
組織の構築

この章は次のトピックで構成されています。

• 組織の構築, 1 ページ

組織の構築

概要

OrganizationDesignerは、サービス組織を構築するための主要ツールです。このモジュールでは、
Service Catalog実装の次のコンポーネントをセットアップし、保守します。

•組織

•グループ（Groups）

•キュー

•人員（People）

•役職

•ロール

バージョン 10.0より前の Service Portalモジュールには、デフォルトでMy Workspaceおよび
Systemモジュールのページグループが含まれていました。これらのページは、10.xで廃止さ
れ、Prime Service Catalogが 9.xバージョンからアップグレードされた場合に表示されます。
管理者が [Organization Designer] > [ロール（Roles）] > [任意のユーザ（Anyone）]ロールから
ページの読み取り権限を削除すると、これらのページは無効になり、すべてのユーザに対して

非表示になります。

（注）
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Organization Designer へのアクセス
Organization Designerモジュールは、Service Catalogのすべてのインストールで使用できます。
Organization Designerの使用権限が付与されたすべてのユーザのモジュールドロップダウンメ
ニューに表示されます。

Organization Designer のホームページ
Organization Designerのホームページは、次の領域に分かれています。

• [ナビゲーション（Navigation）]ペインには、このモジュールおよび現在のページで使用可能
なオプションが表示されます。さまざまなオプションを移動している間、（ホームページ

から始まる）「ブレッドクラム」のトレールが残るため、前に表示したすべてのページに簡

単に戻ることができます。

• [共通タスク（Common Tasks）]ペインでは、主に新しいエンティティの作成を簡単にする
ため、頻繁に使用するタスクが 1つの場所にグループ化されています。エンティティは、コ
ンポーネント固有のページで [追加（Add）]をクリックして作成することもできます。

• [組織のサマリー（Organization Summary）]ペインには、組織単位、グループ、人、および
キューのエントリ数が表示されます。

• [コンテンツ（Content）]ペインでは、組織エンティティの検索、新しいエンティティの作
成、または既存のエンティティの変更を行うことができます。

ナビゲーション

ブラウザウィンドウの上部にあるナビゲーションバーにより、任意の Organization Designerコン
ポーネントから別のコンポーネントにすばやく移動したり、OrganizationDesignerのホームページ
に戻ったりすることができます。

特定の組織単位、グループ、個人、キュー、またはロールを表示するごとに、OrganizationDesigner
において何をどのコンポーネントで表示したかがナビゲーショントレールに表示されます。この

トレールは、ブラウザウィンドウの上部に作成され、これにより、OrganizationDesignerでの現在
の位置およびそれまでの足跡を簡単に把握できます。

Organization Designerの別のコンポーネントに移動するもう 1つの方法として、後で説明している
ように、ホームページ検索を使用する方法があります。特定のエンティティタイプを検索し、

そのタイプのエンティティを選択すると、対応するコンポーネントに制御が移ります。

検索

Organization Designerでは、さまざまな組織コンポーネントへの移動および検索を支援するために
2つの検索方法が用意されています。

•ホームページ検索

•コンポーネント固有の検索

    Cisco Prime Service Catalog 11.0 管理および運用ガイド
2

組織の構築

概要



ホームページ検索

ホームページを使用すると、さまざまなコンポーネントの簡単な検索を 1箇所で実行できます。
ホームページ上の [検索（Search）]領域を使用して、エンティティをタイプ別および名前別（任
意）ですばやく見つけることができます。

•最初に、表示するエンティティタイプを選択します。選択を行うと、指定したタイプのす
べてのエンティティが検索ボックスの下のコンテンツペインに表示されます。検索結果は、

アルファベット順に表示されます。

•コンテンツペインでエンティティのリストを参照できます。各エンティティ名の上にマウ
スを移動すると、ハイパーリンクが表示されます。そのリンクをクリックして Organization
Designerページに移動し、そのエンティティ定義の詳細を表示または変更できます。

•エンティティのリストを絞り込むには、エンティティタイプを選択してから、エンティティ
名の全部または一部をテキストフィールドに入力して、[検索（Search）]をクリックします。
検索条件を満たすオブジェクト（たとえば、入力された単語全体に名前が一致するエンティ

ティ）がすべて表示されます。次に、これらのエンティティをブラウズして 1つを選択し、
さらに詳細なビューを表示します。

コンポーネント固有の検索

コンポーネント固有の検索を使用すると、[ホーム（Home）]ページに戻ることなく、特定のコン
ポーネント内の検索結果を表示できます。これによって、移動することなく、コンポーネントの

内部に留まって作業を続けることができます。

Organization Designerで管理されているすべてのエンティティに対してコンポーネント固有の検索
を実行できます。階層構造を持つエンティティ（組織の構成単位や組織のロールなど）も、階層

的に表示できます。検索結果の横にある
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をクリックします。

図 1：コンポーネント検索

組織エンティティの保守

各組織エンティティタイプには独自のホームページがあります。ここにアクセスするには、

OrganizationDesignerのホームページで対応するタブをクリックするか、または対応するタイプの
エンティティを検索してから選択します。ホームページには、エンティティの [一般（General）]
プロパティが表示されます。次に示すグループ例のように、その他のページがコンテンツペイン

の右に示されます。これらのページは、エンティティのタイプによって異なる場合があります。

エンティティの作成

Organization Designerでのエンティティの作成には、次の 2つの方法があります。

• Organization Designerホームページの [共通タスク（Common Tasks）]ページで、[作成
（Create）]リンクをクリックします。

•作成するエンティティタイプに対応するナビゲーションペインのタブをクリックします。
エンティティのホームページが表示されたら、[追加（Add）]をクリックします。
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いずれの場合も、選択したエンティティタイプの作成ページが表示されます。

このページには、通常、エンティティの作成に必要な属性がすべて含まれています。これらの属

性にデータを指定し、[作成（Create）]をクリックすると、そのエンティティが作成されます。
これで、標準のページセットが使用できるようになり、そのエンティティ定義のその他の側面を

保守できます。

既存のエンティティのコピー

エンティティの複製方法として、組織エンティティをコピーできます。エンティティをコピーす

ると、そのエンティティのすべてのプロパティ（そのエンティティのメンバーを含む）がコピー

されます。ただし、アイデンティティを固有に識別するプロパティ（組織名または個人の名前や

ログイン IDなど）は除きます。

エンティティをコピーするには、その定義を表示し、[一般（General）]ページの [コピー（Copy）]
をクリックします。次に、新しい名前を割り当て、そのエンティティを保存します。新しいエン

ティティ定義のすべてのページを編集できるようになります。

エンティティの非アクティブ化

Organization Designerでは、エンティティをシステムから削除することなく、他のモジュール
（Service Managerや Service Designerなど）内のビューでエンティティを「非表示」にできます。
非アクティブなエンティティは、いずれの検索ウィンドウにも表示されません。たとえば、サー

ビス設計者がタスクを特定のキューに割り当てようとすると、アクティブなキューだけが表示さ

れます。エンティティのステータスを変更すると、変更の確認が求められます。

エンティティの削除

エンティティは、アクティブではなく、使用されていない場合にのみ削除できます。たとえば、

提供計画に使用されているキューは削除できません。キューを削除する前に、キューをまず非ア

クティブ化します。
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管理（Administration）

すべての組織エンティティに [管理（Administration）]ページがあります。エンティティの [管理
（Administration）]部分では、そのエンティティ用に作成されたレコードの表示または編集を実行
できるユーザを指定できます。

図 2：[管理（Administration）] ページ

エンティティに対する管理権限は、指定した組織単位（その組織単位内のすべての人にも継承さ

れます）、役職、キュー、グループ、またはロールに割り当てることができます。加えて、権限

は「Anyone」に割り当てることができます。この場合は、OrganizationDesignerにアクセスできる
すべてのユーザがそのエンティティの情報を変更できます。「Anyone」。読み取り権限のみを持
つ Anyoneロールは、読み取りだけが許可され、変更は許可されません。このロールは追加する
としても慎重に行う必要があります。

次の権限を割り当てることができます。

表 1：ユーザの権限

説明権限

ユーザには、エンティティの読み取り（情報の

表示）、書き込み（情報の変更と更新）、およ

び権限の変更（読み取り/書き込みアクセス権の
変更）の権限があります。

すべて（All）

ユーザは、エンティティの情報を表示する権限

のみを持ち、情報を変更することはできませ

ん。

[読み取り（Read）]

ユーザは、エンティティの情報を表示および変

更する権限を持ちます。

書き込み（Write）
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説明権限

ユーザは、エンティティへの読み取り/書き込み
アクセス権を変更できます。ユーザが変更を許

可されていない権限は「淡色表示」になりま

す。

権限の変更

システム定義エンティティには、事前設定の管理権限セットが自動的に付与されます。これらの

エンティティは淡色表示され、削除や変更はできません。ただし、追加の組織単位、人、ロー

ル、グループ、または役職に管理権限を割り当てることができます。

組織エンティティおよびその関係

正常に機能する実装を設定するには、組織エンティティが相互にどう関係しているかを理解する

ことが重要です。次に例を示します。

•すべてのユーザは、OrganizationDesignerで表示可能かつ管理可能な個人として表される必要
があります。

•すべての人は、少なくとも 1つの組織に属している必要があります。サービスを要求できる
ようになるために、人は事業単位（組織の 1タイプ）に属している必要があります。サービ
ス提供タスクを実行する人は、1つ以上のサービスチームに属していることも必要です。

•人および組織にはロールが付与されており、これにより、アクセスできるモジュール、およ
び各モジュールで持つことができる機能が決まります。組織にロールを付与すると、その組

織のすべてのメンバーがそのロールを継承します。たとえば、同じ事業単位で働く人は、通

常、同じサービスセットをオーダーします。

•組織に加えて、人のアドホックグループを設定できます。次に、これらのグループにロー
ルを割り当てることができます。たとえば、チーム全体ではなく、複数のサービスチーム

の 1人または 2人が、Service Catalogレポートを実行し、カスタムレポートを作成できる必
要がある場合があります。グループを設定すると、適切な人セットに適切な機能を簡単に付

与できるようになります。

エンティティ間の依存関係は、Organization Designerでこれらのエンティティを操作する方法に影
響します。個々のエンティティタイプに関する項では、こうした依存関係について詳細に説明し

ます。

ディレクトリ統合および組織エンティティ

原則として、次の組織エンティティは、ディレクトリ統合を使用して作成およびリフレッシュで

きます。

•人（ロール、グループ、および組織でのその人のメンバーシップを含む）
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•組織（事業単位（そのメンバーがサービスのオーダーを許可されている企業の部門または部
局）、およびサービスチーム（Service Catalog内で作業を行う従業員）の両方を含む）

多くのインストール環境では、事業単位はディレクトリ統合の一部として自動的に作成されます。

事業単位は企業エンティティの実際の部門に対応しており、ほとんどの企業ベースディレクトリ

の一部である必要があるため、これは理にかなっています。OrganizationDesignerのユーザは、テ
スト目的などで追加の事業単位を作成したり、ディレクトリ統合で管理されていない組織単位の

側面を変更したりといったことを自由に行えます。

ディレクトリ統合機能では、サービスチームの自動作成がサポートされていますが、一般的では

ありません。サービスチームは、カスタマイズされた人セットが特定のタスクで作業できるよう

に、完全な Service Catalogのアーティファクトとして作成されることがあります。 Service Catalog
の外部の企業は、そのような組織に関する知識を持つ必要がないため、こうしたサービスチーム

や事業単位の作成および管理は管理者が行うことになります。

同様に、ディレクトリ統合では、人へのロールおよびグループの割り当てを、ディレクトリから

Service Catalogにインポートできます。ただし、多くの場合、ディレクトリにはそのような情報
は含まれていません。これは、ロールとグループは一般的に Service Catalogのアーティファクト
であり、ServiceCatalogを簡単に使用することを目的に作成され、他の企業アクティビティには適
用できないためです。したがって、OrganizationDesignerのユーザは、通常、ロール定義と、人、
組織、およびグループへのロール割り当ての両方を管理する必要があります。

組織

組織単位（OU）は、会社の組織構造を表します。

組織単位の保守

組織単位には、次の 2つのタイプがあります。

•サービスを提供する人で構成されるサービスチーム

•サービスを要求および受領する人で構成される事業単位

組織単位は、その組織単位のメンバー（人）が含まれている場合と、キューにリンクされている

場合があります。実際は、新しい個人をシステムに追加する場合は、デフォルト（ホーム）の組

織単位を選択する必要があります。

サービスチーム（Service Teams）

サービスチームは、要求されたサービスを提供します。サービスチームは、OrganizationDesigner
で作成されたキュー、およびServiceDesignerで作成されたサービスグループにリンクされていま
す。サービスチームは、サービスを提供する人（サービス実行者）で構成されます。サービス

グループは、サービス提供のためのチームとシステムプロセスの両方を表します。サービスチー

ムは、サービスのグループを「所有」できるため、これらのサービスの提供に関連する作業の管

理を担当します。
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サービス実行者は、1つ以上のサービスチームOUに属すことができます。実行者のスキルセッ
トに基づいてサービスチームを作成することを推奨します。

事業単位

事業単位には、サービスを要求および受領する人がメンバとして含まれています。事業単位のみ

が課金可能であり、サービスの要求を行うと、My Servicesの [請求先（Bill To）]フィールドに表
示されます。したがって、多くの場合、事業単位は会社のコストセンター構造に基づいて構成し

