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主な用語
Service Designer を使用する際に熟知しておく必要のあるいくつかの主な用語を以下に示します。
表 1：主な用語の表

用語

定義

アクティブ フォーム コンポーネント

1 つ以上のディクショナリから作成され、1 つ
以上のサービス フォームで使用するように設
定された再利用可能なフォーム。 アクティブ
フォーム コンポーネントは、サービス フォー
ムの構成要素であり、ディクショナリとアク
ティブ フォーム ルールは、フォーム コンポー
ネントの構成要素です。

許可

実行者が要求されたサービスを確認、承認、ま
たは拒否する間のタスク。

権限

「権限」は、オブジェクトを操作できる権利を
与えます。 例：他人のためのオーダー（個人
または組織単位が対象）

検索ファセット

検索ファセットでは、サービス設計者は各サー
ビスが値を割り当てることができる 1 つ以上の
ファセットを指定できます。 たとえば、「使
用可能なロケーション」ファセットの場合、あ
るサービスにはヨーロッパと南・北・中央アメ
リカの値があり、別のサービスには日本という
値がある場合があります。 エンド ユーザは
ビューで使用可能なサービスのリストを絞り込
むことができますが、希望するファセット値を
選択することができます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
xvii

主な用語

用語

定義

カスタマー

サービスの提供先となる個人。 カスタマーと
発信者は通常同一人物です。ただし、役員補佐
が役員のためにサービスをオーダーするなど、
発信者が他の人のためにサービスをオーダーす
る場合は除きます。

ディクショナリ

フォーム コンポーネントで使用するように作
成された再利用可能なフィールドのグループで
あり、同様に複数のサービス フォームで使用
することもできます。ディクショナリは、サー
ビス要求で使用される個々のデータ項目を定義
します。

電子メール テンプレート

特定のタスクに関連付けられた開始、完了、ま
たは他のマイルストーンのタイミングで送信で
きる標準の電子メール。電子メールテンプレー
トは、特定のサービスに関連付けることができ
ます。

エスカレーション

あるタスクが実行期日までに完了しなかった後
に、指定した間隔でトリガーされる通知。

依頼者

サービス カタログからのサービスの要求をす
る人、またはサービスをオーダーする人。 カ
スタマーと発信者は同一人物である場合があり
ます。

インタラクティブ サービス フォーム（ISF）

JavaScript を使用して、サービス フォームの動
作を設計者がカスタマイズできるようにする
JavaScript API。 ISF コーディングは、アクティ
ブ フォーム ルールの使用を補足し、サービス
フォームの対話性を高め、より高度なユーザ
インターフェイスを提供します。

時点

Service Catalog は、個別のシステムの時点また
はフェーズのシーケンスとしてオーダーから
サービス完了までのイベントを管理します。
ある時点の完了は、シーケンス内の次の時点を
開始するための前提条件になります。
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用語

定義

システム モーメント（System Moment）

要求が行われた要求ライフ サイクルの段階を
追跡します。 システム モーメントは、次に示
すようにオーダー状態から最終的にサービスの
完了状態に変化します。
[オーダー（Ordering）] > [価格設定（Pricing）]
> [承認（Authorizations）] > [サービスの提供
（Service Delivery）] > [サービスの完了（Service
Completed）]

サービス

製品としてパッケージ化して提示されるプロセ
ス。エンド ユーザはこれをオーダー/要求でき
ます。

サービス リンク

外部システムとの統合を定義するモジュール。
そのような統合は、提供計画内で外部タスク、
確認、または承認として使用できます。

サービス グループ

同様のサービスのグループを含むフォルダ。
サービスは、サービス設計プロセスを促進する
方法として、サービス グループに編成されま
す。

サービス項目（Service Item）

サービス要求を介してプロビジョニングできる
製品または無形資産。これらの履歴は My
Services モジュールと Service Item Manager モ
ジュールで追跡できます。
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用語

定義

サービス チーム（Service Team）

サービスを提供するステップを実行する個人
（または個人のグループ）。
サービス チームは、Organization Designer モ
ジュールで作成および管理される組織単位で
す。
サービスグループに対して適切なサービスチー
ムを指定することが重要です。「サービスチー
ム」は、ディクショナリのアクセス制御を設定
するときに、デフォルトの参加者としてリスト
されます。 これにより、サービス チームのメ
ンバーは、サービス実施のサービス提供時点
で、ディクショナリを表示または編集できるよ
うになります。 サービス チームのメンバー全
員、自動的に、サービス グループ内のサービ
スに定義されているすべてのタスクが実行でき
ます。 他のサービス チームがサービス内のタ
スクを実行するには、サービスに使用されてい
るフォーム コンポーネントの [アクセス制御
（Access Control）] サブタブで、[追加の参加者
（Additional Participants）] としてリストされる
必要があります。
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用語

定義

役職（Functional Position）

役職は、その地位に現在割り当てられている指
定したサービス チームのサービス グループお
よびそれらのメンバーに関連付けられます。
役職は、次のいずれかに関連付けられたジョブ
の記述です。
• 組織
• サービス
• サービス グループ
Service Designer モジュールでは、役職を承認、
確認および提供の各プロセスでのアクティビ
ティの実行者に割り当てて、人やキューを直接
参照することを回避できます。 役職を使用し
て、エスカレーション通知の受信者を特定する
こともできます。
たとえば、電子メールを、特定の人やキューに
ルーティングするのではなく、特定の組織また
はサービス グループの「エスカレーション管
理者」に指定できます。 あるいは、単にいく
つかの役職を使用して、特定のサービスグルー
プまたはサービスに責任のある人や他のエン
ティティを文書化することができます。
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はじめに
この章は次のトピックで構成されています。
• はじめに, 1 ページ

はじめに
Cisco Prime Service Catalog は次のことを可能にするセルフサービス ポータルです。
• ユーザは、定義された IT ポリシーとガバナンスのコンプライアンスを確保しながら、新しい
IT サービスをオーダーしたり、既存のサービスを変更できます。
• 組織は、標準化されたサービスの導入を促進し、プライベート クラウド サービス、コラボ
レーション、モビリティ（BYOD）、デスクトップ コンピューティング、外部サービスなど
の内部サービス全体のガバナンスによるライフサイクル管理を実行できます。
• トラッキング機能を使用した従量制の計測ができ、また、簡単なショーバックやより複雑な
チャージバック アプローチが可能になります。

Service Designer の概要
Service Designer モジュールは Prime Service Catalog モジュールの 1 つで、これを使用してサービス
設計者はサービスを商品として設計およびパッケージ化し、ブラウジングおよびオーダーのため
にエンド ユーザにこれらのサービスを提供できます。
Service Designer を使用して、次のことを行えます。
• カスタマーが特定のサービスの検索に使用できるカテゴリとキーワードの作成
• サービス フォームの外観/動作、インタラクティブな Web ページの設計。これを使用してサー
ビス要求がオーダーされ、Service Catalog で追跡されます。
• 要求またはサービス履行計画の構築
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• サービス提供の視点からの承認フローの設定
• サービス オーダー許可の設定
• 電子メール テンプレートと電子メール通知が必要なプロセスとのリンク
下の表で、Service Design モジュールのコンポーネントについて説明します。
表 2：Service Designer モジュールのコンポーネント

コンポーネント
サービス

コンポーネントの使用目的
• サービスグループおよびサービス定義（提
供（実施）計画やサービスの表示など）に
加え、サービス フォームによって使用さ
れるアクティブ フォーム コンポーネント
を作成および修正します。
• サービス オーダー許可を設定します。
• サービス提供の視点から承認フローを設定
します。
• 電子メール テンプレートと電子メール通
知が必要なプロセスとをリンクします。

ディクショナリ
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個々のデータ エレメント（フィールド）のグ
ループを含み、これらを使用してユーザやサー
ビス実行者はサービス要求を実施するのに必要
なデータの入力や表示を行うことができます。
ディクショナリはサービス フォームの基本とな
る構成要素です。 サービスに必要なデータ
フィールドを指定するディクショナリを作成お
よび修正します。

はじめに
Service Designer の概要

コンポーネント

コンポーネントの使用目的

アクティブ フォーム コンポーネント

サービスの外観（以前に定義したディクショナ
リの設定を使用して指定）と使用感（フォーム
の外観と動作の両方を動的に調整できるルール
の定義を使用して指定）の両方を指定する再利
用可能なフォーム コンポーネントを作成および
修正します。
サービス フォームの外観と動作は、ディクショ
ナリとそれらのコンポーネント フィールドが、
サービス定義に使用されているアクティブ
フォーム コンポーネントの一部としてどのよう
に設定されているかによって決まります。
アクティブ フォーム コンポーネントを使用す
ることで、サービス フォーム全体を再利用可能
にできます。 慎重によく考えて設計すること
で、設計者は一般的に使用されているディク
ショナリまたはディクショナリのセットからア
クティブ フォーム コンポーネントを作成し、
それらを 1 回設定するだけで済みます。 その
後、追加設定を行わずに、このフォーム コン
ポーネントを必要に応じてさまざまなサービス
に組み込むことができます。

スクリプト

JavaScript 関数を作成して、アクティブ フォー
ム コンポーネントに定義したルールを補足し、
JavaScript ライブラリを維持します。

カテゴリ

サービスおよびサービス カテゴリが Service
Catalog モジュールに表示される方法を指定しま
す。 カスタマーは、特定のサービスの検索にカ
テゴリを使用できます。

キーワード

サービス カタログ検索エンジンで使用される
キーワードを定義および管理します。 カスタ
マーは、特定のサービスの検索にキーワードを
使用できます。

目的

[サービス定義の提供（Service Definition Offer）]
タブで定義された測定可能なサービス提供目標
を定義および管理します。
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完全なサービスとは

コンポーネント

コンポーネントの使用目的

内線番号（Extensions）

サービスとカテゴリのカスタム属性を定義し、
Service Catalog モジュールのランディング ペー
ジでカテゴリのプレゼンテーションを管理しま
す。

履歴（History）

エンティティ タイプまたはユーザ名によるフィ
ルタに基づいて、サービス設計の変更履歴を追
跡し、詳細を表示します。

上記のすべてのコンポーネントは、Service Designer のすべてのユーザに表示されるわけではあり
ません。 Service Designer モジュールを選択したときに表示されるコンポーネントは、Organization
Designer で付与されたロールに対応します。 詳細については、『Cisco Prime Service Catalog
Administration and Operations Guide』の「Organization Design」の章を参照してください。

完全なサービスとは
完全なサービスでは、サービスの内容と、プロセスの各段階においてサービスの提供に関連して
期待される事柄を明確に伝える必要があります。 通常、次のことに回答する必要があります。
• このサービスでオーダーするもの
• 含まれる内容
• サービスの必要性 （または、自分に適したサービスであるかどうか）
• サービスのオーダー方法
• 提供までの所要時間
• 費用
サービスには、次のような詳細情報がさらに含まれている場合もあります。
• サービス提供プロバイダーに対する追加のタスク指示
• サービス要求を実行するために完了する必要のある一連のタスクのチェックリスト
• サービスの提供が遅れた場合の条件付きステートメントを使用した安全策
エンド ユーザは、Service Catalog に表示される情報を使用できる必要があります。 同様に、サー
ビス要求を受け取り、サービスを提供するサービス チームに対しても同じようにサービス定義と
サービスに対する期待を明確に示す必要があります。
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この章は次のトピックで構成されています。
• サービス設計の準備, 5 ページ

サービス設計の準備
この章では、サービスの設計に関する手順の概要について説明します。

サービス分類の定義
サービスを設計する前にサービスの分類を定義します。 Service Designer モジュールでサービスを
作成する前に、次のことを考慮してください。
1 サービス カタログでエンド ユーザに提供するサービスを決定します。
2 これらのサービスを標準化します。
3 説明を作成します。
4 要求の実施ワークフローと必要なユーザ入力を定義します。
5 サービス カタログにで公開できるサービスのポートフォリオに到達します。
たとえば、デスクトップ、ラップトップ、キーボードなどのサービスは、[新入社員オンボーディ
ング（New Hire On-Boarding）] カテゴリまたは [デスクトップサービス（Desktop Service）] カテ
ゴリの一部にすることができます。 要求者がカテゴリをクリックすると、アプリケーションに
よってドリル ダウンされ、現在のカテゴリと関連付けられたサブカテゴリまたはサービスが表示
されます。
オファーするサービスに関する詳細情報を取得します。
• 提供するサービスの内容。
• それらのサービスの提供者。
• それらのサービスの使用者。
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サービスのセットアップ

• ユーザがサービスを購入するために必要な承認または確認。
• サービス要求の承認または確認の権限を持っている人またはそれらを実行する必要のある
人。
• それらの承認および確認を管理するポリシー（グローバルまたはローカル）。
• それらのサービスの提供を管理するサービス レベル。
• このサービスは、ドメイン マネージャ システムに 1 つ以上の API コールを調整することに
よって提供されるか。 その場合、API、および必要なパラメータは何か。
• それらの提供アクティビティを実行する人。
• サービスの提供を管理する人。
• サービスの提供が遅延または中断されたときに発生する事柄。
• サービスを購入するためにコンシューマが提供する必要のある情報。
• サービスの提供チームがコンシューマから得る必要のある情報。
• 含める必要のある既存データ ソースの有無。
• オーダー フォームのモデルとして使用できる既存フォームの有無。
• サービスによって提供されるアセットまたは項目。 サービスが提供された後に、これらの項
目を追跡するかどうか。
• コンシューマにサービスを提示する方法。
• コンシューマがカタログ内でサービスを検索する最適な方法はどれか。

サービスのセットアップ
次の表に、サービスのセットアップに関連するタスクをまとめています。 基本サービスを作成し
た後は、サービスフォームを強化したりサービスフォームの外観をカスタマイズする追加のタス
クを実行できます。 これらのタスクは、表 4：追加のサービス設計タスクの表にまとめています。
表 3：サービスの設計手順

タスク
[1]

サービスの分類を定義 するビジネス要件を分
析します

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
6

サブ タスク

参照
サービス設計の計画

サービス設計の準備
サービスのセットアップ

2

タスク

サブ タスク

組織を設計し、ユー
ザ、役職を作成し、
ユーザ ロールを設定
し、権限を付与します

LDAP で定義された
ロールを使用する場合
は、Cisco Prime Service
Catalog と LDAP を統合
する必要があります。

参照
• 『Cisco Prime
Service Catalog
Integration Guide』
• 『Cisco Prime
Service Catalog
Administration and
Operations Guide』

3

Service Catalog
サービス項目および
サービスのカテゴリお
Storefront
モジュールで
サービス カテゴリの設
よびサービス項目の設
のサービスのグループ 定
定
化のためのカテゴリの
設定 サービス項目の設
定。 サービス項目ポリ
シーの設定。 特定の条
件を満たしたときに
サービス項目インスタ
ンスに対して実行され
るポリシーによって制
御されるアクションを
定義します。サービス
項目へのサービスの関
連付け。

4

サービス要求用の
フォームの設計

ディクショナリの設
サービス用のフォーム
計。1 つ以上のディク の設定
ショナリを含むアク
ティブ フォーム コン
ポーネントを設計しま
す。 動的なフォームの
動作用の、または標準
テーブルからデータを
取得するようにアク
ティブ フォーム ルール
と標準を定義します。
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サービス設計の準備
サービスのセットアップ

タスク

サブ タスク

5

サービス項目を要求す サービス項目を提供す サービスおよびサービ
るためのサービスの設 るためのサービスの設 ス バンドルの設定
計
定、カスタマーがバン
ドル（親）をオーダー
したときにサービスを
自動的にオーダーする
ためのサービスのバン
ドルの設定。 サービス
のオーダーを許可され
る権限の定義

[6]

サービス用の追加属性 サービス プレゼンテー サービス設計の追加設
の設定
ションのフォーマット 定
設定、サービス目標の
定義、検索用キーワー
ドの設定。

7

サービスの提供に関す カスタマーにサービス サービスの提供に関す
る計画の設計
を提供するために完了 る計画の設計
する必要がある 1 つ以
上のタスクを含む提供
計画（ワークフロー）
の設定。 サービスの承
認、確認、エスカレー
ション タスクの設定。

8

請求のレートとアカウ 価格設定の設定。請求 サービス項目のレート
ントの設定
処理の請求レート、
の設定
ユーザ アカウントおよ
び契約の設定。

9

（任意）外部システム VMware vCenter や
との通信用のサービス Amazon EC2 などの外
の設定
部のサード パーティ シ
ステムと直接通信する
サービスや、CPO を介
して通信するサービス
を設計する場合は、次
のことを行う必要があ
ります。
• 外部サービス項目
タスクの設定
• エージェントの設
定
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参照

• 外部ディクショナ
リ
• 外部システムでの
サービス項目の管
理
• 外部タスクの設定
• 『Cisco Prime
Service Catalog
Integration Guide』

サービス設計の準備
サービスのセットアップ

タスク
[10]

サブ タスク

参照

サービス要求中のサー サービス要求中のサー サービスおよび属性の
ビスおよび属性の管理 ビス項目の管理。履歴 管理
からの履歴、サブスク
リプション情報の取
得、代理オーダー サー
ビス要求の管理。

表 4：追加のサービス設計タスク

ワークフロー

参考資料

サービスとカテゴリのカスタム属性を定義し、 「カテゴリ設定の拡張」を参照してください
Service Catalog モジュールのランディング ペー
ジでサービスおよびサービス カテゴリのプレゼ
ンテーションを管理します。
サービス フォームに JavaScript プログラミング インタラクティブ サービス フォーム（ISF）API
を追加します
の概要
サービスとサービス項目を関連付けます。 これ サービス項目へのサービスの関連付け
によって、ユーザとマネージャが再設定できる
サービスをすばやく確認することができるよう
になります。あるいは、以前プロビジョニング
されたサービス項目を調整できるサービスをす
ばやく確認することができるようになります。
Service Item Manager のインポート機能を使用し
て、外部で定義されたサービス項目と標準を
Service Catalog にインポートしたり、Service Link
ファイル アダプタを使用して、サービス項目ま
たは標準のデータをインポートします。

• 外部システムからのサービス項目のイン
ポート
• 標準のインポート

（任意）Service Portal 用のポートレットおよび 請求可能レートの設定
ポータル ページを設計します。
ページおよび Service Portal コンテンツの設計お
よび管理。 外部またはサードパーティ ソース
からのポートレットの作成、共通サービスを強
調表示するためのポートレットの作成、ユーザ
がすでにオーナーである項目、およびそれらの
項目に関連するサービスへのリンクを表示する
ポートレットの作成
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サービス設計の準備
サービスのセットアップ

ワークフロー

参考資料

開発環境、テスト環境、および実稼働環境から サービスのエクスポートとインポート
サービスをエクスポート/インポートします。
テストまたはユーザ受け入れのためにサービス 『Cisco Prime Service Catalog Administration and
設計を別の環境にバックアップまたは移行する Operations Guide』
には、『Cisco Prime Service Catalog 11.0
Administration and Operations Guide』の
「Managing Content Deployment」の章を参照し
てください。
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第

3

章

サービスのカテゴリおよびサービス項目の
設定
この章は次のトピックで構成されています。
• サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定, 11 ページ

サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスは、サービス設計者によって Prime Service Catalog で設計され、エンド ユーザがオーダー
できるように Service Catalog ポータルで使用可能になります。 この章では、カテゴリの作成、サー
ビスへのカテゴリの関連付け、サービスのライフ サイクルを管理するためのサービス項目の設定
など、サービス設計タスクについて説明します。
この章には、サービスの設計の基本的な構成要素であるカテゴリ、サービス項目および標準の設
計が含まれています。

サービスの分類
サービスカタログホームページのカテゴリを使用して、カスタマーはニーズを満たすサービスを
検索できます。カテゴリ階層は、完全にユーザが設定できます。サービスは複数のカテゴリに関
連付けることができます。 Service Designer モジュールのカテゴリ サブ モジュールは、カタログ
内でカテゴリおよびカテゴリ構造を作成および管理するために使用されます。
Service Catalog モジュールを有効にすると、ホームページのショーケース セクションは、そこに
表示するカテゴリおよびサービスを定義および設定するまで空のままです。 また、Service Designer
ユーザ インターフェイスで、拡張機能として知られるカスタム属性とともに、検索結果を絞り込
むためのフィルタとしての検索ファセットを定義することもできます。 拡張コンポーネントで設
定された属性は、すべてのサービスに対するサービス コンポーネントの [拡張（Extensions）] タ
ブに自動的に表示されます。 拡張属性に割り当てられた値には、nsAPI GET サービス定義操作で
アクセスできます。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

カテゴリには、左上のカテゴリのブラウザまたはキー カテゴリが表示されている中央のカルーセ
ルセクション内で移動できます。次の図には、カテゴリを使用してグループ化されたサービスが
あります。

