次のタスクを実行します。

n ライブラリにあるすべての VC:VirtualMachine オブジェクトのリストを取得する。

n QueryResult オブジェクトの getTotalCount オペレーションを呼び出して、検出された
VC:VirtualMachine オブジェクトの合計数を取得し、値を出力する。
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n QueryResult オブジェクトの getElements オペレーションを呼び出し、FinderResult オブジェクトの
配列として、検出されたオブジェクトの詳細を取得する。

n FinderResult オブジェクトの配列を、その情報を抽出する内部メソッド displayFinderResult に渡す。

2 FinderResult オブジェクトから結果を抽出します。

find オペレーションによって返される FinderResult オブジェクトに含まれる結果を表示、解釈、または処理す
るには、それらの結果を Web サービス アプリケーションに送信する必要があります。

次の例は、FinderResult オブジェクトに返された結果を抽出する方法を示しています。

public static void displayFinderResult(FinderResult finderResult) {
  if (finderResult != null) {
    System.out.println("Finder result is of type '" 
      + finderResult.getType() 
      + "', id '" + finderResult.getId() 
      + "' and uri '" 
      + finderResult.getDunesUri() + "'");
    System.out.println("And has properties :");
    Property[] props = finderResult.getProperties();
    if (props != null) {
      for (int ii = 0; ii < props.length; ii++) {
          System.out.println("\t" + props[ii].getName() + "=" 
            + props[ii].getValue());
      }
    }
  }

この例では、内部メソッド displayFinderResult を定義しています。このメソッドは、FinderResult オブ
ジェクトを受け取り、そのタイプ、ID、場所を示す URI、およびそのプロパティを取得して表示します。たとえば、URI
を使用してワークフローを呼び出すことができます。getType、getId、getProperties、および getDunesUri
メソッドは、FinderResult オブジェクトによって定義されます。

これで、Web サービス クライアントがアクセスしてワークフローを実行できる、Orchestrator Server のオブジェクト
が検出されました。

次に進む前に

クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーションを実装して、Orchestrator Server でワークフローを検
索します。

findForId オペレーションを使用したオブジェクトの検索

特定のオブジェクトの一意の ID がわかる場合は、findForId オペレーションを使用してオブジェクトを検索できます。

findForId を使用するには、特定のタイプのオブジェクトをその ID と照合します。

開始する前に

Web サービス クライアント アプリケーション クラスで、Orchestrator Web サービス エンドポイントへの接続を作成
しておく必要があります。
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手順

1 オブジェクトで findForId オペレーションを呼び出すことにより、FinderResult オブジェクトを作成します。

finderResult = vsoWebControl.findForId("VC:VirtualMachine", "vcenter/vm-xx", 
username, password);

前述の例では、vcenter/vm-xx は、findForID オペレーションで検出する仮想マシン オブジェクトの ID です。

findForID オペレーションでは、find の場合のように FinderResult オブジェクトの配列を作成するのではなく、
FinderResult インスタンスを直接返します。一意の ID によるオブジェクトの検索では、オブジェクトが必ず 1
つだけ返されます。

2 FinderResult オブジェクトから結果を抽出します。

find オペレーションによって返される FinderResult オブジェクトに含まれる結果を表示、解釈、または処理す
るには、それらの結果を Web サービス アプリケーションに送信する必要があります。

次の例は、FinderResult オブジェクトに返された結果を抽出する方法を示しています。

public static void displayFinderResult(FinderResult finderResult) {
  if (finderResult != null) {
    System.out.println("Finder result is of type '" 
      + finderResult.getType() 
      + "', id '" + finderResult.getId() 
      + "' and uri '" 
      + finderResult.getDunesUri() + "'");
    System.out.println("And has properties :");
    Property[] props = finderResult.getProperties();
    if (props != null) {
      for (int ii = 0; ii < props.length; ii++) {
          System.out.println("\t" + props[ii].getName() + "=" 
            + props[ii].getValue());
      }
    }
  }

この例では、内部メソッド displayFinderResult を定義しています。このメソッドは、FinderResult オブ
ジェクトを受け取り、そのタイプ、ID、場所を示す URI、およびそのプロパティを取得して表示します。たとえば、URI
を使用してワークフローを呼び出すことができます。getType、getId、getProperties、および getDunesUri
メソッドは、FinderResult オブジェクトによって定義されます。

これで、Web サービス クライアントがアクセスしてワークフローを実行できる、Orchestrator Server のオブジェクト
が検出されました。

次に進む前に

クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーションを実装して、Orchestrator Server でワークフローを検
索します。

findRelation オペレーションを使用したオブジェクトの検索

findRelation オペレーションを使用して、特定のオブジェクトの子を見つけることができます。

findRelation オペレーションでは、特定のオブジェクトの子に対応する FinderResult オブジェクトの配列を返します。

開始する前に

Web サービス クライアント アプリケーション クラスで、Orchestrator Web サービス エンドポイントへの接続を作成
しておく必要があります。

開発者ガイド

168  VMware, Inc.



手順

1 オブジェクトで findRelation オペレーションを呼び出すことにより、FinderResult オブジェクトの配列を作
成します。

FinderResult[] results = vsoWebControl.findRelation("VC:ComputeResource", 
    "vcenter/domain-s114", "getResourcePool()", "username", "password");

上の例では、次の条件に一致する FinderResult オブジェクトの配列が返されます。

n 親要素のタイプが VC:ComputeResource である。

n 親要素の ID が vchost/domain-s114 である。

n 返される子と親の関係は、Orchestrator vCenter Server 4 プラグインによって定義される getResourcePool
関係である。

2 FinderResult オブジェクトから結果を抽出します。

find オペレーションによって返される FinderResult オブジェクトに含まれる結果を表示、解釈、または処理す
るには、それらの結果を Web サービス アプリケーションに送信する必要があります。

次の例は、FinderResult オブジェクトに返された結果を抽出する方法を示しています。

public static void displayFinderResult(FinderResult finderResult) {
  if (finderResult != null) {
    System.out.println("Finder result is of type '" 
      + finderResult.getType() 
      + "', id '" + finderResult.getId() 
      + "' and uri '" 
      + finderResult.getDunesUri() + "'");
    System.out.println("And has properties :");
    Property[] props = finderResult.getProperties();
    if (props != null) {
      for (int ii = 0; ii < props.length; ii++) {
          System.out.println("\t" + props[ii].getName() + "=" 
            + props[ii].getValue());
      }
    }
  }

この例では、内部メソッド displayFinderResult を定義しています。このメソッドは、FinderResult オブ
ジェクトを受け取り、そのタイプ、ID、場所を示す URI、およびそのプロパティを取得して表示します。たとえば、URI
を使用してワークフローを呼び出すことができます。getType、getId、getProperties、および getDunesUri
メソッドは、FinderResult オブジェクトによって定義されます。

これで、Web サービス クライアントがアクセスしてワークフローを実行できる、Orchestrator Server のオブジェクト
が検出されました。

次に進む前に

クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーションを実装して、Orchestrator Server でワークフローを検
索します。
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Orchestrator Server でのワークフローの検索

対話操作するオブジェクトが見つかったら、その対話操作を実行するワークフローを検索する必要があります。

Orchestrator Web サービス API には、所定の環境で実行されているすべてのワークフローを検索したり、特定の名前の
ワークフローを検索したり、特定の ID のワークフローを検索したりするための、次のようなオペレーションが組み込ま
れています。

n getAllWorkflows

n getWorkflowsWithName

n getWorkflowForID

getAllWorkflows オペレーションを使用したワークフローの検索

getAllWorkflows オペレーションでは、ユーザーがアクセス可能なすべてのワークフローを Workflow オブジェクト
の配列として一覧表示します。

getAllWorkflows オペレーションでは、ワークフローに関するすべての情報を含んだ Workflow オブジェクトが返さ
れるため、ワークフローの名前、ID、説明、パラメータ、および属性などのワークフローに関するすべての情報を必要と
するアプリケーションの場合に役立ちます。

開始する前に

Orchestrator Server でオブジェクトを検索するには、クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーション
を実装しておく必要があります。

手順

u getAllWorkflows オペレーションを呼び出すことにより、Workflow オブジェクトの配列を作成します。

Workflow[] workflows = vsoWebControl.getAllWorkflows(username, password);

前述のコード例では、getAllWorkflows を呼び出して、Web サービス クライアントが実行可能な Workflow オ
ブジェクトの配列を取得します。

これで、Web サービス クライアントがオブジェクトで実行できる Orchestrator Server のワークフローを検出しました。

次に進む前に

Web サービス クライアントにオペレーションを実装して、検索したワークフローを実行します。

getWorkflowsWithName オペレーションを使用したワークフローの検索

Orchestrator Client で定義されている特定ワークフローの名前がわかる場合、Web サービス アプリケーションでは、
その名前または名前の一部を使用してこのワークフローを取得できます。

getWorkflowsWithName オペレーションではワークフローの配列が返されるため、ワイルドカードを使用することに
より、その配列を使用して数個のワークフローを照合できます。

開始する前に

Orchestrator Server でオブジェクトを検索するには、クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーション
を実装しておく必要があります。
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手順

u getWorkflowsWithName オペレーションを呼び出すことにより、Workflow オブジェクトの配列を作成します。

Workflow[] workflows = 
       vsoWebControl.getWorkflowsWithName("Simple user interaction", 
              username, password);

前述のコード例では、getWorkflowsWithName オペレーションを呼び出して、名前または名前の一部が Simple
user interaction と一致するワークフローをすべて取得します。

これで、Web サービス クライアントがオブジェクトで実行できる Orchestrator Server のワークフローを検出しました。

次に進む前に

Web サービス クライアントにオペレーションを実装して、検索したワークフローを実行します。

getWorkflowForID オペレーションを使用したワークフローの検索

特定のワークフローの ID が分かっている場合、Web サービス アプリケーションでは、getWorkflowForID オペレー
ションを使用してこのワークフローを取得できます。

すべてのワークフロー ID は一意であるため、getWorkflowForID オペレーションでは、Workflow インスタンスが 1
つだけ返されます。

開始する前に

Orchestrator Server でオブジェクトを検索するには、クライアント アプリケーションに Web サービス オペレーション
を実装しておく必要があります。

手順

u getWorkflowForID オペレーションを呼び出すことにより、Workflow オブジェクトを作成します。

String workflowId = 
"1880808080808080808080808080808087808080011713796199469943be4c882";
Workflow workflow = vsoWebControl.getWorkflowForID(workflowId, username, password);

これで、Web サービス クライアントがオブジェクトで実行できる Orchestrator Server のワークフローを検出しました。

次に進む前に

Web サービス クライアントにオペレーションを実装して、検索したワークフローを実行します。

Web サービス クライアントからのワークフローの実行

Web サービス クライアントの主な目的は、ネットワーク経由でワークフローを実行することです。

開始する前に

Orchestrator Server でワークフローを検索するには、クライアントに Web サービス オペレーションを実装しておく必
要があります。
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手順

1 (オプション) hasRights オペレーションを呼び出すことにより、ワークフローのユーザー権限を確認します。

hasRights オペレーションを使用して、特定のワークフローを読み取り、実行、または編集する権限がユーザーに
あるかどうかを検証できます。この操作は必須ではありませんが、ワークフローを実行する前にユーザー権限を確認

することにより、例外の発生を防止できます。

String workflowId = 
"1880808080808080808080808080808087808080011713796199469943be4c882";
Boolean rights = vsoWebControl.hasRights(workflowId, username, password, 'x');

前述のコード例では、hasRights オペレーションを呼び出し、workflowId によって識別されるワークフローを
実行する権限をユーザーが持っているかどうかを調べます。

そのワークフローを実行する権限をユーザーが持っている場合、hasRights は true を返します。権限を持ってい
ない場合、hasRights は false を返します。

2 WorkflowTokenAttribute オブジェクトでワークフロー属性を設定します。

Web サービス クライアントは WorkflowTokenAttributes 配列を WorkflowToken オブジェクトに渡し、そ
のオブジェクトでワークフローが実行されます。

WorkflowTokenAttribute[] attributes = new WorkflowTokenAttribute[1];
WorkflowTokenAttribute attribute = new WorkflowTokenAttribute();
attribute.setName("vm");
attribute.setType(finderResult.getType());
attribute.setValue(finderResult.getDunesUri());
attributes[0] = attribute;

前述の例では、WorkflowTokenAttribute オブジェクトを作成して、次の情報をそのオブジェクトに取り込みます。

n 属性の名前。この場合は vm。

n コードの別の場所で定義される FinderResult オブジェクトで検出された属性のタイプ。

n 属性値。この場合は dunesUri 文字列で、その値がプラグインからアクセスするオブジェクトを指定すること
を意味します。

3 executeWorkflow オペレーションを呼び出すことにより、ワークフローを実行します。

ワークフローを実行するには、ワークフロー属性を WorkflowTokenAttribute 配列の形で executeWorkflow
オペレーションに渡します。

ワークフローを実行すると WorkflowToken オブジェクトが作成されます。このオブジェクトは、ワークフローが
開始時に受け取る特定の入力パラメータを指定して実行される、ワークフローのインスタンスを表します。

WorkflowToken token = vsoWebControl.executeWorkflow(workflowId, username, 
password, attributes);

前述の例において、attributes プロパティは、手順 2 で作成された WorkflowTokenAttribute オブジェクト
の配列です。

場合によっては、ワークフローの実行中に入力パラメータが必要になることもあります。このような場合は、ワーク

フローの実行中にユーザー インタラクションによって属性を入力できます。実行中のワークフローに属性を渡すには、
answerWorkflowInput オペレーションを使用します。

これで、ユーザー権限を確認し、ワークフローに属性を渡し、ワークフローを実行するオペレーションを Web サービス
クライアントに実装しました。

次に進む前に

Web サービス クライアントにオペレーションを実装して、実行中のワークフローを対話操作します。
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実行中のワークフローとの対話

ワークフローの開始後、Web サービス クライアントは、ワークフローが実行されている間に生じるイベントに対する応
答として、さまざまなアクションを実行できます。

開始する前に

Orchestrator Server でワークフローを実行するには、Web サービス クライアントにオペレーションを実装しておく必
要があります。

手順

1 getWorkflowTokenForId オペレーションを呼び出すことにより、実行中のワークフローを検索します。

getWorkflowTokenForId を呼び出すことにより、その特定のワークフロー トークンに関する情報すべてを含んだ
WorkflowToken オブジェクトを取得します。

WorkflowToken onemoretoken = vsoWebControl.getWorkflowTokenForId(workflowTokenId, 
username, password);
AllActiveWorkflowTokens[n] = onemoretoken;

前述のコード例では、オブジェクト ID に基づいて WorkflowToken オブジェクトを取得し、そのオブジェクトを、
実行中の WorkflowToken オブジェクトの配列内に設定します。

2 getWorkFlowTokenStatus オペレーションを呼び出すことにより、ワークフロー トークンのステータスを確認
します。

ワークフローを実行すると、アプリケーションのメイン イベント ループは通常、一定の間隔で集中的にワークフロー
のステータスを確認します。getWorkflowTokenStatus オペレーションでは、ステータスを取得するワークフロー
トークンの ID の配列が必要です。