ます。

サービス実行者は複数のサービスチームに属することができますが、事業単位は、サービスチー

ムではなく、個人のホーム組織単位として割り当てることを推奨します。事業単位のみが課金可

能であるため、事業単位をホーム OUとして割り当てると、実行者が自分自身のためにサービス
を要求した場合にコストと料金を適切に追跡し、課金することができます。

すべてのユーザを、1つの「ホーム」組織単位（OU）に割り当てる必要があります。ユーザ
を、その他の組織単位に割り当てることができますが、「ホーム」として設定できるのは1つ
だけです。

（注）

組織単位の保守

組織単位を作成すると、次に説明するように、その組織単位を使用して追加データの変更および

入力を行うことができます。

表 2：[組織単位（Organization Unit）] ページ

説明ページ

親OUに割り当てられているサブ組織単位を含
む、組織単位に関する一般情報。

一般

人とキューの両方を含む、組織単位のメン

バー。

人員（People）

組織に指定された役職に割り当てられた人およ

びキュー。

位置

組織単位の構造の承認および確認。許可

組織単位の代理でオーダーする権限、または

サービスチームを管理する権限のあるエンティ

ティ。

権限

組織単位に現在割り当てられているロール。ロール
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説明ページ

OrganizationDesignerで組織単位情報を表示また
は変更する権限を持つエンティティ。

管理（Administration）

組織単位の非アクティブ化

ディレクトリ統合が配置されており、人と組織をリフレッシュするように設定されている場合は、

非アクティブ化する組織単位が企業ディレクトリ内の有効でアクティブなユーザに関連付けられ

ていないことを確認する必要もあります。そのユーザがログインすると、その組織単位は再アク

ティブ化されます。また、組織単位の非アクティブ化により、その OUに関連付けられている
キューが非アクティブ化されることはありません。

組織単位の設定

組織単位の [一般（General）]ページで、OUの作成時に提供される情報を編集できます。組織単
位をアクティブ化または非アクティブ化したり、サブ組織単位の追加や削除により階層構造をさ

らに拡張したりできます。

組織単位に関する一般情報の要約を次に示します。

表 3：組織単位のフィールド

組織の名前名前（Name）

[アクティブ（Active）]または [非アクティブ
（Inactive）]。

Status

このオプションは古いため、使用さ

れていません。これは将来的に削除

されます。

（注）

サービス実行者が、事業単位の要求を実行する

作業時間に対して課金可能であるかどうかを確

認します。このオプションは、事業単位にのみ

使用できます。

課金可能（Billable）

[サービスチーム（Service Team）]または [事業
単位（Business Unit）]をクリックします。

タイプ（Type）

[保存（Save）]を

クリックして、親組織単位を検索および選択し

ます。

親
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組織の名前名前（Name）

組織単位について説明する任意のテキスト。説明

組織単位の階層

ServiceCatalogでは、親組織単位と子組織単位の階層構造を作成できます。各組織単位には、1つ
の親 OUと 1つ以上の子（サブ OU）を設定できます。

組織単位の構造には次のような効果があります。

•統計情報（SLAコンプライアンスまたは処理されるタスクや要求の量など）は、Advanced
Reportingモジュール内でアカウンティングやレポーティングを目的として親OUに統合でき
ます。

•設計者は、（画面の外観を制御する）さまざまなスタイルを親組織単位または子組織単位に
関連付けることにより、ユーザエクスペリエンスをカスタマイズできます。

•サブ組織単位は、親からロールおよび権限を継承できるため、責任の割り当てが容易になり
ます。

サブ組織単位およびそのサブ OUのメンバーは、その親組織単位に割り当てられているロールと
権限をすべて継承します。この継承規則があるため、ロールベースのアクセスは慎重に設定する

必要があります。例として、ボトムアップ手法の使用があります。この手法では、最も低い子組

織単位に最も多いロールを割り当てる、つまり最大の責任を持たせ、親組織単位に近づくにつれ、

割り当てるロールを少なくします。

サブ組織単位を親に追加していくため、作業の順番として有用な方法は、次のとおりです。

1 サブ組織単位を作成します。

2 親組織単位を作成します。

3 サブ組織単位を親 OUに追加します。

組織単位のメンバー

組織単位に属する人を指定できます。個人は、複数の OUに割り当てられる場合がありますが、
持つことができるホーム OUは 1つのみです。組織単位を個人に関連付けるプロセスは、次のと
おりです。

1 組織単位を作成します。

2 個人を作成します。

3 個人を組織単位に関連付けます。個人とOUの関係を作成するには、次の 2つの方法がありま
す。

•個人を組織単位に割り当てる：Peopleコンポーネントの [組織単位（Org Units）]ページ
を使用して個人を追加すると、複数の人を 1つの OUに割り当てることができます。
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• OUを個人に割り当てる：Peopleコンポーネントの [メンバー（Members）]ページを使用
して組織単位を追加すると、複数の OUを特定の個人に一度に追加できます。

サービスチームの場合、チームが担当するキューを指定できます。組織単位を個人に関連付ける

プロセスは、次のとおりです。

1 サービスチーム組織単位を作成します。

2 キューを作成します。サービスチームを作成する場合、作業を受領するサービスチーム用の

キューを作成する必要があります。

3 キューを組織単位に関連付けます。キューとOUの関係を作成するには、次の 2つの方法があ
ります。

•キューを組織単位に割り当てる：組織単位情報内でキューを追加すると、複数のキューを
1つの OUに割り当てることができます。

• OUをキューに割り当てる：個人の情報内で組織単位を追加すると、複数の OUすべてを
特定の個人に一度に割り当てることができます。

キューまたは個人の名前の左側にあるチェックボックスは、現在の組織がそのエンティティの

ホームである場合はグレー表示されます。ホーム OUとして割り当てられている OUを持つ個人
は削除できません。個人を OUから削除するには、その個人エントリを保守して、新しいホーム
OUをその個人に再割り当てする必要があります。これで、その個人は非ホーム OUのメンバー
として削除できるようになります。

エンティティのホーム所属を変更するには、キューまたは個人の名前の左側にあるチェックボッ

クスをオンにしてから、[ホームとして割り当てる（Assign as Home）]をクリックします。エン
ティティのホーム所属を確立後に変更するには、OrganizationDesignerの Personコンポーネントま
たは Queueコンポーネントの [組織（Organizations）]ページに移動する必要があります。

役職

組織単位に関連付けられているキューまたは個人は、その組織のすべての役職に割り当てること

ができます。エンティティを役職に割り当てる前に、役職が存在している必要があります。

Organization Designerには事前定義された役職が複数ありますが、役職を作成して組織単位に関連
付けることもできます。

役職と割り当てられた個人との関係を作成する順序は、次のとおりです。

1 必要に応じて、List-Bullet-Char1>新しい役職を作成します。
2 必要に応じて、組織単位を作成します。

3 組織単位の [役職（Positions）]ページで、その組織単位のメンバーであるエンティティ（個人
またはキュー）を割り当て、その役職への割り当てを行います。

役職名の左側にある「X」は、その役職が割り当てられていないことを示します。

個人またはキューを役職に割り当てるには、[割り当て（Assign）]をクリックします。ポップアッ
プウィンドウが表示され、割り当てる個人またはキューを検索して選択できます。
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エンティティは、[割り当て解除（UnAssign）]をクリックして役職から削除できます。タスクの
実行またはその他の作業の実行を担当する役職である場合は、未割り当てのまま放置しないでく

ださい。

組織レベルの承認

Organization Designerを使用して、組織単位の承認構造、つまり「部門承認」および「部門確認」
を設定します。設定機能は、サイトレベルおよびサービスグループレベルで使用可能な設定機

能と似ています。これらについては、サイト全体の承認の設定で説明しています。

権限

権限により、どのエンティティが何を組織単位に対して実行できるかを制御できます。次の権限

を設定できます。

•代理オーダー：My Servicesを使用して事業単位OUの他のメンバーの代理でオーダーできる
人を指定します。

•サービスチームの管理：Service Managerのナビゲーションペインのツリービューでサービ
スチーム OUを表示できる人を指定します。

OUの権限を割り当てるには、[権限の追加（AddPermission）]をクリックして、[権限の追加（Add
Permission）]ウィンドウを表示します。次に、追加する権限、および権限を追加するエンティ
ティを指定します。

一般的に、権限は、個々の人に付与するよりも、組織単位、グループ、またはロールに付与する

方が、より効率的で管理も簡単になります。

権限の表示

Administrationのオプションには、現在の組織でユーザに付与されている読み取り、書き込み、ま
たは権限変更の権限が示され、管理者は、これらの権限をカスタムロールに割り当てることがで

きます。事前作成されたロールにより、関連する権限がすべての組織に付与されます。カスタム

ロールを特定の個人、OU、または役職に追加すると、組織データの読み取りおよび書き込み権限
をオブジェクトレベルで（つまり組織単位で）割り当てることができます。

Organization Designerでは、権限を使用して選択済みの OUやキューが「非表示」になりません
が、ユーザによる特定の OUやキューの読み取りまたは変更ができなくなります。次の手順を実
行できます。

1 Access Organizational Unit Configurationおよび Access Queues Configurationの機能を持つロール
を作成します。

2 ロールの [権限（Permissions）]ページに移動します。
3 ウィザードを使用して、そのロールに次のように読み取り/書き込み権限を設定します。

a OU：ユーザがメンバーであるすべてのサービスチーム
b キュー：ユーザがメンバーであるサービスチームに関連付けられているすべてのキュー
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グループ

グループは、サービスの構成、コストの割り当て、権限の割り当て、およびアクセス権の付与を

サイトで行う機能を向上するための組織および管理ツールです。グループを使用すると、なんら

かの共通の特性を持つ OUおよび人を単一のエンティティに統合できます。これにより、複数の
組織や人ではなく、1つのグループにロールを割り当てることができます。

グループには、複数のサブグループを含めることができます。サブグループは、親グループに割

り当てられているメンバーやロールを継承します。

グループの設定

グループの設定には、次のページが含まれます。

表 4：グループの設定フィールド

説明ページ

グループに関する一般情報一般

グループのメンバーである組織単位および人メンバー

グループに割り当てられたロールロール

Organization Designerでのアクセスコントロー
ル

管理（Administration）

グループの一般情報の設定

グループ情報の [一般（General）]の部分で、グループ作成時に提供される情報を編集できます。
グループをアクティブまたは非アクティブにしたり、サブグループの追加や削除により階層構造

をさらに拡張したりできます。

サブグループの追加または削除

サブグループを使用すれば、親グループと子グループの階層構造を作成できます。グループごと

に、1つの親グループと 1つ以上の子グループ、つまり、サブグループを設定できます。サブグ
ループは、親グループ内でグループ化されます。

サブグループおよびサブグループのメンバは、その親グループに割り当てられているロールと権

限をすべて継承します。この継承規則があるため、ロールおよび権限システムは慎重に設定する

必要があります。例として、ボトムアップ手法の使用があります。この手法では、最も低い子グ

ループに最も多いロールを割り当てる、つまり最大の責任を持たせ、親グループに近づくにつれ、

割り当てるロールを少なくします。
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サブグループを親に追加していくため、作業の順序として有用な方法は、次のとおりです。

1 サブグループを作成します。

2 親グループを作成します。

3 サブグループを親グループに追加します。

メンバー

グループメンバーは、組織単位と個々の人の組み合わせで構成されています。グループに属する

人および組織単位を指定できます。グループを個人または OUに関連付けるプロセスは、次のと
おりです。

1 グループを作成します。

2 人または組織単位を作成します。個人またはOUをグループに割り当てる前に、まずシステム
で個人または OUを作成する必要があります。

3 個人または OUをグループに関連付けます。

メンバーは、メンバー名の左側にあるチェックボックスをオンにして [削除（Remove）]をクリッ
クすることにより、いつでもグループから削除できます。

サービス設計でのグループの使用

権限は、個々の人または組織に割り当てるのではなく、グループに割り当てることができます。

これは、異なる人や組織をグループ化し、同じ権限を付与するための方法です。

ServiceDesignerでは、グループは、サービスグループ、サービス、およびフォームグループに関
連するオブジェクトレベル権限を付与するときに直接使用できます。これらのオブジェクトレベ

ル権限は、次のとおりです。

表 5：サービスグループのフィールド

権限オブジェクト

このサービスグループ内のサービスを設計し、

データを変更する

サービスグループ

このサービスグループ内のサービスおよびその

他の情報を表示する

サービスグループ

サービスグループのサービスをオーダーするサービスグループ

権限を割り当てるサービスグループ

サービスをオーダーするサービス

フォームを表示するアクティブフォームグループ

フォームを設計するアクティブフォームグループ
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ディクショナリに対してアクセスコントロールを割り当てるときに、グループを追加の参加者と

しても使用できます。

さらに、グループはロールのメンバーになれることから、ロールを使用できる場合はいつでも、

間接的にグループも使用することができます。条件付きルールには、たとえばユーザロールやカ

スタマーロールなどの条件タイプがあります。この場合、グループを作成し、それをロールのメ

ンバーにし、条件付きルールの条件を定義するときに使用できます。

Organization Designerでは、ロールを使用して作業する場合は、そのロールを付与する人や OUを
ひとまとめにするためにグループを使用できます。

最後に、Organization Designerでオブジェクトレベル権限を OUや人に割り当てる場合も、グルー
プを使用できます。

UCS Director または Intercloud Fabric for Business からインポートしたユーザおよび
ユーザグループ

PSC、UCSD、および ICFBが LDAPに接続されている単一のウィンドウでは、次のようにな
ります。

（注）

•ユーザのホーム OUは、常に LDAPマッピングで決定されます。

•ユーザが（ICFBおよびUCSDの）インポートされたグループのいずれかに属している場
合、そのユーザは UCSDと ICFBの両方のグループメンバーシップを取得します。