カテゴリの作成
新しいカテゴリを作成すると、「コンシューマ サービス カタログ」のルート カテゴリに自動的
に追加されます。

（注）

必要に応じて、カタログのルート カテゴリからカテゴリを削除し、カタログの適切なカテゴ
リおよびサブカテゴリにそれを関連付けてください。

ステップ 1

[Service Designer] > [カテゴリ（Categories）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しいカテゴリ（New Category）] の順に選択し、新しいカテゴリに必要な情報を入力
します。
• [名前（Name）] フィールドには、60 文字の制限があります。
• [説明（Description）] フィールドには 255 文字の制限があります。
（注）

ステップ 3

URL からカテゴリの説明は追加できないため、[またはURLから（or from URL）] フィールドは
使用しないでください。 代わりに、カテゴリの説明情報には、カテゴリの [プレゼンテーション
（Presentation）] タブを使用します。

[このカテゴリを追加（Add This Category）] をクリックし、カテゴリを作成します。 カテゴリが作成さ
れた後、ビジュアル プレゼンテーションを定義したり、他の属性を設定できます。 カテゴリの設定につ
いては、カテゴリの設定, （12 ページ）を参照してください。

カテゴリが不要になったら、そのカテゴリを選択し、[削除（Delete）] をクリックして削除できま
す。

カテゴリの設定
この手順を使用して、表示オプションを設定し、ビジュアル プレゼンテーションを決定し、カテ
ゴリの属性をカスタマイズできます。
はじめる前に
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

カテゴリを作成するか、または既存のカテゴリを選択します。 詳細については、「カテゴリの作
成」を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [カテゴリ（Categories）] の順に選択します。

ステップ 2

カテゴリ リストのペインからカテゴリを選択し、次のタブを使用してカスタマイズします。
• カテゴリおよびサブカテゴリをどのように Service Catalog に表示するかを決定するには、[全般
（General）] タブを使用して、[保存（Save）] をクリックします。 これらのカテゴリ タブで行った
選択は、My Services 内に表示されます。 各フィールドの詳細については、「表 5：Service Designer
カテゴリ全般のフィールド設定」を参照してください。
• カテゴリをどのように My Services に表示するかをフォーマット設定するには、[プレゼンテーション
（Presentation）] タブで HTML ツールを使用します。 カテゴリのプレゼンテーションを設定したら、
[保存（Save）] をクリックします。 各フィールドの詳細については、「表 6：Service Designer カテゴ
リ プレゼンテーションのフィールド設定」を参照してください。
• [拡張（Extensions）] タブで、カテゴリのカスタム属性を定義します。 このタブで行う設定の詳細に
ついては、「カテゴリの設定」を参照してください。 拡張コンポーネントで設定された属性は、す
べてのサービスに対するサービス コンポーネントの [拡張（Extensions）] タブに自動的に表示されま
す。 拡張属性に割り当てられた値には、nsAPI GET サービス定義操作でアクセスできます。
（注）

ステップ 3

管理者が管理モジュールの Service Catalog 機能を有効にしている場合にのみ、[拡張（Extensions）]
タブを表示できます。

変更をプレビューするには、以下の手順を行います。
a) カテゴリと関連付けられたサービスへの変更を保存してページを更新します。
b) 他のブラウザ セッションでは、[My Services] または [Service Catalog] ページを更新して新しいカテゴリ
階層を確認します。
表 5：Service Designer カテゴリ全般のフィールド設定

フィールド

定義（Definition）

[名前（Name）]

カテゴリの名前。

説明

このカテゴリ内でどの種類の製品またはサービスを
検索できるかを説明する記述テキスト。 この説明
は、カタログ内のカテゴリ リンクとともに表示さ
れます。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

フィールド

定義（Definition）

表示スタイル（Display Style）

ドロップダウン メニューを使用して、以下を設定
するかどうかを選択します。
• カテゴリのみを表示する。
• カテゴリを表示し、その下にサブカテゴリを
表示する。
サブカテゴリを表示すると、カテゴリは、My
Services モジュールに表示されます。 またポータル
には、すべてのサブカテゴリが箇条書きで表示さ
れ、その表示の各箇条書きの真下にアクティブなナ
ビゲーション リンクがあります。

カテゴリの表示（Appears in categories）

このカテゴリが表示される「親」カテゴリのリス
ト。
このカテゴリをさらに別のカテゴリに追加するに
は、[さらに追加（Include in More）] をクリックし
ます。
このカテゴリを他のカテゴリから削除するには、
チェック ボックスをオンにして、[削除（Remove）]
をクリックします。

このカテゴリ内のサブカテゴリ（Subcategories in this このカテゴリに表示されるサブカテゴリ、または
category）
「子」カテゴリのリスト。
このカテゴリのサブカテゴリをさらに表示するに
は、[さらにカテゴリを表示する（Display More
Categories）] をクリックします。
このカテゴリからサブカテゴリを削除するには、
チェック ボックスをオンにして、[非表示（Hide）]
をクリックします。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

フィールド

定義（Definition）

このカテゴリ内のサービス（Services in this category） このカテゴリに表示されるサービスのリスト。 こ
のカテゴリのサービスをさらに表示するには、[さ
らにサービスを表示する（Display More Services）]
をクリックします。
このカテゴリからサービスを削除するには、チェッ
ク ボックスをオンにして、[非表示（Hide）] をク
リックします。
Service Designer で、そのサービスの [全般
（General）] タブからカテゴリにサービスを追加す
ることもできます。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

表 6：Service Designer カテゴリ プレゼンテーションのフィールド設定

フィールド
挿入するイメージを選択（Select an Image to Insert）
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定義（Definition）

サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

フィールド

定義（Definition）
• システムで現在利用可能なイメージのリスト
からイメージを追加するには、オプション ボ
タンをクリックしてリスト内のイメージを選
択し、[選択したファイルを追加（Add Selected
Files）] をクリックします。
• 新しいイメージを追加するには、[参照
（Browse）] をクリックしてイメージを検索し
て選択し、[アタッチ（Attach）] をクリックし
てシステムにイメージをアップロードし、リ
ストからオプション ボタンをクリックしてイ
メージを選択し、[選択したファイルを追加
（Add Selected Files）] をクリックします。
• 新しいイメージを追加するには、イメージを
直接アタッチするのではなくイメージへのURL
参照を指定します。 このメソッドは、イメー
ジを個別に管理する場合や、WAN 展開のため
にイメージ配信を早くするためにイメージを
コンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホス
トする場合に役立ちます。
カテゴリを表すイメージは、JPG、TIF、PNG、また
は GIF 形式にできます。 カテゴリが Service Catalog
モジュールに表示されている場合は、SVGのイメー
ジ タイプもサポートされます。 デフォルトでは、
イメージは Service Catalog では 50 x 50 ピクセル
に、My Services モジュールでは 64（幅）× 57（高
さ）ピクセルにサイズ変更されます。 カスタム ス
タイル シート（CSS）を使用してこれらのピクセル
サイズを変更できます。
カテゴリまたはサービスにアタッチでき
るイメージのタイプは、[管理
（Administration）] > [セキュリティ
（Security）] オプションで定義されま
す。 [管理（Administration）] タブでこの
オプションが設定されるまでイメージを
アタッチできません。
カテゴリ イメージは、デフォルト（またはカスタ
ム）のサイズと縦横比で作成する必要があります。
画像編集ソフトウェアを使用して、イメージのサイ
ズと縦横比がそれらの寸法と一致しているかを確認
（注）
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

フィールド

定義（Definition）
できます。イメージのサイズが正しくない場合は、
ブラウザでサイズ変更され、伸びて見えたり、画素
分解しているように見えたり、またはゆがんで見え
る場合があります。 カスタム CSS 機能を使用して
Service Catalog をどのようにカスタマイズしたかに
応じて、透明な背景または障壁を持つカスタム ア
イコンの作成を検討することもできます。

カテゴリの詳細（Category Details）

セクションの [表示（Show）] オプション ボタンを
クリックして、カタログのカテゴリ表示領域の上、
中央、または下にコンテンツを表示（またはフォー
マット設定）するかを選択します。
複数のセクションを表示する場合は、フォーマット
設定するセクション名（上、中央、または下）を選
択します。

上位URL（Top URL）

セクション内に表示する URL を入力します。 ここ
に入力する URL は、「http://」で始まる完全修飾に
する必要があります。

HTMLエディタ（HTML Editor）

組み込まれている HTML エディタを使用して、テ
キストまたはグラフィックを入力およびフォーマッ
ト設定します（これはデフォルトで選択されていま
す）。
また、HTML コードを挿入するには、[ソース
（Source）] をクリックして、HTML 編集ツールを
無効にし、コーディングを直接入力します。 [ソー
ス（Source）] をもう一度クリックし、HTML エディ
タに戻って、レンダリングされた HTML コードを
表示します。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

表 7：拡張タブの属性

属性（Attribute）
カテゴリ属性

説明
[新規（New）] > [新しいカテゴリ
属性（New Category Attribute）] の
順に選択し、次の詳細を入力しま
す。
•

◦ [表示名（Display
Name）]
◦ [名前（Name）]
◦ 属性タイプ

[このカテゴリ属性を追加（Add
This Category Attribute）] をクリッ
クします。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

属性（Attribute）

説明

ショーケース（Showcases）

このフィールドは、Service Catalog
のホームページに表示する必要が
あるカテゴリを定義するために
ショーケース属性で使用できま
す。

[カテゴリの参照（Browse
Categories）]：[カテゴリの参照
（Browse Categories）] タブに表示
する必要があるカテゴリを選択し
ます。 関連付けられたサブカテゴ
リがあるカテゴリを選択します。
関連付けられたサブカテゴリと
サービスがあるカテゴリを選択し
ていない場合に [カテゴリの参照
（Browse Categories）] タブにポイ
ンタを合わせているときは、アプ
リケーションにカテゴリは表示さ
れません。
[左上（Top-Left）]、[中央上
（Top-Center）]：Heros バンドに
表示する必要があるカテゴリを選
択します。
[左中央（Middle-Left）]、[右中央
（Middle-Right）]：セカンダリ カ
ルーセル バンドに表示する必要が
あるカテゴリを選択します。 この
カテゴリに関連付けられたサブカ
テゴリとサービスはカルーセルを
使用して移動できます。
[左下（Bottom-Left）]、[中央下
（Bottom-Center）]、[右下
（Bottom-Right）]：下のパネルに
表示する必要があるカテゴリを選
択します。 このカテゴリに関連
付けられたサブカテゴリとサービ
スは、バンドに一覧表示されま
す。
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サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスの分類

属性（Attribute）
検索ファセット（Search Facets）

説明
[新規（New）] > [新しい検索ファ
セット（New Search Facet）] の順
に選択し、次の詳細を入力しま
す。
•

◦ [表示名（Display
Name）]
◦ [名前（Name）]
◦ データ タイプ
◦ [複数値
（Multivalue）]：検索
ファセットがファセッ
ト値のいずれかまたは
すべてを受け入れる必
要があるかどうかを指
定するには、この
チェック ボックスを選
択します。
◦ [ファセット値（Facet
Values）]：複数の値を
定義するには、[ファ
セット値の追加（Add
Facet Value）] をクリッ
クします。 ファセット
値を検索ファセットに
委任するには、チェッ
ク ボックスをオンにし
ます。

[保存（Save）] をクリックして、
設定を保存します。
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属性（Attribute）

説明
検索条件に複数のフィルタを定義
するために検索ファセットを設定
できます。 さらに、アプリケー
ションがそれらの値の 1 つまたは
いずれかのみを受け入れるよう
に、各検索ファセットに複数の値
を設定できます。
Prime Service Catalog では、編集で
きない評価ファセット out-of-box
が提供されます。 これは、追加の
値がこのファセットに追加/変更で
きないことを意味します。 この
ファセットを使用して、ユーザは
評価に基づいてオファリングを
フィルタ処理できます。 評価ファ
セットはサービスに関連付けるこ
とはできませんが、レビューが変
更したときは、ファセットが対応
する値を持つサービスに自動的に
関連付けられます。 したがって、
このファセットは Service Designer
モジュールの [拡張（Extensions）]
タブで非表示になっています。 こ
れらの out-of-box 評価ファセット
は、Catalog Deployer 経由で外部シ
ステムにインポートまたはエクス
ポートできません。
（注）
評価ファセットはロー
カライズできません。
たとえば、オペレーティング シス
テムの検索ファセットには、
Windows 7、Windows 9、Linux、
Mac OS のような値を設定できま
す。 ユーザは、上記の値限定でい
ずれかまたはすべてを提供する必
要があります。
Service Catalog のホームページの
[カテゴリの参照（Browse
Categories）] タブで、関連付けら
れたサービスがあるカテゴリに移
動します。 [Service Catalog] ペー
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属性（Attribute）

説明
ジの左側にある [結果を絞る
（Narrow Results）] 列に、設定し
た検索ファセットが表示されま
す。

サービス属性（Service Attributes） 独自のサービス属性を定義するこ
とでサービス定義をカスタマイズ
できます。 たとえば、イメージや
ビデオを使用してサービスの表示
をカスタマイズしたり、レビュー
の日付や交換オファーのような
データを表示するために属性を作
成することができます。

[新規（New）] > [新しいサービス
属性（New Service Attribute）] の
順に選択し、次の詳細を入力しま
す。
•

◦ [表示名（Display
Name）]
◦ [名前（Name）]
◦ データ タイプ
◦ [タイプ（Type）]：属性
値を表示する定義済み
タイプです。

[このサービス属性を追加（Add
This Service Attribute）] をクリッ
クします。

カテゴリ、サブカテゴリ、およびサービスの削除
カテゴリが表示されるカテゴリ、カテゴリに表示されるサブカテゴリ、またはカテゴリからのサー
ビスを削除する必要が生じる場合があります。
カテゴリ、サブカテゴリ、およびサービスを削除するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Service Designer] > [全般（General）] タブの順に選択し、[カテゴリ（Categories）] コンポーネントを選択
します。

ステップ 2

カテゴリ、サブカテゴリ、またはサービスから削除するカテゴリの名前をクリックします。
そのカテゴリの詳細が [カテゴリ（Category）] ウィンドウの右側に表示されます。

ステップ 3

このカテゴリが表示されているカテゴリを削除するには、次の手順に従います。
• 削除するカテゴリの横にあるチェック ボックスをオンにします。
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• [削除] をクリックします。
ステップ 4

このカテゴリからサブカテゴリを削除するには、次の手順に従います。
• 削除するサブカテゴリの横にあるチェック ボックスをオンにします。
• [非表示（Hide）] をクリックします。

ステップ 5

このカテゴリからサービスを削除するには、次の手順に従います。
• 削除するサービスの横にあるチェック ボックスをオンにします。
• [非表示（Hide）] をクリックします。

ステップ 6

[Save（保存）] をクリックして変更内容を保存します。

サービスのサービス項目の定義
サービス設計時にサービス項目を設定して、サービスのライフサイクルを管理することができま
す。 ライフ サイクルは、サービス項目が企業資産として使用可能になった時点から開始され、
サービス要求を通じて Service Catalog ユーザにプロビジョニングされるまで、および項目が更新
または変更されて、要求したユーザにそれ以上割り当てられなくなり、再割り当て用に使用可能
になるまでの範囲が含まれます。
たとえば、サービス項目には物理ハードウェア デバイス（携帯電話やデータセンター サーバな
ど）のような物理的なもの、または Service Designer による VM のオーダーなどのサービスの作成
が相当します（後者の場合は、サービス要求が完了しエンド ユーザに提供されるとすぐに終了し
ます）。 サービス項目を作成し、VM が提供されたときにサービスを通じて通知を受け取れるよ
うに設計できます。
サービス要求によっては、提供されるサービス項目が複数の場合があります。特に、携帯電話、
ラップトップ、ネットワーク ログイン、電子メール アクセス、複数のソフトウェア アプリケー
ションを提供する可能性がある、従業員のオンボード サービスの場合、これが該当します。
Service Item Manager は、Service Catalog のモジュールで、ユーザはこれを使用してサービス項目
を設計し、サービス カタログからオーダーしたサービス項目を管理することができます。
サービス項目および標準データベースのテーブル
サービス項目に関連するすべてのデータと設定の詳細は、メタデータ リポジトリ（MDR）に保持
されます。 MDR は Service Catalog トランザクション データベース内に一連のデータベース テー
ブルとして実装されます。
サービス項目のタイプはそれぞれ、サービス項目インスタンスを保存するトランザクション デー
タベースに対応するテーブルを持っています。 テーブルの名前は、サービス項目が「Service Item」
のプレフィックス「Si」付きで定義されるときに指定されているとおりのサービス項目の名前で
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す。サービス項目が保存されると、その名前を変更することはできません。表示名は変更できま
す。 ただし、そのサービス項目に基づいた動的データ取得ルールは無効となります。
サービス項目の各属性は、データベーステーブルの列に対応します。サービス項目に指定された
属性に対応する列の他に、Service Catalog は、サービス項目の処理と取得に使用する 3 つの列を追
加します。
構成管理データベース（CMDB）で Cisco Prime Service Catalog 内の Service Item Manager を使用す
る利点
• サービス提供者がサービスをエンド ユーザに提供する際に、そのユーザがすでに所有してい
る他のサービス項目のコンテキストが必要となることがあります。 「CMDB から」検索する
には、複数の異種システムへのアクセスと、そのシステム内を移動してこの情報を見つける
ための知識が必要で、メンテナンスと使用が複雑になります。
• Service Item Manager を使用することで、エンド ユーザがプロビジョニングされたサービス項
目を容易に検索できるようなサービス フォームを設定できます。 Service Item Manager を使
用すると、エンド ユーザおよびそのマネージャは、CMDB およびその構成要素の必須知識が
なくても、Service Catalog モジュールでサービス項目と関連付けられたサービス項目を検索
し、項目に不一致がある場合は（アセット システムまたは CMDB にしたがって）潜在的に
解決できます。
• CMDB を長く使用している企業でも、一部の項目については、（CMDB と資産システムのど
ちらでも）まったく追跡されないか、不完全な情報しか持っていないことがあります。この
ような項目を管理することは困難です。 たとえば、ソフトウェア ライセンスは、CMDB に
通常保存される項目のタイプではありません。 同様に、携帯電話は確実に追跡できますが、
エンド ユーザに後続サービスを提供する必要が本当にあるサービス項目のビジネス コンテ
キスト データやステータスを記録しない既存のシステムにおいてもおそらく追跡できます。
• クラウド管理では、新しい VM、インフラストラクチャ要素の生成、これらのオブジェクト
のステータスの更新は、高い頻度で行われます。 CMDB と従来の ITSM ツールでは、変更を
スロー ダウンさせる変更制御が強制され、多くの場合は、高い変更率に対応できるパフォー
マンス特性が得られません。 これはクラウドの要件に反します。 Prime Service Catalog では、
サービス項目をサービス カタログ内で管理されるオブジェクト タイプとして指定し、その
ような高変更率を処理できます。

Service Item Manager へアクセスするためのロール
サイト管理者は、Organization Designer モジュールを使用して、エンド ユーザが My Services 内の
サービス項目にアクセスできる方法を設定するように、Service Item Manager モジュールと管理モ
ジュールへのユーザのアクセスを認可します。
サービス項目を定義するには、Organization Designer を使用してサービス ライフサイクル管理の
ロールが割り当てられる必要があります。
サイト管理者は、Organization Designer モジュールで管理されるロールと機能を使用することで、
Service Item Manager モジュールの機能へのアクセスを制御できます。 Service Item Manager のロー
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ルにより、管理者は、すべての Service Catalog ユーザに割り当てられたサービス項目を表示する
ことができます。
Service Item Manager のロールは慎重に割り当てる必要があります。 標準データの管理または標準
の定義を行う機能をユーザに付与することは、ユーザがすべての標準定義と標準データを編集で
きるようになることを意味します。 サービス項目定義とデータを制御する機能にも、同様の注意
があてはまります。
詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Capabilities
for Service Item Manager」の項を参照してください。

My Service 項目へのアクセスの設定
My Services の [サービス項目（Service Items）] タブと [サービス項目（Service Items）] ポートレッ
トへのアクセスは、次の 3 つの方法で制御できます。
• すべてのユーザに対応するグローバル アクセスは、管理設定でオンにしておく必要がありま
す。
• サービス項目を表示する機能が有効になると、適切なロールを持つユーザは、[マイアイテム
（My Items）] ポートレットと [サービス項目（Service Items）] タブを表示できるようになり
ます。
• 各ユーザは、プロファイル設定でポートレットを非表示にする選択ができます。