String workflowId = workflows[0].getId(); 
WorkflowToken token = vsoWebControl.executeWorkflow(workflowId, username, 
password, null); 
String[] tokenIds = { token.getId() }; 
String tokenStatus = ""; 
while ("completed".equals(tokenStatus) == false 
      && "failed".equals(tokenStatus) == false 
      && "canceled".equals(tokenStatus) == false 
      && "waiting".equals(tokenStatus) == false) { Thread.sleep(1 * 1000);
// Wait 1s 
         String[] status = vsoWebControl.getWorkflowTokenStatus(tokenIds, username, 
password);
         tokenStatus = status[0]; 
         System.out.println("Workflow is still running...(" + tokenStatus + ")"); 
}

前述の例では、配列されたワークフロー トークンの ID を取得します。このコードでは、1 つのループで
getWorkflowTokenStatus を実行することにより、複数の WorkflowToken オブジェクトのステータスを一度
に確認します。

前述の例では、ステータスを 1 秒間隔で確認することにより、WorkflowToken オブジェクトのステータスに関す
る情報をアプリケーションで最新の状態に保ちます。たとえば、ワークフローが waiting 状態の場合、ワークフローは
answerWorkflowInput オペレーションからのランタイム入力を待っています。
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3 answerWorkflowInput オペレーションを呼び出すことにより、ユーザー インタラクションで入力を行います。

ワークフローが waiting 状態でユーザー入力を待っている場合は、アプリケーションのイベント ループでその入力
をいつでも指定できます。通常どおり WorkflowTokenAttribute 配列を作成し、その後 answerWorkflowInput
オペレーションを使用して、それらの配列を実行中のワークフローに入力することができます。次のコード例は、手順 2
の続きです。

 if ("waiting".equals(tokenStatus) == true) {
                System.out.println("Answering user interaction");
                WorkflowTokenAttribute[] attributes = new WorkflowTokenAttribute[2];
                WorkflowTokenAttribute attribute = null;
                attribute = new WorkflowTokenAttribute();
                attribute.setName("param1");
                attribute.setType("string");
                attribute.setValue("answer1");
                attributes[0] = attribute;
                attribute = new WorkflowTokenAttribute();
                attribute.setName("param2");
                attribute.setType("number");
                attribute.setValue("123");
                attributes[1] = attribute;
                vsoWebControl.answerWorkflowInput(token.getId(), attributes, 
username, 
password);
            }

前述のコード例でワークフローが waiting 状態の場合、アプリケーションは 2 つの WorkFlowTokenAttribute
オブジェクトを作成します。それらのオブジェクトは、さまざまな WorkFlowTokenAttribute オペレーション
を呼び出して属性値を取得します。次にこのプロセスでは、これらの WorkFlowTokenAttribute オブジェクトを
WorkflowTokenAttribute 配列に追加します。

4 cancelWorkflow オペレーションを呼び出すことにより、ワークフローをキャンセルします。

ワークフローは、cancelWorkflow オペレーションを使用していつでもキャンセルできます。

vsoWebControl.cancelWorkflow(workflowTokenId, username, password);

5 ワークフローが正常にキャンセルされたことを確認します。

cancelWorkflow オペレーションでは何も返されないため、次のコード例に示すように、WorkflowToken のス
テータスを調べて、ワークフローが正常にキャンセルされたことを確認する必要があります。

String[] status = vsoWebControl.getWorkflowTokenStatus(tokenIds, username, 
password);
if ("canceled".equals(status) == true) {
   System.out.println("Workflow canceled");
}

Web サービス クライアントは、ステータスを調べて、ユーザー インタラクションからの入力パラメータを入力し、ワー
クフローをキャンセルすることによって、ワークフローと対話します。

次に進む前に

Web サービス クライアントにオペレーションを実装して、ワークフローの結果を抽出します。
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ワークフロー結果の取得

ワークフローの実行が完了したら、getWorkflowTokenResult( ) オペレーションを呼び出すことにより結果を取得
できます。

開始する前に

Orchestrator Server でワークフローを開始する方法を Web サービス クライアントに実装しておく必要があります。

手順

1 getWorkflowTokenResult( ) オペレーションを呼び出すことにより、実行中のワークフローの結果を取得します。

getWorkflowTokenResult( ) オペレーションでは、属性の配列として結果を保存します。

 WorkflowTokenAttribute[] retAttributes = 
                  vsoWebControl.getWorkflowTokenResult(token.getId(), 
                           username, password);

前述のコード例では、特定の ID を持つワークフロー トークンの結果を取得します。

2 (オプション) WorkflowTokenAttribute.getValue() オペレーションを呼び出すことにより、ワークフローの
結果を確認します。

WorkflowTokenAttribute resultCode = result[0];
WorkflowTokenAttribute resultMessage = result[1];
System.out.println("Workflow output code ... (" + resultCode.getValue() + ")");
System.out.println("Workflow output message... (" + resultMessage.getValue() + ")");

3 他のアプリケーションで表示または使用するため、ワークフロー トークンの結果属性を発信します。

for (int ii = 0; ii < retAttributes.length; ii++) {
          System.out.println("\tName:'" + retAttributes[ii].getName() 
+ "' - Type:'" + retAttributes[ii].getType() 
+ "' - Value:'" + retAttributes[ii].getValue()
}

前述のコード例では、ワークフロー トークンの結果属性の名前、タイプ、および値を出力します。

これで、Orchestrator でのオブジェクトの検索、それらのオブジェクトでのワークフローの実行、実行中のワークフロー
との対話、およびそれら実行中のワークフローの結果の抽出を行う Web サービス クライアントを定義しました。

Web サービスでのタイム ゾーンとワークフローの実行
異なるタイム ゾーンで実行されているアプリケーションから Orchestrator Server に実行要求が送られる場合に、Web
サービスからワークフローを実行すると、誤ったタイムスタンプが記録される可能性があります。

ワークフローが日付と時刻を入力パラメータとして受け取り、実行されるときに日付と時刻を出力として生成する場合、

およびこのワークフローが Web サービス アプリケーションから実行される場合、入力パラメータとして送信される日付
と時刻は、その Web サービス アプリケーションが実行されているシステムの日時になります。一方、ワークフローが出
力として送信する日付と時刻は、Orchestrator Server が稼働しているシステムの日付と時刻です。よって、Web サービス
アプリケーションが Orchestrator Server と異なるタイム ゾーンで実行されている場合、ワークフローが返す時刻は、Web
サービス アプリケーションが executeWorkflow または getWorkflowTokenResult を呼び出したときに入力として
送信される時刻と一致しません。
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この問題を回避するため、Web サービス アプリケーションで日付を比較する関数を作成できます。日付と時刻は、タイム
ゾーン情報を考慮に入れてシリアル化する必要があります。次の Java コード例は、Orchestrator が返す文字列を Date
オブジェクトに変換する方法を示しています。

public Date dateFromString(String value){
  java.text.DateFormat s_dateFormat = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmssZ");
  Date date = null;
  if (value != null && value.length() > 0) {
    try {
      date = s_dateFormat.parse(value);
    } catch (ParseException e) {
      System.err.println("Converting String to Date : ERROR");
      date = null ;
    }
  }
  return date;
}

Web サービス アプリケーションの例
Orchestrator には、Orchestrator に Web アクセスを提供する Web サービス クライアント アプリケーションの実例が
用意されています。

Orchestrator のアプリケーション例の ZIP ファイルは、VMware vCenter Orchestrator 4.0 のドキュメント ダウンロード
ページからダウンロードできます。ドキュメント ダウンロード ページの見つけ方に関する情報は、「サンプル アプリケー
ション (P. 5)」を参照してください。

Web サービス API オブジェクト
Orchestrator Web サービス API には、WSDL の複合型として機能する一連のオブジェクトと、WSDL オペレーション
として機能する一連のメソッドが用意されています。

FinderResult オブジェクト
FinderResult は、Orchestrator が直接、またはプラグインを介して検索する、Orchestrator インベントリのオブジェ
クトを表します。たとえば、FinderResult オブジェクトが vCenter Server の仮想マシンを表す場合があります。

FinderResult オブジェクトは、Orchestrator の vso.xml ファイルにプラグインが登録する任意のオブジェクトを表
します。FinderResult オブジェクトは、find* オペレーションのいずれかを呼び出して検索する、すべてのインス
トール済みプラグインの項目を表します。返される項目は、仮想マシン オブジェクト、ESX オブジェクト、インフラスト
ラクチャ基準、または Orchestrator ワークフロー トークンなどです。ほとんどのワークフローは、Orchestrator のオ
ブジェクトで実行されるため、FinderResult インスタンスが入力パラメータとして必要です。

FinderResult をワークフロー属性として直接設定することはできません。代わりに、タイプおよび dunesUri を
FinderResult オブジェクトから受け取る WorkflowTokenAttribute をワークフローで設定する必要があります。

find オペレーションでは、vso.xml ファイルで定義されたクエリ条件に従ってオブジェクトを検索します。
FinderResult オブジェクトを直接返さず、代わりに QueryResult オブジェクトを返します。QueryResult オブ
ジェクトには、FinderResult オブジェクトの配列が含まれています。
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検索するオブジェクトは、次の例に示すように、findForId オペレーションと findRelation オペレーションを使用して
ID または関係に基づいて識別することも可能です。

public FinderResult findForId(String type, String id, String username, String password);
public FinderResult[] findRelation(String parentType, String parentId, String 
relation, String username, String password);

注意   FinderResult は、Orchestrator のスクリプト可能なオブジェクトではありません。

次の表に、FinderResult オブジェクトのプロパティを示します。

タイプ 値 説明

文字列 type 検出されたオブジェクトのタイプ

文字列 id 検出されたオブジェクトの ID

プロパティ

の配列

properties 検出されたオブジェクトのプロパティの一覧

properties 値の形式は、FinderResult の説明にある、各プラグインの vso.xml ファイ
ルで定義します。

文字列 dunesUri オブジェクトの文字列表示

FinderResult オブジェクトにプラグインを介してアクセスしている場合、別のタイプの文字列
または ID ではなく、dunesUri 文字列によってそのオブジェクトを識別します。dunesUri の形
式は次のとおりです。

dunes://service.dunes.ch/CustomSDKObject?id='<object_ID>'
&dunesName='<<plug-in_name>>:<<object_type>>'

ModuleInfo オブジェクト
ModuleInfo は、各プラグインの名前、バージョン、説明、および名前属性を格納します。Web サービス アプリケー
ションは、これらの属性を使用して、特定のモジュールまたはモジュール バージョンの有無に基づいてその動作を変更で
きます。

次の例に示すように、getAllPlugins オペレーションは、ModuleInfo オブジェクトの配列を返して、ユーザーがア
クセスできるすべてのプラグインを一覧表示します。

public ModuleInfo[] getAllPlugins(username, password);

次の表は、ModuleInfo オブジェクトのプロパティを示しています。

タイプ 値 説明

文字列 moduleName プラグインの名前

文字列 moduleVersion プラグインのバージョン

文字列 moduleDescription プラグインの説明

文字列 moduleDisplayName Orchestrator で表示されるプラグインの名前

Property オブジェクト
Property オブジェクトは、Orchestrator インベントリの項目のプロパティを示すキーと値のペアを表します。

次の例で示すように、FinderResult オブジェクトで getProperties オペレーションを呼び出すことにより、
Property オブジェクトを取得できます。

Property[] props = finderResult.getProperties();

この例のメソッド呼び出しは、FinderResult オブジェクトの properties 属性のコンテンツを返します。

次の表は、Property オブジェクトのプロパティを示しています。
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タイプ 値 説明

文字列 name プロパティ名

文字列 value プロパティ値

プロパティ値のフォーマットは、各プラグインによって、vso.xml ファイルの FinderResult の説明で定
義されます。

QueryResult オブジェクト
QueryResult オブジェクトは、find クエリの結果を表します。

QueryResult オブジェクトには、FinderResult オブジェクトの配列とカウンタが含まれています。QueryResult
オブジェクトは、次の例で示すように、find オペレーションによって返されます。

public QueryResult find(String type, String query, String username, 
String password);

次の表は、QueryResult オブジェクトのプロパティを示しています。

タイプ 値 説明

Long totalCount 検出されたオブジェクトの合計数

QueryResult オブジェクトには、FinderResult オブジェクトの配列が含まれて
います。関連するプラグインの vso.xml ファイルで、クエリが返す FinderResult
オブジェクトの数を設定します。Orchestrator が提供する標準プラグインによって返される
FinderResult オブジェクトの数には制限がありません。totalCount プロパティ
は、検出された FinderResult オブジェクトの合計数をレポートします。
totalCount の値がプラグインによって設定された数より大きい場合は、返された
FinderResults の配列には、クエリされたインベントリで見つかったオブジェクトの
一部が含まれていない場合があります。

FinderResult[] elements FinderResult オブジェクトの配列

Workflow オブジェクト
Workflow オブジェクトは、一連のタスク、決定、およびオペレーションを定義する Orchestrator ワークフローを表し
ます。

適切な権限を持つユーザーは、名前または ID に基づいて特定の Workflow オブジェクトを取得できます。あるいは、表
示権限を持つサーバ内のすべてのワークフローを取得できます。Orchestrator には、Workflow オブジェクトを取得す
るための次のオペレーションが用意されています。

public Workflow[] getWorkflowsWithName(String name, String username, String password);
public Workflow getWorkflowForId(String workflowId, String username, String password);
public Workflow[] getAllWorkflows(String username, String password);

次の表は、Workflow オブジェクトのプロパティを示しています。

タイプ 値 説明

文字列 id ワークフロー ID

id の文字列は、グローバル一意 ID 文字列です。Orchestrator によって作成
されるワークフローの ID は非常に長い文字列で構成されており、ネームス
ペースの衝突はほとんど発生しません。

文字列 name ワークフロー名。Orchestrator でワークフローの [Name] テキスト ボック
スに表示されます。

文字列 description ワークフローが実行する処理の詳細な説明
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タイプ 値 説明

WorkflowParameter[] inParameters inParameters 配列は、ワークフローの入力パラメータである
WorkflowParameter オブジェクトのセットです。ワークフローでは、
この入力パラメータを操作できます。また、タスクや他のワークフローの入力

パラメータとして直接使用できます。

任意の入力パラメータを設定して、必要な入力パラメータを作成できます。実

行時に必要なパラメータを省略すると、ワークフローでエラーが発生します。

WorkflowParameter[] outParameters outParameters 配列は、ワークフローを実行した結果得られる
WorkflowParameter オブジェクトのセットです。この配列によって、
ワークフローは、エラー、作成されたオブジェクトの名前、その他の情報を出

力パラメータとして送信できます。

任意の出力パラメータを設定して、必要な情報を作成できます。

WorkflowParameter[] attributes attributes 配列は、特定のワークフローの定数および事前設定の変数を
表す WorkflowParameter オブジェクトのセットです。attributes は、
ランタイム情報ではなく環境定数や環境変数を表すこと目的としたものである

ため、inParameters とは異なります。
注意   Web サービスを使用して、ワークフロー属性値を取得することはでき
ません。取得できるのは、出力パラメータ値のみです。