•インポート（検出）されたユーザデータが PSCに存在しない場合は、同じデータが PSC
で作成され、OU、グループ、およびロールの通常のフローが実行されます。

• UCSDの特定のロールを持つユーザは、ICFBでも同じロールを持っている必要がありま
す。また、これらのシステムの両方で作成されたエンタープライズ vDCも同じである必
要があります。

Prime Service Catalogが UCSDまたは ICFBに初めて接続したときに、Prime Service Catalogは次を
作成します。

• UCSDまたは ICFD::<ID>::All Groups:

<ID>は、UCSDまたは ICFBサーバを表す 3文字の IDです。このグループは、この UCSDまた
は ICFBサーバからインポートされたすべてのグループの親グループになります。

• UCSDまたは ICFD::<ID>::<Group Name>:

<ID>は、UCSDまたは ICFBサーバを表す 3文字の IDです。 UCSDまたは ICFB内の各グループ
に対応するグループが作成されます。このようなグループは、すべて親グループの下でグループ

化されます。 UCSDまたは ICFBのさまざまなグループに属するユーザは、Prime Service Catalog
内の該当するグループにインポートされます。
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• [デフォルトグループ（Default group）]。デフォルトグループは、親グループの下でグルー
プ化されます。 UCSDまたは ICFB内のグループに属さないユーザは、このグループにイン
ポートされます。

UCSDまたは ICFBからインポートされたすべてのユーザは、Prime Service Catalogの組織単位
（OU）に割り当てられます。

その後の接続時に、Prime Service Catalogはグループメンバーシップの変更をチェックし、それに
応じてレコードを更新します。

Prime Service Catalogで ICFB用に作成されたカタログサービスの場合：（注）

•カタログが ICFB内のグループに関連付けられている場合、PrimeServiceCatalog内の対応
するグループのユーザは、そのグループがアクセス権を持つサービスのみをオーダーで

きます。

•カタログが ICFB内のAll Groupsに関連付けられている場合、Prime Service Catalog内の対
応するグループのユーザは、AllGroupsがアクセス権を持つサービスのみをオーダーでき
ます。カタログが ICFB内の All Groupsに関連付けられている場合、ICFBから Prime
Service Catalogにインポートされたユーザは、すべてのグループからアクセスできるサー
ビスをオーダーできます。

Prime Service Catalogで UCS Director用に作成されたコンテナテンプレート、コンテナカタロ
グ、標準カタログ、およびアドバンスカタログサービスの場合：

（注）

•これらのサービスがUCS Director内のグループに関連付けられている場合、Prime Service
Catalog内の対応するグループのユーザは、そのグループがアクセス権を持つサービスの
みをオーダーできます。

•これらのサービスがUCSDirector内のAllGroupsに関連付けられている場合、PrimeService
Catalog内の対応するグループのユーザは、All Groupsがアクセス権を持つサービスのみ
をオーダーできます。

キュー

キューはリポジトリであり、実行する必要があるタスクの「受信ボックス」として機能します。

作業はキューに割り当てられるため、タスクは 1人のユーザに依存しません。

キューの作成後、キューへのアクセスオブジェクトレベル権限を使用して、キューに送信された

タスクにアクセスできる人を指定します。人はキューの「メンバー」ではありません。キューへ

のアクセス権の設定によって、キューへの人の割り当てのみを行います。キューへのアクセス権

を持つ人はすべて、そのキューに割り当てられているタスクを実行できます。キューのホーム

OUであるサービスチームのメンバーは、キューへのアクセス権限を自動的に付与されます。
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Service Catalogには、1つの事前設定済みのキュー（デフォルトのサービス提供キュー）が用意さ
れています。タスクがタスク実行者に割り当てられていないか、またはタスクの動的割り当てに

使用される名前空間が有効なキューに評価されない場合、そのタスクはデフォルトのサービス提

供キューに配置されます。

キューの定義は、次に要約されている [キュー（Queue）]ページに入力する情報で構成されます。

表 6：[キュー（Queue）] ページのフィールド

説明ページ

キューに関する一般情報一般

キューに割り当てられた組織単位組織単位（Org Units）

連絡先の電話番号および電子メールアドレス連絡先（Contact）

勤務時間と勤務日、および休日カレンダー（Calendar）

ServiceManager内でキュー情報にアクセスする
権限を持つ人を割り当てます

権限

OrganizationDesignerでキュー情報の表示または
変更を行う権限を持つエンティティ

管理（Administration）

キューで作業する場合のヒント

•キューは、サービスチームにマッピングされます。サービスチームはキューのホーム OU
としてのみ使用します。

•各サービス提供タスクは、タスク実行のためにキューにマッピングされる必要があります。

•キューのカレンダーおよびタイムゾーンが正しく設定されていることを確認します。Service
Catalogでは、タスクが割り当てられているキューのカレンダーおよびタイムゾーンの設定に
基づいてタスクの期日を計算します。

キューの設定

ここでは、キューを設定する方法について説明します。

キューの一般情報の設定

キューの [一般（General）]ページでは、キューの作成時に提供された情報を編集できます。キュー
をアクティブまたは非アクティブと見なしたり、キューの時間帯を設定したりできます。

キューの一般的なプロパティの要約を次に示します。
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表 7：キューフィールド

説明ページ

新しいキューの名前。この名前は、キューの

ホームOUであるサービスチーム（組織単位）
の名前と同一である場合があります。キュー名

は、指定した名前に「Queue」が付加されて表
示されます。キュー名の最大長は、100文字で
す。名前には、英数字およびアンダースコアを

使用できます。アンパサンド（&）などの特殊
文字は使用しないでください。

[名前（Name）]

キューのプライマリロケーションの時間帯。

キューの時間帯およびカレンダーは、キューに

割り当てられているタスクの期日を推定するた

めに不可欠です。

[タイムゾーン（Time Zone）]

キューについて説明する任意のテキスト。注記（Notes）

キューと組織単位の関連付け

キューに割り当てるサービスチームを指定できます。新しいキューを作成した場合は、デフォル

ト（ホーム）の組織単位を割り当てる必要があります。複数のサービスチームOUが1つのキュー
を担当できますが、1つのキューが持つことができるホーム OUは 1つのみです。

組織単位とキューの間の関連付けを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

•サービスチーム情報を開き、キューを割り当てます。

•キューを開き、サービスチームを割り当てます。

管理者は、特定のキューに割り当てられているタスクの提供に問題が発生した場合、キュー連絡

先情報を参照できます。複数の連絡先タイプ（電子メールや電話番号など）があります。複数の

電子メールアドレスをキュー連絡先の [電子メール（Email）]フィールドに入力できます。電子
メールアドレスは、セミコロンで区切る（空白なし）必要があります（例：

joe@cisco.com;dave@cisco.com）。

電子メールを除くすべての連絡先タイプは、キュー連絡先情報から削除できます。

勤務時間の設定

[カレンダー（Calendar）]ページを使用して、勤務時間と勤務日を設定し、非勤務日と休日を割り
当てます。カレンダー情報を使用して、キューの作業時間に応じたタスクおよびサービスの期日

を計算します。
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新しいキューの場合、作業スケジュールは、[カレンダー（Calendar）]ページの [スケジュール
（TimeSchedule）]部分で示しているように、キューに指定されたタイムゾーン（[一般（General）]
ページで指定）で週 5日、午前 8時～午後 6時にデフォルトで設定されます。この勤務時間に必
要な変更を加えることができます。

• HH:MM AM/PM形式を使用して、[開始（From）]フィールドと [終了（To）]フィールドに
時間を入力します。

•作業しない日を指定するには、[開始（From）]フィールドと [終了（To）]フィールドに同じ
時間（12:00 AMと 12:00 AMなど）を入力します。

• [更新（Update）]をクリックして変更を保存します。

[カレンダー（Calendar）]ページの [追加の日付（Additional Dates）]部分を使用して、特定の日を
休日または勤務日としてタグ付けすることができます。 [新規追加（AddNew）]をクリックして、
新しい日付を追加します。カレンダーアイコン（ ）から選択して日付を入力し、その日付の名

前を指定し（内部ドキュメンテーション用）、[祝日（Holiday）]または [勤務日（WorkingDay）]
のタイプを指定してから、[更新（Update）]をクリックします。追加したこれらの日付も、タス
クおよびサービスの期日の計算時に考慮されます。

キュー権限

権限により、キューへのアクセス権限を付与する対象を制御できます。キューにアクセスするこ

とにより、ユーザは Service Managerで特定のキューのタスクを確認および実行できます。

デフォルトでは、一部の事前設定済みロールが自動的にすべてのキューにアクセスできます。こ

のため、これらのいずれかのロールを付与されているすべてのエンティティ（個人、組織、また

はグループ）がキューにアクセスできます。また、キューに関連付けられている OUのメンバー
は自動的にそのキューにアクセスできます。

人員（People）
人は、Service Catalogを介してサービスを受けるか、または Service Managerを介してサービスを
提供するすべての個人、および他のすべてのアプリケーションモジュールのすべての管理者、マ

ネージャ、ユーザです。

システムのユーザであるすべての個人を、その個人が組織の内部関係者であるか外部関係者であ

るかに関係なく、設定する必要があります。次の 2つの文は重要です。

•個人は、1つ以上の組織単位のメンバーです。

•個人は、1つの OUの「ホーム」にだけ設定できます。

人員の追加

Service Catalogでは、人員を追加するために次の 3つのメカニズムが提供されます。
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• OrganizationDesignerを使用すれば、管理者は、この項に記載されているページを使用して、
人員をインタラクティブに作成できます。

•ディレクトリ統合の Import Personイベントを使用して、人員とそのホーム OUを作成できま
す。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照してください。

•サービスワークフロー（提供計画）で使用可能なディレクトリタスクを使用して、サービ
スフォームデータに基づく人員を作成できます。詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Designer Guide』を参照してください。

人員の作成方法に関係なく、その個人情報は Organization Designerを使用して管理できます。

新しい人員を作成したら、デフォルト（ホーム）の組織単位をその人員に割り当てる必要があり

ます。したがって、新しい人員を作成する前に、組織単位を作成しておく必要があります。

新しい人員を追加するには、次のフィールドが必要です（アスタリスク（*）で示しています）。

表 8：人員のフィールド

説明ページ

人員の名。名

人員の姓。姓

連絡先の電子メールアドレス。Eメール

人員のプライマリアドレスに関連付けられているタイムゾーン。指定しなかっ

た場合は、デフォルトのシステムタイムゾーンが使用されます。

[タイムゾー
ン（Time
Zone）]

人員のユーザインターフェイスに表示される言語。指定しなかった場合は、英

語が使用されます。

[言語
（Language）]

人員のデフォルトの組織単位。サービスチームではなく、事業単位を人員のホー

ム OUとして選択することを推奨します。
ホーム OU

一意のログイン ID。ログイン

（Login）

システムへのログインに使用されるパスワード。 Organization Designerを使用し
ている場合は、確認のためにパスワードを再入力します。アプリケーションでサ

ポートされている文字セット内の任意の文字をパスワードに使用できます。

[パスワード
（Password）]

人員の設定

次のページを使用して、人員に関する情報を設定できます。
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表 9：人員のフィールド

説明ページ

個人に関する一般情報。一般

個人が属する組織単位。組織単位（Org Units）

会社または個人の住所情報。アドレス（Address）

連絡先の電話番号および電子メールアドレス。連絡先（Contact）

個人に関する追加情報。内線番号（Extensions）

勤務時間と勤務日、および休日。カレンダー（Calendar）

個人の代理でオーダーする権限、または代理承

認者を割り当てる権限のあるエンティティ。

権限

個人が使用可能なロール。ロール

OrganizationDesigner内の特定の個人に関する情
報を表示または変更する権限を持つエンティ

ティ。

管理（Administration）

人員の一般情報

人員の情報の [一般（General）]ページで、次の情報を編集できます。

表 10：一般のフィールド

説明フィールド

個人宛に通信するときに使用される略語（Ms.
やMr.など）。

役職（Title）
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説明フィールド

ユーザのアカウントがパスワードの失効または

再試行ポリシーの違反によってロックされた場

合は、[ロック中（IsLocked）]フィールドが自
動的に有効になります。ユーザアカウントの

ロックを解除するには、[ロック中（IsLocked）]
フィールドを無効にしてから、ユーザパスワー

ドをリセットします。

ユーザパスワードのリセットの詳細について

は、人員の一般情報, （22ページ）の [ログイ
ンしたユーザのパスワード（LoggedIn User
Password）]フィールドを参照してください。

ロック中（IsLocked）

人員の名。名

人員の姓。姓

[アクティブ（Active）]または [非アクティブ
（Inactive）]。

Status

社会保障番号。SSN（社会保障番号）

誕生日。生年月日（Birth Date）

人員の入社日。雇用日（Hire Date）

人員のプライマリアドレスに関連付けられてい

るタイムゾーン。これは、人員のタイムゾー

ンに応じてタスクおよびサービスの適切な期日

を計算および表示するために使用されます。

[タイムゾーン（Time Zone）]