[マイアイテム（My Items）] ポートレットの管理設定
[マイアイテム（My Items）] ポートレットは、Service Catalog モジュールでは必要ではなくなり
ました。 より豊富な機能セットを備えた [マイスタッフ（My Stuff）] と置き換わります。
しかし、My Services モジュールの [マイアイテム（My Items）] ポートレットをユーザに表示する
場合は、管理モジュールの設定 [サービス項目ポートレットを表示する（View Service Items Portlet）]
をオンにする必要があります。 この設定を確認または変更するには、[管理（Administration）] >
[設定（Settings）] > [カスタマイズ（Customizations）] の順に選択します。 [サービス項目ポート
レットを表示する（View Service Items Portlet）] の設定の My Services セクションを探します。
この設定をオンにすると、ユーザは My Services ホーム ページに [マイアイテム（My Items）] ポー
トレットを表示することができます。オフにすると、このポートレットはページに表示されませ
ん。

サービス項目アクセス機能付きのロール
RBAC 機能は、個人のサービス項目情報へのアクセスを制御します。 ロールは、次のアクセスが
必要なユーザにはすぐに使用できます。
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ロール

説明

My Services 360-Degree Consumer

エンドユーザが、サービス コンポーネントの詳
細を表示またはサービスの要求を開始を行う資
格と、カタログ サービスの一部としてエンド
ユーザ自身に提供されるサービス項目の表示と
管理を行う資格のある Service Catalog のこれら
の部分にアクセスできるようになります。

My Services 360-Degree Professional

エンドユーザが、サービス コンポーネントの詳
細を表示またはサービスの要求を開始を行う資
格と、カタログ サービスの一部としてエンド
ユーザの事業単位内のすべての人に提供される
サービス項目の表示と管理を行う資格のある
Service Catalog のこれらの部分にアクセスでき
るようになります。

[マイアイテム（My Items）] ポートレットと [サービス項目（Service Items）] タブは、エンド ユー
ザに「My Services 360-Degree Consumer」または「My Services 360-Degree Professional」ロールが付
与されているか、または次の権限を含むカスタム ロールが付与されている場合にのみ表示されま
す。
• 自分で登録したすべての SI インスタンス データの読み取り権限。
• 自分の営業部門の SI のすべての SI インスタンス データの読み取り権限。
• 自分の営業部門とそのサブ部門のすべての SI のすべてのインスタンス データの読み取り権
限。

サービス項目グループの作成
サービス項目グループは、さまざまなサービス項目の論理グループです。 関連するサービス項目
を追加するにはサービス項目グループを作成する必要があります。 たとえば、ラップトップ、マ
ウスなどのさまざまなサービス項目を追加するためのハードウェアと呼ばれるサービス項目グルー
プを作成します。
はじめる前に
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サービス ライフサイクル管理のロールが割り当てられている必要があり、Service Item Manager に
アクセスするための適当な権限が必要です。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] の順に選択します。

ステップ 2

プラス記号（+）をクリックし、[サービス項目GroupService（Service Item GroupService）] 項目グループを
選択します。

ステップ 3

サービス項目グループの名前と説明を入力し、[追加（Add）] をクリックします。
作成したサービス項目グループが、[サービス項目の設計（Design Service Items）] ページの [サービス項目
（Service Items）] セクションの下にグループの 1 つとして表示されます。

サービス項目の作成
サービス設計者または管理者である場合は、最初にサービス項目を作成し、その項目を提供する
サービスを作成し、そしてこれらのサービスをオーダー可能にする必要があります。 サービス項
目は、Prime Service Catalog モジュールのホームページに表示されます。 ユーザは、サービス項目
のリストを確認し、必要に応じてオーダーします。 サービス項目は、Service Catalog ユーザへの
サービス要求によってプロビジョニングされます。
サービス項目は、いくつかの方法で Service Catalog リポジトリに追加できます。
• ユーザがサービス項目タスクを経由して新規サービス項目をプロビジョニングするサービス
を要求する。 詳細については、提供計画でのサービス項目タスクの定義, （235 ページ）およ
び外部タスクの設定 , （238 ページ）を参照してください。
• サービス項目インポート ユーティリティを使用して、サービス項目定義とインスタンスをイ
ンポートする。 詳細については、外部システムからのサービス項目のインポート, （47 ペー
ジ）および標準のインポート, （78 ページ）を参照してください。
• Service Link ファイル アダプタを使用して、サービス項目定義とインスタンスをインポート
する。 詳細については、外部システムからのサービス項目のインポート, （47 ページ）およ
び標準のインポート, （78 ページ）を参照してください。
• サービス項目の管理者が、[サービス項目の管理（Manage Service Items）] タブから項目を手
動で追加する。 詳細については、サービスおよび属性の管理, （305 ページ）を参照してくだ
さい。
はじめる前に
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サービス項目グループを作成します。 サービス項目グループの作成, （27 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] の順に選択します。

ステップ 2

プラス記号（+）をクリックし、[サービス項目（Service Item）] を選択します。

ステップ 3

[新しいサービス項目を追加する（Add New Service Items）] ポップアップ ウィンドウで、新しいサービス
項目の必要な情報を入力します。 フィールドについては次の表で説明します。
表 8：サービス項目属性

フィールド

説明

名前（Name）

一意の表示名、およびサービス項目の名前。
•

◦ サービス項目が作成されると、その名前
を変更することはできません。 サービス
項目の表示名を変更できます。
◦ 表示名はユーザにとってわかりやすい名
前のバージョンで、スペースが入ってい
てもかまいません。 これは、[マイアイテ
ム（My Items）] ポートレットでサービス
項目ベースのディクショナリ用のキャプ
ションの基礎として使用されます。
◦ 表示名はサイト内で一意である必要があ
ります。
◦ [名前（Name）] フィールドは、サービス
項目とそのデータをシステムが参照する
際の名前です。 この名前で使用できるの
は、英数字と下線（_）で、スペースは使
用できません。 名前の先頭は英数字であ
る必要があります。 これは、Service
Catalog のトランザクション データベース
で動的に作成され、保持されているテー
ブルに対応します。 Service Item Manager
は、項目名と同じ名前で、プレフィック
スが「Si」のデータベースを作成します。

サービス項目グループ（Service Item Group）

サービス項目をグループの 1 つと関連付けます。
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フィールド

説明

ステータスあり（Has Status）

このオプションをオンにすると、サービス項目属性
によって呼び出されるステータスが自動的に作成さ
れます。
（注）

•

このオプションが有効の場合、「ステー
タス」属性はシステムによって制御され、
[操作（Operations）] などの他のサービス
項目プロパティにリンクされます。 した
がって、関連付けられている操作がない
場合にのみ、ステータスを削除できます。
ステータスを削除するには、[ステータス
あり（Has Status）] チェック ボックスを
オフにするだけです。 サービス項目のス
テータスを削除すると、アプリケーショ
ンは次のことを行います。
◦ SI に定義されたステータスのリストを削
除します
◦ ステータスと次のステータスの関連付け
を削除します
◦ ステータスと関連付けられたサービスの
関連付けを削除します

Service Catalogで非表示にする（Hide in Service
Catalog）

[Service Catalog] > [マイスタッフ（My Stuff）] ペー
ジでサービス項目と関連付けられた要求を非表示に
する場合は、[Service Catalogで非表示にする（Hide
in Service Catalog）] チェック ボックスをオンにし
ます。

カスタム表示URL（Custom View URL）

サービス項目を [Service Catalog] > [マイスタッフ
（My Stuff）] の左側のペインで選択したときに、
対応する右側のペインにカスタム URL のコンテン
ツが表示されるように、サービス項目のカスタム表
示 URL を入力します。 これはオプションのフィー
ルドです。 詳細については、「サービス項目を表
示するためのカスタム Web ページの追加」を参照
してください。
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フィールド

説明

Stack Designerリソースです（Is Stack Designer
Resource）

Stack Designer モジュールで新しいコンポーネント
を追加中にサービス項目をデータ型として表示する
場合は、[Stack Designerリソースです（Is Stack
Designer Resource）] チェック ボックスをオンにし
ます。 このコンポーネント（JBoss アプリケーショ
ンなど）は、Stack Designer モジュールでこのコン
ポーネントを追加中に定義したカテゴリ下の Stack
Designer パレットで使用可能です。
Stack Designer パレットでコンポーネントに対し表
示されるフィールドまたはパラメータは、[リソー
スプロパティ（Resource Properties）] および [ルー
ル（Rules）] タブ下の Service Item Manager モ
ジュールで定義することもできます。 詳細につい
ては、Stack Designer リソースのプロパティの定義
を参照してください。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックすると、作成したサービス項目が、関連付けられたグループ下の左側の [サービ
ス項目（Service Items）] パネルに表示されます。

ステップ 5

ページの下部で、[追加（Add）] をクリックして、次に示すように、属性をサービス項目に追加します。
各属性または行は、サービス項目インスタンスです。 各インスタンスの [表示名（Display Name）] は、グ
リッドの列ヘッダーになります。

ステップ 6

ページの下部で、すべての属性を追加したら、[保存（Save）] をクリックします。
さらにサービス項目を設定するには、サービス項目の設定, （31 ページ）を参照してください。

サービス項目の設定
サービス項目を作成したら、サービス項目のワークフローが自動的に管理されるようにサービス
項目を設定する必要があります。
• [Service Catalog] ページに表示できるサービス項目を定義するか、または別の Web ページを
作成して、Service Catalog のホームページにサービス項目のリストを表示します。 サービス
項目定義の設定, （32 ページ）を参照してください。
• オーダーのためにサービス項目を選択したときに関連付けられたサービスを表示するため
に、サービス項目に複数のサービスを関連付けます。 サービス項目へのサービスの関連付
け, （33 ページ）を参照してください。
• 特定の条件を満たしたときにサービス項目インスタンスに対して実行されるアクションを定
義します。 サービス項目ポリシーの理解, （35 ページ）を参照してください。
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• サービス項目のカスタム定義されたステータスを作成します。 サービス項目のカスタム定義
されたステータスの設定, （40 ページ）を参照してください。
• サービス項目の有限状態遷移を定義することで、特定の状態遷移のみが発生するようにしま
す。 サービス項目の有限状態遷移の定義, （41 ページ）を参照してください。
• ユーザがアクセスできるサービス項目タイプおよびインスタンスと、許可されるアクション
（作成/更新/削除/確認）に関する権限を定義します。 サービス項目タイプの操作を実行する
権限の定義, （43 ページ）を参照してください。
• サービス項目を Stack Designer リソースとして定義し、これらのリソースのルールとパラメー
タを指定します。 Stack Designer リソースのプロパティの定義 を参照してください
• Service Catalog の [マイスタッフ（My Stuff）] ページでの Out-of-Box サービス項目属性の表
示。 [マイスタッフ（My Stuff）] ページのカスタマイズ, （44 ページ）を参照してくださ
い。

サービス項目定義の設定
サービス項目の作成, （28 ページ）の後、次の手順を使用して、サービス項目の定義をカスタマ
イズします。
手順

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [サービス項目定義（Service Item
Definition）] の順に選択します。

ステップ 2

サービス項目定義に必要な情報を入力します。
• [Service Catalog] > [マイスタッフ（My Stuff）] ページでサービス項目と関連付けられた要求を非表
示にする場合は、[Service Catalogで非表示にする（Hide in Service Catalog）] オプションをオンにしま
す。
（注）

サービス プロビジョニングのワークフローで使用されるインフラストラクチャ データ要素とし
て作成されるサービス項目を非表示にするには、このオプションを使用します。

• [Service Catalog] > [マイスタッフ（My Stuff）] ページでサービス項目を表示するように設計された
Web ページを表示するには、カスタム表示 URL を入力します。そうすると、対応する右側のペイン
にカスタム URL のコンテンツが表示されます。 これはオプションのフィールドです。 詳細について
は、サービス項目を表示するためのカスタム Web ページの追加, （33 ページ）を参照してくださ
い。
[Service Catalogで非表示にする（Hide in Service Catalog ）] 機能と [カスタム表示URL（Custom
View URL）] 機能は、サービス項目タイプをサービス提供オーケストレーション プロセスで維
持し、直接対話するためのエンド ユーザ向けには維持しない場合に役立ちます。
[保存（Save）] をクリックします。
また、新しいサービス項目を作成する場合は、[項目属性（Item Attributes）] ウィンドウでカスタム属性を
設定できます。 属性を追加、更新、または削除できます。 サービス項目属性は、サービス項目のさまざ
（注）

ステップ 3

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
32

サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスのサービス項目の定義

まなコンポーネントを定義し、サービス項目ワークフローの準備にも役立ちます。 サービス項目属性の詳
細については、表 8：サービス項目属性の表を参照してください。

サービス項目を表示するためのカスタム Web ページの追加
デフォルトでは、サービス項目のタイプがツリー ビューから選択されると、サービス項目が付随
する標準のマイスタッフグリッド属性が表示されます。サービス項目を表示するように設計した
Web ページを表示するために、右側のペイン ビューをカスタマイズできます。
[Service Catalog] > [マイスタッフ（My Stuff）] でサービス項目ビューのカスタム Web ページを追
加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [サービス項目定義（Service Item
Definition）] の順に選択します。

ステップ 2

ツリー ビューからサービス項目を選択します。

ステップ 3

[カスタム表示URL（Custom View URL）] フィールドに必要な URL を入力します。
たとえば、/RequestCenter/custom/CustomServiceItemView.html など。
ベスト プラクティスとして、アプリケーションがインストールされている同一マシンにある
HTML ファイルをパス /RequestCenter/custom に置きます。
[保存（Save）] をクリックします。
（注）

ステップ 4

サービス項目へのサービスの関連付け
[サービス項目の設計（Design Service Items）] タブの [関連付けられたサービス（Associated
Services）] サブタブを使用すると、サービス設計者はサービス項目と 1 つ以上のサービスを関連
付けることができます。 サービスをサービス項目と関連付けると、Service Catalog および My
Services のユーザは、ショートカットを使用して、以前サービスに割り当てられていたサービス項
目に適用可能なサービスを順序付けることができます。 サービス項目が選択されると、ユーザに
順序付けの権限があるすべての関連サービスが [マイスタッフ（My Stuff）] に表示されます。
これらの関連付けられたサービスに対し条件を追加することもできます。 条件を満たす場合にの
み、これらのサービスは [マイスタッフ（My Stuff）] に表示されます。 詳細については、「関連
付けられたサービスへの条件の追加」を参照してください。
関連付けられたサービスをクリックすると、サービスフォームが表示されます。サービスが正し
く設定されている場合、サービス フォームにはユーザのサービス項目に関する情報が事前入力さ
れます。
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サービス項目の作成、更新、または削除を行うサービス項目タスクが含まれるすべてのサービス
が、そのサービス項目のタイプに関連付けられている必要があります。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [関連付けられたサービス（Associated
Services）] の順に選択します。

ステップ 2

[サービスの追加（Add Services）] をクリックします。

ステップ 3

サービスのリストからサービスを選択します。

ステップ 4

複数のサービスがある場合はスクロール ダウンし、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
これらの関連付けられたサービスは、[My Services] > [サービス項目（Service items）] > [関連サービス
（Related services）] に関連サービスとして表示されます。

関連付けられたサービスを削除するには、次の手順を実行します。
サービス項目の関連付けられたサービスを削除するには、関連付けられたサービスをクリックし
て選択し（複数のサービスを選択する場合は Ctl キーとクリックまたは Shift キーとクリックを使
用）、[削除（Delete）] をクリックします。
ステータス定義に基づいて順序付けできる関連サービスを制御するには、次の手順を実行します。
サービス項目のステータスに応じてサービス項目の関連サービスの表示を変更するには、関連付
けられたサービスを選択し、必要に応じてステータス定義のチェックボックスを選択します。た
とえば、サービス項目が仮想マシンでその関連サービスが VM の開始と VM の停止だとします。
定義された状態は、オンラインとオフラインです。 VM のステータスがオフラインの場合にだけ
VM を起動できます。

（注）

ステータス定義の管理で定義されているようにサービス項目のステータス定義を作成した場
合、ステータス定義のチェック ボックスは関連付けられたサービスのウィンドウに表示され
ます。
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関連付けられたサービスへの条件の追加
この手順を使用して、関連付けられたサービスに 1 つ以上の条件を追加できます。 条件を満たす
場合にのみ、これらの関連付けられたサービスは、[マイスタッフ（My Stuff）] でユーザに表示さ
れます。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [関連付けられたサービス（Associated
Services）] の順に選択します。

ステップ 2

サービスのリストから関連付けられたサービスを選択し、[条件を追加（Add Condition）] をクリックしま
す。

ステップ 3

属性タイプ、操作、属性タイプの値を入力します。 属性にこの値がある場合にのみ、この関連サービスが
表示されます。
（注）
ユーザは、式を構築する OR、AND 演算を使用して、複数の条件を指定できま
す。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして関連付けられたサービスへの変更を保存します。

サービス項目ポリシーの理解
ポリシーは、特定の条件を満たしたときにサービス項目インスタンスに対して実行するアクショ
ンを定義するために使用されます。 一般的な例として、仮想マシンの有効期限が近づいている場
合に、自動通知がリマインダとしてそのオーナーに送信されます。 他のポリシー アクションに
は、サービス項目を処理するようにサービス要求をトリガーしたり、管理者用にアラートの記録
を付けたり、新しいサービス要求が送信されないようにするアクションがあります。 ポリシー
は、あるアカウントに固有のものにしたり、すべてのアカウントに汎用的になるように定義する
ことができます。
ポリシーは 4 つのタイプ、すなわち、容量ポリシー、クォータ ポリシー、時間限界ポリシー、お
よびイベント ベース ポリシーに分類されます。
容量：容量ポリシーを定義するときは、属性の使用に関する制限を適用します。 アクションは使
用率が定義された制限を超えた場合に実行されます。 容量ポリシーを定義する前に、その容量ポ
リシーで管理しなければならないサービス項目属性を定義する必要があります。 「サービス項目
属性の管理」を参照してください。
容量属性としてサービス項目属性を設定すると、次の属性がキャパシティ管理に使用するために
生成されます。
•

◦ Used{属性名}、たとえば、「UsedVCPU」：容量のうちのどの程度が使用されているか
を追跡するためにアプリケーションが使用します。 この値は、ユーザによって変更でき
ません。
◦ Req{属性名}、たとえば、「ReqVCPU」：サービス要求で必要な容量の変更を渡すた
め、またはサービス項目 API で操作を更新するためにサービス設計者が使用します。
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ストレージ ネットワークのタイプ、ネットワーク内のそれぞれの要素の使用率などの自身のリ
ソース消費を追跡したり、サービス プロバイダーの場合はそれに応じて必要な処理を実行するた
めに容量ポリシーを使用できます。
容量ポリシーの例：
•

◦ ストレージ エリア ネットワークの使用率が容量の 80% に達したときに電子メールを送
信するポリシーを定義できます。

• クォータ：クォータ ポリシーは、項目属性が最大値の threshold% に達すると実行されます。
各クォータ ポリシーはアカウントに固有で、複数のアカウントに適用できません。 クォー
タ ポリシーを定義する前に次を実行する必要があります。
◦ クォータ ポリシーで管理しなければならないサービス項目属性を定義します。 「サー
ビス項目属性の管理」を参照してください。
◦ クォータがクォータ ポリシーで参照されるアカウントに対応する契約ですでに定義され
ていることを確認します。 これは、[デマンド管理（Demand Management）] > [同意
（Agreement）] で維持されます。 クォータ管理の対象となるサービス項目は、適切な
集約方式で契約クォータにすでに含まれている必要があります（詳細については、「使
用（契約）に基づく請求レートの設定」を参照）。
◦ クォータ ポリシーを指定するときは、クォータの消費を追跡する適切な集約方式を選択
します。 「合計」集約方式では、すべてのサービス項目インスタンスによって消費され
る特定の属性の合計（たとえば、アカウントが所有するすべてのデータストアのディス
ク サイズの合計）に基づいてクォータが管理されます。 「カウント」集約方式では、
単純にサービス項目数（たとえば、アカウントが所有する仮想マシンの合計数）に基づ
いてクォータが管理されます。
クォータ ポリシーの例：
•

◦ アカウントの仮想マシンの数がクォータの 70% に達したときに電子メールを送信する
ポリシー。
◦ アカウントの仮想ディスクのストレージがクォータの 75% に達したときにサービスを
オーダーするポリシー。