WorkflowParameter オブジェクト
WorkflowParameter オブジェクトは、入力、出力、属性など、ワークフローのパラメータを定義します。

ワークフロー開発者は、任意のパラメータを設定して、ワークフローが必要とする入力パラメータまたは出力パラメータ

を作成できます。パラメータのフォーマットは、すべてワークフローによって定義されます。

次の表は、WorkflowParameter オブジェクトのプロパティを示しています。

タイプ 値 説明

文字列 name パラメータ名

文字列 type パラメータのタイプ

WorkflowToken オブジェクト
WorkflowToken オブジェクトは、running、waiting、waiting-signal、canceled、completed、または
failed 状態であるワークフローの特定のインスタンスを表します。

次のメソッド シグニチャが示すように、ワークフローを開始するか、既存のワークフロー トークンをその ID に基づいて
取得することにより、WorkflowToken オブジェクトを取得します。

public WorkflowToken executeWorkflow(String workflowId, String username, String 
password, WorkflowTokenAttribute[] attributes);
public WorkflowToken getWorkflowTokenForId(String workflowTokenId, String username, 
String password);

次の表は、WorkflowToken オブジェクトのプロパティを示しています。

タイ

プ 値 説明

文字

列

id 完了したワークフローの特定のインスタンスの ID

文字

列

title 完了したワークフローの特定のインスタンスのタイトル

デフォルトでは、WorkflowToken タイトルは Workflow タイトルと同じです。ただし一部
のオペレーションでは、ワークフローを開始するときに異なる WorkflowToken タイトルを設
定できます。
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タイ

プ 値 説明

文字

列

workflowId WorkflowToken オブジェクトが実行中のインスタンスであるワークフローの ID

文字

列

currentItemName getWorkflowTokenForId が呼び出されたときに実行されているワークフロー内のステップ
の名前

文字

列

currentItemState ワークフローの現在のステップの状態。次の値があります。

n running: ステップは実行中です
n waiting: ステップは、answerWorkflowInput が提供可能なランタイム パラメータ

を待っています

n waiting-signal: ステップはプラグインからの外部イベントを待っています
n canceled: ステップはユーザーまたは API 統合プログラムによってキャンセルされました
n completed: ステップは終了しました
n failed: ステップでエラーが発生しました

この値を更新するたびに、getWorkflowTokenForId を実行する必要があります。

注意   VMware は、currentItemState を使用しないことをお勧めします。 globalState
プロパティがあるため、currentItemState は不要になります。

文字

列

globalState ワークフローの全体としての状態。次の値があります。

n running: ワークフローは実行中です
n waiting: ワークフローは、answerWorkflowInput が提供可能なランタイム パラメー

タを待っています

n waiting-signal: ワークフローは外部イベントを待っています
n canceled: ワークフローはユーザーまたはアプリケーションによってキャンセルされました
n completed: ワークフローは終了しました
n failed: ワークフローでエラーが発生しました

globalState は、ワークフローの全体としての状態です。

この値を更新するたびに、getWorkflowTokenForId を実行する必要があります。

文字

列

startDate このワークフロー トークンが開始された日付と時間

startDate 値は、ワークフローの開始時に設定されます。トークンを取得したとき、その
startDate はすでに初期化されています。

文字

列

endDate ワークフロー トークンが終了している場合、ワークフロー トークンが終了した日付と時間

endDate 値は、ワークフローが実行の終わりに到達したときに入力されます。

endDate は、ワークフローが completed、failed、または canceled 状態のいずれか
で終了した場合に限り設定されます。

文字

列

xmlContent 入力パラメータ、出力パラメータ、属性、およびエラー メッセージの内容を定義します。次の例で
示すように、属性およびパラメータの値は CDATA 要素で設定され、エラー メッセージは
<exception> タグで設定されます。
<token>
 <atts>
  <stack>
   <att n='attstr' t='string' e='n'>
   <![CDATA[attribute]]>Attribute value</att>
   <att n='instr' t='string' e='n'>
   <![CDATA[]]>Input parameter value</att>
   <att n='outstr' t='string' e='n'>
   <![CDATA[]]>Output parameter value</att>
  </stack>
 </atts>
 <exception encoded='n'>Error message</exception>
</token>
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WorkflowTokenAttribute オブジェクト
WorkflowTokenAttribute オブジェクトは、ワークフローの実行中インスタンスの入力または出力パラメータを表し
ます。

WorkflowTokenAttribute は、WorkflowToken の開始時または場合によっては実行時に、事前定義の
WorkflowParameter に渡す値です。ワークフローを実行するとき、その特定のワークフローの入力パラメータを
WorkflowTokenAttribute オブジェクトとして提供します。次の例が示すように、executeWorkflow オペレーショ
ンは、呼び出されると、WorkflowTokenAttribute オブジェクトの配列を引数として取得します。

public WorkflowToken executeWorkflow(String workflowId, String username, 
String password, WorkflowTokenAttribute[] attributes);

ワークフローは、実行されているワークフローの出力パラメータとして WorkflowTokenAttribute も使用します。
WorkflowTokenAttribute には、executeWorkflow を実行することで作成された完了済みの WorkflowToken の
結果が含まれます。次の例が示すように、getWorkflowTokenResult を呼び出すことにより、WorkflowToken の結
果を WorkflowTokenAttribute の形式で取得できます。

public WorkflowTokenAttribute[] getWorkflowTokenResult(String workflowTokenId, 
String username, String password);

また WorkflowTokenAttribute オブジェクトの配列を answerWorkflowInput オペレーションに渡して、ワーク
フロー トークンが実行中に必要とする入力パラメータを提供することもできます。

public void answerWorkflowInput(String workflowTokenId, 
WorkflowTokenAttribute[] answerInputs, String username, String password);

次の表は、WorkflowTokenAttribute オブジェクトのプロパティを示しています。

タイ

プ 値 説明

文字

列

name 入力または出力パラメータの名前

文字

列

type 入力または出力パラメータのタイプ

文字

列

value value プロパティは、特定のワークフロー トークンの入力パラメータまたは出力パラメータのいずれかを文字列
の形式で表します。

type がオブジェクトの配列である場合、value は次の形式の文字列になります。
"#{#<type1>#<value1>#;#<type2>#<value2>#...}#"
value プロパティでプラグインから取得されたオブジェクトを指定する場合、入力または出力パラメータ値は、該
当するオブジェクトを示す dunesUri 文字列です。次の例は、dunesUri の形式を示しています。

dunes://service.dunes.ch/CustomSDKObject?id='<オブジェクト ID>'&dunesName='<プ
ラグイン名>:<オブジェクトタイプ>'

Web サービス API オペレーション
Orchestrator Web サービス API には、WSDL オペレーションとして機能する一連のメソッドが用意されています。

注意   echo、echoWorkflow、および sendCustomEvent を除くすべての Web サービス オペレーションでは、
Orchestrator のユーザー名とパスワードを使用してセッションを認証します。不正なユーザー名またはパスワードを使
用すると、例外がスローされます。
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answerWorkflowInput オペレーション
answerWorkflowInput オペレーションでは、ワークフローの実行中に、ユーザーまたは外部アプリケーションからの
情報をワークフローに渡します。

実行中のワークフローがユーザーまたは外部アプリケーションからの入力を必要とするステージに到達すると、

WorkflowToken は、answerWorkflowInput から入力を受け取るまで waiting 状態に入ります。
answerWorkflowInput オペレーションでは、WorkflowTokenAttribute オブジェクトの配列の形で入力を渡します。

answerWorkflowInput オペレーションは、次の例のように宣言されます。

public void answerWorkflowInput(String workflowTokenId, WorkflowTokenAttribute[] 
answerInputs, String username, String password);

Web サービスは、ワークフローを実行する場合に指定する入力属性の簡単な検証のみを実行します。検証するのは、
WorkflowTokenAttribute オブジェクトで設定した属性が予期されるタイプの属性かどうかという点だけです。Web
サービスでは、WorkflowTokenAttribute オブジェクトのプロパティすべてが正しく設定されたかどうかを確認する
などの複雑な検証は実行しません。また Web サービスは、ワークフロー開発者がワークフローの表示方法で設定するパ
ラメータのプロパティにアクセスしません。WorkflowTokenAttribute オブジェクトのプロパティの 1 つが設定され
ていない場合、または属性値がワークフローの期待値と異なる場合、Web サービスは、無効な
WorkflowTokenAttribute オブジェクトと一緒に answerWorkflowInput 要求を送信します。
WorkflowTokenAttribute オブジェクトが無効な場合、ワークフローは正常に実行されず、Web サービス アプリケー
ションに通知することなく failed 状態に入ります。Web サービス アプリケーションでは、ワークフローの実行中およ
び実行後に getWorkflowTokenStatus オペレーションを呼び出すことにより、ワークフローが正常に実行されたかど
うかを確認できます。

タイプ 値 説明

文字列 workflowTokenId ユーザー インタラクションまたは外部アプリケーションか
らの入力を待っている実行中のワークフローの ID

WorkflowTokenAttribute オブジェ
クトの配列

answerInputs 待機中のワークフローに入力として渡される、ユーザー イ
ンタラクションまたは外部アプリケーションの結果

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

戻り値はありません。無効なパラメータを渡すと、例外がスローされます。

cancelWorkflow オペレーション
cancelWorkflow オペレーションによりワークフローをキャンセルします。

cancelWorkflow オペレーションの動作は、キャンセルするワークフローに応じて異なります。キャンセルされたワー
クフローは Orchestrator Server での実行を停止し、canceled 状態に入りますが、すでに実行したアクションや実行し
始めたアクションは、停止したり逆戻りしたりしません。たとえば、キャンセルするときにワークフローが「Power On
Virtual Machine」オペレーションを実行している場合、その仮想マシンが電源をオンにするのを止めたり、すでに起動
しているのであれば電源をオフにしたりすることはありません。

cancelWorkflow オペレーションは、次のように宣言されます。

public void cancelWorkflow(String workflowTokenId, String username, String password);
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タイプ 値 説明

文字列 workflowTokenId キャンセルする実行中のワークフローの ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

戻り値はありません。cancelWorkflow オペレーションは、無効なパラメータを受け取ると例外を返します。

echoWorkflow オペレーション
echoWorkflow オペレーションでは、シリアル化を調べることによって Web サービスへの接続をテストします。

echoWorkflow オペレーションは、古い Web サービス実装に接続する場合に便利なデバッグ ツールです。このオペレー
ションを呼び出すと、シリアル化およびシリアル化解除のオペレーションが正常に機能することを確認することによって、

サーバへの接続が検証されます。

echoWorkflow オペレーションは、次のように宣言されます。

public Workflow echoWorkflow(Workflow workflow);

タイプ 値 説明

Workflow workflow echoWorkflow オペレーションは、Workflow オブジェクトをパラメータとして受け取ります。接
続およびシリアル化が正常に機能している場合は、同じワークフローを返します。

戻り値

入力パラメータとして渡されるオブジェクトと同じ Workflow オブジェクトを返します。

executeWorkflow オペレーション
executeWorkflow オペレーションでは、指定されたワークフローを実行します。

executeWorkflow は、この特定のワークフロー インスタンスが実行されるときの特定の属性を指定する
WorkflowTokenAttribute オブジェクトの配列を入力パラメータとして受け取ります。

executeWorkflow オペレーションは、次のように宣言されます。

public WorkflowToken executeWorkflow(String workflowId, String username, String 
password, WorkflowTokenAttribute[] attributes);

タイプ 値 説明

文字列 workflowId 実行するワークフローの ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

WorkflowTokenAttribute インスタンスの配
列

workflowInputs ワークフローを実行するのに必要な入力パラメータ

の配列

戻り値

WorkflowToken オブジェクトを返します。無効なパラメータを渡すと、例外が返されます。
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find オペレーション
find オペレーションでは、特定のクエリに対応する要素を検索します。

find オペレーションでは、特定の名前を検索することによって、すべてのタイプのオブジェクトを取得します。クエリ結果は
QueryResult オブジェクトの形で出力されます。このオブジェクトには、FinderResult オブジェクトの配列が合計
数と一緒に含まれています。そのクエリ自体は、次のオペレーションの宣言に示すように、2 番目のパラメータとして find
に渡されます。

public QueryResult find(String type, String query, String username, String password);

クエリの解析は、検索しているオブジェクトを含むプラグインによって実行されます。find オペレーションで使用され
るクエリ言語は、そのプラグインによって定義されます。したがって、query パラメータの構文は、プラグインの実装に
応じて異なります。正式にサポートされている Orchestrator プラグインのほとんどは、インベントリにオブジェクトを
何も保存しないため、検索可能な情報は何も公開されません。表 7-1 に、正式にサポートされている Orchestrator プラ
グインの query パラメータの構文および動作を示します。

この表では、find オペレーションの query パラメータ構文について、サポートされている Orchestrator プラグインご
とに説明します。

表 7-1.  Orchestrator プラグインのクエリ構文

Orchestrator プラグイン query パラメータの構文 クエリ動作

Database (Lifecycle Manager など) 文字列 SQL WHERE キーワード検索で
Orchestrator が検索 String を設定する SQL
データベース テーブルで、オブジェクト名を
検索します。データベースで主キーを検索

し、続いてオブジェクト ID を検索します。

Enumeration 該当なし Enumeration プラグインは、インベントリ
に何も保存しません。Enumeration (列挙)
タイプを含む各データ タイプで、
Enumeration (列挙) を検出できます。

Jakarta common set 該当なし Jakarta プラグインは、インベントリに何も
保存しません。

JDBC 該当なし JDBC プラグインは、インベントリに何も保
存しません。

Library 該当なし Library プラグインは、インベントリに何も
保存しません。

Mail 該当なし Mail プラグインは、インベントリに何も保
存しません。

SSH SSH 接続を使用するように Orchestrator
を設定した場合は、クエリを SSH コマンド
にすることができます。

SSH プラグインは、インベントリに何も保存
しません。

VMware Infrastructure 3.5 文字列または Null クエリ文字列を無視し、指定されたタイプの

すべてのオブジェクトを返します。

vCenter Server 4.0 文字列または Null クエリ文字列を無視し、指定されたタイプの

すべてのオブジェクトを返します。

XML 該当なし XML プラグインは、インベントリに何も保
存しません。

プラグインを開発する場合は、find を使用するクエリ言語を定義して、カスタム プラグインから名前付きオブジェクト
を検索できます。この定義は必須ではありません。query パラメータの構文は、プラグインが実装するクエリ言語に完全
に依存します。VMware Infrastructure プラグインの場合のように、find によってすべてのオブジェクトが返されるよ
うにすれば、クエリ言語を定義しなくて済みます。
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QueryResult によって返されるオブジェクトの配列サイズは、クエリを実行するときのプラグインの定義に応じて異な
ります。標準の Orchestrator プラグインから実行するクエリの場合、配列には、無制限の数の FinderResult オブジェ
クトが含まれています。ただし、サードパーティ プラグインの開発者は、クエリで返される結果の数に制限を設けること
ができます。このような場合、totalCount の値が FinderResult オブジェクトの配列に含まれるオブジェクトの数
を超えると、クエリされたインベントリで検出されたオブジェクトの一部しか配列に含まれなくなります。totalCount
プロパティに、検出された FinderResult オブジェクトの合計数は記録されません。totalCount プロパティは負の
値になる可能性があり、その場合は、プラグイン中の対応するオブジェクトの数をプラグインで判別できないことを意味