人員のユーザインターフェイスに表示される言

語。

[言語（Language）]

会社由来の従業員コード（存在する場合）。従業員コード（Employee Code）

従業員のスーパーバイザ。これは、特定の承認

など、「スーパーバイザ」タスクに使用されま

す。ServiceDesignerを使用して、これらのタス
クを作成します。

スーパーバイザ（Supervisor）

人員に関する追加の説明情報。注記（Notes）
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説明フィールド

次のいずれかのポリシーに違反したためにアカ

ウントがロックされた場合は、ユーザのパス

ワードをリセットする必要があります。

•パスワードの有効期限ポリシー

•再試行ポリシー

管理者は、ユーザのパスワードをリセットする

権限を持っています。そのためには、ログイン

したユーザが認証され、他のユーザのパスワー

ドを変更できることをアプリケーションで確認

します。

ログインしたユーザの資格情報が認証される

と、管理者であるログインしたユーザは [ログ
イン（Login）]、[パスワード（Password）]、お
よび [パスワードの確認（Confirm Password）]
フィールドを使用してユーザパスワードを変更

できます。

外部ユーザ認証（EUA）が有効になっ
ていないか、またはサイト管理者URL
を使用している場合は、パスワード変

更の認証がパスワードを変更しようと

しているログインしたユーザのローカ

ルアプリケーションパスワードであ

る必要があります。 EUAが有効に
なっている場合は、このフィールドで

LDAPパスワードを使用する必要があ
ります。

（注）

パスワードポリシーの詳細については、パス

ワードポリシーを参照してください。

パスワードを変更する前に自分自身を認証する

（Authenticate Yourself Before Changing
Password）

一意のログイン ID。ログイン（Login）

システムへのログインに使用するパスワード。新しいパスワード（New Password）

パスワードを再度入力します。[パスワードの確認（Confirm Password）]
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図 3：[一般（General）] ページ

人員への組織単位の割り当て

人員を作成した場合は、デフォルト（ホーム）の組織単位をその人員に割り当てる必要がありま

す。人員は 1つのホーム OUしか持つことができませんが、複数の組織単位のメンバになること
ができます。組織単位と人員との間にアソシエーションを作成するには、次のいずれかの方法を

使用します。

•組織単位を開き、人員を割り当てます。

•それぞれの人員の情報の [組織単位（Org Units）]ページを開き、組織単位をその人員に割り
当てます。

これらの方法は機能的に同等であるため、便利な方を選択してください。

また、人員は、ディレクトリ統合のOrgUnits属性マッピングを介して組織単位に割り当てること
ができます。

組織を人員のホーム OUとして割り当てると、前のホームのホーム OU指定が自動的に削除され
ます。

住所

人員ごとに、会社や個人の住所、および特定のロケーション情報を入力できます。

人員に関する有効な情報を持つことは、次のことを行うために重要です。

•ワークステーションのハードウェア設定の変更など、人員で直接実行する必要があるサービ
スの場合、タスク実行者がその人員を見つけることができます。
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•提供計画では、動的に評価される式を使用して、サービスの要求者が位置する領域にサービ
スを提供するキューに作業をルーティングできます。このような「ロケーションベースの

キュー」は、地理的に分散した組織で一般的です。

コンタクト情報（Contact Information）

人員と連絡を取るための複数の方法を入力できます。それぞれ電子メール、電話などの連絡先タ

イプで識別されます。

•人員の作成時に指定した電子メールアドレスが、最初の連絡先として表示されます。この
電子メールアドレスは変更できますが、削除できません。

•電子メールアドレスを除くすべての連絡先タイプは、人員の連絡先情報に追加することも、
そこから削除することも自由にできます。

拡張機能を使用した追加情報の追加

拡張機能の主な目的は、LDAP属性を「個人レコードの拡張」にロードして、この属性から条件
付きワークフローを使用できるようにすることです。拡張機能によって、個人に関する追加情報

を追加できます。この情報は、会社の業務や財務コードおよび構造に合わせて調整できます。た

とえば、個人の部門やコストセンターの番号または名前を入力できます。また、検索時など、個

人のプロファイル情報を表示するときに表示される個人の画像をアップロードできます。

個人プロファイルのほとんどのフィールドはアプリケーション処理に使用されるため、マッピン

グでは、ソース属性により適切な値がフィールドに指定されるようにする必要があります。これ

らのフィールドは、フィールド名で示されている以外の情報や、フィールド名に一致しない情報

でオーバーロードしないでください。

ServiceCatalogには、標準の個人データを拡張するフィールドも含まれています。これらのフィー
ルドは個人情報の [拡張機能（Extensions）]ページに表示されます。最も頻繁に必要になる拡張
フィールドの一部には、意味のある名前（たとえば、会社コードや部門）が割り当てられていま

すが、他のフィールドの名前は Custom 1から Custom 10であり、事前に考えられた意味を使用せ
ずに、自由に使用できます。 LDAPディレクトリに追加の個人情報があり、Service Catalogで公
開する必要がある場合は、この情報が含まれている属性を、個人の拡張フィールドの 1つにマッ
プします。

「Custom」を別のフィールド名に変更することはできません。ただし、これらのフィールドが
サービスフォームに含まれている場合は、フィールドの内容を正しく反映したラベルを割り当て

ることができます。

人員のカレンダーの設定

カレンダー情報により、個人のアベイラビリティを設定できます。個人の勤務スケジュールを、

曜日ごとの勤務時間まで詳しく入力します。また、休日や、個人が作業できないその他の日を指

定できます。サービスグループメンバーの場合は、この情報を使用して、タスクの実行にかかっ

た勤務時間を計算し、タスクの提供が予定どおりであったか、または遅延したかを判別します。
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ローカル時刻および時間帯には、[一般（General）]ページで個人に割り当てられた時間帯が反映
されます。

勤務時間に対して必要な変更を加えます。

• [スケジュール（TimeSchedule）]で、HH:MMAM/PM形式を使用して、[開始（From）]フィー
ルドと [終了（To）]フィールドに時間を入力します。

• [開始（From）]フィールドと [終了（To）]フィールドの両方に同じ時間（12:00 AMなど）
を入力して、勤務日ではない日を指定します。

休日が通常の勤務日である曜日にあたる場合は、その日をタイプ [祝日（Holiday）]の [追加日
（Additional Date）]として指定します。反対に、勤務日が通常の勤務日ではない曜日にあたる場
合は、その日をタイプ [作業日（Working Day）]の [追加日（Additional Date）]として指定しま
す。

個人は、モジュールメニューの横に表示される [プロファイル（Profile）]リンクを使用して独自
のカレンダーにアクセスできます。

人員への権限の割り当て

権限は、選択された個人に影響を与えるオブジェクトの機能を定義します。これらのオブジェク

トには、組織単位、グループ、他の人員、ロール、および役職が含まれます。人員の場合は、選

択された個人に代わってオーダー可能な人物を定義するための権限をセットアップすることがで

きます。

[権限（Permissions）]ページでは、承認者が承認の責任を果たすことができない場合（承認者が
休暇中の場合など）に備えて、選択した個人の承認代理人も指定します。代理人は、[委任開始日
（Delegation Start Date）]フィールドと [委任終了日（Delegation End Date）]フィールドを使用し
て指定された期間に個人に代わって承認を実行できます。

個人は、[プロファイル（Profile）]オプションの [設定（Preferences）]ページを使用して、独自の
承認代理人を割り当てることができます。代理者は、異なる期間で何度も指定される可能性があ

るため、Organization Designerを使用して指定するよりも、個人が独自の代理者を指定する責任を
持つようにすることを推奨します。

個人の承認代理人を割り当てるには、以下にまとめた情報を指定します。

表 11：承認委任フィールド

説明ページ

[個人の選択（SelectPerson）]をクリックして、
元の承認者が作業できない場合に、承認を担当

する個人を検索して選択します。

承認の委任（Authorization Delegate）

代理人が承認の責任を引き継ぐ開始日を

MM/DD/YYYYの形式で選択します。 をク

リックして、カレンダーから開始日を選択する

こともできます。

委任開始日（Delegate Start Date）
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説明ページ

代理者の承認の責務が終了する日を、

MM/DD/YYYY形式を使用して選択します。

をクリックして、カレンダーから終了日を

選択することもできます。

委任終了日（Delegate End Date）

代理機能を使用している場合は、次のことに留意する必要があります。

•代理人は、次回の承認に関する通知を自動的には受信しません。代理人に通知する場合は、
適切な名前空間（#Alternate...#）を電子メールの宛先フィールドに使用する必要があります。
委任が有効になっていない場合は、通知内の名前空間の値が空白になります。

•代理人が委任された承認タスクに対応するアクションボタン（承認、拒否、または OK）を
クリックすると、代理人が所有者になります。そのタスクの所有権が、アクションボタン

をクリックしたユーザに実際に移行されます。

•この所有権の移行後、元の承認者がそのタスクを「確認」できるかどうかは、そのロールお
よびOUメンバーシップによって決まります。完了した承認タスクを（MyServicesで）確認
するには、元の承認者がMy Services Professionalロール（または少なくとも「自分の単位に
関する承認の表示」機能を持っているロール）を付与されており、承認を実際に行う個人と

同じ OUに属している必要があります。

人員の非アクティブ化

ディレクトリ統合が配置されており、人と組織をリフレッシュするように設定されている場合、

またはシングルサインオンを実行するように設定されている場合は、非アクティブ化する個人

が、企業ディレクトリ内のアクティブなユーザではなくなっていることを確認する必要もありま

す。そのユーザがログインすると、その個人エントリは再アクティブ化されます。

個人が Service Catalogでなんらかのアクティビティを実行すると、その個人エントリは削除でき
なくなります。個人を非アクティブ化することにより、ログインやその他のアクティビティを実

行できないようにすることができます。

役職

役職により、サービスの提供計画を設定したり、ServiceCatalogアプリケーションのさまざまな側
面に責任を割り当てたりする場合の柔軟性を高めることができます。システム内のタスクを役職

に割り当てることができます。次に、個人、キュー、またはロールをその役職に割り当てること

ができます。役職は、（タスク実行者として割り当てられた）タスクや、（適切な人員に送信さ

れた電子メールに含まれる）名前空間で参照できます。

役職は、次の 4つのエンティティタイプのいずれかと関連付けることができます。

•組織
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•サービスグループ

•サービス

•アカウント（Unused Voice Mail Accounts）

ServiceCatalogでは、複数の標準の役職を提供しており、これらは変更できません。下の図では、
システム定義の役職の左側のチェックボックスがグレー表示され、これらの役職が削除または更

新できないことを示しています。役職「Manager」および「Tester」は、このサイトで作成されま
した。

図 4：[役職（Functional positions）] ページ

エンティティの各タイプに関連付けられた役職は、Organization Designerの組織単位の [役職
（Positions）]ページ、または、Service Designerのサービスまたはサービスグループの [一般
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（General）]タブに表示されます。たとえば、組織に関連付けられている標準の役職の場合、組
織を保守するためのアカウントの役職ページは次のようになります。

図 5：[役職（Positions）] ページ

役職の作成

システム定義の役職が会社の要件を満たさない場合は、適切な役職を作成できます。新しい役職

を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [役職（Functional Position）]ページの [追加（Add）]をクリックします。新しい行が役職のリストの下に
表示されます。

ステップ 2 役職の名前を入力し、[タイプ（Type）]を右側のドロップダウンメニューから選択します。

ステップ 3 [更新（Update）]をクリックして新しい役職を保存します。タイプが異なる場合でも、すでに定義済みの
役職の名前と同じ名前にはできません。また、許可されていた場合でも、名前にはスペースを含めないで

ください。スペースが含まれた名前は、名前空間の変数として使用できません。

ステップ 4 [タイプ（Type）]を選択して、役職を組織単位、サービスグループ、またはサービスに関連付けます。
エンティティの各タイプに関連付けられた新しい役職は、Organization Designerの組織単位の [役職
（Positions）]ページ、または、Service Designerのサービスまたはサービスグループの [全般（General）]
タブに自動的に追加されます。

役職の定義後、OrganizationDesignerの組織単位の [役職（Positions）]ページ、または、Service Designerの
サービスまたはサービスグループの [全般（General）]タブで、個人をその役職に割り当てることができ
ます。

役職の変更

役職を更新する場合は、次の点に留意してください。

•標準の役職では、その役職名の横にあるチェックボックスが無効（グレー表示）になってお
り、使用しない場合でも削除できません。

•更新できるのは、作成した役職名のみです。
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•役職の関連付け（タイプ）は更新できません。サービスグループからサービスへの変更な
ど、関連付けを変更する必要がある場合は、その役職を削除して、新しい役職を作成する必

要があります。 [使用済み（Used）]列のチェックマーク

で示された使用中の役職は削除できません。

役職の削除

システム定義の標準の役職は削除できません。これはグレー表示のチェックボックスで示されま

す。使用中である場合も削除できません。これは [使用済み（Used）]列のチェックマークで示さ
れます。ただし、使用されなくなった役職は削除する必要があります。不要な役職を削除するに

は、それらにチェックマークを付け、[削除（Delete）]をクリックします。

ロール

Service Catalogには、「ロールベースアクセスコントロール」（RBAC）が用意されています。
これにより、管理者は特定のモジュールにアクセスできる人、組織単位、またはグループを制御