• 時間限界：このポリシーは、サービス項目の日付属性が定義済みの値に達するか超過した場
合に実行されます。 ポーラーは、デフォルトで 30 分ごとの時間間隔で時間限界ポリシーを
評価し、必要に応じてアクションを実行します。 support.properties ファイルでポーラーを有
効または無効にできます。 コンフィギュレーション ファイルの詳細については、『Cisco
Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』を参照してください。
時間限界ポリシーの例：
• サブスクリプションの期限が切れる 1 か月前にサブスクリプションを更新するよう通知する
ためにソフトウェア サブスクリプションのオーナーに電子メールを送信するポリシー。
• リースの有効期限日にソフトウェアへのサブスクリプションを取り消すポリシー。
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このポリシーを使用してリースを終了する方法の例については、「時間限界ポリシーの設定」を
参照してください。
サービス項目でこのポリシーを定義するには、属性タイプが「DateTime」のサービス項目属性が
少なくとも 1 つ必要です。
• イベント ベース：イベント ベース ポリシーは、3 つの条件をサポートしています。
◦ アクションはサービス項目属性が特定の値に達した場合にトリガーされます。
◦ アクションはサービス項目属性が特定の値に達した場合、または属性値が変更された場
合にトリガーされます。
◦ アクションはサービス項目属性が特定の条件を満たす場合にトリガーされます。 イベン
トをトリガーするための論理演算子ドロップダウンリストから選択できるオプションに
基づいて、特定の値が「等しい」、「等しくない」、「次を含む」、または「次を含ま
ない」かを決定するために、サービス項目属性の条件を定義できます。 サービス項目属
性の値を入力するか、または名前空間のアイコンから選択できます。 特定の値に対して
複数の条件と複数のサービス項目属性を追加できます。
イベント ベース ポリシーの例：
•

◦ 属性の更新時にアクションを実行します：仮想マシンのステータスがオフラインになっ
たときにポリシー アラートを記録するポリシーを作成します。
◦ 条件が満たされた場合にアクションを実行します：RAM 値が最大制限に達し、生産
HANA データベースのステータスがオフラインになってバックアップ サーバがアクティ
ブになったときに電子メールを送信するときにポリシー アラートを記録する条件を持つ
ポリシーを作成します。

ポリシー アクション
ポリシー条件を満たしている場合は 1 つ以上のアクションを実行できます。 定義済みアクション
は次のとおりです。
• 送信の停止：要求者がサービス項目を消費する別の要求を作成するのを禁止します。 このア
クションは、時間限界ポリシー タイプには適用されません。
• サービスのオーダー：サポート アクションが行われるのを許可するためにカタログ内のサー
ビスへの要求を発生させます。 条件が満たされた場合にサービスをオーダーするよう選択す
る場合は、次のことも行う必要があります。
◦ 既存のサービス定義のリストからサービスを選択します。
◦ サービス フォームに渡す値を指定します。 参照される名前空間は、サービスのオーダー
時にコンテキストに基づいて実際の値に解決されます。 詳細については、「ポリシー設
定での名前空間の使用方法」を参照してください。
• 電子メールの送信：ポリシー条件が満たされた場合に電子メールを送信するように選択する
場合は、電子メール テンプレートのドロップダウンリストから電子メール テンプレートを
選択する必要があります。 サービス提供に使用する他の電子メール テンプレートと同じよ
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うに、[管理（Administration）] > [通知（Notifications）] で電子メール テンプレートを定義で
きます。
• ポリシー アラート：管理者が確認する監査証跡として役立つポリシーのトリガー発生を記録
します。 アプリケーションにポリシー アラートを送信する場合は、アラートに関する説明
メッセージも提供する必要があります。 また、メッセージが表示されたら解決されるサービ
ス項目属性を指定するために名前空間を使用することもできます。
条件が満たされた場合のポリシー アラートのリストを表示するには、Service Portal モジュールで
既存のポータル ページに [ポリシーアラート（Policy Alert）] ポートレットを追加します。 [Service
Portal] > [ページの編集（Edit Page）] > [コンテンツの追加（Add Content）] > [予約済みポートレッ
ト（Reserved portlets）] の順に選択します。 [ポリシーアラート（Policy alerts）] チェック ボック
スをクリックします。 ポリシー アラートは、ポリシー アラート アクションおよびサービスのオー
ダー アクションについて記録されます。

サービス項目ポリシーの設定
各ポリシー タイプには 1 つ以上のポリシー テンプレートがあります。 ポリシー テンプレートは、
アクションを実行するタイミングを定義するルールです。 さらに、条件に対しパラメータを定義
して、条件が満たされた場合に実行するアクションを指定することもできます。
はじめる前に
Prime Service Catalog のサービス項目ポリシーのタイプを理解してください。 サービス項目ポリ
シーの理解, （35 ページ）を参照してください。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [ポリシー（Policy）] の順に選択
します。

ステップ 2

リストパネルからサービス項目を選択し、[ポリシーを追加（Add Policy）] をクリックします。

ステップ 3

新しいポリシー タイプの属性を入力します。 次の表で、これらの属性の一部について説明します。

ステップ 4

[アクション（Actions）] ページで [追加（Add）] をクリックし、リストからアクションを選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックし、[ポリシーサマリー（Policy Summary）] ページで作成したポリシーを確認
し、[完了（Done）] をクリックします。
（注）
ポリシーにアカウント属性を選択した場合、そのポリシーはアカウントに関連付けられたサー
ビス項目に適用可能になります。 選択していない場合は、ポリシーはすべてのサービス項目に
適用できます。
表 9：サービス項目のポリシー属性

フィールド

説明

ポリシー タイプ

ポリシー タイプを容量ポリシー、クォータ ポリ
シー、時間限界ポリシー、およびイベントベース
ポリシーとして選択します。
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フィールド

説明

テンプレート（Template）

特定の条件を満たしたときにサービス項目インスタ
ンスに対して実行するアクションのタイプを選択し
ます。

条件のセットアップ（Setup Condition）

[条件のセットアップ（Setup Condition）] ページで
条件を定義します。 [条件のセットアップ（Setup
Condition）] ページのオプションは、選択したテン
プレートによって異なります。
• 容量ポリシーおよびクォータ ポリシーの場合
は、サービス項目属性は [サービス項目定義
（Service Item Definition）] タブ > [サービス項
目属性を追加（Add Service Item Attribute）]
テーブル > [管理（Managed By）] フィールド
で定義した場合にのみ表示されます。 サービ
ス項目属性の管理, （44 ページ）を参照して
ください。 容量ポリシーまたはクォータ ポリ
シーの場合は、数値であるサービス項目属性
に対しポリシーを定義する必要があります。
• イベントベースのポリシーの場合は、テンプ
レート オプション [条件が満たされた場合にア
クションを実行します（Perform action when
conditions are met）] を選択した場合は複数の
条件を設定できます。これらの複数の条件は、
and/or 論理演算子に基づいて評価され、関連付
けられたアクションは特定の値に基づいてト
リガーされます。

サービス項目にすでに定義されているポリシーのリストを表示するには、サービス項目のリスト
パネルからサービス項目をクリックし、[ポリシー（Policy）] タブを選択します。 [アカウントで
フィルタする（Filter by account）] フィールドを使用して、アカウントに対するすべてのポリシー
を表示するよう選択できます。
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時間限界ポリシーの設定
時間限界ポリシーは、リース管理を実行するために導入できます。 たとえば、仮想マシンがリー
スの有効期限日に確実に停止するように時間限界ポリシーを設定することができます。 この手順
で、電子メールを送信し、仮想マシンを停止します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のウィンドウのサービス項目をリストしているリスト パネルから仮想マシンのサービス項目を選択し
ます。 [ポリシー（Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ポリシー（Policy）] タブで、[ポリシーを追加（Add Policy）] をクリックします。

ステップ 4

[名前（Name）] フィールドに、リースの有効期限日に停止する VM を入力し、[タイプ（Type）] フィー
ルドで [時間限界（Time-bound）] を選択します。 [Next] をクリックします。

ステップ 5

[テンプレート（Template）] ページで、テンプレート「システム日付が属性値と等しくなったらアクショ
ンを実行する（Perform action when system date is equal to attribute value）」を選択します。 [Next] をクリッ
クします。

ステップ 6

[条件（Condition）] ページで、[アカウント（Account）] フィールドに情報を入力しないでください。 [サー
ビス項目属性（Service Item attribute）] フィールドで LeaseExpiryDate 値を選択します。 [Next] をクリック
します。

ステップ 7

[アクション（Action）] ページで、[追加（Add）] をクリックして [ポリシーアラート（Policy Alert）] を選
択します。 [ポリシーアラート（Policy Alert）] ウィンドウで、メッセージを入力し、[OK] をクリックし
ます。

ステップ 8

もう一度 [追加（Add）] をクリックし、[サービスのオーダー（Order Service）] を選択します。 新しいウィ
ンドウにサービスが表示されます。 [VMの停止（Stop VM）] を選択し、[追加（Add）] をクリックしま
す。

ステップ 9

[Next] をクリックします。 ポリシー タイプ、条件、およびアクションが記載された [ポリシーサマリー
（Policy Summary）] ページが表示されます。

ステップ 10 [完了（Done）] をクリックします。

サービス項目のカスタム定義されたステータスの設定
[ステータス定義（Status Definition）] タブは、サービス項目を作成または更新するときに [ステー
タスあり（Has Status）] アイコンをクリックした場合にのみ表示されます。 サービス項目のカス
タム定義されたステータスを作成できます。 サービス項目には複数のステータスを設定できま
す。 たとえば、仮想マシンのサービス項目は、オンライン、オフライン、稼働済み、使用停止、
削除済みなどにすることができます。
また、サービス項目が以前の状態から定義済みの状態に移行できるように適用するステータス遷
移を定義できます。 「いずれか（Any）」はデフォルトの状態で、サービス項目を以前の状態か
ら任意のステータスにステータス移行できます。
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（注）

最大 20 のステータス定義を追加できます。
ステータス定義を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [ステータス定義（Status Definition）]
の順に選択します。

ステップ 2

[ステータス名（Status Name）] ウィンドウで、[追加（Add）] をクリックすると、グリッドの下部に空白
の行が開くので、ここにステータス定義を入力できます。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

ステータス遷移の定義
1 つ以上のステータス定義を削除するには、ステータス定義をクリックして選択し（複数の属性
を選択する場合は Ctl+ クリックまたは Shift+ クリックを使用）、[選択項目の削除（Remove
Selected）] をクリックします。
ステータス遷移を定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [ステータス定義（Status Definition）]
の順に選択します。

ステップ 2

[ステータス名（Status Name）] ウィンドウでステータスを選択します。

ステップ 3

[次のステータス遷移を許可する（Next Status(es) Transition Allowed）] ウィンドウで [追加（Add）] をク
リックします。 空白の行がグリッドの下部に表示され、そのドロップダウンリストにすでに定義したス
テータスが含まれています。

ステップ 4

ドロップダウンリストから定義する次のステータス遷移を選択します。 このリストには、[ステータス名
（Status Name）] で定義したステータスが含まれています。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
サービス項目にステータス属性がすでに定義されていて、ステータス属性に対する特定の値が読み込まれ
たサービス項目インスタンスがある場合は、[ステータスあり（Has Status）] 設定をまだ有効にできます。
これを行うと、システムはステータス属性の制御を引き継ぎ、使用中のすべてのステータス値を抽出し
て、[ステータス定義（Status definition）] タブに一意の値のリストを自動的に読み込みます。

サービス項目の有限状態遷移の定義
サービス項目操作を使用して、特定の状態遷移のみがサービス項目で発生するように有限状態を
定義できます。 たとえば、オフライン VM は起動のみ可能で停止はできないようにするなどで
す。
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サービス項目のライフサイクルで実行できるデフォルトの操作は、作成、更新、および削除です。
また、他の操作を SIBD で保存されるサービス項目ライフサイクルに追加することもできます。
[Service Item Manager] > [サービス項目の管理（Manage Service Items）] > [履歴（History）] 下で、
サービス項目のライフサイクルで実行される操作をモニタできます。
はじめる前に
• ステータス定義を作成します。 サービス項目のカスタム定義されたステータスの設定, （40
ページ）を参照してください。
• サービス項目に関連付けられるサービスを追加します。 サービス項目へのサービスの関連付
け, （33 ページ）を参照してください。
サービス項目操作を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [操作（Operations）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックし、新しい操作に対するさまざまな属性を指定します。 次の表で、これらの属
性について説明します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
表 10：サービス項目操作の属性

フィールド

説明

名前（Name）

操作の名前を入力します。

結果のステータス（Resulting Status）

このフィールドには、事前定義されたステータスが
リストされます。 操作またはサービス項目タスク
が実行されるときのサービス項目のステータスを選
択します。
ドロップダウンには、[サービス項目の設計（Design
Service Items）] > [ステータス定義（Status
Definition）] タブで追加したステータスのリストが
表示されます。
（注）
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フィールド

説明

関連付けられたサービス（Associated Services）

ドロップダウンからサービス項目に関連付けられた
サービスの 1 つを選択します。
ドロップダウンには、[サービス項目の設計（Design
Service Items）] > [関連付けられたサービス
（Associated Services）] タブで追加したサービスの
リストが表示されます。

請求可能（Billable）

請求可能なイベントを発生させ、操作を請求レート
表の定義に使用できるようにするには、このチェッ
クボックスを選択します。
たとえば、請求可能なイベントを「VM のプロビ
ジョニング」または「VM の削除」にして、登録
ユーザの請求を負担したり停止します。 この請求
レートの詳細については、請求可能レートの設定,
（278 ページ）を参照してください。

操作を削除するには、[操作の概要（Operation Summary）] テーブルから操作を選択し、[選択項目
の削除（Remove Selected）] をクリックします。

サービス項目タイプの操作を実行する権限の定義
Service Item Manager でのサービス項目への読み取り/書き込みアクセス権は、ユーザに付与される
機能および権限によって管理されています。 機能は、ユーザが使用できるタブおよびペインを制
御します。 権限は、ユーザがアクセスできるサービス項目のタイプおよびインスタンスと、許可
されるアクション（作成/更新/削除/確認）を制御します。
サービス項目のロール ベース アクセス コントロール（RBAC）は、Organization Designer と、[サー
ビス項目の定義（Define Service Items）] 下の [権限（Permissions）] タブで維持されます。
Organization Designer では、RBAC 権限はロールに付与され、ロールは次にユーザに直接（本人
に）または間接的に（その人が属する組織単位またはグループに）付与されます。 Service Item
Manager では、ロールの使用の有無にかかわらず、権限が付与されます。 ロールを使用すること
でトラッキングとメンテナンスが容易になるので、一般的に推奨されます。
権限を追加するには、次の操作を行います。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [権限（Permissions）] の順に選択
します。
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[権限のサマリー（Permission Summary）] ウィンドウに、選択されたサービス項目に割り当てられた権限
が一覧表示されます。
ステップ 2

[役割（Role）] フィールドで虫めがねアイコンをクリックし、ロールを選択して [選択（Select）] ボタン
をクリックします。

ステップ 3

[権限（Permissions To）] ドロップダウンリストから権限を選択します。
追加できる権限の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の
「Service Item Manager module in Assigning Permissions」の項を参照してください。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

権限を削除するには、[権限のサマリー（Permission Summary）] テーブルからロールを選択し、[削
除（Delete）] をクリックします。

[マイスタッフ（My Stuff）] ページのカスタマイズ
ここでは、Service Catalog モジュールの [マイスタッフ（My Stuff）] ページをカスタマイズする手
順について説明します。

Out-of-Box サービス項目属性の表示
すべてのサービス項目には、out-of-box サービス項目属性のセットがあり、サービスにカスタム定
義の属性を設定することもできます。 カスタム定義された属性は、[マイスタッフ（ My Stuff）]
ページで、これらの out-of-box 属性とともに表示されます。 カスタム定義された属性の設定に関
する詳細については、サービス項目属性の管理, （44 ページ）を参照してください。 デフォルト
では、すべての out-of-box サービス項目属性が [マイスタッフ（My Stuff）] に表示されます。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [サブスクリプション属性の設定
（Subscription Attributes Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

属性を表示しない場合は、必要なサブスクリプション属性の [マイスタッフで表示（Show in My Stuff）]
チェックボックスをクリアし、[保存（Save）] をクリックします。

サービス項目属性を再割り当てするには、属性を選択し、右側の上矢印または下矢印をクリック
して正しい順序で属性を配置します。 [保存（Save）] をクリックします。

サービス項目属性の管理
新しいサービス項目を作成する場合は、コンテンツ パネルの [項目属性（Item Attributes）] ウィン
ドウでカスタム属性を設定できます。属性を追加、更新、または削除できます。サービス項目属
性は、サービス項目のさまざまなコンポーネントを定義し、サービス項目ワークフローの準備に
も役立ちます。
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（注）

サービス項目サブスクリプションまたはサービス項目履歴の一部として保持される属性をサー
ビス項目定義に追加しないでください。 Customer ID、RequisitionID、およびサービス項目の用
途に関するその他の面を含む属性は、サービス項目ベースのディクショナリ, （56 ページ）
で説明します。
定義が変更されると、既存のサービス項目には、追加された属性のブランクの値が含まれます。
管理者は、[サービス項目の管理（Manage Service Items）] オプションを使用して、新しく追加さ
れた属性に値を指定できます。
サービス項目ベースのディクショナリがすでに作成されている場合は、サービス項目定義に加え
られたすべての変更は、ディクショナリに手動で適用される必要があります。 ディクショナリに
追加されるフィールドの名前がサービス項目内の対応する属性の名前と一致している限り、その
フィールドと属性の間の関係が保持されます。
新しい属性を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [サービス項目定義（Service Item
Definition）] の順に選択します。

ステップ 2

[項目属性（Item Attributes）] ウィンドウで、[追加（Add）] をクリックします。 グリッドの最後に空の行
が表示されます。ここにサービス項目定義を入力できます。

ステップ 3

各列をクリックして、さまざまな属性を更新します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
表 11：サービス項目属性

フィールド

説明

表示名（Display Name）

属性の名前を入力します。この名前は、[マイスタッ
フ（My Stuff）] ウィンドウに表示されます。

名前（Name）

属性の名前を入力します。
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フィールド

説明

属性タイプ

ドロップダウン リストから属性タイプを選択しま
す。 これは、文字列データ型、整数、文字列（最
大値）などにできます。 また、サービス項目の属
性タイプとしてサービス項目タイプを追加できま
す。これは、アプリケーションスタックのコンポー
ネントを設計する場合に、階層型サービス項目の設
計をサポートするためです。 子サービス項目を複
数の親で使用する場合は、この階層型サービス項目
に [参照です（Is Reference）] オプションを使用し
ます。
（注）
この階層型サービス項目のすべてのCRUD
操作は、REST API を通じてのみサポート
されます。 これらの CRUD 操作は、各
サービス項目タイプにのみ適用されます。
階層型サービス項目の REST API の詳細に
ついては、『Cisco Prime Service Catalog
Integration Guide』を参照してください。
設定例を次に示します。
• 階層型サービス項目属性タイプ：タイプが
[ラップトップ（Laptop）] のサービス項目の場
合、属性タイプとして別のサービス項目 [ハー
ドディスク（Hard disk）] を追加できます。
• その他の属性タイプ：仮想サーバをサービス
項目と見なします。サービス項目属性 RAM の
属性タイプは整数にでき、有効期限日の属性
タイプは [日時（DateTime）] です。

管理元（Managed By）

サービス項目属性の容量ポリシーまたはクォータ
ポリシーを定義する場合は、ドロップダウンリスト
からポリシー タイプを選択する必要があります。
これはオプションのフィールドです。 サービス項
目ポリシーの設定, （38 ページ）を参照してくだ
さい。

マイスタッフでアクセス可能（Accessible In My
Stuff）

サービス項目属性を [Service Catalog] > [マイスタッ
フ（My Stuff）] 設定メニューで使用可能にするに
は、チェックボックスを選択します。設定メニュー
を使用することで、[マイスタッフ（My Stuff）] グ
リッドで属性を表示または非表示にできます。
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フィールド

説明

マイスタッフグリッドに表示する（Show In My Stuff サービス項目属性を [Service Catalog] > [マイスタッ
Grid）
フ（My Stuff）] グリッドにデフォルトで表示する
には、チェック ボックスを選択します。
フレンドリ名です（Is Friendly Name）

フレンドリ名として属性項目のいずれかを選択でき
ます。 このフレンドリ名は、[Service Catalog] > [マ
イスタッフ（My Stuff）] グリッドに name 属性値の
代わりに表示されます。

参照です（Is Reference）

関連付けられたタイプの既存のオブジェクトがすで
にある場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。このサービス項目によって「所有されている」
オブジェクトがある場合は、オフのままにします。

複数値（Multi-value）

この属性がアレイの場合、すなわち複数の値を保存
できる場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。

外部システムからのサービス項目のインポート
Service Catalog 外の自動または半自動システムからサービス項目をインポートできます。 Service
Catalog はその後、サービス項目プロビジョニングとその他の更新を追跡できます。 サービス項目
データは、Service Catalog のデータと、外部で保持されていた可能性のあるその他のレコードを同
期化するため、いつでもインポートできます。 サービス項目データのインポートに加えて、サー
ビス項目定義自体も、対応するデータ付きまたはデータなしでインポートできます。 これでサー
ビス項目の定義が自動化されるため、手動で行う必要がなくなります。
次のいずれかの方法を使用して、サービス項目と標準をインポートできます。
• Service Item Manager の [データのインポート（Import Data）] オプションを使用して、管理者
はサービス項目をファイルからオンデマンドでインポートできます。 ファイルからのサービ
ス項目のインポート, （48 ページ）を参照してください。
• 1 つの要求には、サービス項目または標準をインポートする Service Link タスクを含めること
ができます。 Service Link を使用したサービス項目と標準のインポート, （169 ページ）を参
照してください。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
47