します。

タイプ 値 説明

文字列 type 検索するオブジェクトのタイプ

文字列 query クエリ

クエリは、引用符で囲まれた文字列です。名前がクエリ文字列と一致し、type パラメータで指定されたタイ
プのオブジェクトは、すべて QueryResult で返されます。

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

クエリの結果を QueryResult オブジェクトとして返します。

find オペレーションで一致するオブジェクトを検出できない場合、QueryResult.getTotalCount は 0 を返し、
QueryResult.getElement は Null を返します。

サーバが検索対象のオブジェクトのタイプまたはプラグインを認識しない場合、find では例外がスローされます。また find
では、無効なパラメータを渡すと例外が返されます。

findForId オペレーション
findForId オペレーションでは、その FinderResult オブジェクトの type および id プロパティに基づいて、特定の
FinderResult オブジェクトを検索します。

findForId オペレーションを使用して、すでに find* 操作を使用して検出済みの FinderResult オブジェクトに関
する情報を得ることができます。たとえば、findForId メソッドを使用し、find オペレーションを使用して検出した
FinderResult オブジェクトの状態を取得することができます。

findForId オペレーションは、次の例のように宣言されます。

public FinderResult findForId(String type, String id, String username, 
String password);

タイプ 値 説明

文字列 type 検索するオブジェクトのタイプ

文字列 id 検索するオブジェクトの ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

検出されたオブジェクトの詳細を含んだ FinderResult オブジェクトを返します。無効なパラメータを渡すと、Null が
返されます。
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findRelation オペレーション
findRelation オペレーションは、特定の親または親のタイプに属する、インベントリ内の子要素をすべて検出します。

ライブラリ内のオブジェクトを表示するツリー ビューアを開発する場合、子とその親がどのように関連しているかを知っ
ていると便利です。findRelation オペレーションは、次のように宣言されます。

public FinderResult[] findRelation(String parentType, String parentId, 
String relation, String username, String password);

タイプ 値 説明

文字列 parentType 親オブジェクトのタイプ

parentType プロパティはプラグインの名前になります。または、より綿密に定義された親を指定でき
ます。たとえば、VMware vCenter Server 4.0 プラグインのルートにあるオブジェクトを取得する場合
は、"VC:" として parentType を指定できます。または "VC:VmFolder" のようなフォルダを指
定できます。

文字列 parentId 特定の親オブジェクトの ID

親オブジェクトの ID がわかる場合、parentId パラメータを使用して、特定の親オブジェクトの子を見
つけることができます。

文字列 relation 関係の名前

findRelation を呼び出すと、parentId で識別される親の下にあるすべての子要素が返されます。
parentId を省略し、parentType がインベントリのルート型でない場合は、findRelation オ
ペレーションは Null を返します。
詳細については、表 7-2を参照してください。

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

関係のタイプ

relation プロパティのタイプは、プラグインによって定義されます。関係の有効性は親のタイプに依存します。

この表は、Orchestrator が提供する各標準プラグインによって定義される関係のタイプを示しています。

表 7-2.  標準 Orchestrator 関係のタイプ

プラグイン 関係名 関係のタイプ

Enumerations 関係はありません 関係はありません

Jakarta
Commons Net

関係はありません 関係はありません

JDBC 関係はありません 関係はありません

Library 関係はありません 関係はありません

Mail 関係はありません 関係はありません

Networking n IpAddress
n IPV4Address
n MacAddressPool
n NetworkDomain
n Proxy
n Subnet
n Range
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表 7-2.  標準 Orchestrator 関係のタイプ (続き)

プラグイン 関係名 関係のタイプ

SSH n File
n Folder
n RootFolder
n SshConnection

vCenter Server n getComputeResource_ClusterComputeResourc
e()

n getComputeResource_ComputeResource()
n getDatacenter()
n getDatastore()
n getDatastoreFolder()
n getFolder()
n getFolder()
n getFolder()
n getFolder()
n getFolder()
n getHost()
n getHostFolder()
n getNetwork()
n getNetworkFolder()
n getNetwork_DistributedVirtualPortgroup()
n getNetwork_Network()
n getOwner()
n getParentFolder()
n getPortgroup()
n getRecentTask()
n getResourcePool()
n getResourcePool_ResourcePool()
n getResourcePool_VirtualApp()
n getRootFolder()
n getSdkConnections()
n getVm()
n getVmFolder()
n getVmSnapshot()

n ComputeResource
n ComputeResource
n Datacenter
n Datastore
n DatastoreFolder
n DatacenterFolder
n DatastoreFolder
n HostFolder
n NetworkFolder
n VmFolder
n HostSystem
n HostFolder
n Network
n NetworkFolder
n DistributedVirtualPortgr

oup
n Network
n ComputeResource
n VmFolder
n DistributedVirtualPortgr

oup
n Task
n ResourcePool
n ResourcePool
n VirtualApp
n DatacenterFolder
n SdkConnection
n VirtualMachine
n VmFolder
n VirtualMachineSnapshot

XML 関係はありません 関係はありません

relation プロパティは、各プラグインの vso.xml ファイルで指定された関係のタイプを参照することもできます。次
の例は、ネットワーク プラグインの vso.xml ファイルからの抜粋です。

[...]
<relations>
                <relation name="Subnet" type="Class:Subnet"/>
                <relation name="Range" type="Class:Range"/>
                <relation name="NetworkDomain" type="Class:NetworkDomain"/>
                <relation name="MacAddressPool" type="Class:MacAddressPool"/>
    </relations>
[...]

表 7-2 に一覧表示されている関係のタイプの他に、Orchestrator では CHILDREN 関係を定義して、すべての関係のタイ
プを表します。
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戻り値

FinderResult オブジェクトの一覧を返します。

子が検出されないか、無効なパラメータを渡した場合は、例外を返します。

getAllPlugin オペレーション
getAllPlugin オペレーションは、Orchestrator にインストールされているすべてのプラグインの説明を返します。

重要   getAllPlugin オペレーションは廃止予定です。代わりに getAllPlugins を使用してください。

getAllPlugins オペレーション
getAllPlugins オペレーションは、Orchestrator にインストールされているすべてのプラグインの説明を返します。

Orchestrator を使用して実行するアクションの多くは、プラグインを介して有効にする機能に依存します。ワークフローは、
特定のカスタム プラグインの存在、または管理者が無効にした標準プラグインに左右される場合があります。このため、
ワークフローを実行する前に、必要なプラグインが存在するかどうかを確認できます。必要なプラグインがないと、ワー

クフローによって使用される一部のオブジェクトのタイプが存在しない可能性があります。

getAllPlugins オペレーションでは、利用可能なすべてのプラグインを ModuleInfo オブジェクトの配列として一覧
表示します。ModuleInfo オブジェクトは、各プラグインの名前、バージョン、説明、および名前を格納します。Web
サービス アプリケーションは、これらの属性を使用して、特定のプラグイン モジュールまたはバージョンの有無に基づ
いてその動作を変更できます。

getAllPlugins オペレーションは、次のように宣言されます。

public ModuleInfo[] getAllPlugins(username, password);

注意   getAllPlugins オペレーションは、廃止予定のオペレーション getAllPlugin に代わるものです。

次の表は、getAllPlugins オペレーションのプロパティを示しています。

タイプ 値 説明

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

プラグインの説明の一覧を ModuleInfo オブジェクトとして返します。

getAllWorkflows オペレーション
getAllWorkflows オペレーションは、利用可能なすべてのワークフローを検索します。

getAllWorkflows オペレーションは、Orchestrator Server で利用できるすべてのワークフローを、Workflow オブ
ジェクトの配列として一覧表示します。getAllWorkflows オペレーションは、ワークフローの名前、ID などのワーク
フローに関する情報を一覧表示する必要があるプログラムにも役立ちます。Workflow オブジェクトは、ワークフローに
ついてのすべての関連情報を表します。

getAllWorkflows オペレーションは、次のように宣言されます。

public Workflow[] getAllWorkflows(String username, String password);
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タイプ 値 説明

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

Workflow オブジェクトの配列を返します。

getWorkflowForId オペレーション
getWorkflowForId オペレーションは、一意の ID で識別されるワークフローを取得します。

特定のワークフローの ID がわかる場合は、getWorkflowForID オペレーションを使用してワークフロー オブジェクト
を取得できます。さまざまなプラグインを介して動作している複数のワークフローには、同じ名前が付けられている場合

があります。ワークフローを取得する最も安全な方法は、名前に基づいてワークフローを取得するのではなく、

getWorkflowsWithName オペレーションを使用してワークフローの ID を取得する方法です。

次の例で示すように、ワークフローの workflowID プロパティを確認すると、ワークフロー ID がわかります。

String workflowId = workflows[0].getId();

getWorkflowForId オペレーションは、次のように宣言されます。

public Workflow getWorkflowForId(String workflowId, String username, 
String  password);

タイプ 値 説明

文字列 workflowId 取得するワークフローの ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

提示された ID に対応する Workflow オブジェクトを返します。無効なパラメータを渡すと、Null が返されます。

getWorkflowsWithName オペレーション
getWorkflowsWithName オペレーションは、名前に基づいてワークフローを検索します。

getWorkflowsWithName オペレーションは、次のように宣言されます。

public Workflow[] getWorkflowsWithName(String workflowName, String username, String 
password);

特定のワークフローの名前 (または名前の一部) がわかる場合は、getWorkflowsWithName を呼び出して、そのワーク
フローを取得できます。getWorkflowsWithName オペレーションはワークフローの配列を返すため、複数のワークフ
ローを一度に検出するのに使用できます。

Orchestrator 4.0 には 2 つの VMware vCenter Server プラグインがあります。1 つは vCenter Server 3.x 用、もう 1 つは
vCenter Server 4.0 用です。名前のみを使用してワークフローを取得する場合、そのワークフローが vCenter Server 3.x
プラグインを介して動作しているのか vCenter Server 4.0 プラグインを介して動作しているのか判断するのは必ずしも
容易ではありません。ワークフロー開発者がワークフロー名に VI3、VI3.5、VC などのプラグイン ID を追加していない
場合、同じ名前を持つワークフローが各プラグインに存在する可能性があります。ワークフロー開発者が推奨される名前

サフィックスを追加している場合でも、ワークフローを取得する最も安全な方法は、getWorkflowForId オペレーショ
ンを使用し、その ID に基づいて取得することです。ただし getWorkflowsWithName オペレーションを使用する場合は、
ワークフローの入力パラメータと出力パラメータを確認して、ワークフローが動作するプラグインを確定できます。
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タイプ 値 説明

文字列 workflowName 検出するワークフローの名前。

workflowName プロパティの値は、フルネームかユーザーが利用できるすべてのワークフローを返
すワイルドカード (*) になります。名前の一部を検索することもできます。たとえば、workflowName
として「*Clone」または「Clone*」を入力すると、「Clone」という文字が入った名前のワーク
フローがすべて返されます。

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

提示された名前または名前の一部に対応する Workflow オブジェクトの配列を返します。1 つのワークフローしか見つか
らない場合も、ワークフローは配列で返されます。無効なパラメータを渡すと、Null が返されます。

getWorkflowTokenForId オペレーション
getWorkflowTokenForId オペレーションは、特定のワークフロー トークンに対応する WorkflowToken オブジェク
トを検出します。

getWorkflowTokenForId オペレーションは、次のように宣言されます。

public WorkflowToken getWorkflowTokenForId(String workflowTokenId, String username, 
String password);

個別のスレッドまたは関数は複数のワークフローを実行できます。getWorkflowTokenForId オペレーションでは、中
央のプロセスまたはスレッドが各ワークフローの進捗を追跡できます。getWorkflowTokenForId を使用すると、特定の
WorkflowToken に関するすべての情報を取得できます。トークンの状態の確認に必要なのは ID のみですが、多くの場合、
特定のトークンに関するすべての情報を取得しておくと便利です。

タイプ 値 説明

文字列 workflowTokenId ワークフローのこの実行の ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

提示されたワークフロー トークン ID に対応する特定のワークフロー トークンの WorkflowToken オブジェクトを返します。

getWorkflowTokenResult オペレーション
getWorkflowTokenResult オペレーションは、所定のワークフローの実行結果を取得します。

WorkflowToken オブジェクトによって生成された結果は、getWorkflowTokenResult を呼び出して表示できます。
ワークフローの実行結果は、ワークフローが実行中に設定した出力パラメータを含む WorkflowTokenAttribute オブ
ジェクトの配列として提供されます。出力 WorkflowTokenAttribute オブジェクトの構造は、ワークフロー開始時に
ワークフローに渡される入力パラメータの構造と同じです。パラメータには、名前、タイプ、および値が含まれます。

ワークフローが終了する前に、結果を取得できます。ワークフローが出力パラメータを設定している場合は、ワークフロー

実行中に getWorkflowTokenResult を呼び出してそのパラメータの値を取得できます。この方法を使用すると、ワー
クフローは、running 状態の間はその結果を外部システムに送ることができます。getWorkflowTokenResult を使
用すると、failed、waiting、および canceled 状態のワークフローから結果を取得して、動作していない、または
未完了の状態に入るまでのワークフローの結果を表示することもできます。

Any タイプのオブジェクトは正しくシリアル化解除しません。そのため、ワークフロー トークンの属性の 1 つが Any タ
イプである場合は、そのワークフロー トークンで getWorkflowTokenResult を呼び出すことができません。たとえば
VC:VirtualMachine などの正しいオブジェクトのタイプを指定すると、getWorkflowTokenResult は正しい
dunesURI 値を返します。
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getWorkflowTokenResult が取得するオブジェクトがプレーンな Java オブジェクトの場合、標準 Java API を使用して、
そのオブジェクト上でシリアル化解除を実行できますが、そのためには関連する Java クラスをクラスパスに追加する必
要があります。たとえば、取得するオブジェクトのタイプが VirtualMachineRuntimeInfo の場合は、クラスパスに
VirtualMachineRuntimeInfo.class または vmware-vmosdk-vc40.jar を追加する必要があります。vmware-
vmosdk-vc40.jar ファイルは、<インストールディレクトリ>\VMware\Orchestrator\app-server\server\vmo\tmp
\dars\vmware-vmosdk-vc40.dar\lib にあります。

getWorkflowTokenResult オペレーションは、次のように宣言されます。

public WorkflowTokenAttribute[] getWorkflowTokenResult(String workflowTokenId, 
String username, String password);

タイプ 値 説明

文字列 workflowTokenId ワークフローの特定の実行の ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