したり、各モジュールで実行できる機能を制御したりできます。さらに、このような権限が特定

のタイプのすべてのエンティティ（オブジェクト）で機能することを許可したり、指定したエン

ティティセットに制限したりすることもできます。

したがって、ロールにより、モジュールへのアクセスと 1つ以上の機能（および場合によっては
1つ以上のオブジェクトレベル権限）が結合されます。

•権限：オブジェクトを操作できる権利を付与します

•機能：モジュール内の特定の機能を実行するための手段を提供します

ServiceCatalogには、複数のシステム定義ロールが用意されています。これらのロールにより、複
数の機能が、Service Catalog実装の参加者に通常割り当てられる責任ごとにまとめられます。サ
イト管理者は、カスタムロールを使用してこれらのロールを補強し、特定の実装チームの責任区

分に適合するようにします。

組織単位のすべてのメンバーが、組織単位に割り当てられたロールを継承します。また、サブ組

織単位は親組織単位からロールを継承します。

組織には、作成後にMyServicesConsumerロールが自動的に付与されます。これにより、組織（ま
たはサブ組織）のすべてのメンバーは、My Servicesにアクセスし、オーダー権限を付与されてい
るサービスをオーダーできます（サービスをオーダーする権限は、サービスまたはサービスグ

ループを介して付与されます）。

Service Catalogで定義されたすべてのロール（Service Catalogによって提供されるデフォルトロー
ルと各インストール内で作成されたカスタムロールの両方）を組織に付与できます。ユーザは、

通常、ディレクトリ統合によってリフレッシュされる組織定義の部分を変更しないようにする必

要があります。変更が必要な場合は、データのソースであるディレクトリのコンテンツに対して

変更を適用する必要があります。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 管理および運用ガイド
31

組織の構築

ロール



組織に対する変更を許可するすべての管理権限は、ホーム以外のサイトでエンティティに適用さ

れるエンティティ保護によってオーバーライドされます。エンティティ保護レベルの設定の詳細

については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。

ロール階層

ロールはコンテナの階層構造を使用して構成され、フォルダに非常によく似ています。この構造

により、子ロールが親ロールから機能、権限、およびメンバーを継承する、ロール間の親子関係

を作成できます。

コンテナとロールは、その名前で区別されます。「Roles」で終了する名前はコンテナです。オ
レンジのアイコンは、システム定義ロールであることを示しています。

システム定義ロール

•表 12：ITILベースのシステム定義ロール, （32ページ）

•表 13：Prime Service Catalogロールと UCS Directorロールのマッピング, （37ページ）

ServiceCatalogでは、一般的な企業が各ユーザに対して必要とする大半の使用例を反映したシステ
ム定義ロールが用意されています。通常、これらのロールはほとんどの会社のロール要件を満た

しています。 ITIL（ITインフラストラクチャライブラリ）ガイドラインに準拠して分類および割
り当てられた機能であるロールには、注釈が付いています。

これらのシステム定義ロールのいずれかがニーズに合わない場合は、新しいロールを作成するか、

またはより簡単な方法として既存のロールをコピーしてニーズに合うように変更できます。

システム定義ロールの階層構造を次に示します。ロール名をクリックすると、ロールに関する簡

単な説明、および関連付けられている機能のリストが表示されます。モジュール単位の機能リス

トを表示することもできます。

表 12：ITIL ベースのシステム定義ロール

ロール説明ロールコンテナ

• Finance Designer

•会計管理者

サービスの戦略と設計

のソリューション領域

における財務管理の

ITILプロセスをサポー
トするロール。

Financial Management
Roles
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ロール説明ロールコンテナ

サービス運用のソ

リューション領域にお

ける要求履行の ITILプ
ロセスをサポートする

ロール（Request
Self-Service、Request
Governance、履行アク
ティビティの管理と自

動化など）。

リクエスト履行ロール

説明サブコンテナ

• Integration
Administration

• Integration
Specialist

サービスリクエストの

履行および提供の自動

化をサポートするロー

ル。

履行自動化ロール

• Service Manager

•サービス実行者

•サービスチーム
管理者

•サービスチーム
マネージャ

サービスリクエストの

履行をサポートする

ロール。

履行管理ロール

• My Services
360-Degree
Professional

• My Services
Professional

•ポータルプロ
フェッショナル

ユーザ

サービスリクエストの

統制をサポートする

ロール。

リクエスト統制ロール

サービスリクエストの

開始および追跡をサ

ポートするロール。

セルフサービスリクエ

ストロール

Cisco Prime Service Catalog 11.0 管理および運用ガイド
33

組織の構築

ロール



ロール説明ロールコンテナ

• My Services
360-Degree
Consumer

• My Services
Consumer

•ポータルアドバ
ンスユーザ

•ポータルベー
シックユーザ

• Catalog Designer
and Administrator

• Catalog
Presentation Owner

• Catalog Publisher

• Distributed Catalog
Manager

• Distributed Service
Component
Designer

• Distributed Service
Designer

• Distributed Service
Request Designer

• Interactive Form
Specialist

サービスの戦略と設計

のソリューション領域

におけるサービスカタ

ログ管理の ITIL領域を
サポートするロール。

Service Catalog
Management Roles

• Service Level
Designer

• Service Level
Manager

サービスの戦略と設計

のソリューション領域

におけるサービスレベ

ル管理の ITILプロセス
をサポートするロー

ル。

Service Level
Management Roles
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ロール説明ロールコンテナ

• Service Item
Administrator

• Service Item
Designer

•サービス項目マ
ネージャ（Service
Item Manager）

• Service Standards
Manager

Service Catalogのコン
テキスト、およびサー

ビスの提供における

サービス項目の定義と

管理のプロセスをサ

ポートするロール。

Service Lifecycle
Management Roles

• Distributed Portal
Designer

• Portal Content
Provider

• Portal Designer and
Administrator

Service Catalogの定義
と管理のプロセスをサ

ポートするロール。

Service Catalog
Management Roles

• Organization
Designer

• Organization
Manager

• Portfolio Designer
and Administrator

•ポートフォリオ
マネージャ

• Portfolio
Presentation Owner

• Portfolio and
Catalog Stakeholder

サービスの戦略と設計

のソリューション領域

におけるサービスポー

トフォリオ管理の ITIL
プロセスをサポートす

るロール。

Service Portfolio
Management Roles
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ロール説明ロールコンテナ

• Advanced
Reporting -
Business User

• Advanced
Reporting -
Professional User

• Reporting
Administrator

• Service Operations
Report User

• Service Strategy
and Design Report
User

サービスの持続的向上

のソリューション領域

におけるサービスレ

ポーティングの ITILプ
ロセスをサポートする

ロール。

Service Reporting Roles

•全員

• Site Administrator

「Anyone」ロールと「Site Administrator」ロール

上記の表の下にリストされている「Anyone」ロールと「Site Administrator」ロールは、ITILロー
ル構造に適合しません。これらのロールは、Service Catalog固有のアクセスコントロール機能を
提供します。

「Anyone」ロール（ロールの説明をカッコで囲みます）は、「機能およびオブジェクトベース権
限を論理上全員（すべての人）に割り当てることをサポートするために作成された特別なロール

です」。すべての個人が、自動的にAnyoneロールのメンバになります。メンバのリストは変更で
きません。

小規模なインストール環境では、すべてのサービスをオーダーする機能をAnyoneに割り当てるの
が有用な場合があります。他の権限または機能を割り当てるときは、慎重に検討してください。

ServiceCatalogにアクセスできるすべての個人が、それらのロールや機能により提供される機能を
実行できるようになります。

「SiteAdministrator」ロール（ロールの説明からの引用）は、「SiteAdministration組織単位のメン
バであるすべてのユーザに自動的に割り当てられるロールで、ServiceCatalogおよびDemandCenter
のすべての機能と権限を提供する」です。「admin」ユーザは、自動的に Site Administratorロール
のメンバになります。その他のメンバに割り当てる場合は、このロールにより付与される能力を

考慮して慎重に行う必要があります。
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UCS Director または Intercloud Fabric Director 統合用の Prime Service Catalog システム定義ロール
Prime Service Catalogでは、検出された UCS Directorロールに対して次のシステム定義ロールが作
成されます。次の表に、UCS Directorロールから Prime Service Catalogシステム定義ロールへの
マッピングを示します。

表 13：Prime Service Catalog ロールと UCS Director ロールのマッピング

説明Prime Service Catalog システム
定義ロール

UCS Director ロール

UCSDまたは ICFD Sys Admin
Userは、Service Item Manager
でUCSDまたは ICFDサービス
品目のそれぞれに割り当てられ

たグループ権限に基づいて、

MyStuffのサービス品目として
コンテナ、vDC、およびVMの
詳細を表示できます。

このロールを持つユーザのみが

コンテナテンプレートサービ

スをオーダーできます。

UCSDまたは ICFD Sys Adminシステム管理者

すべてのポリシー管理者

コンピューティング管理者

UCSDまたは ICFD End User
は、Service Item Managerで
UCSDまたは ICFDサービス品
目のそれぞれに割り当てられた

グループ権限に基づいて、My
Stuffのサービス品目としてコ
ンテナ、vDC、およびVMの詳
細を表示できます。

このロールを持つユーザは、

ユーザが属するグループとUCS
Directorまたは ICFDでグルー
プに割り当てられたカタログに

基づいてサービスをオーダーで

きます。

UCSDまたは ICFD End UserService End-User、Group
Admin、Operationロール

このロールを持つユーザは、セ

ルフサービスポータルの表示

と使用のみが可能であり、サー

ビスをオーダーできません。

UCSDまたは ICFD Operator他のすべてのロール
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ロールの検索

[ロール（Roles）]タブの [検索（Search）]ボックスにロール名の一部またはすべてを入力して、
ロールを検索できます。

[検索結果（Search Results）]リストで、[品目階層（Item Hierarchy）]アイコンをクリックして、
ロールのツリービューにおける正確な位置を表示します。

図 6：[ロール（Roles）] ページ

上記の例では、[検索（Search）]フィールドに「My Services Consumer」と入力されました。この
ロールが見つかり、[検索結果（SearchResults）]タブに表示されています。階層アイコンをクリッ
クすると、このロールが Request Self-Service Rolesコンテナに含まれる Request Fulfillment Rolesに
存在することを確認できます。

ロール名をクリックして、名前や説明、このロールに割り当てられているエンティティ、含まれ

ている機能、オブジェクトレベル権限などの一般情報を表示し、どのエンティティがこのロール

へのアクセス権を持つかを設定します。

ロールの設定

ロールの検索、表示、作成、変更、非アクティブ化、または削除を行うには、[ロール（Roles）]
タブを使用します。使用するロールを検索すると、次の 5つのセクションが表示されるので、こ
れらについてよく理解しておく必要があります。

表 14：ロールのフィールド

説明ページ

ロールに関する一般情報（ロールの名前と説

明、ロール階層での位置、ステータス（アク

ティブまたは非アクティブ）など）。

一般
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説明ページ

ロールに割り当てられている人、グループ、お

よび組織単位。

メンバー

ロールに含まれる機能。システム定義ロールの

機能を追加または削除することはできません

が、システム定義ロールにサブロールや子ロー

ルを追加できます。

機能

ロールのオブジェクトレベル権限（存在する場

合）。すべてのモジュールにオブジェクトレベ

ル権限を持つオブジェクトが含まれているわけ

ではありません。すべてのオブジェクトまたは

特定のオブジェクトを選択できます。

権限

ロール情報の表示や変更を行う権限を持つエン

ティティ。

管理（Administration）

ロールへのメンバの割り当て

ロールのメンバは、ロールが割り当てられた個々の人員、グループ、および組織単位で構成され

ます。グループまたは組織単位が割り当てられた場合は、そのグループまたは組織単位のすべて

のメンバがロールを継承します。加えて、サブ組織単位とサブグループはその親からロールを継

承します。 [継承メンバの表示（Show inheritingmembers）]オプションを使用して、親組織単位ま
たは親グループからロールを継承したメンバを表示するかどうかを選択できます。オンにしな

かった場合は、そのロールに直接割り当てられた組織単位およびグループのみが表示されます。

人員、グループ、または組織単位をロールに割り当てる前に、まずそのエンティティが存在して

いることを確認する必要があります。

ロール/メンバ関連付けを作成するには、次の 2つの方法があります。

•それぞれの人員、グループ、または組織単位に移動して、ロールを割り当てます。
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•ロールに移動して、メンバを追加します。

図 7：[メンバ（Members）] ページ

上の画面は、すべての OUに自動的に付与され、継承によりすべての OU内のすべての個人に付
与されるMy Services Consumerロールです。

オブジェクトレベル権限を持つロール

すべてのモジュールにオブジェクトレベル権限を持つオブジェクトが含まれているわけではあり

ません。つまり、すべてのロールにオブジェクトレベル権限が割り当てられているわけではあり

ません。オブジェクトレベル権限が含まれているロールの例として、「ServiceTeamAdministrator」
ロールがあります。このロールは、Request Fulfillment Roles > Fulfillment Management Rolesコンテ
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ナにあります。「Service TeamAdministrator」ロールには、次のように 2つのモジュールにわたる
機能が含まれます。

図 8：[機能（Capabilities）] ページ

このロールが、Service Managerのすべての管理アクションを有効にし、かつOrganization Designer
でサービスチームとキューを作成して管理する機能を有効にすることを目的としている場合は、