サービスのカテゴリおよびサービス項目の設定
サービスのサービス項目の定義

ファイルからのサービス項目のインポート
[Service Item Manager] > [ファイルからインポート（Import from File）] オプションを使用して、
外部ソースからのサービス項目のデータと定義をインポートできます。 インポートするファイル
は、ANSI エンコーディング ASCII または UTF-8 を使用する必要があります。 Unicode エンコー
ディングはサポートされていません。 [データ（Data ）] または [定義（Definition）] オプション
を選択して、ファイルのその部分のみをインポートしたり、両方を選択することもできます。 両
方をインポートする選択をした場合で、XML ファイルに定義セクションしか含まれていない場合
は、システムは定義のみをインポートします。
サービス項目データがインポートされると、サービス項目履歴テーブルにエントリが追加され、
必要に応じてサービス項目サブスクリプションが作成または更新されます。
以下の表には、ファイルからサービス項目定義またはデータをインポートする際のインポート
ユーティリティの動作がまとめられています。 この動作は、後半で説明する Service Link サービ
ス項目タスクにも適用されます。
表 12：インポート ユーティリティの動作

定義/データ

競合解決

説明

定義（Definition）

上書き

インポートにより、既存のサー
ビス項目定義が、インポートに
含まれる定義に置き換えられま
す。 既存のサービス項目の場
合、旧バージョンと新バージョ
ンの間で列の名前が一致する
と、既存データが保持されま
す。

マージ

新規の列を既存のサービス項目
定義にマージするためにイン
ポートを使用できます。 項目
が存在しない場合は、新しい
サービス項目が作成されます。

Insert

サービス項目がすでに存在して
いると、インポートは失敗しま
す。 サービス項目が存在して
いないと、サービス項目と基礎
となるデータベース テーブル
が作成されます。
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定義/データ

競合解決

説明

データ

上書き

インポートで見つかった一致項
目で、既存のサービス項目を更
新（上書き）します。インポー
ト ファイルに新しい項目を挿
入します。
サービス項目の属性に対応する
値がインポート ファイルに含
まれていない場合は、サービス
項目が以前存在していて、属性
に値があったとしても、その
サービス項目に対する属性の値
はヌルに設定されます。

（注）

マージ

インポートで見つかった一致項
目で、既存のサービス項目を更
新します。インポート ファイ
ルで見つかった新しい項目を挿
入します。 既存のサービス項
目の属性が更新「されない」の
は、次の 2 つの状態の場合で
す。（1）インポート ファイル
に、この属性のプロパティ タ
グがない。（2）サービス項目
の属性に、すでにヌル以外また
はゼロ以外の値が含まれてい
る。 このどちらの場合でも、
既存の属性値は上書きされませ
ん。

Insert

インポートで見つかった新しい
サービス項目を挿入します。既
存のサービス項目は変更されま
せん。

属性の説明フィールドは UI 上に存在しません。 これは、SI のインポート ファイルではオプ
ションです。
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サービス項目のステータスの設定
サービス項目が特定のステータスにある場合にのみ、サービス項目の関連付けられたサービスが
オーダー可能になるようにできます。 これを実現する方法の例を示します。

ステップ 1

サービス項目の [ステータスあり（Has Status）] を有効にします。

ステップ 2

[ステータス定義（Status Definition）] > [ステータス（Status）] ウィンドウでカスタム ステータスを追加し
ます。 たとえば、仮想マシンのサービス項目に次のステータスを定義することができます：[アクティブ
（Active）]、[再設定中（Being Reconfigured）]、[非アクティブ（Inactive）]。

ステップ 3

無効なステータス変更を防ぐためにステータス遷移を追加します。 たとえば、[非アクティブ（Inactive）]
ステータスの仮想マシンは、[再設定中（Being Reconfigured）] に戻ることはできません。 サービス項目の
カスタム定義されたステータスの設定, （40 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[関連付けられたサービス（Associated Services）] サブ タブで、サービス項目が特定のステータスにある場
合にのみオーダーされることが許可される関連付けられたサービスのチェック ボックスを選択します。
たとえば、サービス「Extend VM Lease」は、[アクティブ（Active）] ステータスの場合のみ許可されま
す。

ステップ 5

[操作（Operations）] タブで操作を追加し、相互に関連するように対応する結果のステータスを追加しま
す。
次に例を示します。
表 13：[操作（Operations）] タブと対応する結果

操作

結果のステータス

プロビジョニング（Provision）

アクティブ（Active）

終了（Terminate）

非アクティブ（Inactive）

再設定の開始（Initiate Reconfiguration）

再設定中（Being Reconfigured）

再設定の完了（Complete Reconfiguration）

アクティブ（Active）

サービス項目のエンド ユーザのビュー
サービス項目は、サービス要求を経由してプロビジョニングされる際に個人に自動的に割り当て
られます。 また、サービス項目は、Service Item Manager の手動による割り当て機能により、Service
Catalog のユーザに直接割り当てることもできます。 手動による割り当ては、ユーザが外部システ
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ムでサービス項目を割り当てられた場合に特に有効で、そのデータが Service Catalog に展開され
る必要があります。
Service Catalog と My Services によってサービス項目のビュー（[マイスタッフ（My Stuff）] または
[サービス項目（Service Item）] ポートレット）が提供され、そこからユーザは、プロビジョニン
グされたサービス項目を確認し、これらの項目への変更と追加を要求することができます。 My
Services Consumer ロール（すべてのユーザに割り当てられているデフォルトのロールで、このロー
ルでサービス要求の送信ができます）には、ユーザが自分のサービス項目を表示したり検索した
りできる機能は含まれていません。 この機能は、My Services 360-Degree Consumer ロールによっ
て提供されます。このロールには、「サービス項目のインスタンス データにアクセスする」機能
と、個々のユーザが [マイアイテム（My Items）] ポートレットの表示/非表示を制御できる個人設
定が含まれます。
同様のビューがホームページの右側上部にある [所持品の管理（Manage Your Stuff）] スポットラ
イト下の Service Catalog モジュールで使用可能です。

My Service 項目の表示
Service Catalog モジュールを使用している場合は、サービス項目に関連付けられたサービスにアク
セスしてオーダーするには、[Service catalog] > [マイスタッフの管理（Manage My Stuff）] > [マイ
スタッフ（My Stuff）] に移動します。
古い My Services オプションでのサービス項目の表示
My Service には [サービス項目（Service Items）] タブと [マイアイテム（My Items）] ポートレッ
トがあり、ユーザは、サービス項目に関連付けられたサービスにアクセスしたり、サービスをオー
ダーしたりできます。 サービス項目が個人に割り当てられるのは、サービス要求からプロビジョ
ニングされたとき、または Service Item Manager モジュールを使用して個人に直接割り当てられた
ときです。
[マイアイテム（My Items）] ポートレットには、ユーザに最近プロビジョニングされた 5 件のサー
ビス項目が表示されます。 [マイアイテム（My Items）] ポートレットの [その他（More ）] リン
クか、[サービス項目（Service Items）] タブをクリックすると、サービス項目の完全なリストを表
示することができます。 また、各ユーザがアクセスできるサービス項目は、付与された読み取り/
書き込み権限によって異なります。 ユーザは、自分が所有するサービス項目への読み取り/書き込
みアクセス権を常に与えられます。

外部システムでのサービス項目の管理
Service Catalog で作成され、ここで追跡されるサービス項目は、すでに外部のアセット マネジメ
ント システム（AMS）またはハイパーバイザなどのターゲット プラットフォームですでにある程
度追跡されています。 ラップトップとワークステーション、ならびに仮想マシンと仮想アプリ
ケーションは、このようなサービス項目の良い例です。 外部システムの使用は、外部システムの
成熟度、そのシステム内のデータの性質と品質、システムが変化する頻度、Service Catalog のトリ
ガーの変更を希望するシステムにイベントがあるかどうかなどの、要因の数によって異なります。
また、Service Catalog のエンド ユーザに表示するサービス項目の属性（つまり、データ要素）な
ども含まれます。 たとえば、ラップトップの製造元、型、モデル、あるいは仮想マシンの GUID
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などは変更されないため、Service Catalog での保存や更新を行う必要はありません。 データを外
部システムから取得するには、次を使用します。
•

◦ アセット ID に基づき、外部データベースのクエリを実行するデータ取得ルール。 デー
タ取得ルールの詳細については、動的データ取得ルールの作成, （112 ページ）を参照し
てください。
◦ サービス用ワークフローに簡単に組み込まれる「プロセス API」を提供する Service
Link。
◦ 受信メッセージで外部システムからデータを取得する Web サービス アダプタ。

外部システムを使用する場合のベスト プラクティス
1 Service Catalog で のみ アセット ID を保存 します。 ラップトップ SI の唯一の属性は名前（外
部システムからのアセット ID の書き込み先）です。 My Services のエンドユーザにはそれだけ
が表示されます。 このラップトップがサービス要求で参照されると、次の方法のいずれかを使
用して、現在のデータ（型、モデル、製造元、ディスク領域、メモリ）を外部システムから
フォーム上に引き出します。
2 アセット ID と 、 変更 されない 属性を Service Catalog に 保存 します。 ラップトップ SI の属
性が、名前（アセット ID）、型、モデル、製造元であると仮定します。 最初のアセット ID の
ルックアップにより、これらの属性が外部システムからフォーム上に取得され、Service Catalog
データベースにこれらが保存されます。 このラップトップがサービス要求で参照されると、前
述の 2 つの方法のいずれかを使用して、ディスク領域とメモリの現在のデータを外部システム
からサービス フォーム上に引き出します。 （言い換えると、ディスク領域とメモリは Service
Catalog に保存されることはありません。）
3 #1 または #2 と 同様ですが、 ビジネス の状況に 依存した データ で サービス項目の データ を
拡張 します。 これは、実際には上記の 2 つの方法のバリエーションにすぎません。 サービス
の要求と、これらの要求の達成プロセスの間に収集されたビジネス データが取り込まれ、サー
ビス項目の属性として、Service Catalog に書き込まれます。 このデータが外部システムに保存
されることはありません。
4 すべての 属 性 を Service Catalog の 単一の 「システム オブ レコード」 に 保存 します。 （イ
ンポートによる）最初のロードは、Service Catalog にすべてのラップトップを格納するために
実行されます。 これ以降、ラップトップの影響を受けるすべての事項が、Service Catalog の
サービス要求から実行されます。 これで質問は、外部システムの更新になります。 この操作
は、手動または Service Link エージェントで実行できます。
5 すべて の 属性 を Service Catalog に保存します。 変更 は Service Catalog と 外部 システムの両
方 で 発生 する 可能性が あります。 上記 #4 と同様ですが、Service Catalog に反映される必要
のある外部システムでイベントが発生する可能性があります。 たとえば、現在インベントリに
あるラップトップの一覧を確認するため、外部システムを参照できない（つまり、誰にも割り
当てられていない）場合があります。データを簡単に取得するため、Service Catalog に保存さ
れているすべてのデータが必要な場合があります。 この場合には、インポート API または
Service Item Listener Adapter を使用して、外部システムから Service Catalog への更新を処理でき
ます。
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サービス用のフォームの設定
この章は次のトピックで構成されています。
• サービス用のフォームの設定, 53 ページ

サービス用のフォームの設定
はじめに
サービス フォームは、エンドユーザによってサービス要求の定義に使用されます。 Service Designer
モジュールを使用して、サービス フォームを設定し、サービスのオーダー時に特定の選択肢を表
示するためのデータ取得ルールを作成できます。サービスフォームの設計には次のコンポーネン
トを使用します。
• ディクショナリ はサービス要求の入力用フィールドのグループです。 Prime Service Catalog
に追加できるディクショナリは 4 種類あります。 これらのディレクトリの詳細については、
ディクショナリを使用したサービス フォーム フィールドの設定, （54 ページ）を参照して
ください。
• アクティブ フォーム コンポーネントの設計を支援する標準 。 標準の詳細については、サー
ビス設計における標準の定義, （75 ページ）を参照してください。
• アクティブ フォーム コンポーネントは、ユーザが開始したイベントに基づいてサービス
フォームの外観と動作を定義するのに役立ちます。 アクティブ フォーム コンポーネントの
詳細については、アクティブ フォーム コンポーネントを使用したサービス フォームの外観
と動作の設定, （80 ページ）を参照してください。 また、指定した条件に基づいてサービス
フォームの動作と外観を変更するルールを作成できます。 詳細については、フォーム ルー
ルを使用した動的なフォーム動作の設定, （91 ページ）を参照してください。
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ディクショナリを使用したサービス フォーム フィールドの設定
サービスフォームの基本的な構成要素は、個々のデータエレメント（フィールド）のグループで
あるディクショナリであり、これらを使用してユーザやサービス実行者はサービス要求を実施す
るのに必要なデータの入力や表示を行うことができます。 ディクショナリには、これらの要求で
必要になる可能性があるすべてのフィールドを組み込む必要があります。
（ディクショナリとフォーム コンポーネントを再利用される場合に備えて設計する）この原則
は、サービスが、カスタマーにサービス（または項目）を提供するための最初の要求だけでなく、
サービス項目のライフ サイクル全体にわたって有効である可能性があるため、サービス項目ベー
スのディクショナリ, （56 ページ）にとって特に重要です。 サービス要求に組み込むことができ
るタスク（サービス項目の作成と変更やサービス項目の現在のオーナーからの除外）をサポート
するディクショナリを設計することができます。

Prime Service Catalog におけるディクショナリのタイプ
ディクショナリには内部と外部の 2 つの主なカテゴリがあり、ディクショナリ内のデータを保存
する方法を示しています。
• 内部ディクショナリは、Service Catalog によって、その内部で管理されるデータ構造を表し
ています。 必要なデータベース管理が最小になること、および外部ディクショナリでは使用
できない追加機能が含まれることから、一般には内部ディクショナリが推奨されます。 内部
ディクショナリのタイプは次のとおりです。
◦ 内部自由形式ディクショナリ, （54 ページ）
◦ 内部個人ベースのディクショナリ, （55 ページ）
◦ サービス項目ベースのディクショナリ, （56 ページ）
◦ 自動的に含まれる予約済みディクショナリ, （60 ページ）
◦ 自動的に組み込まれる統合ディクショナリ, （62 ページ）
• 外部ディクショナリは、Service Catalog 要求外の既存または新しいデータ テーブルを使用し
ます。 詳細については、外部ディクショナリ, （60 ページ）を参照してください。

内部自由形式ディクショナリ
自由形式ディクショナリは、サービス設計者が、ディレクトリ内のフィールド、その発生順序、
それぞれに割り当てられるデータ型を自由に指定できることを意味しています。 自由形式ディク
ショナリのフィールドを設定するには、「表 15：内部ディクショナリを設定するためのフィール
ド」を参照してください。
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内部個人ベースのディクショナリ
Cisco Prime Service Catalog は、Prime Service Catalog アプリケーションにアクセスする必要がある
ユーザ組織内のすべてのユーザのリポジトリを管理します。 Service Catalog 内の個人情報は、
Organization Designer 経由で表示できます。 通常、このリポジトリ内の個人情報には、ディレクト
リの統合によってデータが取り込まれます。 ユーザが Service Catalog にログインしたときや、ユー
ザに代わってオーダーされたサービスがあるときは、リポジトリ内の個人情報を会社規模のディ
レクトリからの情報でいつでも更新できます。サービスフォームは、一般に個人情報を参照する
必要があります。 たとえば、サービス要求には常にカスタマー（サービスの受信者）と発信者ま
たは要求者（キーボードの前に座ってサービスを要求する個人）が存在します。 多くの場合、カ
スタマーと発信者は同一人物です。つまり、従業員が、自分自身のためにサービスを要求します。
その他の場合として、管理者または許可された他の従業員が、サービスのカスタマーとなる他の
個人の代わりにサービス要求を開始します。 このタイプのディクショナリのフィールドを設定す
るには、表 15：内部ディクショナリを設定するためのフィールドの表を参照してください。
個人ベースのディクショナリを使用するケース
カスタマーまたは発信者として要求を参照するだけの場合は、個人ベースのディクショナリを作
成する必要はありません。 代わりに、Prime Service Catalog の予約済みディクショナリの一部であ
る Customer_Information ディクショナリと Initiator_Information ディクショナリを使用します。要求
者が要求の実施に関与したり参照として必要となる可能性がある他の人を頻繁に指定する必要が
ある場合は、個人ベースのディクショナリを作成する必要があります。
個人ベースのディクショナリの使用例
個人ベースのディクショナリが頻繁に使用される事例として、ディレクトリの統合から使用可能
な監視構造から承認者が推測できない場合に、発信者が要求の承認者を 1 人以上指定する必要が
ある場合が挙げられます。 このシナリオでは、使用可能な従業員のドロップ ダウン リストから
検索することで、要求者は承認者を選択します。また、承認者の連絡先情報は、簡単な参照用に
サービス フォーム データに組み込まれます。
人物検索オプションについて
個人ベースのディクショナリをサービス フォームで使用する場合は、[人物検索（Person Search）]
ダイアログボックスに検索条件を指定することで単一の人物を選択できます。 人物が選択される
と、ディクショナリに使用されているフィールドには、選択された人のプロファイルの対応する
フィールドに現在入力されている値が自動的に入力されます。 名前が名、姓形式で表示されま
す。
「Select_Person」属性により、リポジトリ内で個人を検索する機能、またはサービス フォームに
対してディレクトリ統合が有効な場合には、外部ディレクトリで個人を検索する機能が提供され
ます。 この属性は、テキストではなく、「Person」のデータ型を持ちます。 このデータ型は、
フォーム内で属性を使用する場合に、属性の外観を制御します。たとえば、下記のサービスフォー
ムの [名前（Name）] フィールドは、「Select_Person」属性として定義されています。 デフォルト
で使用する [使用（Use）] もオンになっているため、新しい個人ベースのディクショナリでは、
「Select_Person」に対し [グリッドで表示（Show in Grid）] がデフォルトでオンになっています。
[使用（Use）] をオフにできないのと同様に、Select-Person に関して [グリッドで表示（Show in
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Grid）] をオフにすることはできません。 [使用（Use）] チェックボックスをクリックして、サー
ビス フォームに表示する他のディクショナリ属性を選択します。
図 1：個人属性の選択

サービス項目ベースのディクショナリ
サービス項目ベースのディクショナリとは、Service Item Manager モジュールで定義されたサービ
ス項目に基づく構造（フィールド）を持つディクショナリのことです。 このディクショナリに
は、サービス要求中に収集されたそのサービス項目に関するデータも格納されます。 サービス項
目に設定できるデータのタイプを表示するには、サービスのサービス項目の定義, （24 ページ）
の項を参照してください。
このディクショナリ中のフィールドで、サービス項目に保存されるデータが提供され、サービス
項目の履歴とそのサブスクリプションの更新に役立てることもできます。詳細については、「サー
ビス項目サブスクリプションと履歴フィールド」を参照してください。
サービス項目ベースのディクショナリの追加
この手順を使用して、サービス項目の作成中に定義された属性に基づくサービス項目ベースのディ
クショナリを作成します。
はじめる前に
ディクショナリが定義されるベースとなるサービス項目を設定します。

ステップ 1

[Service Designer] > [ディクショナリ（Dictionaries）] の順に選択します。

ステップ 2

New > [新しいディクショナリ（New Dictionary）] を選択し、[新しいディクショナリ（New Dictionary）]
ページを表示します。

ステップ 3

[新しい内部ディクショナリを追加する（Add New Internal Dictionary）] セクションの [サービス項目（Service
Item）] フィールドに、対象のサービス項目の名前の 1 つ以上の文字を入力するか、または、「*」を入力
してすべてのサービス項目を検索します。 対象のサービス項目をクリックします。
[カテゴリ（Category）]、[サービス項目グループ（Service Item Group）] および [サービス項目タイプ（Service
Item Type）] フィールドの値は、選択したグループおよびサービス項目タイプに設定されます。 前のリ
リースと同様に、[サービス項目ファミリ（Service Item Family）] は Service Catalog では使用されず、任意
の値を指定できます。 この値は Service Catalog のデータ マートでのクエリとグループ化に使用できます。
サービス項目ベースのディクショナリに含めることができる他のフィールドは次のとおりです。
• サービス項目自体で定義された属性に対応するフィールド。 詳細については、「サービス項目フィー
ルド」を参照してください。
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• ディクショナリと組み合わせて使用できるサービス項目サブスクリプション（履歴）および提供履歴
に関するフィールド。 これらのフィールドは、サービス項目の現在の使用状況とサブスクリプショ
ン履歴に関する追加情報を提供します。 詳細については、「サービス項目サブスクリプションと履
歴フィールド」を参照してください。
• ユーザによって定義されたフィールド。 詳細については、「ユーザ定義によるフィールド」を参照
してください。
ステップ 4