提示されたワークフロー トークン ID に対応する WorkflowTokenAttribute オブジェクトの配列を返します。無効な
パラメータを渡すと、Null が返されます。

getWorkflowTokenStatus オペレーション
getWorkflowTokenStatus オペレーションは、特定のワークフロー トークンの globalStatus を取得します。

getWorkFlowTokenStatus オペレーションは、ワークフロー実行中にワークフローまたはワークフローの配列の状態
を確認します。getWorkFlowTokenStatus オペレーションは、workflowTokenId で識別される実行中の
WorkflowToken オブジェクトから globalStatus 値を取得します。globalStatus 値は、次のいずれかになります。

n running: ワークフローは実行中です

n waiting: ワークフローは、answerWorkflowInput が提供可能なランタイム パラメータを待っています

n waiting-signal: ワークフローは外部イベントを待っています

n canceled: ワークフローはユーザーまたはアプリケーションによってキャンセルされました

n completed: ワークフローは終了しました

n failed: ワークフローでエラーが発生しました

getWorkflowTokenStatus オペレーションは、次のように宣言されます。

public String[] getWorkflowTokenStatus(String[] workflowTokenID, String username, 
String password);

タイプ 値 説明

文字列の配列 workflowTokenId ワークフロー トークン ID の一覧

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

戻り値

ワークフロー トークンのステータス値の一覧を返します。返された値は、各ワークフロー トークンの globalStatus
の文字列配列で、workflowTokenID 値に基づいて順番に並んでいます。無効なパラメータを渡すと、Null が返されます。

関連情報

関連情報については、「WorkflowToken オブジェクト (P. 179)」を参照してください。
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hasChildrenInRelation オペレーション
hasChildrenInRelation オペレーションは、所定の関係のタイプに子が存在するかどうかを確認します。

場合により、オブジェクトは他のオブジェクトとの関係から最も簡単に特定できます。所定の関係によって別のオブジェ

クトに関連するすべてのオブジェクトは、その別のオブジェクト上で findRelation オペレーションを呼び出すことで
取得できます。findRelation オペレーションは、既知のオブジェクトの関連オブジェクトのみを検出します。
hasChildrenInRelation オペレーションは、所定の relation プロパティを表すオブジェクトの有無を確認します。
hasChildrenInRelation は、他のオブジェクトの子であり、かつ所定の関係のタイプによってその親と関連している
オブジェクトの有無を確認します。たとえば、仮想マシンのスナップショットは元の仮想マシンの子です。他の仮想マシ

ンの子であるすべての仮想マシンを確認すると、すべてのスナップショットを識別できます。

ライブラリ内のオブジェクトを表示するツリー ビューアを開発する場合、子とその親がどのように関連しているかを知っ
ていると便利です。hasChildrenInRelation オペレーションは、次のように宣言されます。

public int hasChildrenInRelation(String parentType, String parentId, String relation, 
String username, String password);

タイ

プ 値 説明

文字

列

parentType 親オブジェクトのタイプ。親のタイプを指定して検索を絞り込むことができます。これにより、所定の関

係によって所定の親のタイプの親に関連している子のみが検索されます。

この値に Null を指定できます。この場合、hasChildrenInRelation は、指定された関係のタイプ
によってすべてのタイプの親に関連している子オブジェクトを確認します。

文字

列

parentId 特定の親オブジェクトの ID

parentId を指定すると、所定の関係によって特定の親に関連している子を確認できます。特定の親に
非常に多くの子がさまざまな関係のタイプで関連付けられている場合、この確認が有効です。

findRelation オペレーションは、関係のタイプに関わらず、その親の子をすべて返します。
hasChildrenInRelation は、目的の関係のタイプで関連付けられた子のみの有無を確認します。

オブジェクト階層のルート オブジェクトで hasChildrenInRelation を呼び出す場合は、この値に
Null を指定できます。

文字

列

relation 子がその親に関連付けられるときの関係のタイプ

関係のタイプは、各プラグインの vso.xml ファイルで指定されます。

文字

列

username Orchestrator ユーザー名

文字

列

password Orchestrator パスワード

戻り値

次の値のいずれかを返します。

1 はい、指定の関係のタイプの子が存在します

-1 いいえ、指定の関係のタイプの子は存在しません

0 不明、または入力パラメータが不正です

関連情報

詳細については、「関係のタイプ (P. 186)」を参照してください。

hasRights オペレーション
hasRights オペレーションは、ユーザーにワークフローを表示、編集、および実行する権限があるかどうかを確認します。

ワークフローの項目に対して所有している権限を確認するには、項目を表示する権限が必要です。項目に対する権限が編

集または実行のみの場合は、この項目に対して所有している権限を表示できず、hasRights は False を返します。
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Orchestrator Client の  [Authorizations]  ペインで、ワークフローにユーザーの権限を設定します。Web サービス ア
プリケーションは、hasRights オペレーションを呼び出すことによって、この権限を確認できます。次の例では、
hasRights はユーザーにワークフローを読み取る権限があるかどうかを確認します。

hasRights(<taskId>, <username>, <password>, 'r')

タイプ 値 説明

文字列 taskId ユーザーの権限を確認するワークフローの ID

文字列 username Orchestrator ユーザー名

文字列 password Orchestrator パスワード

Int rights n a: 管理者はオブジェクトの権限を変更できます。
n c: ユーザーはワークフローを編集できます。
n I: ユーザーはワークフロー スキーマとスクリプトを調べることができます。
n r: ユーザーはワークフローを表示できます (ただし、スキーマやスクリプトは表示できません)。
n x: ユーザーはワークフローを実行できます。
注意   ユーザーの権限は累積されません。ワークフローで可能なタスクをすべて実行するには、すべての権限
が必要です。

戻り値

次の値を返します。

n ユーザーがワークフローで指定の権限を持っている場合は True。

n ユーザーがワークフローで指定の権限を持っていない場合は False。

ワークフローが存在しないか、hasRights を呼び出しているユーザーにワークフローを表示する権限がない場合は、
hasRights オペレーションは "Unable to find workflow" 例外を返します。

sendCustomEvent オペレーション
sendCustomEvent オペレーションは、ワークフローと外部イベントを同期させます。

public void sendCustomEvent(String eventName, String serializedProperties);

sendCustomEvent オペレーションは、実行前に特定のイベントの発生を待っているワークフローに Web サービス ク
ライアントからのメッセージを送信します。待機中のワークフローは、sendCustomEvent からのメッセージを受信す
ると、実行を再開します。

発生時に sendCustomEvent を呼び出してメッセージを送信するカスタム イベントは、Orchestrator が実行できるス
クリプト、ワークフロー、またはアクションです。たとえば、Sending ワークフローが動作中に特定のアクションを実行
するとき、あるワークフローが sendCustomEvent を使用して、すべての Orchestrator プラグインを再ロードする別
のワークフローをトリガーする場合があります。

sendCustomEvent が送信するメッセージは単純なトリガーで、その形式はユーザーに公表されません。サーバがメッ
セージを受け取ったときに、そのメッセージが待機中のワークフローをトリガーします。

重要   sendCustomEvent オペレーションへのアクセスは、ユーザー名とパスワードの組み合わせで保護されません。そ
のため、VMware では、この機能を安全な内部の導入環境のみで使用することをお勧めします。たとえば、インターネッ
トを介してオープンに運用される導入環境では、このオペレーションを使用しないでください。
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タイ

プ 値 説明

文字

列

eventName eventName プロパティは、ワークフローが実行前に待っているイベントの名前です。
sendCustomEvent に渡す eventName 文字列は、カスタム イベントを定義するスク
リプト、アクション、またはワークフローで宣言された Event オブジェクトの名前と一致
する必要があります。

文字

列

serializedProperties serializedProperties プロパティでは、待機中のワークフローに渡すパラメータ
を一連の名前と値のペアとして定義します。serializedProperties の構文は次の
とおりです。

"<name1>=<value1>\n<name2>=<value2>\n<name3>=<value3>"
ワークフローが入力パラメータを必要としない場合は、serializedProperties プ
ロパティには null を指定できるか省略できます。

戻り値

戻り値がないことで、アプリケーションは、sendCustomEvent オペレーションが正常に実行されたことを認識します。

sendCustomEvent オペレーションは、無効なパラメータが渡された場合、例外を返します。

sendCustomEvent からのメッセージの受信

実行前に sendCustomEvent からのメッセージを待っているワークフローは、Orchestrator API から
System.waitCustomEvent または System.waitCustomEventUntil オペレーションを呼び出すことにより、待っ
ているイベントを宣言する必要があります。次の例は、waitCustomEvent に対する 2 つの呼び出しを示しています。

System.waitCustomEvent("internal", customEventKey, <myDate>);
System.waitCustomEvent("external", customEventKey, <myDate>);

waitForCustomEvent オペレーションのパラメータは次のとおりです。

internal / external 待たれているイベントは別のワークフロー (internal) または Web サービス アプリ
ケーション (external) から発生します。

customEventKey 待たれているイベントの名前。

<myDate> waitForCustomEventUntil が sendCustomEvent からのメッセージの待機を終
了する日付。

simpleExecuteWorkflow オペレーション
simpleExecuteWorkflow オペレーションは、文字列属性を使用してワークフローを開始します。

重要   このオペレーションは廃止予定です。simpleExecuteWorkflow を使用しないでください。

タイ

プ 値 説明

文字

列

workflowId 実行対象のワークフローの ID

文字

列

username Orchestrator ユーザー名

文字

列

password Orchestrator パスワード

文字

列

attributes attributes パラメータのフォーマットは、コンマで区切られた属性の一覧です。コンマは区切り文字
として使用されるため、コンマを含む属性名の文字列は正しく処理されません。

各属性は、次の例のように、名前、タイプ、および値で表されます。

<Name1>,<Type1>,<Value1>,<Name2>,<Type2>,<Value2>
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戻り値

ワークフローを実行します。無効なパラメータを渡すと、例外が返されます。
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Web ビューの作成 8
Orchestrator により、ブラウザベースのユーザー フロント エンドを作成する Web コンポーネントのセットを含む、
Web 2.0 フロント エンドが提供されます。

この章では次のトピックについて説明します。

n Web ビューの概要 (P. 197)

n Web ビューのファイル構造 (P. 198)

n Web ビュー コンポーネントの HTML ページへの追加 (P. 198)

n Web ビュー コンポーネントの作成 (P. 200)

n Web ビューの作成 (P. 201)

Web ビューの概要
Orchestrator により、Web 2.0 フロント エンドまたは Web ビューを使用してオーケストレートされたオブジェクトに
アクセスできる、カスタマイズ可能なコンポーネントのライブラリが提供されます。

Web ビューは、完全な Web サイトを表す、Web ページ、スタイル シート、アイコン、およびバナーのパッケージです。
Web ビューには、ブラウザベースのクライアントからすべての Orchestrator 機能にアクセスできる、特別なコンポーネ
ントを含めることができます。通常は Web デザイン ツールを使用して外部で Web ページを作成し、それを Web ビュー
パッケージにインポートします。完成された Web ページを Web ビュー パッケージにインポートすることにより、Web
デザイン プロセスと Orchestrator Web ビュー コンポーネントの作成プロセスを分離できます。

Orchestrator Web ビューは、ページ全体を再ロードせずにコンテンツを動的に更新できる、Ajax テクノロジを使用し
ています。Orchestrator により、カスタマイズされた Web ビューの構築に役立つ、サーバ側の Tapestry コンポーネン
トとクライアント側の Dojo コンポーネントのライブラリが提供されます。

Web ビューの起動
Orchestrator Client で、[Web Views] ビューから Web ビューを起動します。

開始する前に

Orchestrator に、Web ビューを格納するパッケージをインポートする必要があります。Orchestrator には weboperator
という Web ビューがあり、これを使用してワークフローの起動、拡張やカスタマイズを行うことができます。

手順

1 [Orchestrator Client] タブ内で [Web Views] をクリックします。

Web ビュー weboperator と、Orchestrator にインポートした他のすべての Web ビューが表示されます。

2 weboperator を右クリックし、 [Publish]  を選択します。
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3 ブラウザを開き、http://<アプライアンスの名前または IP アドレス>:8280/ に移動します。

Orchestrator の [Home] ページが開き、ここに [Web View List] および [Orchestrator Configuration] リンクが
あります。

4 [Web View List]  をクリックします。

5 [weboperator]  をクリックします。

6 Orchestrator のユーザー名とパスワードを使用してログインします。

Web インターフェイスが表示され、ここから Orchestrator ライブラリ内のワークフローにアクセスできます。この
Web ビューを使用して、ネットワーク経由でワークフローと対話できます。

これで、Web ビューを起動できました。

Web ビューの編集
Orchestrator Client の  [Web Views]  ビューで、既存の Web ビューを編集できます。

手順

1 Orchestrator Client で  [Web Views]  ビューをクリックします。

2 Web ビューが実行中の場合は、その Web ビューを右クリックして  [Unpublish]  を選択します。

3 Web ビューを右クリックし、 [Edit]  を選択します。

Web ビュー エディタが開きます。このエディタで、全般設定、要素の追加または削除、Web ビューの属性の定義、
および Web ビューに影響するイベントの追跡が実行できます。

Web ビューのファイル構造
Web ビューの作成時に、Web ビューを構成するすべての Web ページと Web ビュー コンポーネントを作業フォルダに
保存する必要があります。Web ビュー作業フォルダは、基本的なファイル命名規則とファイル構造規則に従う必要があ
ります。

Web ビュー ページとコンポーネントを作成する作業フォルダには、適切な任意の名前を付けられます。ただし、作業フォ
ルダにはルートに次のファイルとフォルダを含める必要があります。

<<Web ビューのフォルダ>>/
default.html

Web ビューのホーム ページ。すべての Web ビューで、作業フォルダのルートに
default.html ファイルを含める必要があります。

<<Web ビューのフォルダ>>/
components/

Web ビュー コンポーネントの JWC ファイルと、関連する HTML テンプレートを含
めます。components フォルダ内にサブフォルダを作成できますが、components
フォルダ自体は作業フォルダのルートに置く必要があります。

Web ビューに含める必要のある必須要素は、default.html ファイルと components フォルダのみです。その他の
ファイルとフォルダを Web ビュー フォルダに追加し、自由に配置できます。Web ビュー コンポーネント テンプレート
ではない HTML ファイルは、Web ビュー フォルダの任意の場所に追加できます。

Web ビュー コンポーネントの HTML ページへの追加
Tapestry コンポーネントを HTML ページに追加することで、Orchestrator Web ビューを構築します。Orchestrator は、
使用可能なカスタム Orchestrator Tapestry コンポーネントのライブラリを提供します。また、Web ビューの Tapestry
Framework 4.0 standard のコンポーネントもすべて使用できます。

Web ページの HTML タグに jwcid 属性を追加することで、Tapestry コンポーネントを追加します。jwcid 属性は HTML
コンポーネントを Tapestry コンポーネントにマッピングする Hibernate 属性で、Tapestry コンポーネントの関数を Web
ページに追加します。
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Tapestry Framework の詳細については、http://tapestry.apache.org/tapestry4/ を参照してください。

Hibernate の詳細については、http://www.hibernate.org/ を参照してください。

Web ページへの jwcid 属性の追加
Orchestrator および Tapestry コンポーネントを Web ビューの Web ページに追加するには、jwcid 属性を HTML ペー
ジに追加します。