次に示すように、このロールではオブジェクトレベル権限を組織単位、人、およびキューに付与

する必要があります。

図 9：[権限（Permissions）] ページ

カスタムロール

Organization Designerには、事前定義された多数のロールが用意されています。これらのロール
は、一般的な企業がユーザに対して必要とするほとんどのロールに適しています。ただし、追加
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のロールが必要な場合は、新しいロールを最初から作成するか、既存のロールをコピーしてニー

ズに合うように変更することによって、カスタムロールを作成できます。

機能および権限の使用可能な組み合わせは非常に多いため、これらの組み合わせを把握しておく

ことは困難な場合があります。このため、必要なすべての機能またはほとんどの機能が含まれて

いるシステム定義ロールを特定して、新しいロールを作成することを推奨します。子ロールから

機能を削除することはできないため（子ロールは親ロールからすべての機能を継承します）、必

要以上の機能を持つシステム定義ロールは使用しないでください。

ステップ 1 ロールを作成するには、次のいずれかを実行します。

•新しいロールを作成します。

•類似したロールをコピーし、新しいロールのテンプレートとして使用します。

ステップ 2 ユーザ定義ロールを、システム定義ロールの子ロールにします。

ステップ 3 必要に応じて機能と権限を追加することで、新しいロールを定義します。

ステップ 4 ロールにメンバを割り当てます。

ロールの一般情報

次の情報を入力します。

表 15：ロール追加のフィールド

説明ページ

新しいロールの名前。名前（Name）

次の省略記号をクリックして、

作成する新しいロールに最も近いシステム定義

の親ロールを検索して選択します。

親

新しいロールについて説明する任意のテキス

ト。

説明

カスタムロールの場合は、[一般（General）]ページでロールの作成時に表示される情報を編集で
きます。親ロールの割り当て、ロールのアクティブ/非アクティブの設定、ロールの説明の追加を
行うことができ、変更が生じた時点で変更内容を記録できます。また、サブロールを追加または

削除することによって、階層構造を作成することもできます。
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ロールの階層

サブロールを使用すると、親ロールと子ロールの階層構造を作成できます。各ロールには、1つ
の親ロールと 1つ以上の子（サブロール）の両方を設定できます。サブロール階層を作成する
ときは、カスタムロールのみを使用できます。システム定義ロールの階層構造は変更できませ

ん。

サブロール、およびそのサブロールのメンバーには、親ロールに割り当てられたすべての機能が

継承されます。この継承ルールのため、ロールシステムの設定は十分に注意して行ってくださ

い。

親子関係は、次の 2つの方法で作成できます。

• [一般（General）]ページで親ロールを割り当てます。

•子（サブロール）を親ロールに割り当てます。

ロール機能の割り当て

「機能」とは、Service Catalog内の特定の機能を実行できる能力のことです。事前定義のロール
を適切なユーザに割り当てたり、カスタムロールを作成するニーズを認識したりするためには、

使用可能な機能を確認し、それらが事前定義のロールでどのように結合されているかを確認する

ことが重要です。

使用可能な機能をオンラインで確認する一番簡単な方法は、カスタムロールを作成する「ふり」

をして、[機能の追加（AddCapabilities）]をクリックし、表示されたリストを参照します。機能
はモジュールごとに分かれています。これは、各機能により特定のモジュール内で機能を実行す

る権利が付与されるためです。

ロールに付与されたアクセス権を無効にするには、選択された個人からロールを削除するか、割

り当てられた機能を削除します。

各モジュールの機能の要約を次に示します。

My Services、Service Catalog、および Order Management の機能
MyServices機能は、サービスのオーダー、要求の表示、およびServiceCatalog、OrderManagement、
およびMy Servicesの各モジュールで利用可能なタブとリンクへのアクセスに関係します。

表 16：My Services 機能

説明機能

この機能は、ユーザが [要求（Requisitions）]リ
ンクおよびポートレットを表示できるかどうか

を制御します。この機能を持つユーザは、要求

の詳細をドリルダウンして、現在のステータス

を追跡することもできます。

要求の表示
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説明機能

この機能を持つユーザは、自分の事業単位のす

べての要求を [マイスタッフ（MyStuff）]ビュー
に表示できます。

自分の事業単位に関する要求の表示

この機能は、ユーザがトップナビゲーション

バーの [承認（Authorizations）]リンクを表示で
きるかどうかを制御します。

承認の表示と実行

この機能を持つユーザは、自分の事業単位のす

べての承認を [承認（Authorizations）]ビューに
表示できます。

自分の事業単位に関する承認の表示

ユーザがMy Servicesモジュールを使用してい
る場合は、トップレベルナビゲーションバー

に [代理オーダー（Order on Behalf）]リンクが
表示されます。なんらかの代理オーダーオブ

ジェクト権限を持っている場合も、[代理オー
ダー（Order on Behalf）]リンクが表示されま
す。

代理オーダー

ユーザは、自分がオーダー権限を持つすべての

サービスを他のユーザに代わってオーダーでき

るほか、他のユーザ自身がオーダー可能なサー

ビスもオーダーできます。

他のユーザのマイサービスのオーダー

KPIポートレットは、My Services、My Services
Executive、RelationshipManager、および Service
Level Managerのホームページに表示されます
（この機能は、[KPIポートレットの表示（Show
KPI Portlet）]グローバル設定が [オン（On）]
に設定された場合にのみ有効です）。

KPIの表示

この機能は、ユーザが[サービスの参照（Browse
Services）]ポートレットを表示できるかどうか
を制御します。

サービスの参照

この機能は、[サービスの検索（Search
Services）]ポートレットを制御します。

サービスの検索

この機能は、オーダー可能なサービスの横にあ

る [オーダー（Order）]リンクがユーザに表示
されるかどうかを制御します。

サービスのオーダー
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説明機能

この機能は、ユーザがトップナビゲーション

バーの [要求のコピー（CopyRequisition）]リン
ク、および要求のコピーに関連付けられている

すべての機能を表示できるかどうかを制御しま

す。

要求のコピー

この機能は、ユーザが [プロファイル（Profile）]
リンク経由で使用可能な自分のプロファイルを

管理できるかどうかを制御します。

プロファイルの管理

この機能は、このロールを持っているユーザが

ServiceCatalogモジュールの [マイスタッフ（My
Stuff）]セクションを表示できるようにします。
My Servicesを使用しているユーザは、My
Servicesモジュールの [サービス項目（Service
Items）]タブにアクセスできます。

サービス項目インスタンスへのアクセス

Service Designer の機能
Service Designerの機能により、さまざまなユーザセットがサービス定義のさまざまな側面で作業
できます。異なるサービスセットやサービスグループセットで作業するさまざまなユーザセッ

トに権限を割り当てる機能と併用すると、分散開発環境に対する堅牢なサポートを提供できます。

これらの機能の大部分は共通で Service Catalogモジュールと Order Managementモジュールの同等
の機能を制御します。唯一の例外は「View KPIs」で、これは [マイサービス（My Services）]以
外では使用できません。また、これらのうち一部の機能の Service Catalogにおける動作にも、い
くつかの違いがあります。カタログ表示に Service Catalogを選択したユーザは、サービスの参照
と検索が暗黙的に可能になり、「ほかの人のためにオーダー」のアクションボタンを使用して、

ほかの人の代わりにサービスをオーダーできます。

表 17：Service Designer の機能

説明機能

この機能は、ServiceDesignerでのServiceCatalog
オプションへのアクセス権を付与します。この

機能を持つユーザは、「サービスの設計」権限

または「サービスの表示」権限があるサービス

グループに含まれるすべてのサービスにアクセ

スできます。この機能により、サービス定義内

のすべてのタブにアクセスできるようになりま

す。

サービスへのアクセス
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説明機能

この機能は、サービスの [全般（General）]、[オ
ファー（Offer）]、[プレゼンテーション
（Presentation）]タブへのアクセス権のみを付
与します。この機能を持つユーザは、「サービ

スの設計」権限または「サービスの表示」権限

があるサービスグループに含まれるすべての

サービスでこれらのタブにアクセスできます。

サービスプレゼンテーションへのアクセス

（Access Service Presentation）

この機能は、サービスの [サービスフォーム
（Service Form）]タブへのアクセス権のみを付
与します。この機能を持つユーザは、「サービ

スの設計」権限または「サービスの表示」権限

があるサービスグループに含まれるすべての

サービスでこのタブにアクセスできます。

サービスフォームへのアクセス（Access Service
Forms）

この機能は、サービスの [計画（Plan）]および
[認証（Authorization）]タブへのアクセス権の
みを付与します。この機能を持つユーザは、

「サービスの設計」権限または「サービスの表

示」権限があるサービスグループに含まれるす

べてのサービスでこれらのタブにアクセスでき

ます。

サービス提供へのアクセス（Access Service
Delivery）

この機能は、サービスの [許可（Permission）]
タブへのアクセス権のみを付与します。この機

能を持つユーザは、「サービスの設計」権限ま

たは「サービスの表示」権限があるサービスグ

ループに含まれるすべてのサービスでこのタブ

にアクセスできます。

サービス管理（Service Administration）

サービスグループへのアクセス権を付与しま

す。この機能を持つユーザは、読み取り権限ま

たは読み取り/書き込み権限があるすべてのサー
ビスグループにアクセスできます。

サービスグループへのアクセス（Access Service
Groups）

アクティブフォームコンポーネントへのアク

セス権を付与します。この機能を持つユーザ

は、読み取り権限または読み取り/書き込み権限
があるすべてのフォームグループにアクセスで

きます。

アクティブフォームコンポーネントへのアクセ

ス（Access Active Form Components）
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説明機能

すべてのシステム時間において、すべてのディ

クショナリへの読み取り/書き込みアクセス権を
付与します。サービスのテストとデバッグを行

う機能をサポートします。

サービスディクショナリの管理（ManageService
Dictionaries）

ディクショナリへの読み取り専用アクセス権を

付与します。

ディクショナリの表示（View Dictionaries）

ディクショナリを編集および作成する権限を付

与します。

ディクショナリの管理（Manage Dictionaries）

関数およびライブラリを含め、スクリプトのす

べての機能に対して権限を付与します。

スクリプトの管理（Manage Scripts）

Categoriesのすべての機能に対して権限を付与
します。

カテゴリの管理（Manage Categories）

Keywordsのすべての機能に対して権限を付与し
ます。

キーワードの管理（Manage Keywords）

Objectivesのすべての機能に対して権限を付与
します。

目的の管理（Manage Objectives）

Service Designerのインポート機能を有効にし
て、XML形式のサービス定義のインポートを
許可します。

サービスのインポート（Import Services）

Service Link の機能
Service Linkの機能により、異なるセットのユーザを、本番環境で統合ステータスをモニタリング
する管理者ではなく、統合開発者として指定できます。

表 18：Service Link の機能

説明機能

この機能は、[ホーム（Home）]ページと [外部
タスク（External Tasks）]ページ、およびこれ
らの画面のすべての関連機能へのアクセス権を

付与します。

統合アクティビティのモニタ（MonitorIntegration
Activities）

この機能は、[アダプタ（Adapters）]タブへの
アクセス権を付与し、このタブでアダプタを表

示、編集、作成、削除する権限を付与します。

アダプタの管理（Manage Adapters）
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説明機能

この機能は、[エージェント（Agents）]タブへ
のアクセス権を付与し、このタブでエージェン

トを表示、編集、作成、削除する権限を付与し

ます。

エージェントの管理

この機能は、[トランスフォーメーション
（Transformation）]タブへのアクセス権を付与
し、このタブで変換を表示、編集、作成、削除

する権限を付与します。

トランスフォーメーションの管理（Manage
Transformations）

Reporting の機能
Reportingの機能により、権限を持つユーザはReportingおよびAdvanced Reportingモジュールにア
クセスしてレポートを開発できます。

表 19：レポート機能

説明機能

この機能は、AdvancedReportingの [レポートデ
ザイナ（Reports Designer）]セクションで使用
可能なすべての機能へのアクセス権を付与しま

す。

Reports Designer

この機能は、KPI管理機能、および KPIを管
理、作成、変更する機能へのすべてのアクセス

権を付与します。

KPI Administration

この機能は、Advanced Reportingの [Ad-Hocレ
ポート（Ad-HocReports）]セクションで使用可
能な機能へのアクセス権を付与します。

Ad-Hoc Reports

この機能は、レポートフォルダの管理、ダッ

シュボード、IBM Cognos管理、レポートのス
ケジュール、レポートの保存、権限の管理、レ

ポートの作成など、すべてのレポート機能への

アクセス権を付与します。

Reporting - Administration

この機能は、Reportingモジュールへのアクセス
を付与し、KPIダッシュボードを表示したり
Service Catalogレポートを実行する権限を付与
します。

View Service Catalog Reports
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Service Manager の機能
Service Managerモジュールにより、タスク実行者は割り当てられた内部タスクを表示および更新
できます。タスクマネージャは、タスクの割り当てやスケジュールを管理するだけでなく、タス