[ディクショナリを保存（Save Dictionary）] をクリックします。
（注）
ディクショナリを作成した後に、対応するサービス項目に新しい属性を追加するには、手動で
新しいフィールドを追加する必要があります。 これは、Service Catalog がその属性に対応する
新しいフィールドをディクショナリに自動的に追加しないためです。属性名（表示名でなくデー
タ名）と同じ名前をフィールドに使用していると、Service Catalog は、サービス項目内の属性
と、ディクショナリ内のフィールドを適正に同期化します。 同様に、SIBD を作成し、対応する
サービス項目から属性を削除した場合は、削除された属性に対応するディクショナリ フィール
ドを手動で削除する必要があります。 削除を行わないと、サービス項目に対応するデータのな
いフィールドがフォームに含まれることになります。
サービス項目フィールド
ユーザによって定義されたサービス項目で指定される属性は、デフォルトで、その項目に基づい
たディクショナリに含まれます。 ディクショナリに追加フィールドを追加するには、ディクショ
ナリ属性の下の属性名の左側にあるチェック ボックスをオンにします。 [名前（Name ）] フィー
ルドを除く他のフィールドはオプションです。 [名前（Name）] フィールドには「サービス項目
ID」として予約済みのデータ型があります。 すべてのデータ型は、サービス項目の定義から継承
されます。 パスワード、受取人氏名、口座番号などの機密データを暗号化するには、[暗号化
（Encrypt）] チェック ボックスを選択します。

（注）

暗号化された文字列が文字数制限を超えないように、暗号化するサービス項目ディクショナリ
に [文字列（最大）（String (max)）] フィールド タイプを使用します。
[文字列（最大）（String (max)）] の制限は、システム管理者によって cnfparam テーブルで 6000
に設定できます。 ただし、サービス項目ディクショナリで設定する場合は、新しい文字列の制限
値によってパフォーマンスの問題が発生しないことを確認します。 機密データの暗号化の詳細に
ついては、表 16：ディクショナリ属性の表を参照してください。
サービス項目サブスクリプションと履歴フィールド
[ディクショナリ（Dictionary）] ページに表示される次の一連のフィールドは、サービス項目サブ
スクリプションと履歴用に保持されるデータに対応します。 サービス項目に対するサービス項目
の作成または更新タスクが実行されると、要求のサブスクリプションと履歴データがサービス項
目の履歴に記録されます。 このオプションは、エンド ユーザの場合は、[マイスタッフ（ My
Stuff）] ページで使用でき、管理者の場合は、各項目の [Service Item Manager] > [サービス項目の
管理（Manage Service Items）] > [履歴（History）] タブで使用できます。
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サービス項目のサブスクリプションフィールドを次のテーブルにまとめています。事前に設定さ
れているサブスクリプションフィールドの場合は、フィールド名の左にあるチェックボックスを
選択して、含めるフィールドを選択します。 次に示すフィールドは、ディクショナリに組み込ま
なくても、適切な値が入力された状態で、サービス項目の履歴とサブスクリプションのデータに
自動的に組み込まれます。 これらをディクショナリに組み込むのは、Service Catalog がこれらの
フィールドに値を提供するために使用するデフォルトの動作を補足または上書きするためです。
表 14：サービス項目フィールド

フィールド名

説明

CustomerID

要求/サービス項目用のカスタマーの ID。

RequisitionID

サービス項目サブスクリプションを作成した
サービス要求を含む要求（ショッピング カー
ト）の ID。

RequisitionEntryID

サービス項目サブスクリプションを作成した
サービス要求の ID。

OrganizationalUnitID

サービス項目が割り当てられているカスタマー
のホーム OU。

AssignedDate

サービス項目がカスタマーに割り当てられた日
時。つまり、「サービス項目 - 作成」タスクが
実行された日時。

SubmittedDate

「サービス項目の作成」タスクが含まれる要求
が送信された日時。

ErrorCode

未使用。

ErrorDescription

サービス項目の作成または割り当てを行おうと
して失敗した場合に受け取る、エラー コードの
テキスト形式の説明。

アカウント ID（Account ID）

デフォルトでは、サービス項目が割り当てられ
ているカスタマーのホーム OU のテナント アカ
ウント。
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（注）

CustomerID および OrganizationalUnitID がサービス項目ベースのディクショナリに組み込まれ
ていない場合、Service Catalog はそのデフォルト ロジックを使用して、各フィールドに値を指
定します。 フィールドがディクショナリに組み込まれていると、サービス項目のタスクが実
行される時に、フォーム フィールドの値が使用されます。
• ディクショナリに CustomerID または OrganizationalUnitID が含まれている場合、サービス設
計者は、フィールドに値を指定するためのルールやその他のメカニズムを記述する責任があ
ります。
Service Catalog のデフォルトの動作を上書きするためのシナリオとして、次のものがあります。
• オーナーなしでサービス項目（SI）を作成します。つまり、そのサービス項目へのサブスク
リプションは誰にもありません。 たとえば、新しいラップトップが届き、まだ誰にも割り当
てられていない状態などが該当します。 これは、[サービス項目の管理（Manage Service
Items）] タブでサービス項目を手動で作成するか、外部ソースからサービス項目をインポー
トする代替手段となります。 このシナリオでは、CustomerID と OrganizationalUnitID の両方
がサービス フォームに含まれています（オーダー段階ではルールによって非表示になってい
る可能性があります）が、値は指定されていません。 CustomerID と OrganizationalUnitID の
両方が参照されるたびに AccountID を追加します。
• 要求の発信者が、サービス項目のカスタマーを（個人ベースのディクショナリから）明示的
に選択することができます。 カスタマーの情報を SIBD に含まれている [CustomerID] フィー
ルドと [OrganizationalUnitID] フィールドにコピーして、デフォルトのカスタマー（発信者）
を上書きします。 CustomerID と OrganizationalUnitID の両方が参照されるたびに AccountID
を追加します。 このシナリオは、XREF セクションで詳しく説明します。
• 指定されたオーナー（CustomerID に対応する人物）はないが、所有する OU はありで SI を
作成します。 たとえば、プロジェクト チームがサーバを必要としているが、サーバは個人
ではなくチームの責任である場合などです。 このシナリオは前述のシナリオと似ています
が、ディクショナリに含まれる必要があるのは CustomerID のみです。CustomerID の内容は、
オーダー段階でルールによってブランクになります。 OrganizationalUnitID は、発信者やカス
タマーの OU ID にでき、または人物検索機能によって OU/カスタマーを選択できます。
• 誰かからサービス項目を割り当て解除します。 たとえば、従業員が会社またはプロジェクト
を去るときにその従業員の備品を一時的に割り当て解除する場合などです。
• データ取得ルールを実行して、SI が作成されたときの情報（どの要求 ID と要求エントリ ID
が前のオーダーに含まれていたか、など）を表示します。
エラーの説明フィールドには、サービス項目タスクに失敗した場合のフィードバックが記述され
ます。 これは、データ入力を検証するために必要になることが考えられる条件付きルールのヒン
トを提供することで、デバッグの際に役立ちます。
サービス項目の作成に失敗する理由は、サービス項目の作成で、項目名をブランクにしたままで
あるか、既存のサービス項目と名前とタイプが同じものを作成しようとした、などが考えられま
す。 こうしたタスクが失敗すると、サービス項目は作成されず、要求に対して加えられた変更は
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すべてロールバックされます。 同様に、参照される項目が存在しない場合、サービス項目の更新
または削除のタスクが失敗する可能性があります。
ユーザによって定義されたフィールド
サービス項目の設計者は、任意のサービス項目ベースのディクショナリにフィールドを追加でき
ます。 こうしたフィールドは、サービス項目自体に該当しない場合がありますが、サービス項目
に関連するサービス要求の重要な部分です。 たとえば、カスタマーがこの項目を要求した理由に
ついてのコメントや、項目の使用状況に関連付けられた初期月次コストまたは定期月次コストな
どを含むことができます。 フィールド名が、使用可能なサービス項目履歴またはサービス項目サ
ブスクリプションのフィールド名と同じではいけません。これは、フィールドがこのディクショ
ナリに含まれていなくても、適用されます。
このようなフィールドは、フォームとフォーム用ディクショナリ データに含まれるデータとなる
だけです。サービス項目の一部として記録されることはなく、サービス項目履歴およびサービス
項目サブスクリプションのクエリからは表示できません。ただし、ディクショナリフィールドと
同様に、完了した要求では表示が可能で、ディクショナリまたはディクショナリを含むサービス
が、レポート可能になっている場合は、Advanced Reporting モジュールからレポートが可能です。
外部ディクショナリ
外部ディクショナリは、[Service Designer] > [ディクショナリ（Dictionaries）] 内に追加され維持さ
れます。 安全なデータ転送方法を設定していない場合、読み取り/書き込みモードの外部ディク
ショナリを使用すると、システムからアクセスしているデータベースに破損が生じる可能性があ
ります。 次のヒントを参照してください。
• システムで生成される要求エントリ ID は、外部データベース テーブルに独自の列とプライ
マリ キーを必要とします。 そうしないと、システムはテーブルにある他のデータを上書き
する場合があります。
• サイトでは、システムが新しいエントリを書き込むためのキー列を追加して中間テーブルを
作成することを推奨します。 このテーブルはその後、既存の表と連動できます。
• 外部ディクショナリを追加する前に、外部テーブルの DBA またはオーナーと協議して、シ
ステムが要求エントリ ID とプライマリ キーに正しい列を使用するようにしてください。
• システムは、外部データベース テーブルを参照する独自の外部ディクショナリを使用して
ユーザがそれらのテーブルに加えた変更を自動的に同期しません。 たとえば、列の名前やサ
イズの変更は、外部ディクショナリに適用されず、それらのディクショナリによってオー
ダーされたサービスは失敗します。 システムに外部ディクショナリを作成すると、外部デー
タベース テーブルの構造を変更するたびに、Service Designer のディクショナリ コンポーネ
ントの外部ディクショナリの定義ページを保存する必要があります。 このページの [このディ
クショナリを追加する（Add This Dictionary）] をクリックすると、システムがテーブル構造
を同期し、外部データベースの列を示すセクションに新しい情報が表示されます。

自動的に含まれる予約済みディクショナリ
すべての Service Catalog インスタンスには、カスタマーと発信者の各情報用のシード データとし
て提供されている 2 つのディクショナリが自動的に組み込まれます。 これらのディクショナリ
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は、Service Designer のディクショナリ コンポーネントの「予約済み」ディクショナリ グループに
あります。
アクティブ フォーム コンポーネントには「予約済み」フォーム グループもあり、これには
Customer-Initiator フォームが含まれます。 このフォームには、Customer_Information ディクショナ
リと Initiator_Information ディクショナリが含まれています。
Customer_Information ディクショナリと Initiator_Information ディクショナリの機能は次のとおりで
す。
• すべての要求のカスタマーと発信者を自動的に記録する標準の動作を提供します。
• カスタマーと発信者に関するすべての情報は、取得ライフ サイクルを通して Business Engine
名前空間を介して使用できます。また、My Services 内の要求に関する [要求の概要（Requisition
Summary）] ページの一部として表示されます。
• これらのディクショナリは、アクティブ フォーム コンポーネントに含まれており、次の理
由ですべてのサービスに再使用可能です。
◦ これらのフィールドは、個人のプロファイルから取得された値を反映しています。
◦ サービスをオーダーする個人には、期限切れの情報を修正する機会、または現在の要求
を遂行するために必要な追加情報を提供する機会はありません。
◦ さらに、場合によっては、レポート上および制御上の理由で、要求が送信された時点
の、それ以降の変更を反映していないカスタマー情報と発信者情報を追跡する必要があ
ります。
• 予約済みディクショナリのディクショナリ名とグループ名は変更できません。
• 予約済みディクショナリは、予約済みフォーム、Customer-Initiator フォームに含まれます。
フォームの内容と外観は定義可能であり、その動作は、使用可能な任意のフォーム ルールま
たは ISF で操作できます。
図 2：My Services 内の [要求の概要（Requisition Summary）] ページ

発信者情報ディクショナリとカスタマー情報ディクショナリのディクショナリ名とグループ名は
変更できません。 ディクショナリの他の一般的なプロパティは編集できます。 予約済みディク
ショナリは、予約済みフォーム、Customer-Initiator フォームに含まれます。 フォームの内容と外
観は定義可能であり、その動作は、使用可能な任意のフォーム ルールまたはインタラクティブ
サービス フォーム（ISF）で操作できます。
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予約済みディクショナリには、使用可能なすべての個人情報がリストされ、各ディクショナリに
割り当てる属性を指定できます。 対応する属性名をチェックすることにより、ディクショナリに
含める属性を選択します。 たとえば、サービス要求によってはカスタマーの上司の承認が必要に
なるため、上司情報を含めます。属性名とデータ型は変更できません。フィールドが常に非表示
であっても、サービス内で処理する必要がある属性を確実に含めます。 属性を選択すると、個人
のプロファイルから対応する値が確実に読み込まれます。 次に、設計者は、ディクショナリを含
むフォームを設定して、フィールドを適宜非表示にできます。
個人プロファイルには、Service Catalog が使用しないカスタム フィールドが 10 個含まれています
（名前は Custom1 ～ Custom10）。 これらのフィールドを、Customer ディクショナリまたは Initiator
ディクショナリに含めることができます。 これらのフィールドのいくつかは、ディレクトリ
（LDAP）統合を通してインポートされる個人属性にマップされます。 その他は、このディクショ
ナリを含む Customer-Initiator アクティブ フォーム コンポーネントの設定時に使用可能な表示プロ
パティまたは条件付きルールを通して割り当てるため、または操作するために予約しておくこと
ができます。
個人ベース ディクショナリおよび予約済みディクショナリ（Customer ディクショナリおよび
Initiator ディクショナリ）では、Service Designer のディクショナリ コンポーネントを使用して、
サービス フォームに表示するディクショナリ フィールド（属性）を選択できます。 単に、ディ
クショナリにナビゲートして、[使用（Use）] 列のチェック ボックスをオンまたはオフにするこ
とにより、個人ベース ディクショナリを使用するフォーム、または Customer ディクショナリおよ
び Initiator ディクショナリの両方を自動的に含むアクティブ フォーム コンポーネントである
Customer-Initiator フォームで使用する、または含めるフィールドを決定します。
カスタマーまたは発信者の姓名、およびログイン ID に加えて、個人の電子メール アドレスおよ
びホーム OU のフィールドを追加するのが一般的です。 Person_ID は、個人に割り当てられる一
意の識別子です。 基本的なフォーム処理には、このフィールドは必要ありません。しかし、たと
えば、このディクショナリ内に対応する属性を持たない個人またはその上司に関する追加情報を
動的に取得するデータ取得ルールを記述する場合には有効です。 同様に、Supervisor_ID も、予約
済みディクショナリ内に含めるように選択できます。 これにより、サービス設計者は、選択した
要求の承認のために「コマンドのチェーン」を動的に作成できます。
同様に、ロケーション情報を特に Customer ディクショナリに含めることができます。 この情報
は、たとえば、タスクのルーティング先のキューを決定するため、または実際に訪問してコンタ
クトを取る必要がある場合に個人のアドレスを単に示すために必要な場合があります。

自動的に組み込まれる統合ディクショナリ
統合ディクショナリ グループは、すべての Service Catalog インスタンスで自動的に作成されます。
統合ウィザード（Service Catalog と外部システム間の Web サービス統合を作成する Service Designer
のウィザード）を通して作成されるディクショナリが、自動的にこのグループに配置されます。
一度作成されると、統合ディクショナリはどのディクショナリグループにも移動できます。設計
者は、このグループに手動でディクショナリを配置することはできません。
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ディクショナリ グループの作成
ディクショナリ グループは、潜在的な多くのディクショナリを整理するのに役立つフォルダで
す。 すべてのディクショナリは、ディクショナリ グループに配置する必要があります。 システ
ムで孤立ディクショナリは許可されません。 ディクショナリ グループにはサービス グループと
は異なり、それらに関連付けられている動作はありません。

ステップ 1

[Service Designer] > [ディクショナリ（Dictionaries）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しいディクショナリグループ（New Dictionary Group）] の順に選択します。 [新しい
ディクショナリグループ（New Dictionary Group）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

必要な情報を指定されたフィールドに入力し、[このディクショナリグループを追加（Add This Dictionary
Group）] をクリックします。 ディクショナリ グループがツリー メニューに追加されます。

ディクショナリの作成
はじめる前に
• ディクショナリのタイプを決定します。 Prime Service Catalog で利用可能なディクショナリ
のタイプを理解します。 Prime Service Catalog におけるディクショナリのタイプ, （54 ペー
ジ）を参照してください。
• 外部ディクショナリを作成するには、システム ディクショナリとして使用できるように、ア
プリケーション サーバに応じて外部データベースのデータ ソース名を定義します。 これは
システムの外で完全に行われます。

ステップ 1

[Service Designer] > [ディクショナリ（Dictionaries）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の事前に定義されたディクショナリを選択するか、または [新規（New）] > [新しいディクショナリ
（New Dictionary）] の順に選択して新しいディクショナリを作成します。

ステップ 3

ディクショナリのタイプを指定します。
a) 内部自由形式のディクショナリを設定するには、[データソース（Data Source）] 列の下の [新しい内部
ディクショナリを追加する（Add New Internal Dictionary）] セクションの [自由形式（Free Form）] リン
クをクリックします。
b) 内部個人ベースのディクショナリを設定するには、[データソース（Data Source）] 列の下の [新しい内
部ディクショナリを追加する（Add New Internal Dictionary）] セクションの [ベースとするテンプレー
ト（Template Based）] ドロップダウンリストから [個人ベース（Person Based）] を選択します。
c) サービス項目ベースのディクショナリを設定するには、[新しい内部ディクショナリを追加する（Add
New Internal Dictionary）] セクションの [サービス項目（Service Item）] フィールドで、サービス項目を
名前で検索し、表示されるポップアップ ウィンドウからサービス項目をクリックします。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
63

サービス用のフォームの設定
ディクショナリを使用したサービス フォーム フィールドの設定

d) 外部ディクショナリを設定するには、[外部ディクショナリを追加する（Add an External Dictionary）]
セクションで、作成されるディクショナリの基となるデータ ソースの名前をクリックします。 [新しい
外部ディクショナリ（New External Dictionary）] ウィンドウが表示されます。 データ ソース用のログ
インとパスワードはアプリケーション サーバですでに設定されています。
ステップ 4

表 15：内部ディクショナリを設定するためのフィールドを使用して、ディクショナリにデータ要素を追加
します。

ステップ 5

表 16：ディクショナリ属性の表を使用して、ディクショナリ属性を追加します。 複数の属性を追加する
には、[フィールドの追加（Add Field）] をクリックします。

ステップ 6

[ディクショナリを保存（Save Dictionary）] をクリックします。

システムからディクショナリを削除するには、[Service Designer] > [ディクショナリ（Dictionaries）]
の順に選択し、削除する特定のディクショナリを選択し、[ディクショナリを削除（Delete
Dictionary）] をクリックします。

（注）

条件付きルールまたはデータ取得ルールと関連付けがある場合は、ディクショナリまたはディ
クショナリ フィールドの削除が回避されます。
表 15：内部ディクショナリを設定するためのフィールド

フィールド

説明

ディクショナリ名（Dictionary Name）

このフィールドにディクショナリの名前を入力
します。 使用可能な文字は、英数字、アンダー
スコア、およびアポストロフィです。 スペース
は使用できません。

グループ名（Group Name）

ディクショナリ グループにこのディクショナリ
を配置する場合には、[更新（Update）] ボタン
をクリックします。 ディクショナリとディク
ショナリ グループとの関連付けに関するシステ
ム動作はありません。

デフォルトキャプション（Default Caption）

サービス フォームのセクション タイトルに表
示するテキストをこのフィールドに入力しま
す。

連絡先担当者

これは、組織のサイト基準およびベスト プラク
ティスにおいて、ディクショナリへの考えられ
る変更やディクショナリの使用に関する相談窓
口となる個人です。
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フィールド

説明

サービス項目ファミリ（Service Item Family）

これはオプションのテキスト入力フィールド
で、レポートの目的で論理エンティティを作成
するために複数のディクショナリをグループ化
できます。 たとえば、3 つの独立したディク
ショナリを一つにまとめることで、デスクトッ
プ構成のための完全なセットを構成することが
できます。
（注）