開始する前に

Orchestrator Web ビューの Web フロント エンドとして実装する HTML ページが必要です。

手順

1 HTML エディタで、Orchestrator Web ビューとして実装する HTML ページを開きます。

2 Orchestrator または Tapestry コンポーネントを起動する HTML タグに、jwcid 属性を追加します。

たとえば、次の jwcid 属性の例では、Web ビューでリンクをクリックしたときに所定のワークフローを開始する、
Orchestrator WorkflowLink コンポーネントをインスタンス化します。

<a jwcid="@WorkflowLink" workflow="startVmWorkflow">Start a Virtual Machine</a>

Web ページの Orchestrator または Tapestry Web ビュー コンポーネントをインスタンス化する、jwcid 属性が追加さ
れました。

Tapestry コンポーネントの初期化
Tapestry コンポーネントを初期化するには、Web ビュー ページの HTML タグに jwcid 属性を設定します。

jwcid 属性を特定のアクションを定義する Java クラスに指定するには、次の例に示すように、コンポーネントの動作を
定義する Tapestry コンポーネント Java クラスの名前の前に @ の文字を付け足します。

<div jwcid="@Border">

次の例に示すように、@ の前に一意の ID を追加できます。

jwcid="myBorderComponent@Border"

上記の例にある一意の ID により、myBorderComponent を参照することで HTML ページ全体で Border クラスを再使
用できます。

注意   components フォルダにサブフォルダを作成している場合は、コンポーネントへのフル パスを指定する必要があ
ります。たとえば、<WebView のフォルダ>/components/layout/ サブフォルダを含めた場合、次の例のように jwcid
属性を設定する必要があります。

<vmo jwcid="@layout/Border">

一般的な Web ビュー コンポーネント パラメータ
Web ビュー コンポーネントは、さまざまな方法でデータを取得します。Web ビュー コンポーネントがデータを取得す
る方法は、パラメータ経由で定義します。

次のコンポーネント パラメータは、Web ビュー コンポーネントのデータを取得します。コンポーネント HTML テンプ
レートの jwcid 属性で、パラメータを宣言します。

url コンポーネントが必要とするデータを示す URL。

action データを取得するアクションを含む、Action タイプの Web ビューの属性。

actionParameters データを取得するアクションに渡すパラメータの配列。
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actionPageUrl アクションがデータを取得する URL。

attribute コンポーネントが必要とするデータを含む属性。

Web ビュー コンポーネントの作成
Orchestrator Web ビュー コンポーネントおよび Tapestry Framework で定義されたコンポーネントを使用できます。
また、Web ページから関数を実行するカスタム Web ビュー コンポーネントも作成できます。

Tapestry Web ビュー コンポーネントは、仕様ファイル、テンプレート ファイル、および Java クラス ファイルで構成
されます。Orchestrator を使用して、Web ビュー コンポーネントを作成できます。Tapestry コンポーネント Java ク
ラスは作成できません。既存のコンポーネントの Java クラスを使用する必要があります。

コンポーネントを作成するには、仕様ファイルとテンプレート ファイルを作成する必要があります。

Web ビュー コンポーネント ファイル
Web ビュー コンポーネントは、Tapestry Framework 標準に準拠しています。Web ビュー コンポーネントには、Tapestry
コンポーネントを構成する標準ファイルを含める必要があります。

Web ビュー コンポーネントは、次のファイルで構成されます。

Tapestry コンポーネント テ
ンプレート

Tapestry コンポーネントのレイアウトを格納する HTML ファイルです。Tapestry コ
ンポーネントは、Web ページに追加できる再使用可能なオブジェクトです。

Tapestry コンポーネント仕様 Tapestry コンポーネントの Java クラスと Tapestry DTD 定義を参照する、拡張子 .jwc
のファイルです。

Tapestry コンポーネント
Java クラス

Tapestry コンポーネントの動作を指定する Java クラスです。

重要   HTML コンポーネント テンプレート ファイルと Tapestry コンポーネント仕様は、同じ名前にする必要があります。
たとえば、コンポーネント テンプレートの名前を MyComponent.html にする場合、関連するコンポーネント仕様の名前は
MyComponent.jwc にする必要があります。

Web ビュー コンポーネントの作成
コンポーネントを作成するには、コンポーネント仕様ファイルとコンポーネント テンプレート ファイルを作成する必要
があります。これらのファイルによって、コンポーネントの動作と HTML ページでの表示方法が定義されます。

開始する前に

Orchestrator の Web ビュー API の Java クラスへのアクセス権が必要です。
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手順

1 Web ビュー フォルダのルートに、components という名前のフォルダを作成します。

2 components フォルダで、拡張子 .jwc のコンポーネント仕様ファイルを作成します。

このファイルは、この Web ビュー コンポーネントの機能を提供する既存の Java クラスを参照します。

たとえば、次のサンプル ファイル MyAbout.jwc は Tapestry DTD を参照し、Orchestrator の Web サービス API の
About コンポーネントの Java クラスを指定しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE component-specification 
  PUBLIC "-//Apache Software Foundation//Tapestry Specification 4.0//EN" 
  "http://jakarta.apache.org/tapestry/dtd/Tapestry_4_0.dtd">
<component-specification class="ch.dunes.web.webview.components.About" 
  allow-body="yes" allow-informal-parameters="yes"
</component-specification>

3 components フォルダで、拡張子 .html の関連テンプレート ファイルを作成します。

このファイルは、Web ビューのページ用テンプレートです。

たとえば、MyAbout.html は MyAbout.jwc のテンプレートを定義し、Tapestry コンポーネントの content プ
ロパティを参照する jwcid 属性を格納しています。content プロパティが参照するファイルで、Web ページのコ
ンテンツを定義できます。

<span jwcid="$content$"> 
  <h5> 
    ABOUT US (NEW)
  </h5> 
</span>

Web ビュー コンポーネントが作成されました。

Web ビューの作成
Orchestrator には、Web ビューの作成に役立つ Web ビュー テンプレートがあります。Web ビューを作成する場合、
このテンプレートを使用する方法が最も簡単です。

テンプレートから Web ビューを作成するプロセスでは、テンプレートを Orchestrator にインポートし、その中に格納
されているファイルを目的に合わせて変更します。ここでは、このテンプレートを変更して [Virtual Machine Manager]
という Web ビューを作成する方法を説明します。

手順

1 Web ビュー テンプレートのインポート (P. 202)

Orchestrator には、Web ビューを作成するために使用できる Web ビュー テンプレートが付属しています。

2 Web ビューの作業フォルダへのエクスポート (P. 203)

Web ビューを簡単に作成できるようにするには、ワークフロー テンプレートをローカル フォルダにエクスポート
して使用します。

3 Web ビュー作成用サーバの構成 (P. 203)

作業フォルダから Web ビューを発行するように、Orchestrator Server を構成できます。このプロセスによって、
作成した Web ビューを Orchestrator Server にインポートすることなくプレビューできます。

4 Web ビュー フロント ページの編集 (P. 205)

Web ビューのフロント ページを、default.html ファイルで作成します。
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5 仮想マシンを取得するアクションの作成 (P. 205)

[Virtual Machine Manager] Web ビューのフロント ページをカスタマイズして、仮想フォルダにあるすべての仮
想マシンのリストを表示できます。仮想マシンを取得するためのアクションを作成する必要があります。

6 Web ビューの権限の設定 (P. 206)

権限を設定して、Web ビューにアクセスできるユーザーを定義します。

7 Web ビューの属性の設定 (P. 207)

Web ビューの属性を、実行するオペレーションに関連付けるための設定を行います。Web ビューの属性を設定す
るには、Orchestrator Client で Web ビューを編集します。

8 コンポーネントの Web ページへの追加 (P. 207)

Web ビューのページに、オーケストレーション オペレーションを実行するコンポーネントを追加できます。

9 Web ビュー インターフェイスのカスタマイズ (P. 208)

Web ビュー作成の最終段階では、インターフェイスをカスタマイズします。

Web ビュー テンプレートのインポート
Orchestrator には、Web ビューを作成するために使用できる Web ビュー テンプレートが付属しています。

Web ビューを作成する場合、最初から作成するより、既存のテンプレートをカスタマイズする方が容易です。

開始する前に

複数の仮想マシンを含む、実行中の vCenter Server 4.0 インスタンスに Orchestrator を接続しておく必要があります。

手順

1 Orchestrator Client で  [Web Views]  ビューをクリックします。

2 [Web Views] ビューのヘッダにあるメニュー ボタン ( ) をクリックし、 [New from]  -  [File template]  を選択して、
Web ビュー テンプレートを Orchestrator Server にインポートします。

3 次のフォルダを参照します。

<インストールディレクトリ>\VMware\Orchestrator\apps\webviewTemplates

4 default_webview.zip ファイルを選択し、 [Open]  をクリックします。

5 Web ビューに Virtual Machine Manager という名前を付けます。

クライアントの  [Web Views]  ビューのリストに、[Virtual Machine Manager] Web ビューが表示されます。

6 (オプション) Virtual Machine Manager を右クリックし、 [Publish]  を選択して、空のテンプレートをプレ
ビューします。

7 (オプション) ブラウザで http://<Orchestrator Server >:8280/vmo/ に移動し、Orchestrator Server で
実行中の Web ビューのリストを表示します。

8 (オプション)  [Virtual Machine Manager]  をクリックし、Orchestrator のユーザー名とパスワードでログインします。

オペレーションや関数のない、基本的な Web ビューが表示されます。

これで、テンプレートから空の Web ビューを作成し、さらにブラウザで確認できました。

次に進む前に

空の Web ビューを作業フォルダにエクスポートします。
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Web ビューの作業フォルダへのエクスポート
Web ビューを簡単に作成できるようにするには、ワークフロー テンプレートをローカル フォルダにエクスポートして使
用します。

開始する前に

Web ビュー テンプレートを Orchestrator にインポートし、そのテンプレートを使用して空の Web ビューを作成して
おく必要があります。

手順

1 作成した [Virtual Machine Manager] Web ビューを格納するフォルダを作成します

(例: work_dir/)。

2 Orchestrator Client の  [Web Views]  ビューで、[Virtual Machine Manager] を右クリックし、 [Export to
directory]  を選択します。

3 作業フォルダに移動し、 [Export]  をクリックします。

Orchestrator によって、Web ビューを格納するフォルダが work_dir/ に作成されます。たとえば、[Virtual
Machine Manager] Web ビューをエクスポートすると、作業フォルダに virtual_machine_manager/ という
名前のフォルダが作成されます。

空の Web ビューが作業ディレクトリにエクスポートされました。

次に進む前に

Web ビュー作成用に Orchestrator Server を構成します。

Web ビュー作成用サーバの構成
作業フォルダから Web ビューを発行するように、Orchestrator Server を構成できます。このプロセスによって、作成した
Web ビューを Orchestrator Server にインポートすることなくプレビューできます。

Orchestrator 構成インターフェイスで、Orchestrator Server を Web ビュー作成モードに設定します。サーバが作成
モードで動作しているときは、Orchestrator Server の Web ビュー ライブラリではなく、作成フォルダからすべての Web
ビューが読み込まれます。

注意   サーバが作成モードのときは Orchestrator で作成フォルダから Web ビューが発行されるため、すべての Web
ビューを同じ作成フォルダにエクスポートする必要があります。

開始する前に

Web ビュー テンプレートをインポートし、[Virtual Machine Manager] Web ビューを作成して、作業ディレクトリに
インポートしておく必要があります。

手順

1 ブラウザで、次の URL を使用して Orchestrator 構成インターフェイスを開きます。

n http://<Orchestrator Server>:8282 (HTTP でサーバに接続する場合)

n https://<Orchestrator Server>:8283 (HTTPS でサーバに安全な方法で接続する場合)

2 構成用のユーザー名とパスワードを使用して、構成インターフェイスにログインします。

ユーザー名とパスワードは、Orchestrator を最初にインストールしたときに、Orchestrator 管理者によって設定さ
れています。

3 [General]  ビューの  [Advanced Configuration]  タブをクリックします。

4 [Webview development enable]  チェック ボックスをオンにします。
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5 テキスト ボックスに、作業フォルダのルートへのパスを入力します。

注意   必ず作業フォルダのルートへのパスを入力してください。パスには、ワークフロー自体が格納されているフォ
ルダは含めません。

6 [Apply Settings]  ボタンをクリックします。

7 [Startup Options]  ビューをクリックします。

8 [Restart Service]  をクリックし、Web ビュー作成モードで Orchestrator Server を再起動します。

Orchestrator Server を Web ビュー作成モードに設定し、Web ビューをプレビューしながら作成できるようになりました。

次に進む前に

Web ビューのフロント ページを作成します。

エクスポートされた Web ビューのコンテンツ

Web ビュー テンプレートには、カスタム Web ビューを作成するために変更が必要なファイルが含まれています。

Virtual Machine Manager Web ビューのエクスポート後、<work_dir>/vm_manager フォルダには次のフォルダと
ファイルが含まれます。

/components 次の Tapestry コンポーネント ファイルが含まれます。

Border.jwc Web ビュー ページが使用するデフォルトのテンプレート
コンポーネントを定義します。

Border.html Web ビュー ページのデフォルトの構造を定義します。

/css 次のスタイル シートが含まれます。

border.css ボーダー テンプレートを表示するスタイル シート。

custom.css フォームなどの複雑なコンポーネントを表示するために

Orchestrator により提供される、webform.css や
common.css などの他のスタイル シートをカスタマイズ可
能にします。Web ビューの Border.html 以外のすべて
のページは、custom.css ファイルをインポートします。
custom.css ファイルにより、レイアウトが定義された他
のスタイル シートは上書きされます。

注意   custom.css スタイル シートは編集可能な唯一のス
タイル シートです。custom.css を編集する代わりに他の
システム スタイル シートを直接編集した場合、新バージョ
ンの Orchestrator にアップグレードするときに、編集内容
は毎回上書きされます。

login.css ログイン ページをカスタマイズ可能にします。

/images Web ビューのデフォルトの外観用のすべてのイメージが含まれます。

/default.html Web ビューのメイン ページ。

/login.html Web ビュー ログイン ページの外観を定義します。

/login.page Web ビュー ログイン ページの動作を定義します。
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Web ビュー フロント ページの編集
Web ビューのフロント ページを、default.html ファイルで作成します。

開始する前に

Web ビュー テンプレートを Orchestrator にインポートし、そのコンテンツを作業ディレクトリにエクスポートし、
Orchestrator を Web ビュー作成モードに設定しておく必要があります。

手順

1 作業ディレクトリのルートに移動します。

2 HTML エディタで、default.html ファイルを開きます。

default.html ページでは、表示のために Border コンポーネントが使用されています。次のコード例からわかる
ように、使用されるコードはわずかです。

<!-- Load the border located in ~/components/layout/Border.jwc -->
<vmo jwcid="@layout/MyBorder" section="literal: home" title="Home">
    <!--  Content of the homepage -->
        <h2 style="margin-left: 16px; margin-top: 0px; padding-top:18px;">
    Welcome to Default Webview Template
  </h2>
        <p style="margin-left: 16px;">
    This webview is a base for your own webview development.
  </p>
</vmo>

vmo タグによって jwcid 属性が Border を参照するように設定されることで、Tapestry コンポーネントが初期化
されます。Border コンポーネントは、ページのレイアウトを表示します。vmo タグ内にコンテンツを配置すると、
コンポーネントの本文に表示されます。