クを表示または更新することもできます。

表 20：Service Manager の機能

説明機能

ユーザは、[ナビゲーション（Navigation）]ペイ
ンの検索ボックスで、システム内の実行者をク

エリーできます。

すべての実行者の検索（Search All Performers）

ユーザは、次のシステム動作にアクセスできま

す。1.チェックイン/アウトのタスク2.クロー
ズアウトのタスク3.標準ビュー4.タスクスー
パーバイザであるタスクのキャンセル

作業の実行（Perform Work）

ユーザは、次のシステム動作にアクセスできま

す。1.作業の割り当て2.タスク優先度の設定3.
タスク期日の再スケジュール4.管理ビュー5.
サービスチームビュー

作業の管理（Manage Work）

ユーザは、すべての要求を表示できます。

ServiceManagerでは、この機能により、ユーザ
のキューアクセス権限にかかわらず、システム

内のすべての要求およびタスクを検索できる

「グローバル検索オプション」が有効になりま

す。また、ServiceManagerの共有ビューの保存
も有効になります。

グローバル提供検索の実行（Perform Global
Delivery Search）

ユーザは、Service Managerの Ad-Hocタスク作
成機能にアクセスできます。この機能が付与さ

れると、[Ad-Hocタスク（Ad-Hoc Task）]ペー
ジの [新規Ad-Hocタスク（New Ad-Hoc Task）]
フォームセクションが使用可能になります。

追加タスクの作成（Create Ad-Hoc Tasks）

Organization Designer の機能
Organization Designerの機能により、人員、組織、キュー、ロール、および役職を管理するための
オプションへのアクセスが可能になります。これらのオプションは、ディレクトリ統合（『Cisco
Prime Service Catalog Integration Guide』を参照）やディレクトリタスクの実行（『Cisco Prime
Service Catalog Designer Guide』を参照）を通して提供されるオブジェクトの管理機能を補足しま
す。オブジェクトレベルの権限とともに使用すると、特定の組織エンティティへの読み取り/書き
込みがユーザに許可され、複数テナント環境で細かい制御が可能になります。
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表 21：Organizational Designer の機能

説明機能

基本サービス展開パッケージを作成、送信、お

よび管理できるようにします。

基本サービス展開の管理

Organization Designerのホームページ検索で [組
織単位（Organizational Units）]タブおよびエン
ティティタイプがユーザに対して表示され、権

限を持つ組織単位にアクセスできます。

組織単位設定へのアクセス

Organization Designerのホームページ検索で [グ
ループ（Groups）]タブおよびエンティティタ
イプがユーザに対して表示され、権限を持つグ

ループにアクセスできます。

グループ設定へのアクセス

OrganizationDesignerのホームページ検索で [ロー
ル（Roles）]タブおよびエンティティタイプが
ユーザに対して表示され、権限を持つロールに

アクセスできます。

ロール設定へのアクセス

Organization Designerのホームページ検索で [人
員（People）]タブおよびエンティティタイプ
がユーザに対して表示され、権限を持つ個人に

アクセスできます。

人員設定へのアクセス

Organization Designerのホームページ検索で
[キュー（Queues）]タブおよびエンティティタ
イプがユーザに対して表示され、権限を持つ

キューにアクセスできます。

キュー設定へのアクセス

Organization Designerで [役職（Functional
Position）]タブがユーザに対して表示されます。

役職設定へのアクセス

Administration の機能
Administrationモジュールでは、すべてのオプションの個々の機能は使用できません。機能の範囲
外のオプション（[デバッグ（Debugging）]ページへのアクセスなど）については、SiteAdministrator
ロールがユーザに付与されている必要があります。

    Cisco Prime Service Catalog 11.0 管理および運用ガイド
50

組織の構築

ロール



表 22：Administration の機能

説明機能

[ディレクトリ（Directories）]オプションがユー
ザに対して表示され、ディレクトリ統合の設定

を行うことができます。

ディレクトリ統合設定の管理（ManageDirectory
Integration Configuration）

[承認（Authorizations）]オプションがユーザに
対して表示され、サイトレベルの承認を設定で

きます。

承認構造の管理（Manage Authorization
Structure）

[グローバル設定（Global Settings）]オプション
がユーザに対して表示され、システム動作を変

更するサイトレベルのアプリケーション設定を

行うことができます。

グローバル設定の管理（ManageGlobalSettings）

[Eメールテンプレート（Email Templates）]オプ
ションがユーザに対して表示され、電子メール

のテンプレートを表示または作成したり、無効

にすることができます。

Eメールテンプレートの管理（Manage Email
Templates）

[一覧表示（Lists）]オプションがユーザに対し
て表示され、システム参照リストを表示および

変更できます。

リストの管理（Manage Lists）

[ユーティリティ（Utilities）]タブおよび [サポー
トユーティリティの使用（UseSupportUtilities）]
リンクがユーザに対して表示されます。

サポートユーティリティの使用（Use Support
Utilities）

[ログとプロパティ（Log and Property）]タブが
ユーザに対して表示され、ログファイルとプロ

パティファイルを表示およびダウンロードでき

ます。

ログファイルとプロパティファイルへのアクセ

ス（Access Log and Property Files）

[消去ユーティリティ（Purge Utilities）]タブが
ユーザに対して表示され、消去ユーティリティ

を使用できます。

消去ユーティリティへのアクセス（AccessPurge
Utilities）

[バージョン履歴（VersionHistory）]タブがユー
ザに対して表示され、バージョン履歴を表示で

きます。

バージョン履歴へのアクセス（Access Version
History）

[Form Data Viewer]タブがユーザに対して表示
され、Form Data Viewerを使用できます。

Form Data Viewerへのアクセス（Access Form
Data Viewer）
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Catalog Deployer の機能
Catalog Deployerの機能により、権限を持つユーザは Catalog Deployerモジュール内でパッケージ
を構築および展開できます。

表 23：Catalog Deployer の機能

説明機能

基本サービス展開パッケージを作成、送信、お

よび管理できるようにします。

基本サービス展開の管理（Manage Basic Service
Deployments）

拡張サービス展開パッケージを作成、送信、管

理する機能を許可します。

拡張サービス展開の管理（Manage Advanced
Service Deployments）

カスタム展開パッケージを作成、送信、管理す

る機能を許可します。

カスタム展開の管理（Manage Custom
Deployments）

展開パッケージのインポートおよびエクスポー

トを許可します。

展開のインポート（Import Deployments）

新規または更新済みコンテンツのサイトへの展

開を許可します。

展開パッケージの展開（Deploy Deployment
Packages）

BasicOffering展開パッケージを作成、送信、管
理する機能を許可します。

Basic Offering展開の管理（Manage Basic Offering
Deployments）

Advanced Offering展開パッケージを作成、送
信、管理する機能を許可します。

AdvancedOffering展開の管理（ManageAdvanced
Offering Deployments）

Service Item Manager の機能
Service Item Managerに関連する標準ロールおよびそれぞれの機能を次の表に示します。

表 24：Service Item Manager の機能

説明機能

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、標準の定義および管理ができま

す（エントリの追加や削除など）。

標準定義の管理

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、新しいサービス項目とその属性

を定義できます。

サービス項目定義の管理
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説明機能

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、サービス項目と標準のデータお

よび定義をインポートするためのインポートオ

プションにアクセスできます。

サービス項目と標準データのインポート

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、Service Item Managerモジュー
ルの [サービス項目の管理（Manage Service
Items）]タブにアクセスできます。

サービス項目のインスタンスデータへのアクセ

ス

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、Service Item Managerモジュー
ルの [サービス項目の設計（Design Service
Items）]タブにアクセスできます。

サービス項目定義へのアクセス

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、Service Item Managerモジュー
ルの [標準の管理（Manage Standards）]タブに
アクセスできます。

標準データへのアクセス

このロールが割り当てられたユーザは、この機

能を使用して、Service Item Managerモジュー
ルの [標準の設計（DesignStandards）]タブにア
クセスできます。

標準定義へのアクセス

Portal Designer の機能
Portal Designerを使用するための機能の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer
Guide』の「Designing Portals」の章を参照してください。

ローカリゼーションの機能

ローカリゼーション管理機能を追加すると、ユーザロールで Localizationモジュールにアクセス
できます。

API を使用する SOAP ベースサービスのための機能
さらにユーザは、Service Catalogを通じて要求を送信できます。これにより、外部システムは
Requisition API（RAPI）のSOAPベースバージョンを使用して、Webサービス要求を通じて要求
を送信できます。ユーザは、RESTベースの APIを使用した要求も行えます。こうした要求は
Service Catalogモジュールをバイパスするため、オーダーの際にサービスフォームが表示されま
せん。その結果、インタラクティブにオーダーされる、対応するサービスの場合とは異なる設計

にする必要があります。たとえば、ルールや JavaScript関数ではデフォルト値を提供できません。
また、チェックボックスやドロップダウンリストなどのマルチオプションフィールドは使用で

きません。
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これらの制限により、RAPI経由でのみオーダー可能な一連の並列サービスを作成することがあり
ます。このようなサービスは、管理者ではないユーザの Service Catalogに表示されることはあり
ません。代わりに、オーダー権限は管理者に対してのみ付与されます。 RAPIサービスは常に、
重要な機能である「他のユーザのマイサービスのオーダー」が割り当てられたユーザによって

オーダーされます。この場合の「他のユーザ」は、要求の顧客として指定されます。

権限の割り当て

権限は、特定のモジュール内で、組織単位やグループなどのオブジェクトに対する権利を付与し

ます。これには、オブジェクト固有の権限だけでなく、他のモジュールに対する読み取り/書き込
みアクセス権も含まれます。これには次が含まれます。
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表 25：権限の割り当て

権限オブジェクトモジュール

サービスグループService Designer
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権限オブジェクトモジュール

•このサービスグループ内
のサービスの設計とデー

タの変更：新しいサービ

スを作成したり、サービ

スグループに含まれる既

存のサービスを表示/変更
したりできます。表示さ

れる一連の Service
Designerタブは、許可され
た特定の機能によって異

なります。 [権限
（Permissions）]タブが表
示されていても、ユーザ

が「権限の割り当て」権

限も持っていないと、そ

のタブを編集することは

できません。

•このサービスグループ内
でのサービスとその他の

情報の表示：Service
Designerでサービスグ
ループとそのサービスグ

ループに含まれるサービ

スを表示することができ

ます。表示される一連の

Service Designerタブは、
許可された特定の機能に

よって異なります。

•サービスグループサービ
スのオーダー：MyServices
ポータル内でサービスグ

ループのサービスを表示

してオーダーすることが

できます。サービスは

オーダーできるようにオー

ダー可能として定義する

必要もあります。

•権限の割り当て：サービ
スグループとサービス

ページ上の [権限
（Permissions）]タブにア
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権限オブジェクトモジュール

クセスすることができま

す。ユーザは、「サービ

スとその他の情報の表示」

権限も持っている必要が

あります。

サービスのオーダー：My
Servicesポータル内でサービス
を表示してオーダーすることが

できます。サービスはオーダー

できるようにオーダー可能とし

て定義する必要もあります。

サービス

•このフォームグループ内
のフォームの設計：新し

いフォームを作成したり、

フォームグループに含ま

れる既存のフォームを表

示して変更したりできま

す。すべてのタブを編集

することができます（[権
限（Permissions）]タブを
含む）。

•このフォームグループ内
のフォームの表示：フォー

ムグループとそれに含ま

れるフォームを表示する

ことができます。

フォームグループ
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権限オブジェクトモジュール

• Person

•組織

•キュー（Queue）

•ロール

•グループ

Organization Designer
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権限オブジェクトモジュール

•読み取り：[管理
（Administration）]ページ
を除くオブジェクトレ

コードのすべてのページ

を表示することができま

す。

•読み取り/書き込み：[管理
（Administration）]ページ
を除くオブジェクトレ

コードのすべてのページ

を表示して編集すること

ができます。

•権限の変更：オブジェク
トレコードの [管理
（Administration）]ページ
で権限を表示して変更す

ることができます。

•代理オーダー：この権限
を持っているユーザは、

このオブジェクトに対す

るMy Servicesの代理オー
ダー機能を使用すること

ができます。

•サービスチームの管理：
この権限を持っているユー

ザは、Service Managerの
[サービスチーム（Service
Team）]ビューでサービス
チームOUを表示すること
ができます。

この権限は、組織単

位オブジェクトにの

み適用されます。

（注）

•キューへのアクセス：こ
の権限を持っているユー

ザは、Service Managerモ
ジュールに対して機能が

定義されていれば、Service
Managerでキュー内のタス
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権限オブジェクトモジュール

クを表示して実行するこ

とができます。

この権限は、キュー

オブジェクトにのみ

適用されます。

（注）

•読み取り：Portal Designer
でオブジェクト（ポート

レット/ページ）定義を表
示することができます。

•書き込み：Portal Designer
でオブジェクト（ポート

レット/ページ）定義を編
集することができます。

•ポートレット

•ポータルページ

Portal Designer
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権限オブジェクトモジュール