レポート可能（Reportable）

このフィールドは外部ディクショナ
リには適用されません。

ディクショナリがレポート可能な場合には、
ディクショナリ定義を変更する機能が一時的に
無効になります。 レポート可能なディクショナ
リ内のフィールドのデータ型は、数値/通貨型、
日付/日時型、文字型の間で切り替えることはで
きません。 ディクショナリに他の変更を行いた
い場合には、[レポート可能（Reportable）] 設定
を [いいえ（No）] に切り替えて、ディクショ
ナリを保存し、変更を行ってから設定を元の値
に戻します。 Advanced Reporting Ad-Hoc レポー
ト機能および Report Designer 機能の使用に対抗
して、レポートすることができるものにディク
ショナリを追加するには、[レポート可能
（Reportable）] フィールドを [はい（Yes）] に
設定します。
ディクショナリをレポート可能と指定すると、
アドホック レポートまたは Report Designer でク
エリの件名としてそのディクショナリが表示さ
れます。
（注）

ディクショナリをレポート可能にする
かどうかを決定する際に考慮すべき多
くの影響があります。 ディクショナ
リをレポート可能にするかどうかを決
定するためのガイダンスについては、
『Cisco Prime Service Catalog Reporting
Guide』を参照してください。外部ディ
クショナリをレポート可能とマークす
る場合は、すべてのデータ型がサポー
トされるわけではないことに注意して
ください。
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フィールド

説明

説明（Description）

このディクショナリがどのように使用されるか
の説明を入力します。 これは、このディクショ
ナリを使用する可能性がある他のサービス設計
者にとって非常に有用な情報です。

リビジョンの注記（Revision Notes）

セットアップ時はこのフィールドを無視してく
ださい。後で、このディクショナリに変更を加
える場合に使用します。 リビジョンに関する注
釈を入力し、[ディクショナリを保存（Save
Dictionary）] をクリックできます。

DBAの注記（DBA Notes）

このフィールドはオプションで、このディク
ショナリの使用に関するデータベース固有の情
報を入力します。 このテキスト領域は、Request
Center DBA 以外の DBA によって維持されてい
る可能性がある外部テーブルと接続するため、
外部ディクショナリに最も関連しています。

ディクショナリが表す（Dictionary Represents） このフィールドは外部ディクショナリの設定の
みに適用されます。 テーブル内のデータ（読み
取り/書き込み）またはクエリの結果（読み取り
専用）を選択するオプション ボタンをクリック
します。 テーブル内のデータ（読み取り/書き
込み）をクリックした場合は、次の手順に従い
ます。
1 [テーブル名（Table Name）] ドロップダウン
メニューからテーブル名を選択します。
2 [要求エントリID列（Requisition Entry ID
Column）] ドロップダウン メニューから、
要求番号のストレージ用に予約されている
データ テーブルの列を選択します。
3 [プライマリキーの列（Primary Key Column）]
ドロップダウン メニューから、プライマリ
検索キーを選択します。
クエリの結果（読み取り専用）をクリックした
場合は、次の手順に従います。
1 [SQLステートメント（SQL statement）]
フィールドに SQL ステートメントを入力し
ます。
2 [SQLステートメントのテスト] をクリック
し、ステートメントを確認します。
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表 16：ディクショナリ属性

フィールド

説明

名前（Name）

フィールドの名前は、英数字およびアンダース
コアを使用でき、文字で始める必要がありま
す。 スペースや他の特殊文字は使用できませ
ん。 JavaScript の予約語（「this」など）は、
フィールド名に使用できません。

タイプ（Type）

データ型は、ディクショナリがフォームに含ま
れている場合に選択できる HTML 表現に影響し
ます。 それは、次に、ルールと ISF 関数を
フィールドに適用する方法に影響するととも
に、ディクショナリまたはディクショナリを含
むサービスをレポート可能にするかなど、デー
タ マート内のフィールドの使用方法に影響しま
す。 フィールドのデータ型を選択します。 デー
タ型とその動作の説明については、表 17：
フィールド タイプ の表を参照してください。

最大、10進数（Maximum, Decimals）

ユーザがこのフィールドに入力できる文字列の
最大長を入力します。 数値フィールドの場合
は、小数点の右側の小数位の数を入力します。
整数の場合は 0 を入力します。 サービス項目
ベースのディクショナリ（SIBD）の場合は、
[暗号化（Encrypt）] が属性に対し有効になって
いる場合、ユーザがこのフィールドに入力でき
る文字列の最大長は 2 で割られます。 これは、
SIBD属性がフォームデータをサービス項目テー
ブルに挿入し、暗号化中に余計な文字が属性に
挿入されるためです。

複数値（Multivalue）

タスクの実行を制御するための式に INCLUDES
演算子を使用するときは、[複数値
（Multivalue）] のチェック ボックスをオンにし
ます。 INCLUDES 演算子は、複数値データ型
の値を他の式と比較します。 複数値フィールド
は、次の要素にマップします：複数選択、
チェックボックス、およびオプション ボタン。
（注）

DefMultivalue および TxMultivalue レ
コードは複数値フィールドに対して
作成されます。
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フィールド

説明

グリッドで表示（Show in Grid）

ディクショナリが[グリッドとして表示（Display
as Grid）] に設定されたときに、ディクショナ
リ内で [グリッドで表示（Show in Grid）] およ
び [使用（Use）] に設定されたフィールドが、
サービス フォーム上でグリッド内の列として表
示されます。 グリッドは、複数値セルの機能を
持たないため、[グリッドで表示（Show in
Grid）] と [複数値（Multivalue）] は互いに排他
的です。 デフォルトでは、グリッドは 20 以上
の列を持てません。newscale.properties ファイル
の
「dictionary.attributes.maximum.showingrid.count」
プロパティにより定義されます。
（注）
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外部ディクショナリ内のフィールド
は、グリッドで使用できません。した
がって、[グリッドで表示（Show in
Grid）] 列を持ちません。 また、予約
済みディクショナリ
（Customer_Information と
Initiator_Information）は本質的に 1 セッ
トのデータのみ表現するため、これら
のディクショナリ内のフィールドはグ
リッドで使用できません。 グリッド
の詳細については、複数のデータ イ
ンスタンスを含むフィールド向けのグ
リッド ディクショナリの設計, （90
ページ）を参照してください。

サービス用のフォームの設定
ディクショナリを使用したサービス フォーム フィールドの設定

フィールド

説明

暗号化

パスワード、受取人氏名、口座番号などの機密
データを暗号化するには、このチェックボック
スを選択します。 機密情報は、保存時、確認
時、アクセス時、記録時、または外部システム
への送信時に公開される場合があり、また、設
定時に暗号化するときに自動的にマスクされま
す。 暗号化は、次の場所に適用されます。
• サービスのフォーム データ
• [Service Item Manager] > [サービス項目の管
理（Manage Service Items）]
• [Service Catalog] > [マイスタッフ（My
Stuff）]
• [管理（Administration）] > [ユーティリティ
（Utilities）] > [フォームデータビューア
（Form Data Viewer）]
• [Service Link] > [トランザクションの表示
（View Transactions）] > [メッセージタイ
プのリンク（Message Type link）] > [nsXML
メッセージ/外部メッセージ（nsXML
Message / External Message）]
• [My Services] > [サービス項目（Service
Items）]
• サーバ ログ
• SI データを読み取る nsAPI
• HTML ソース
（注）

ディクショナリに対し最大 3 つのセ
キュアな文字列を設定できます。 こ
の制限は、暗号化中は合成値に元の
フィールド値よりも余計な文字が含ま
れ、パフォーマンスに影響を与える可
能性があるためです。 したがって、
ディクショナリの最大長を設定する場
合は、暗号化された値が指定したディ
クショナリの長さを超えないように、
適切なバッファ長を提供します。 セ
キュアな文字列は、テキスト フィー
ルド タイプのみに適用されます。
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表 17：フィールド タイプ

タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

テキスト（Text）

デフォルトのデータ型であり、英数字データを
サポートします。単一行または複数行テキスト
として表されるフィールドで使用する必要があ
ります。

番号（Number）

整数と自然数を含む、すべての数値のデータ
型。アプリケーションは長さだけでなく 10 進
精度を確認するため、[10進数（Decimals）] 列
内に精度を指定することが重要です。

アカウント（Account）

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

日付（Date）

データベース固有の日時型と互換性のあるデー
タ。ただし、表示は日付に制限され、データ入
力用にカレンダー ウィジェットが提供されま
す。

ブール値

取り得る値が、「はい（Yes）」と「いいえ
（No）」で表される「true」と「false」である
データ オブジェクト。

電話

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

SSN（社会保障番号）

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

資金

データに有効な数のみ含まれるか検証されま
す。通貨記号とカンマは入力できません。数字
のみ入力でき、小数点以下 3 桁まで入力できま
す。

Person

データは個人プロファイル内の個人 ID に対し
て検証されます。検証にはサービス フォームに
自動的にレンダリングされる [検索（Search）]
ボタンを通して、[個人検索（Person Search）]
ダイアログボックスを使用します。 Person デー
タ型は、基本的には下位互換性のために提供さ
れています。この機能が必要な場合には、個人
ベースのディクショナリを作成する必要があり
ます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
70

サービス用のフォームの設定
ディクショナリを使用したサービス フォーム フィールドの設定

タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

URL

英数字で保存されるデータ。保存された値は、
テキストと値の HTML 表現の両方で示され、指
定された URL へのリンクを提供します。

日付および時刻（Date and Time）

日付および時刻として保存されるデータ。デー
タ入力用に提供されるカレンダー ウィジェット
には、時間選択ウィジェットが含まれます。

サービス要求中にディクショナリを編集する権限の定義
ディクショナリがフォームで使用される場合、ディクショナリへのアクセスを制御する方法を指
定できます。この手順を使用して、要求ライフサイクルでディクショナリを表示または編集でき
るユーザを制御するために、システムモーメントごとに権限を定義できます。通常、発信者が要
求の詳細を提供する必要があるディクショナリのみが編集可能です。 承認者、確認者、またはタ
スク実行者によってのみ使用されるディクショナリには、アクセス権が割り当てられていません。
サービスに設定されている承認と確認に基づいて、要求には承認段階が存在しないか、または任
意の数の承認段階が存在します。
ディクショナリへの表示機能の影響
特定の時点でディクショナリを表示可能ではあるが編集不可に指定すると、ディクショナリ内の
すべてのフィールドが HTML ラベル（読み取り専用テキスト）としてレンダリングされます。
• 複数の選択肢を持つフィールド（チェックボックス、複数選択ドロップダウンリスト）のテ
キストでは、これらのフィールドに対してすでに選択されているオプションが、カンマ区切
りの値リストで示されます。
• [ユーザ（Person）] フィールドのラベルには、以前選択された個人の名前が表示されます。
付随する [検索（Search）] ボタンは無効になっています。 2 番目（非表示）のオブジェクト
には、選択した個人の一意の識別子が含まれます。
• URL は、ハイパーリンクされた HTML ラベルとしてレンダリングされます。
編集不可のディクショナリ内のフィールドには HTML DOM オブジェクト（つまり、<input> タ
グ）が存在しないため、適用できるルールまたは ISF 関数はサブセットに制限されます。 これら
の制限は、以降の条件付きルールと ISF 関数の詳細な説明に記載されています。
アクセス レベルは、ディクショナリ レベルで適用されます。 特定の時点で、そのすべてのフィー
ルドを含めてディクショナリ全体が非表示か、または表示されるが、その表示可能なフィールド
がすべて定型文としてレンダリングされるか、または表示されるが、そのフィールドはユーザに
よって編集可能かルールによって操作可能な HTML 入力オブジェクトのセットとしてレンダリン
グされます。
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（注）

すべてのアクセス制御の割り当ては、提供計画の一部として実行されるすべてのタスクに関係
しています。 異なるタスクの異なるユーザに対してディクショナリに異なる権限を割り当て
る必要がある場合は、条件付きルールによってこの権限を割り当てる必要があります。 アク
セス制御設定は、常に、特定のユーザまたはグループに対して特定のディクショナリに必要と
なるすべての権限を付与する必要があります。 条件付きルールは、アクセス特権を削除でき
ますが、アクセス特権が [アクセス制御（ Access Control）] タブを使って元から指定していな
い場合は、それらを付与することはできません。
権限を割り当てるための [アクセス制御（Access Control）] タブの使用
[アクセス制御（Access Control）] タブを使って権限を割り当てると、アクティブ フォーム ルール
を指定する設計者および ISF のプログラマに重要な影響を与えます。
• 非 表示 ディクショナリの場合、アクセス 制御 を介してディクショナリを非表示にするとい
うことは、その時点およびディクショナリが非表示にされた参加者のサービス フォームに
は、ディクショナリで定義されたオブジェクトが提示されないことを意味しています。 した
がって、ルールまたは ISF を使用してディクショナリやフィールドの内容、または可視性を
操作することはできません。
ユーザに非表示のディクショナリでフィールドの値を操作する必要がある場合は、これらのディ
クショナリで機能するフォームルールをサーバ側で実行するように設定できます。詳細について
は、サービス項目ベースのディクショナリのフォーム動作の定義, （122 ページ）を参照してくだ
さい。 たとえば、ユーザに値を知られることなく、一連のフィールドにデフォルトの値を投入で
きます。
• 表示 専用 ディクショナリの場合は、フィールドを編集できません。 ただし、ルールまたは
ISF を使用して、アクセス制御によって表示専用に設定されたディクショナリ内のフィール
ドの現在値を取得すること、ビューでフィールドを一時的に非表示にすること、またはフ
レームワークによって提供された他の機能を適用できます。
• 編集可能な ディクショナリ の場合は、全機能を使用して、ディクショナリまたはディクショ
ナリ内のフィールドの外観と動作を操作できます。
ディクショナリのアクセス制御を「なし」（つまり、[表示（View）] と [編集（Edit）] のいずれ
もオフ）に設定すると、ディクショナリはブラウザに送信されません。 ただし、ルールがサーバ
で実行されることを条件として、引き続きフォーム ルールを設定して、ディクショナリにデータ
を格納できます（サービス項目ベースのディクショナリのフォーム動作の定義, （122 ページ）を
参照）。これは、引き続きブラウザセッションの結果を収集およびデータベースに格納するとと
もに、ブラウザにレンダリングされるサービス フォームを可能な限り小さく維持するための強力
な手法です。
アクセス制御設定の管理上のオーバーライド
「サービスディクショナリの管理」機能が付与されているユーザによってサービスフォームが実
行されると、Service Designer を使って割り当てられたアクセス制御は無視されます （この機能は
「サイト管理者」および「分散サービス設計者」のロールに含まれています）。このようなユー
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ザに対して、すべてのディクショナリは指定されたアクセス制御に関係なく、すべての時点に編
集できます。

ヒント

この機能はフォームの外観の構築とテストを容易にするために提供されており、慎重に割り当
てる必要があります。
はじめる前に
編集できないディクショナリのフィールドの動作を理解するには、「ディクショナリに対する表
示機能の影響」を参照してください。
• [アクセス制御（Access Control）] オプションを使用したディクショナリへの編集/表示権限の
割り当ての影響を理解するには、「権限を割り当てるための [アクセス制御（Access Control）]
タブの使用」を参照してください。
• これらのディクショナリ権限をオーバーライドする方法については、「アクセス制御設定の
管理上のオーバーライド」を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] の順に選択します。
アクティブ フォーム コンポーネント ツリーからフォームをクリックします。

ステップ 2

設定するフォームを選択し、[アクセス制御（Access Control）] タブをクリックします。

ステップ 3

システム モーメントをクリックし、設定するディクショナリをクリックします。

ステップ 4

その時点の各参加者に対する [表示（View）] および/または [編集（Edit）] をクリックします。
（注）
[表示（View）] または [編集（Edit）] をオンにしないと、指定したシステム モーメント中にそ
のディクショナリの参加者に効率的に権限を付与できません。 これは、参加者が指定したシス
テム モーメント中にディクショナリ フィールドをまったく表示できないことを意味します。
[参加者の追加（Add Participant）] ドロップダウンリストから参加者のタイプを選択します。 参加者のタ
イプと関連付けられている機能に関する詳細については、表 18：参加者のタイプの表を参照してくださ
い。

ステップ 5

ステップ 6

選択したシステム モーメント中のすべてのディクショナリに対する権限の設定を続行します。 残りのシ
ステム モーメントおよびディクショナリに進みます。

ステップ 7

[フォームの保存（Save Form）] をクリックします。

必要なくなった場合は、アクティブフォームコンポーネントからディクショナリを簡単に削除で
き、または、システムからディクショナリを削除することで、ディクショナリが使用されていた
フォーム コンポーネントからも削除されます。
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表 18：参加者のタイプ

（注）

参加者の種類

説明

カスタマー

サービス オーダー フォームを記入し、送信す
るユーザ。機密情報を含むディクショナリを除
いて、通常、サービス提供時点でディクショナ
リの表示アクセス権が付与されています。

サービス チーム（Service Team）

このサービスが存在するサービス グループを
「所有」するサービス チーム OU のメンバーで
ある、サービス実行者およびサービス マネー
ジャ 「サービス チーム」の参加者は、サービ
スが存在するサービス グループを所有するサー
ビス チームを意味しています。 このフォーム
を複数のサービスに含める場合、サービスが存
在するグループによって、各サービスのサービ
ス チームの参加者が異なります。 そのため、
フォームに「参加者を追加」して、現時点で
ディクショナリ データにアクセスする必要があ
るサービス チームを明示的に示すことを推奨し
ます。 複雑な提供計画のサービスの場合、計画
の各タスクを異なるサービス チームが実行する
必要がある場合があります。 この場合も、参加
者を追加する必要があります。

組織

サービス要求の確認や承認を行うメンバーな
ど、カスタマーのホーム OU のメンバー。

財務チーム（Financials Team）

サイト全体の財務承認のため、財務チームとし
て [管理（Administration）] で設定された OU
（存在する場合）を指します。

アドホックタスクの実行者（Ad-Hoc Task
Performers）

アドホック タスクを受信する実行者または
キュー メンバー

Customer-Initiator フォームは、実質的にすべてのサービスで使用される可能性があるため、新
たな懸念事項になります。 したがって、特に Customer ディクショナリと Initiator ディクショ
ナリに表示権限のみを設定する必要がある場合、[追加の参加者（ Additional Participants）] オ
プションを通して「任意のユーザにアクセスを追加」するのが最も効率的なことがあります。
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特定のサービスへのアクセス制御設定の追加
複数のサービスで使用されるフォーム コンポーネントに付与する必要のあるアクセス制御は、場
合によっては、各要求の履行に関係するサービス チームに応じて、サービスごとに変える必要が
あります。ディクショナリの表示または編集を行う参加者を、サービス定義に追加できます。こ
れを行うには、[Service Designer] > [サービス（Services）] > [フォーム（Form）] の順に選択し、
ディクショナリを選択してから、適切な参加者を追加します。サービスレベルでは、アクセス制
御設定にその他の変更を行うことはできません。

サービス設計における標準の定義
標準は、アクティブフォームコンポーネントの設計、特に、サービスのオーダー時にカスタマー
が特定の応答または選択にドリル ダウンできるようにするデータ取得ルールにおいて役立ちま
す。 標準によって、サービス フォームへのユーザ エントリを検証するために使用できる参照デー
タが提供されたり、そのフォーム上のフィールドに対するデフォルト値が提供されます。Prime
Service Catalog で Service Item Manager を使用して、新しい標準を作成したり、ファイルから既存
の標準データまたは定義をインポートできます。
標準テーブルは、外部のデータソースで保持されるリレーショナルデータベーステーブルと同じ
機能を実行します。つまり、（ドロップダウンリストでの）表示または（ユーザから提供された
データの）検証のために、行を取得できます。 標準テーブルと外部テーブルの相違点は次のとお
りです。
• 標準テーブルの保持は、Service Item Manager 内で完全に可能です。テーブルを作成したり、
その構造を変更したり、内容を維持したりするために DBA を介入させる必要はありません。
標準レコードの作成、削除、または変更を行うためのユーザ インターフェイスを提供するだ
けでなく、XML ファイルから標準テーブルにデータをインポートして、そのテーブルの構造
を作成または変更できます。
• 標準テーブルは、データソースとして標準を選択することにより、テーブル ベースのデータ
取得ルールで直接使用できます。 SQL クエリーのデータ取得ルール、または SQL ベースの
オプション リストの構成でも使用できます。