次に進む前に

default.html ページに関数を追加できます。

仮想マシンを取得するアクションの作成

[Virtual Machine Manager] Web ビューのフロント ページをカスタマイズして、仮想フォルダにあるすべての仮想マシ
ンのリストを表示できます。仮想マシンを取得するためのアクションを作成する必要があります。

開始する前に

Web ビュー テンプレートを Orchestrator にインポートし、そのコンテンツを作業ディレクトリにエクスポートし、
Orchestrator を Web ビュー作成モードに設定しておく必要があります。

手順

1 Orchestrator Client で、 [Actions]  ビューをクリックします。

2 アクション階層リストのルートを右クリックし、 [New module]  を選択して、新しいアクション モジュールを作成
します。

3 新しいモジュールに「<org.my_company>.vmManager」と名前を付けます。

4 モジュールの階層リストで <org.my_company>.vmManager を右クリックし、 [Add Action]  を選択します。

5 新しいアクションに「getVmByFolder」と名前を付けます。

6 getVmByFolder を右クリックして  [Edit]  を選択し、アクション ワークベンチを開きます。

7 [Scripting]  タブをクリックします。
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8 [Scripting]  タブのパラメータ ペイン内で右クリックし、 [Add parameter]  を選択します。

9 パラメータに「vmFolder」と名前を付けます。

10 vmFolder パラメータの  [Type]  リンクをクリックし、 [Array of]  -  [VC:VirtualMachine]  の順に選択します。

11 [Scripting]  タブ内のスクリプティング パッドに次の JavaScript コードを追加します。

return vmFolder.vm

12 [Return type:]   [Void]  リンクをクリックして、アクションの戻り値型を設定します。

13 選択ダイアログ ボックスから  [Array of:]  -  [VC:VirtualMachine]  の順に選択し、 [Accept]  をクリックします。

14 [Save and Close]  をクリックしてアクション ワークベンチを閉じます。

これで、フォルダから仮想マシンの配列を返すアクションを作成できました。

次に進む前に

Web ビューの権限を設定します。

Web ビューの権限の設定
権限を設定して、Web ビューにアクセスできるユーザーを定義します。

Web ビューの権限の設定は、Orchestrator Client の  [Authorizations]  ビューで行います。

開始する前に

[Virtual Machine Manager] Web ビューについて仮想マシンの配列を取得するための「getVmByFolder」アクション
の作成を完了しておく必要があります。

手順

1 Orchestrator Client で  [Authorizations]  ビューをクリックします。

2 [Authorizations]  ビューのヘッダでメニュー ボタン ( ) をクリックし、 [Create authorization]  を選択します。

3 [Name]  テキスト ボックスに、権限の名前を入力します。

4 [LDAP Group]  の横にある  [Not set]  をクリックし、Web ビューの使用を許可する LDAP ユーザー グループを選
択します。

5 [Description]  テキスト ボックスに、権限の説明を入力します。

6 [Create]  をクリックします。

7 権限を右クリックし、 [Edit]  を選択します。

8 [References]  タブをクリックします。

9 [Create reference]  をクリックします。

10 vCenter Server インベントリ階層リストからフォルダを選択し、 [Select]  をクリックして、このフォルダへのアク
セスを許可します。

11 [Create reference]  を再度クリックし、 [getVm]  アクションを選択します。

12 [Save and Close]  をクリックし、権限ワークベンチを終了します。

これで、[Virtual Machine Manager] Web ビューがアクセスするフォルダとアクションにアクセスするための権限を設
定できました。

次に進む前に

Web ビューの属性を設定します。
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Web ビューの属性の設定
Web ビューの属性を、実行するオペレーションに関連付けるための設定を行います。Web ビューの属性を設定するには、
Orchestrator Client で Web ビューを編集します。

開始する前に

[Virtual Machine Manager] Web ビューから仮想マシンの配列を取得するための「getVmByFolder」アクションの作
成と、アクセスするための権限の設定を完了しておく必要があります、

手順

1 Orchestrator Client で  [Web Views]  ビューをクリックします。

2 [Virtual Machine Manager]  を右クリックし、 [Unpublish]  を選択します。

発行済みの Web ビューを編集することはできません。

3 [Virtual Machine Manager]  を右クリックし、 [Edit]  を選択します。

4 Web ビュー ワークベンチで  [Attributes]  タブをクリックします。

5 [Attributes]  タブ内で右クリックし、 [Add attribute]  を選択します。

6 属性名をクリックして、getVirtualMachineList という名前を付けます。

getVirtualMachineList  [Type]  リンクをクリックし、 [Action]  を選択します。

7 getVirtualMachineList  [Value]  リンクをクリックし、前のステップで作成した  [getVmByFolder]  アクショ
ンを選択します。

8 手順 5 から 手順 7 を繰り返し、次のプロパティを持つ別の属性を作成します。

n Name: vmFolder

n Type: VC:VmFolder

n Value: インベントリ内の、仮想マシンを含む仮想フォルダ。

9 [Save and Close]  をクリックし、Web ビュー ワークベンチを終了します。

これで、Web ビューを作成済みのアクションとアクセスする仮想マシン フォルダに関連付ける属性を定義できました。

次に進む前に

Web ビュー ページに、定義したアクションにアクセスするためのコンポーネントを追加します。

コンポーネントの Web ページへの追加
Web ビューのページに、オーケストレーション オペレーションを実行するコンポーネントを追加できます。

開始する前に

次のタスクを完了しておく必要があります。

n [Virtual Machine Manager] Web ビューのために仮想マシンの配列を取得する「getVmByFolder」アクションの
作成

n ビューにアクセスするための権限の設定

n このアクションと仮想マシン フォルダにアクセスするための [Virtual Machine Manager] Web ビューの属性の設定
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手順

1 HTML エディタで、default.html Web ビュー ファイルを開きます。

2 ページにすべての仮想マシンを表示するために、vso:ListPane コンポーネントを default.html ファイルに追
加します。

vso:ListPane コンポーネントを追加するには、default.html ファイルで vmo タグの間に次のコードを追加し
ます。

<vmo jwcid="@layout/MyBorder" section="literal: home" title="Home">
            <h1>Virtual Machine Manager</h1>
    <div jwcid="vmList@vso:ListPane"
              action="getVirtualMachineList"
              actionParameters="attribute:vmFolder"
              detailUrl="<<myWebViewComponent>>.html">
      Select a virtual machine on the left to display it.
</vmo>

vmo タグにより、vso:ListPane コンポーネントが次のようにインスタンス化されます。

jwcid="vmList@ListPa
ne"

vmList はコンポーネントの一意の ID、@ListPane はコンポーネントのクラス名
です。

action="getVirtualMa
chineList"

実行するアクションの名前を格納している Web ビューの属性にリンクします。

actionParameters="at
tribute:vmFolder"

OGNL ステートメントを使用して、属性をアクションに渡します。前述のコードに
より、vmFolder Web ビューの属性がアクションに渡されます。

detailUrl="<<myWebVie
wComponent>>.html"

作成した HTML Web ビュー コンポーネント テンプレートのパスです。

[Virtual Machine Manager] Web ビューに、vCenter Server の所定のフォルダの仮想マシンを取得する定義済みアク
ションを実行するコンポーネントが追加されました。

次に進む前に

インターフェイスをカスタマイズします。

Web ビュー インターフェイスのカスタマイズ
Web ビュー作成の最終段階では、インターフェイスをカスタマイズします。

開始する前に

仮想マシンを取得するためのアクションを実行するコンポーネントを、Web ビューのフロント ページに追加しておく必
要があります。

手順

1 ブラウザで [Virtual Machine Manager] Web ビューに移動し、ページを更新します。

追加したコンポーネントが Web ビューに表示されますが、ページのレイアウトを変更する必要があります。

2 work_dir/vm_manager/css/custom.css というスタイル シート ファイルを開きます。
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3 work_dir/vm_manager/css/custom.css に、次のコードを追加します。

.vso_listPane {
 border: 1px solid #CCC;
 height: 300px;
 margin-bottom: 1em;
 } 
.vso_listPane .vso_virtualMachine {
 padding: 9px; 
}

4 ブラウザでページを更新します。

コンポーネントには細い境界線があり、高さは固定されています。

[custom.css]  スタイル シートを調整することで、Web ビューの外観をカスタマイズします。

次に進む前に

ページの任意の場所をカスタマイズするには、custom.css ファイルを変更します。Border.html ファイルと
border.css をオーバーライドすると、レイアウト全体を変更できます。既存のコンポーネントの表示方法をオーバー
ライドするには、部分テンプレートとスタイル シートを使用します。Tapestry コンポーネントを作成することもできます。
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vCenter Server をアップグレードした後の
Orchestrator アプリケーションのリファク
タリング 9

仮想インフラストラクチャを VMware Infrastructure 3.5 から vCenter Server 4.0 にアップグレードする場合は、旧バー
ジョン用に作成した Orchestrator のすべてのアプリケーションをリファクタリングする必要があります。Orchestrator 4.0
には、アプリケーションを新しいバージョンにリファクタリングするためのワークフローが用意されています。または、

VMware Infrastructue 3.5 プラグインをインストールすることにより、Orchestrator 4.0 で VMware Infrastructure 3.5
を実行できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n アプリケーションをリファクタリングするタイミング (P. 211)

n VMware Infrastructure 3.5 プラグインのインストール (P. 212)

n 基本リファクタリング ワークフローによるパッケージのリファクタリング (P. 213)

n 拡張リファクタリング ワークフローによるパッケージのリファクタリング (P. 216)

アプリケーションをリファクタリングするタイミング

仮想インフラストラクチャを VMware Infrastructure 3.5 から vCenter Server 4.0 にアップグレードする場合は、既存
のアプリケーションを引き続き実行するための措置をとる必要があります。

Orchestrator アプリケーションは、プラグインとして作成します。プラグインは、ワークフロー、アクション、Java ク
ラス、XML ファイル、Web ビュー、構成エレメント、またはポリシー テンプレートを含んだ 1 つ以上のパッケージで
構成されています。vCenter Server 4.0 API で使用されるパッケージ名と特定のオブジェクト タイプは、以前のバージョンの
VMware Infrastructure で使用されていた名前やタイプとは異なります。名前およびタイプの変更を表 9-1 に示します。

仮想インフラストラクチャを VMware Infrastructure 3.5 から vCenter Server 4.0 にアップグレードする場合、VMware
Infrastructure 3.5 プラグインを Orchestrator Server 4.0 プラットフォームにインストールしてからアプリケーション
をインポートします。VMware Infrastructure 3.5 プラグインは、vCenter Server 4.0 プラグインと通信し、変更なしで
アプリケーションを実行できるようにします。

または、vCenter Server 4.0 のすべての機能を利用できるようにするために、旧バージョンで作成した Orchestrator ア
プリケーションをリファクタリングすることができます。Orchestrator 4.0 には、アプリケーションを新しいバージョン
にリファクタリングするためのワークフローが用意されています。

表 9-1.  前バージョンの VMware Infrastructure から vCenter Server 4.0 へのアップグレードに伴うオブジェクト名の
変更

オブジェクト

前バージョンの VMware Infrastructure
での値 vCenter Server 4.0 での値

パッケージ名 vim3 vcenter

FinderResult タイプ VIM3 VC
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表 9-1.  前バージョンの VMware Infrastructure から vCenter Server 4.0 へのアップグレードに伴うオブジェクト名の変更
(続き)

オブジェクト

前バージョンの VMware Infrastructure
での値 vCenter Server 4.0 での値

スクリプト タイプ Vim Vc<<スクリプト名>>

ホスト VMware3:VimHost VC:SdkConnection

このように名前とタイプが変更されるため、アプリケーションによって行われるすべての VMware Infrastructure 関数
呼び出しを更新し、関数呼び出しで vCenter Server 4.0 プラグインを介して vCenter Server 4.0 API パッケージの関数
を検出できるようにする必要があります。

重要   リファクタリング プロセス中にパッケージを誤って上書きしないように、リファクタリング ワークフローを実行す
る前にパッケージとアプリケーションのバックアップを作成する必要があります。リファクタリングに失敗した場合は、

サーバを前の状態にリストアしてください。

また、アプリケーションをリファクタリングすると、リファクタリングされたすべてのワークフローに新しいワークフロー ID
が付けられます。たとえば、ID を使用してワークフローにアクセスする Web サービス クライアントのようなアプリケー
ションがある場合は、それらのワークフロー ID を適宜更新する必要があります。

VMware Infrastructure 3.5 プラグインのインストール
オプションの VMware Infrastructure 3.5 プラグインをインストールすることで、VMware Infrastructure 3.5 用に作成
したアプリケーションを Orchestrator 4.0 で継続して実行できます。VMware Infrastructure 3.5 プラグインは
Orchestrator 4.0 と一緒に提供されますが、デフォルトでインストールされません。

VMware Infrastructure 3.5 プラグインをインストールすると、VMware Infrastructure 3.5 用に作成したアプリケー
ションを実行できます。ただし、これらのアプリケーションでは、vCenter Server 4.0 の機能を利用できません。vCenter
Server 4.0 の機能を利用するには、VMware Infrastructure 3.5 のアプリケーションをリファクタリングしてください。

手順

1 次の URL で Orchestrator 構成インターフェイスを開いて、ログインします。

http://<<Orchestrator Server の IP アドレス>>:8282

2 [General]  タブ内で、 [Install Application]  をクリックします。

3 次のいずれかの場所を参照します。

n スタンドアロン バージョンの Orchestrator をインストールした場合: c:\Program Files\VMware
\Orchestrator\extras\plugins

n vCenter Server によってインストールされた Orchestrator の場合: c:\Program Files\VMware
\Infrastructure\Orchestrator\extras\plugins

4 vmo_vi35_4_0_0_4198.vmoapp を選択し、 [Open]  をクリックします。

5 [Install]  をクリックします。

6 [Startup Options]  をクリックします。

7 [Restart Service]  をクリックして Orchestrator Server を再起動します。

VMware Infrastructure 3.5 プラグインがインストールされました。

次に進む前に

Orchestrator 4.0 を使用して VMware Infrastructure 3.5 用に作成したアプリケーションを実行できます。

開発者ガイド

212  VMware, Inc.



基本リファクタリング ワークフローによるパッケージのリファクタリング
Orchestrator には、ほとんどのパッケージをリファクタリングして vCenter Server 4.0 にアクセスできるようにする基
本ワークフローが用意されています。

基本リファクタリング ワークフローでは、既存の VMware Infrastructure 3.5 Orchestrator パッケージのコピーを作成し、
vCenter Server 4.0 を使用するようにコピー内のすべての要素を変更します。このワークフローを実行すると、元の
VMware Infrastructure 3.5 アプリケーションはそのまま残りますが、その新しい複製アプリケーションは vCenter Server
4.0 を使用して実行できるように更新されます。

Refactoring Tutorial サンプル アプリケーションのセットアップ (オプション)
Refactor Tutorial サンプルを使用して、リファクタリング ワークフローを試行できます。このサンプルのパッケージを
Orchestrator にインポートし、サンプルをセットアップできます。