ポータルページグループ
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権限オブジェクトモジュール

•読み取り：Portal Designer
でページグループ定義を

表示することができます。

また、ページグループが

モジュールとしてマーク

されている場合は、Service
Catalogでメニューオプ
ションの形式でページグ

ループを表示することが

できます。

•読み取り/書き込み：Portal
Designerでページグルー
プ定義を編集することが

できます。また、Portal
Designerと Service Catalog
でグループ内のポータル

ページを作成することが

できます。

•グループ内のすべてのペー
ジの読み取り：Portal
Designerでページグルー
プ内のすべてのページを

表示することができます。

また、Service Catalogで
ページグループ内のすべ

てのアクティブパブリッ

クページをサブスクライ

ブすることができます。

•グループ内のすべてのペー
ジの書き込み：Portal
Designerと Service Catalog
でページグループ内のす

べてのページの定義を編

集することができます。

また、グループ内のポー

タルページを作成するこ

とができます。

ポータルページは、

パブリックとマーク

（注）

されている場合にの
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権限オブジェクトモジュール

み Service Catalogで使
用することができま

す。
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権限オブジェクトモジュール

•読み取り：コンテンツ定
義を表示することができ

ます。また、Service
Catalogでポートレット内
に描画されるカスタムコ

ンテンツ定義を表示する

ことができます。

•読み取り/書き込み：コン
テンツ定義を編集するこ

とができます。

•データの読み取り：Portal
Designerでコンテンツ
データと関連定義を表示

することができます。ま

た、Service Catalogでポー
トレットに描画されるカ

スタムコンテンツデータ

を表示することができま

す。

•データの読み取り/書き込
み：コンテンツデータを

編集することができます。

カスタムコンテンツ（Custom
Content）

カスタムコンテンツグループ
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権限オブジェクトモジュール

•読み取り：コンテンツグ
ループを表示したり、グ

ループ内のコンテンツ定

義を作成したりできます。

•読み取り/書き込み：コン
テンツグループを編集し

たり、グループ内のコン

テンツ定義を作成したり

できます。

•グループ内のすべての定
義の読み取り：グループ

内のすべてのコンテンツ

定義を表示したり、グルー

プ内のコンテンツ定義を

作成したりできます。

•グループ内のすべての定
義の読み取り/書き込み：
グループ内のすべてのコ

ンテンツ定義を編集する

ことができます。

課金レートの保守：課金レート

を管理することができます。

課金需要管理

Cisco Prime Service Catalog 11.0 管理および運用ガイド
65

組織の構築

ロール



権限オブジェクトモジュール

•読み取り：オブジェクト
を表示することができま

す。

•読み取り/書き込み：
CRUD操作の実行など、
オブジェクトを編集する

ことができます。

•サービス項目定義

•サービス項目グループ

•標準定義

•標準グループ

サービス項目マネージャ

（Service Item Manager）

サービス項目インスタンスデー

タ
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権限オブジェクトモジュール

•すべてのインスタンス
データの読み取り：すべ

てのサービス項目インス

タンスを表示することが

できます。

•すべてのインスタンス
データの読み取り/書き込
み：すべてのサービス項

目インスタンスを表示し

て編集することができま

す。

•自分のBU内のすべてのイ
ンスタンスデータの読み

取り：自分の事業単位

（BU）に割り当てられた
すべてのサービス項目イ

ンスタンスを表示するこ

とができます。

•自分のBU内のすべてのイ
ンスタンスデータの読み

取り/書き込み：自分の事
業単位（BU）に割り当て
られたすべてのサービス

項目インスタンスを表示

して編集することができ

ます。

•自分のBUとサブ単位内の
すべてのインスタンス

データの読み取り：自分

の事業単位（BU）とその
サブ単位に割り当てられ

たすべてのサービス項目

インスタンスを表示する

ことができます。

•自分のBUとサブ単位内の
すべてのインスタンス

データの読み取り/書き込
み：自分の事業単位

（BU）とそのサブ単位に
割り当てられたすべての
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権限オブジェクトモジュール

サービス項目インスタン

スを表示して編集するこ

とができます。

•自分のテナントアカウン
ト内のすべてのインスタ

ンスデータの読み取り：

自分のテナントアカウン

トに割り当てられたすべ

てのサービス項目インス

タンスを表示することが

できます。

•自分のテナントアカウン
ト内のすべてのインスタ

ンスデータの読み取り/書
き込み：自分のテナント

アカウントに割り当てら

れたすべてのサービス項

目インスタンスを表示し

て編集することができま

す。

•自分のプロジェクトアカ
ウント内のすべてのイン

スタンスデータの読み取

り：自分のプロジェクト

アカウントに割り当てら

れたすべてのサービス項

目インスタンスを表示す

ることができます。

•自分のプロジェクトアカ
ウント内のすべてのイン

スタンスデータの読み取

り/書き込み：自分のプロ
ジェクトアカウントに割

り当てられたすべてのサー

ビス項目インスタンスを

表示して編集することが

できます。
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権限オブジェクトモジュール

•新しいインスタンスデー
タの作成：新しいサービ

ス項目インスタンスデー

タを作成することができ

ます。

ユーザにはデフォル

トでサブスクライブ

したサービスへの読

み取りアクセス権が

付与されます。

（注）

•すべてのインスタンス
データの読み取り：すべ

ての標準インスタンス

データを表示することが

できます。

•すべてのインスタンス
データの読み取り/書き込
み：すべての標準インス

タンスデータを表示して

変更を加えることができ

ます。

•新しい標準インスタンス
データの作成：新しい標

準インスタンスデータを

作成することができます。

標準テーブルデータ

カスタムロールに新しいオブジェクトレベル権限を追加するには、前述の表を使用して次の項目

を選択します。

表 26：オブジェクトレベル権限

説明ページ

リストボックスからオブジェクト（エンティ

ティ）タイプを選択します。

オブジェクトタイプ（Object Type）

選択したオブジェクトタイプに基づいて、権限

を選択します。

このタイプに対する権限（Permission for this
type）
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説明ページ

次のいずれかを実行します。

このタイプのすべてのオブジェクト（Allobjects
of this type）：たとえば、組織単位を選択した
場合は、すべての組織単位がこの権限に割り当

てられます。

選択したオブジェクト（Selected Objects）：こ
の権限を割り当てるオブジェクトを検索して選

択します。

以下の追加の権限は、個人オブジェクトタイ

プ、読み取り権限タイプ、および読み取り/書き
込み権限タイプにのみ適用されます。

• ◦ユーザがメンバになっている組織単
位とそのサブ単位内のすべての人員：

このロールに割り当てられた個人に

は、その人が属している OUからの
すべての人員とそのサブ OUに属し
ているすべての人員に関する情報を

読み取るまたは読み書きするための

アクセス権が付与されます。

◦ユーザがメンバになっている組織単
位内のすべての人員：このロールに

割り当てられた個人には、その人が

属している OUからのすべての人員
に関する情報を読み取るまたは読み

書きするためのアクセス権が付与さ

れます。

◦個人アカウントに属しているすべて
の人員：このロールに割り当てられ

た個人には、その人が属しているア

カウントからのすべての人員に関す

る情報を読み取るまたは読み書きす

るためのアクセス権が付与されます。

以下の追加の権限は、組織単位オブジェクトタ

イプに適用されます。

• ◦ユーザがメンバになっているすべて
のサービスチーム

◦すべてのサービスチーム

権限の割り当て先（Assign permission to）
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既存のロールの変更

システム定義ロールでは、ロールに割り当てられたメンバーおよびロールへの読み取り/書き込み
アクセス権のみを変更できます。カスタムロールについては、適切な管理権限を持つユーザが、

機能および権限を含めすべての変更を行うことができます。

ユーザへのカスタムロールを使用した権限の割り当て

限られたユーザのみを表示または変更できるようにするなど、独自に定義したロールを使用して、

読み取り権限または読み取り/書き込み権限をユーザに割り当てられます。このシナリオでは、
ユーザの権限を設定します。たとえば、定義済みカスタムロールを持つユーザは、自分と同じア

カウントに属するユーザ全員のアカウントを表示できるようになります。

カスタムロールを使用してユーザに権限を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Organization Designer] > [ロール（Roles）]を選択します。

ステップ 2 [ロールの階層（Role Hierarchy）]ペインからロールを選択します。

ステップ 3 画面右側のリストパネルで [権限（Permissions）]をクリックします。

ステップ 4 [このロールに割り当てられた権限（Permission Assigned to this Role）]テーブルの [権限の追加（Add
Permissions）]をクリックします。

ステップ 5 [権限を追加（Add Additional Permissions）]ペインで次のように選択します。

• ◦ [オブジェクトタイプ（Object Type）]ドロップダウンリストの [ユーザ（Person）]

◦ [このタイプの権限（Permissions for this type）]ドロップダウンリストの [読み取り（Read）]

◦ [ユーザのアカウントに属するすべてのユーザ（All people that belong to person account）]をクリッ
ク

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

アクセス権限を付与したユーザを次のモジュールで表示できます。

• [Organization Designer] > [ホーム（Home）] > [検索（Search）] > [ユーザ（People）]

• [プロファイル（Profile） > [設定（Preferences）] > [承認の更新（Authorization Update）] >
[ユーザを選択（Select Person）]

• [Service Designer] > [サービス（Services）] > [フォーム（Form）]
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カスタムロールの例を作成する使用シナリオ

ここでは、カスタムロールのさまざまなシナリオについて説明します。

サポートチーム

顧客が直面する問題には、サポートチームが対応します。このチームは、すべての要求を表示で

きる必要がありますが、それに対する変更は行いません。このロールには、すべての要求への読

み取りアクセス権が必要です。

サポートチームのロールを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 新しいロールを作成します。

ステップ 2 Service Managerモジュールに表示された [グローバル提供検索の実行（Perform Global Delivery Search）]
機能を追加します。これにより、このロールのすべてのメンバが、ServiceManagerモジュールにアクセス
してすべてのタスクおよび要求を検索できるようになります。

ステップ 3 このロールのメンバとしてサポートチームを割り当てます。詳細については、ロールへのメンバの割り

当て, （39ページ）を参照してください。

組織固有の Service Team Administrator

上記の項のオブジェクトレベル権限で説明している事前設定された「Service TeamAdministrator」
ロールでは、ロールのメンバーがサービスチームを管理したり、組織単位やキューに関する情報

を変更したりできます。

このロールは、同じ機能を提供しながら、各タイプの「すべてのオブジェクト」ではなく、特定

の組織単位およびキューの作業にメンバーが限定されるため、カスタムロールにコピーする最適

な候補といえます。組織でサービスチームを管理する役割は、複数の Service Team Administrator
ロールに分割でき、ロールごとに異なるセットの組織およびキューを管理できます。組織が階層

構造になっている場合は、親組織を特定の権限のオブジェクトとして指定するだけで十分です。

子オブジェクトもすべて同じ権限になります。

外部アプリケーションのサポートチーム

多くの要求（すべてではない）がRemedyなどの外部システムに統合されているとします。Remedy
アプリケーションで作業を行うアナリストは、Remedyへの統合を含む Service Catalog要求を確認
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できる必要があり、このような要求に添付ファイルやコメントを追加できる必要がある場合があ

ります。

ステップ 1 たとえば、Service Teamタイプの OUを Remedy Teamという名前で作成します。

ステップ 2 これらの要求にアクセスする必要があるすべての人を、この OUのメンバにします。

ステップ 3 Remedy Team OUに所属するキューを作成し、Remedy Teamという名前を付けます。これで、対応する
名前のキューに対するキューへのアクセス権限が Remedy Team OUに自動的に付与されます。

ステップ 4 Remedy統合が提供計画の一部となっているサービスには、タスクを追加します。
a) Remedy Teamキューに実行者を割り当てます。
b) タスクを 1=0の条件付きにします。
ユーザがその要求との何らかの「関係」を有しているかどうかに基づいて、要求に対するアクセス権

を Service Catalogが付与する、という仕組みです。つまり、ユーザが顧客か、開始者か、要求の提供
において何らかの役割を果たしているか、ということです。個人が要求におけるタスクの実行者であ

る（または実行者であるキューへのアクセス権を持つ）場合、その個人は要求にアクセスできます。

上記のステップ 4を次のステップに置き換えても、同じ結果になります。

•この問題が発生するサービスに対して、計画モニタリングタスクをRemedyTeamキューに割り当
てます。

分散型のサービス設計

組織の複数の部門にまたがる Service Catalogの実装では、サービス設計の役割を複数の開発者グ
ループに分散することが望ましい場合があります。理想的には、これらの開発者が互いの作業結

果を活用し、他のグループによって作成およびテストされたサービスまたはサービスコンポーネ

ントを再利用できる必要があります。ただし、開発者は別のグループによって保守されている設

計コンポーネントを偶然または故意に変更しないようにする必要があります。

このような環境は、Service Designerコンポーネントに関連付けられた権限を使用することで確立
できます。カスタムロールは、開発グループごとに設定できます（サービスチームまたはグルー

プのメンバーシップを使用して、メンバーを直接的または間接的に割り当てることができます）。

Service Designerでは、そのロールは次の操作を実行できます。

•このサービスグループ（チームが管理するサービスを含むサービスグループ）でサービス
を設計する

•このサービスグループのサービスをオーダーする

•関連するサービスグループまたは興味深い技法を持つグループでサービスを表示する

•独自のフォームグループのフォームを設計する

•予約グループのフォームを表示する
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•サービスに含める必要がある可能性のある他の（共通?）グループのフォームを表示する

すでに存在する Service Designerロールをカスタムロールに付与するのではなく、適切な Service
Designer機能をロールに付与することを推奨します。この方法は設定には手間がかかることがあ
りますが、柔軟性が向上します。サービスをインポートする権限をグループに付与する場合に

は、注意が必要です。サービスをインポートし、通常は変更できないコンポーネント（ディク

ショナリまたはフォーム）を上書きする可能性があります。 [サービスのインポート（Import
Service）]オプションでは、オブジェクトレベルの権限はチェックされず、すべてが上書き（ま
たは作成）されます。
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