Refactor Tutorial サンプルは、2 つの基本ワークフローと 1 つの Web ビューを含むパッケージで構成されています。

n 「Supend virtual machine」ワークフローは、VMware Infrastructure 3.5 インベントリで実行されている仮想マ
シンのサスペンドを要求し、VMware Infrastructure がサスペンド要求を完了するのを待ちます。

n 「Resume virtual machine」ワークフローは、サスペンドした VMware Infrastructure 3.5 仮想マシンの再開を要
求し、VMware Infrastructure が再開要求を完了するのを待ちます。

n Refactor Tutorial Web ビューにより、ブラウザの Web インターフェイスから、「Suspend virtual machine」および
「Resume virtual machine」ワークフローを実行できます。

Refactor Tutorial Web ビューは、最初に VMware Infrastructure 3.5 インベントリで実行されている仮想マシンにアク
セスして対話動作します。リファクタリング ワークフローの実行後は、代わりに、この Web ビュー アプリケーションが
vCenter Server 4.0 インベントリの仮想マシンにアクセスして対話動作します。

開始する前に

n Orchestrator Server に、VMware Infrastructure 3.5 プラグインと vCenter Server 4.0 プラグインをインストー
ルしておく必要があります。

n Orchestrator が VMware Infrastructure 3.5 サーバと vCenter Server 4.0 サーバに接続され、その両方のサーバ
で仮想マシンが実行されている必要があります。

n Orchestrator ドキュメント インデックス ページからサンプルの ZIP ファイルをダウンロードしておく必要があります。
「サンプル アプリケーション (P. 5)」を参照してください。

手順

1 サンプルの ZIP ファイルを適切な場所に解凍します。

2 <<インストールディレクトリ>>/Refactoring を開きます。

Refactoring フォルダに、com.vmware.refactor.tutorial.package が含まれています。

3 com.vmware.refactor.tutorial.package をインポートします。

a Orchestrator Client の左ペインで、 [Packages]  ビューをクリックします。

b パッケージのリストの下の空白部分を右クリックし、 [Import Package]  を選択します。

c com.vmware.library.refactor.tutorial.package を見つけて  [Open]  をクリックします。

パッケージ証明書に関する情報が表示されます。

d [Import]  をクリックします。

インポートする要素のチェックリストと一緒にパッケージの内容が表示されます。

e [Import checked elements]  をクリックします。
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4 [Documentation]  -  [Refactor tutorial]  を選択して、「Refactoring Tutorial」ワークフローが左ペインの
[Workflows]  ビューに表示されていることを確認します。

5 Refactor Tutorial Web ビューを起動します。

a 左ペインで  [Web Views]  ビューをクリックします。

b Refactor Tutorial Web ビューを右クリックし、 [Publish]  を選択して起動します。

6 Web ブラウザで、http://<Orchestrator_server>:8280 にアクセスします。この <Orchestrator_server>
は、Orchastrator Server が稼働しているマシンの名前または IP アドレスです。

7 [Web View List]  -  [Refactor Tutorial]  を選択します。

8 Orchestrator Client にアクセスするときと同じユーザー名とパスワードを使用してログインします。

Refactor Tutorial サンプルがインストールされました。Refactor Tutorial Web ビューにより、VMware Infrastructure
3.5 サーバで実行されている仮想マシンをサスペンドまたは再開できます。VMware Infrastructure 3.5 から vCenter
Server 4.0 へのアプリケーションのリファクタリングを試行できます。

次に進む前に

このサンプル アプリケーションをリファクタリングします。

基本リファクタリング ワークフローの実行
基本リファクタリング ワークフローにより、ほとんどの VMware Infrastructure 3.5 アプリケーションをリファクタリ
ングして、それらのアプリケーションが vCenter Server 4.0 API を使用できるようにすることができます。

開始する前に

n リファクタリング対象の VMware Infrastructure 3.5 Orchestrator アプリケーションを持っている必要があります。
たとえば、com.vmware.refactor.tutorial サンプルなどです。

手順

1 Orchestrator Client インターフェイスの左ペインで、 [Workflow]  をクリックします。

2 ワークフロー階層リストで  [Library]  -  [Refactoring]  を選択して、リファクタリング ワークフローを表示します。

3 「Migrate package to vCenter Server 4」ワークフローを右クリックし、 [Execute Workflow]  を選択します。

4 [Package] の下で、 [Source package]  値をクリックし、VMware Infrastructure 3.5 から vCenter Server 4.0 に
リファクタリングするパッケージを選択します。

たとえば、com.vmware.refactor.tutorial を選択します。

5 [Destination package]  テキスト ボックスにターゲット パッケージを入力します。

ターゲット パッケージは、リファクタリングされたアプリケーションを作成するために使用します。

たとえば、com.vmware.refactor.tutorial_vcenter40 を入力します。

6 [Rules]  で、リファクタリング ワークフローでアプリケーションにある別のオブジェクト セットを参照するように
指定し、これらのオブジェクトのコピーを作成するターゲットを入力します。

ターゲットを入力しないと、リファクタリング ツールはリファクタリングを実行しません。アプリケーションに特
定のタイプのオブジェクトが含まれない場合は、そのテキスト ボックスの設定を  [Not set]  のままにします。たとえば、
Refactor Tutorial サンプルに 1 つの Web ビュー オブジェクトと 1 つのワークフロー オブジェクトがある場合は、
次のソースとターゲットの場所を設定します。

ルール タイプ ソースの場所 ターゲットの場所

[Configuration rules] [Not set] 該当なし

[Webview rules] [Refactor Tutorial] refactortutorial_copy
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ルール タイプ ソースの場所 ターゲットの場所

[Workflow rules] [Refactor Tutorial] Documentation/Refactor tutorial
Copy

[Actions rules] [Not set] 該当なし

Refactoring Tutorial サンプルには構成要素やアクションがないため、これらの値は設定しません。ただし、構成要
素またはアクションを含むアプリケーションの場合は、ソースとターゲットの場所を指定する必要があります。

注意   アクション ルールのソースの場所を設定する場合、リストから場所を選択することはできません。手動で入力
する必要があります。

7 [Save XML] の下の  [Not set]  リンクをクリックして、リファクタリング ワークフローの結果を保存するリソース
カテゴリを選択します。

8 [Submit]  をクリックします。

「Migrate package to vCenter Server 4」ワークフローが実行されます。

「Migrate package to vCenter Server 4」ワークフローにより、アプリケーションのコピーとリファクタリングが実行
されました。これにより新しいバージョンでは、VMware Infrastructure 3.5 プラグインではなく vCenter Server 4.0
プラグインが実装されます。VMware Infrastructure 3.5 バージョンのアプリケーションは、同じ場所に変更されずに残
ります。

次に進む前に

リファクタリング ワークフローによりアプリケーションが正しくリファクタリングされたことを検証します。

リファクタリングの検証

リファクタリング ワークフローを実行したら、そのワークフローによってアプリケーションが正しくリファクタリングさ
れたことを検証します。

手順

1 Orchestrator Client インターフェイスで  [Packages]  ビューをクリックして、新しいパッケージが存在することを
確認します。

Refactoring Tutorial サンプルでは、com.vmware.refactor.tutorial_vcenter40 というパッケージが表示
されます。

2 [Workflows]  ビューをクリックして、リファクタリングされたワークフローが存在することを確認します。

Refactoring Tutorial サンプルで、 [Documentation]  -  [Refactor tutorial copy]  を選択して、ワークフロー階
層リストにある「Submit VM」ワークフローと「Resume VM」ワークフローを表示します。

3 新しいワークフローに vCenter Server 4.0 プラグインが実装されていることを確認します。

a 新しいワークフローの 1 つをクリックします。

b 右ペインで、 [Schema]  タブをクリックします。

c スキーマ ダイアグラムで、要素の 1 つをダブルクリックして、左側の要素階層リストに要素を表示します。

vCenter Server 4.0 プラグインがリストに表示されます。

たとえば、Refactor Tutorial サンプルで、 [Refactor Tutorial Copy]  -  [Suspend VM]  を選択し、 [Suspend
virtual machine and wait]  Workflow 要素をダブルクリックします。「Suspend virtual machine and wait」
Workflow 要素は、ワークフロー階層リストの  [Library]  -  [vCenter Server]  -  [Virtual machine management]  -
[Power Management]  ノードにあります。元のバージョンの例の場合、この要素は、[vCenter Server] ノードで
はなく [VIM3] ノードにあります。

4 [Web views]  ビューをクリックします。
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5 古い Refactor Tutorial Web ビューを右クリックし、 [Unpublish]  を選択します。

6 リファクタリングした新しい Refactor Tutorial Web ビューを右クリックし、 [Publish]  を選択します。

7 ブラウザで、http://<<orchestrator_server>>:8280/vmo/refactortutorial/default.html に移
動し、Refactor Tutorial Web ビューにアクセスします。

8 Orchestrator のユーザー名とパスワードを入力して、Refactor Tutorial Web ビューにログインします。

9 [Suspend VM]  をクリックします。

10 サスペンドする仮想マシンを検索します。

サスペンド可能な仮想マシンが vCenter Server 4.0 環境内に存在すれば、リファクタリングが正常に行われたこと
になります。

アプリケーションのリファクタリングが正常に実行されたことが検証されました。これで、アプリケーションに vCenter
Server 4.0 プラグインを実装しました。

拡張リファクタリング ワークフローによるパッケージのリファクタリング
基本リファクタリング ワークフローで VMware Infrastructure 3.5 アプリケーションのリファクタリングが正常に実行
されない場合は、拡張リファクタリング ワークフローを使用してアプリケーションをリファクタリングできます。

拡張リファクタリング ワークフローでは、基本リファクタリング ワークフローが呼び出すワークフローと同じワークフ
ローを使用します。基本ワークフローで正常にリファクタリングされない場合、またはリファクタリング ワークフローの
出力パラメータを自分で定義する場合は、拡張リファクタリング ワークフローを直接使用できます。

拡張リファクタリング ワークフローでは、既存の VMware Infrastructure 3.5 Orchestrator アプリケーションのコピー
を作成し、vCenter Server 4.0 を使用するようにコピー内のすべての要素を変更します。このワークフローを実行すると、
元の VMware Infrastructure 3.5 アプリケーションはそのまま残りますが、その新しい複製アプリケーションは vCenter
Server 4.0 を使用して実行できるように更新されます。

拡張リファクタリング ワークフロー
拡張リファクタリング ワークフローでは、XML 記述ファイルを使用して、リファクタリング対象のアプリケーション、
複製アプリケーションの作成場所、リファクタリングするアプリケーションの要素、リファクタリング ルールの検索場所
などを定義します。拡張リファクタリング ワークフローには、これらの XML 記述ファイルを作成するワークフローが含
まれています。

表 9-2 に、Orchestrator に組み込まれている拡張リファクタリング ワークフローを示します。

表 9-2.  拡張リファクタリング ワークフロー

ワークフロー名 説明

[Library]  -  [Refactoring]  -  [Refactor - Create
RefactorDescription XML]

ユーザー入力を要求して次の情報を定義します。

n リファクタリングするアプリケーションの名前と場所

n パッケージ オブジェクトのコピー ルール
n 複製アプリケーションでリファクタリングする要素のタイプ

n リファクタリング ワークフローで使用するリソース ファイルの
名前と場所

この情報は、他のリファクタリング ワークフローが実行時に使用する
XML 記述ファイルに記録されます。

[Library]  -  [Refactoring]  -  [Advanced]  -  [Refactor - Copy
VMware Infrastructure 3.5 application and migrate to
vCenter Server 4.0 plug-in]

次のアクションを実行します。

n XML 記述ファイルで指定されている名前で、そのファイルで指
定されている場所にアプリケーションの複製を作成する。

n 複製アプリケーションの要素を更新し、それらの要素が vCenter
Server 4.0 プラグインを実装できるようにする。

n オプションで、ワークフローが更新したすべての要素のログを

作成する。このログは、他のアプリケーションをリファクタリ

ングするときに使用できる XML マッピング ファイルです。
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表 9-2.  拡張リファクタリング ワークフロー (続き)

ワークフロー名 説明

[Library]  -  [Refactoring]  -  [Advanced]  -  [Refactor - Copy
VMware Infrastructure 3.5 application and migrate to
vCenter Server 4.0 plug-in with String input]

次のアクションを実行します。

n ワークフローに String 形式で渡す XML 記述ファイルで指定さ
れている名前で、そのファイルで指定されている場所にアプリ

ケーションの複製を作成する。

n 複製アプリケーションの要素を更新し、それらの要素が vCenter
Server 4.0 プラグインを実装できるようにする。

n オプションで、ワークフローが更新したすべての要素のログを

作成する。このログは、他のアプリケーションをリファクタリ

ングするときに使用できる XML マッピング ファイルです。

[Library]  -  [Refactoring]  -  [Advanced]  -  [Refactor - Execute
refactor]

入力パラメータなしでリファクタリングを実行します。このワーク

フローは、「Refactor - Copy VMware Infrastructure 3.5
application and migrate to vCenter Server 4.0 plug-in」ワー
クフローによって実行されます。必要な場合は、このワークフロー

を修正してアプリケーションに固有のリファクタリング ルールを定
義できます。これは、高度な使用例です。

[Library]  -  [Refactoring]  -  [Advanced]  -  [Refactor - Execute
refactor using resources]

XML 文字列ではなく、リソース要素 (XML ファイル) で定義されて
いるルールに従ってリファクタリングを実行します。このワークフ

ローは、「Refactor - Copy VMware Infrastructure 3.5
application and migrate to vCenter Server 4.0 plug-in」ワー
クフローによって実行されます。必要な場合は、このワークフロー

を修正してアプリケーションに固有のリファクタリング ルールを定
義できます。これは、高度な使用例です。

拡張リファクタリング ワークフローの実行
基本ワークフロー「Migrate Package to vCenter 4.0」でアプリケーションのリファクタリングが正常に実行されない
場合は、拡張リファクタリング ワークフローを実行できます。

開始する前に

n Orchestrator Server に、VMware Infrastructure 3.5 プラグインと vCenter Server 4.0 プラグインをインストー
ルしておく必要があります。

n com.vmware.library.refactoring パッケージを Orchestrator Client にインポートしておく必要があります。

n リファクタリング対象の VMware Infrastructure 3.5 Orchestrator アプリケーションを持っている必要があります。
たとえば、com.vmware.refactor.tutorial サンプルなどです。

手順

1 「Create RefactorDescription XML」ワークフローを実行して、copy.xml XML 記述ファイルを作成します。

2 もう一度「Create RefactorDescription XML」ワークフローを実行して、update-references.xml XML 記述
ファイルを作成します。

3 「Copy VMware Infrastructure 3.5 application to refactor the application and migrate to the vCenter Server
4.0 plug-in」ワークフローを実行します。

リファクタリング ワークフローを実行するには、copy.xml ファイルと update-references.xml ファイルをそ
のワークフローに渡す必要があります。

拡張リファクタリング ワークフローを直接実行することによって、アプリケーションがリファクタリングされました。
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