（注）

デフォルトでは、Catalog Deployer は、サービスが指定した標準を使用するデータ取得を導入
するときに任意の標準エントリを展開します。 管理設定を [標準エントリを配置（Deploy
standards entries）] に変更することにより、この動作を上書きすることができます。 これは、
たとえば、実稼働環境での管理者が、すべての標準を実稼働環境またはテスト環境で定義する
よりも、標準を保持する責務がある場合に適しています。
ユーザに割り当てられたロールに基づいて、サービス項目標準を表示または編集する権限を定義
できます。 追加できる権限の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and
Operations Guide』の「Service Item Manager module in Assigning Permissions」の項を参照してくださ
い。
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標準を定義するには、次の手順を実行します。
1 標準テーブルの機能要件を指定します。 各テーブルに含まれる必要のあるデータは何か。 ま
た、Service Catalog 内でどのように使用されるか。
2 標準を定義するには Service Item Manager を使用します。 「標準の設定」を参照してください。
3 Service Catalog のセットアップに関連したデータを標準テーブルに入力します。 「標準テーブ
ルへのデータの追加」を参照してください。
4 標準テーブルにアクセスするデータ取得ルールを書き込みます。

標準グループの作成
手順

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [標準の設計（Design Standards）]
の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインの標準テーブルでプラス記号（+）をクリックし、[新しい標準グループ（NewStandardGroup）]
を選択します。

ステップ 3

グループ名と説明を指定し、[追加（Add）] をクリックします。

標準を編集するためのロール ベースの権限の追加

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [権限（Permissions）] の順に選択
します。

ステップ 2

[権限のサマリー（Permission Summary）] ウィンドウに、選択されたサービス項目に割り当てられた権限
が一覧表示されます。

ステップ 3

[役割（Role）] フィールドで虫めがねアイコンをクリックし、ロールを選択します。

ステップ 4

[権限（Permissions To）] ドロップダウンリストから権限を選択し、[追加（Add）] をクリックします。
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標準の設定
この手順を使用して、新しい標準定義を作成し、定義したものを編集できます。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] > [標準の設計（Design Standards）]
の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインの標準テーブルでプラス記号（+）をクリックし、[新しい標準（New Standard）] を選択しま
す。

ステップ 3

属性の定義を追加し、[追加（Add）] をクリックします。 属性で、標準について保持されるフィールド
（データ）が指定されます。 「表 19：標準に対する属性」を参照してください。

ステップ 4

既存の標準定義を更新するには、標準テーブルの作成中に定義した属性を変更し、[保存（Save）] をク
リックします。

ステップ 5

テーブルに定義を追加するには、[列定義に追加（Add in the Column Definitions）] ペインをクリックしま
す。
• [表示名（Display Name）]：[マイアイテム（My Items）] ポートレットを含む、すべての Service Catalog
ページで属性ラベルとして表示される属性の名前。
• [名前（Name）]：属性の内部名。基礎となっているデータベースのキーワードや予約語（INTEGER、
ORDER、VARCHAR など）は使用できません。 名前は 27 文字までに制限されています。
• [属性タイプ（Attribute Type）]：属性データを保存するためのデータ型。
最後に保存してから追加または更新されたすべての属性に、属性の表示名の左上に赤の三角形が付きま
す。

標準を定義した場合は、Service Item Manager の [データのインポート（Import Data）] タブを使用
して、それらを Prime Service Catalog にインポートすることもできます。 外部システムから標準
をインポートする方法の詳細については、「標準のインポート」を参照してください。
表 19：標準に対する属性

フィールド

説明

表示名（Display Name）

名前のユーザ フレンドリーなバージョン。これ
にはスペースを含めることができます。
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フィールド

説明

名前（Name）

システムが標準とそのデータの参照に使用する
標準の名前。 これは、Service Catalog のトラン
ザクション データベースで動的に作成され、保
持されているテーブルに対応します。 標準名で
使用できるのは、英数字と下線（_）で、スペー
スは使用できません。 名前の先頭は英数字であ
る必要があります。 Service Item Manager は、
標準名と同じ名前で、プレフィックスが「St」
のデータベース テーブルを作成します。

標準グループ（Standard Group）

標準テーブルを関連付けるグループを選択しま
す。

説明（Description）

作成するテーブルについての説明

標準テーブルへのデータの追加
Service Catalog は、データを標準テーブルに追加するための次の方法をサポートしています。
• 標準データをインタラクティブに編集するには、Service Item Manager の [標準の管理（Manage
Standards）] タブを使用します。 このタブには、標準に指定されたすべての属性を含むグ
リッドが示されます。
• ファイルまたはサービス リンクから標準データまたは定義をインポートするには、Service
Item Manager の [データのインポート（Import Data）] タブを使用します。 ファイルまたは
サービス リンクからの標準のインポートの詳細については、「標準のインポート」を参照し
てください。 Prime Service Catalog にインポートできるファイルの形式については、「サー
ビス項目および標準のインポート ファイルの形式」を参照してください。

標準のインポート
標準も、サービス項目で使用可能な類似オプションを使用してインポートできます。標準定義ま
たは標準エントリ、あるいはこの両方をインポートできます。 Service Item Manager には、サービ
ス項目および標準をインポートするための次の方法が含まれています。
• Service Item Manager の [データのインポート（Import Data）] オプションにより、管理者は
サービス項目または標準をファイルからオンデマンドでインポートできます。 「ファイルか
らの標準のインポート」を参照してください。
• 1 つの要求には、サービス項目または標準をインポートする Service Link タスクを含めること
ができます。 「Service Link を使用したサービス項目と標準のインポート」を参照してくだ
さい。
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ファイルからの標準のインポート
[Service Item Manager] > [ファイルからインポート（Import from File）] オプションを使用して、
外部ソースから標準のデータと定義をインポートできます。 インポートするファイルは、ANSI
エンコーディング ASCII または UTF-8 を使用する必要があります。 Unicode エンコーディングは
サポートされていません。 [データ（Data）] または [定義（Definition）] オプションを選択して、
ファイルのその部分のみをインポートしたり、両方を選択することもできます。 両方をインポー
トする選択をした場合で、XML ファイルに定義セクションしか含まれていない場合は、システム
は定義のみをインポートします。
標準データのインポートでは、既存のすべてのデータは常にインポートされたデータで上書きさ
れます。

（注）

標準データをインポートするオプションは、標準を参照するデータ取得ルールが含まれるサー
ビスの配置での Catalog Deployer のアクションを補足するか、置換します。 デフォルトでは、
Catalog Deployer によって、ソース環境で事前に定義された標準定義とすべてのデータの両方
がターゲット環境に配置されます。 標準データが環境間で変化しない場合、この動作が推奨
されます。 その他の場合は、[標準テーブルへのエントリ（データ）の展開（Deploy Entries
(data) in Standards Tables）] に対する管理設定をオフにすることで、このデフォルトの動作を変
更できます。
標準定義をインポートする場合は、同じ競合の解決オプションを使用できます。それらのオプショ
ンを下記にまとめます。
表 20：標準定義の競合解決

定義

競合解決

説明

定義

上書き

インポートされる標準のすべて
の属性値と一致する属性値が標
準レコードが存在する場合、こ
の標準が更新されて、インポー
トされるレコードで指定された
属性に対して「のみ」標準の値
が含まれるようにします。
これは、インポートされる標準
レコードに、一部の属性に対し
てのみ指定された値が含まれて
いるにもかかわらず、データ
ベース内の既存の標準には追加
の属性に対して指定された値が
含まれていると、これらの値が
ヌルに設定されることを意味し
ます。

マージ

下記の Insert と同じです。
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定義

競合解決

説明

Insert

属性値がインポートされる標準
のすべての属性値と一致する標
準が存在する場合、この標準は
作成されません。

アクティブ フォーム コンポーネントを使用したサービス フォームの
外観と動作の設定
フォームは、サービスを実装するための構成要素です。 オーダー可能な各サービスは、1 つ以上
のフォームで構成されます。各フォームは、ユーザがサービスカタログのサービスをオーダーす
るとき、サービスの要求を承認または確認するとき、および受信者へのサービスの提供に必要な
手順を完了するときに、ユーザに提示される Web ページの外観と動作を指定します。 その Web
ページは、「サービス フォーム」と呼ばれます。
フォーム ルールにより、サービス設計者は、コードを記述することなく、サービス フォームを
Rich Internet Application（RIA）にすることができます。 （RIA は、ユーザが入力画面の最後で [送
信（Submit）] ボタンをクリックする必要なく、アプリケーションがユーザが入力した内容や画面
に表示される内容に瞬時に応答することを意味します。）ルールを使用することで、設計者はサー
ビス フォームの外観と動作をユーザが開始したイベントに応答してどのように変更するべきかを
指定できます。
条件付きルールの共通の使用方法には、次のものが含まれます。
• オプション ボタン（たとえば、[はい（Yes）]/[いいえ（No）] の選択）に基づいて、フィー
ルドを有効/無効または表示/非表示にする
• 別のフィールドの値に基づいて、または特定タスクの実行中や提供（実施）サイクル中は、
フィールドを必須としてマークする
• ディクショナリ全体を表示/非表示にすることで、サービスの提供期間内の各種タスクに対し
て、ユーザ エクスペリエンスをカスタマイズする
• フィールドにフォーカスを設定して、ユーザの注意を促す
• データが正しいことを検証する
動的データ取得ルールは、サービスフォームとリレーショナルデータベースに格納されている情
報間でオンラインのリアルタイムインターフェイスを提供します。これらのルールにより、この
ようなデータをディクショナリ フィールドに表示すること、またはサービス要求元または実施者
が入力した項目が正しいことを判断するために問い合わせることができます。 データ取得ルール
の共通の使用方法には、次のものが含まれます。
• Configuration Management Database（CMDB）、ERP、HR システムなど、他のアプリケーショ
ンで維持されている情報を、フォーム データに事前に入力する
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• 動的なドリル ダウンを提供して、以前入力した項目、または別のリストから選択した項目に
基づき、ドロップダウンリストに表示される項目が動的に変化するようにする

アクティブ フォーム グループの作成
すべてのアクティブ フォーム コンポーネントは、フォーム グループに配置する必要があります。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [フォームグループ（Form Group）] の順に選択します。

ステップ 3

新しいフォーム グループの名前、および必要に応じて簡単な説明を入力し、[保存（Save）] をクリックし
ます。
新しいフォーム グループは、ページが更新されるまではツリーの最上位に表示され、更新後はアルファ
ベット順の場所に移動されます。

サービス フォームを設計するためのグループ レベル権限の割り当て
[権限（Permissions）] タブを使用してフォーム グループへのオブジェクト レベルの権限を割り当
てます。これらのオブジェクトレベルの権限は、人、組織単位、グループ、役職、およびロール
が実行できるアクションのタイプです。 次のタイプの権限を付与できます。
• DesignForms：ユーザはこのフォーム グループのフォームを設計し、グループ データを変更
できます。 通常、これらの権限はこのフォーム グループのフォームを設計および設定する
個人に予約されます。
• フォームの表示：ユーザはフォーム グループとフォーム定義を表示できますが、変更はでき
ません。

（注）

新しいフォーム グループは、「だれにでも」フォームの設計を許可するように設定してはい
けません。 手動で「任意のユーザにアクセス権を付与する」機能は、フォーム グループが正
常に定義され確立された後に使用することを目的とした時間節約のオプションです。
Service Catalog の以前のバージョンの場合は、各サービス グループに対し、対応するフォーム グ
ループが作成されます。 フォーム グループの名前の前に「UPGD: Form」が付き、その後にサー
ビス グループ名が続きます。

アクティブ フォームの作成
アクティブ フォーム コンポーネントはサービス フォームの構成要素であり、アクティブ フォー
ム ルールを伴うディクショナリはフォーム コンポーネントの構成要素です。サービス フォーム
の外観と動作は、ディクショナリおよびそのコンポーネント フィールドがサービス定義に使用さ
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れるアクティブフォームコンポーネントの一部としてどのように設定されているかによって決ま
ります。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 3

新しいフォームの名前と簡単な説明を入力します。

ステップ 4

フォーム グループ フィールドをクリックし、フォームに関連付けるグループを 1 つ選択します。

ステップ 5

[フォームの保存（Save Form）] をクリックします。

フォームを保存後、ディクショナリをフォームに追加したり、フォーム属性を変更および設定で
きます。 ディクショナリの追加方法やフォーム属性の変更方法の詳細については、「アクティブ
フォームの設定」を参照してください。

アクティブ フォームの設定
（注）

再利用可能なフォーム コンポーネントは、複数のサービス間で使用するために一度だけ設定
する必要があります。 フォーム コンポーネントを変更すると、変更はアクティブ フォーム コ
ンポーネントを使用するすべてのサービスに適用されます。
次の属性は、アクティブ フォームに設定できます。
• フォーム コンテンツ：フォームに含まれるディクショナリ、およびディクショナリとその
ディクショナリを構成するフィールドの順序が表示されます。 詳細については、フォームへ
のディクショナリの追加, （83 ページ）を参照してください。
• 表示プロパティ：ユーザがサービス フォームで作業するときに、各ディクショナリを構成す
る個々の属性を Web ページにレンダリングする方法。 詳細については、フォームの外観の
定義, （85 ページ）を参照してください。
• アクセス制御：要求ライフ サイクル内の各時点で、サービス フォームを構成する特定のディ
クショナリを表示または編集できるユーザまたはユーザのグループ。 詳細については、サー
ビス要求中にディクショナリを編集する権限の定義, （71 ページ）を参照してください。
• アクティブ フォーム ルール：サービス フォームに表示されるディクショナリや個々の属性
の外観または動作を条件に従って変更するためのルール、またはリレーショナル データ ソー
スからデータを動的に取得するためのルール。 詳細については、フォーム ルールを使用し
た動的なフォーム動作の設定, （91 ページ）を参照してください。
• アクティブフォームの動作：条件付きルールの実行をトリガーするイベント、またはJavaScript
を ISF と組み合わせて使用して記述されたスクリプト。 詳細については、サービス フォーム
へのフォーム ルールの追加, （119 ページ）を参照してください。
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フォームへのディクショナリの追加
フォームを設定する最初の手順は、そのフォームで使用されるディクショナリ、それらのディク
ショナリの順序と向き、各ディクショナリが表示されるフィールドを指定することです。 ディク
ショナリを追加するには、[フォームコンテンツ（Form Content ）] タブを使用します。

（注）

フォームに含まれるディクショナリをこのタブで確認すると、ディクショナリ名の前にディク
ショナリ グループ名が付いています。 ディクショナリ名の左のプラス記号（+）をクリックし
て、そのディクショナリ内のフィールドを表示します。 ディクショナリまたはフィールドの
表示順序を変更するには、移動させるコンポーネントを選択して、そのコンポーネントが目的
のシーケンスになるまで、ページの右にある上矢印キーまたは下矢印キーをクリックします。
はじめる前に
以下は、サービス フォームにディクショナリを追加する前の設計上の考慮事項です。
• フォームごとに追加するディクショナリの数と、どのディクショナリを追加するかを選択し
ます。 単一のフォームが同じサービス向けである場合にのみ、そのフォームに複数のディク
ショナリを関連付けます。 たとえば、サービスのグループに 3 人の承認者で構成される承認
のチェーンがあり、カスタマーによって選択され、要求時に提供されたデータに基づいて動
的に決定される場合、「承認」フォームには 3 つのディクショナリ、FirstApprover、
SecondApprover および ThirdApprover を含める必要があります。
• そのフォーム内で定義されたルールでディクショナリや属性を参照するためには、フォーム
にディクショナリを含める必要はありません。 さらに、フォームは、まったくディクショナ
リを含まなくてもかまいません。 この場合、フォームは、ルールのリポジトリです。 フォー
ムは、他のフォームを含むサービスに含まれる必要があります。また、フォームは、ルール
を参照するディクショナリを含む必要があります。
• 複数のフォームのうちの 1 つだけがサービスに含まれる場合には、同じディクショナリを複
数のフォームで使用できます。 ただし、フォームの外観または動作に関連するすべてのアク
ティブなコンポーネントは、各フォームで定義する必要があります。そのため、これは理想
的なアーキテクチャではありません。
• サービス バンドルの場合：
◦ 子サービスのフォーム レベル イベント（フォームがロードまたは送信されている場合）
にアタッチされているルールまたは JavaScript は、無視されます。 これらのルールを指
定するフォーム コンポーネントは、親サービスに含まれる必要があります。
◦ ディクショナリが複数の子サービスで発生した場合、サービス バンドルには一度だけ表
示されます。 ディクショナリの設定は、そのディクショナリが含まれているアクティブ
フォーム コンポーネントを含んでいる最初の子サービスで指定されている設定と一致し
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ます。 ディクショナリの設定がサービスによって異なる場合（たとえば、サービス固有
のルールを適用によって）、その差異は無視されます。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

アクティブ フォーム コンポーネントのツリーでフォームをクリックします。 [フォームコンテンツ
（FormContent）] を選択し、[ディクショナリの追加（Add Dictionaries）] をクリックします。

ステップ 3

[ディクショナリの追加（Add Dictionaries）] ダイアログボックスで、次を実行します。
a) [名前（Name）] 列で、使用可能なディクショナリを検索し、使用するものを選択します。
b) [グリッドとして表示（Display as Grid）] 列で、グリッドとして表示するディクショナリをチェックし
ます。 [グリッドで表示（Show in Grid）] に設定されたディクショナリのフィールドは、グリッドで
列として表示されます。 [グリッドとして表示（Display as Grid）] をオンにしてディクショナリを追加
するときに、[グリッドで表示（Show in Grid）] および [使用（Use）] に設定されたフィールドのみが
列に表示されます。 [使用（Use）] に設定されているフィールドで、[グリッドで表示（Show in Grid）]
に設定されていないフィールドは表示されません。
c) [追加（Add）] をクリックします。
ディクショナリがフォームに追加され、[フォームコンテンツ（Form Content）] ページに戻ります。
グリッドとして追加したすべてのディクショナリに関して、[コンテンツ（Content）] タブの [グリッド
として表示（Display as Grid）] チェック ボックスがオンの状態で表示されます。 [コンテンツ（Content）]
タブ上で、このチェックボックスは常に選択不可となっており、変更できません。その目的は、フォー
ム上でどのディクショナリがグリッド フォーマットか示すことです。 ディクショナリを誤ってグリッ
ドとして追加した場合、またはグリッド ディクショナリをフォームに追加するときに [グリッドとして
表示（Display as Grid）] をオンにするのを忘れた場合には、そのディクショナリを削除し、[ディクショ
ナリ（Dictionary）] ダイアログボックスで [グリッドとして表示（Display as Grid）] をオンまたはオフ
にしてもう一度追加できます。

ステップ 4

アクティブ フォーム コンポーネントがバンドルされたサービスで使用される場合は、このディクショナ
リを表示するためのオプションをオンにします。 [バンドルで表示（Show in Bundle）] は、このフォーム
のサービスがバンドルの一部である場合にアタッチされている場合はディクショナリ フィールドが表示さ
れることを示します。

ステップ 5

[フォームの保存（Save Form）] をクリックします。
このフォームで使用されるサービスは、アクティブ フォーム コンポーネントがサービスによって使用さ
れたときに自動的に読み込まれる読み取り専用テーブルです。 詳細については、サービス項目ベースの
ディクショナリのフォーム動作の定義, （122 ページ）を参照してください。

ディクショナリをアクティブ フォーム コンポーネントに追加した後に、フォーム フィールドと
フォームの動作を設定できます。
フォームが複数のディクショナリを使用する場合は、ディクショナリ名の左にあるチェック ボッ
クスをオンにして、ページの右側にある上矢印キーまたは下矢印キーを使用して、フォームに表
示するディクショナリの順序を変更できます。
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（注）

[フォームコンテンツ（Form Content）] タブのディクショナリ名は、Service Designer のディク
ショナリ コンポーネントへのリンクです。 ディクショナリに別のフィールドを追加する必要
がある場合、ここから単にディクショナリ名の上で Ctrl キーを押しながらクリックすること
で、直接ディクショナリに移動できます。

フォームの外観の定義
各アクティブ フォーム コンポーネントの外観は、[表示プロパティ（Display Properties）] タブで
設定します。 このタブで、各ディクショナリとその中のフィールドのプロパティを設定します。
ディクショナリ フィールドのデータ型は、ディクショナリの定義時に割り当てられます。同時に
フィールドのストレージ要件も定義されます。 ディクショナリで定義できるフィールドの詳細に
ついては、ディクショナリの作成, （63 ページ）を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

設定するフォームを選択し、フォームにすでに追加されているディクショナリがあると想定して、[表示
プロパティ（Display Properties）] タブをクリックします。

ステップ 3

[このフォームで使用するディクショナリ（Dictionaries Used in This Form）] セクションから、フィールド
を編集するディクショナリを展開します。

ステップ 4

ディクショナリの名前をクリックし、右側にプロパティを表示します。

ステップ 5

ディクショナリのキャプションを入力し、[キャプションの変更（Change Caption）] をクリックするか、
またはデフォルトのキャプションに設定します。 ディクショナリが [グリッドとして表示（Display as
Grid）] に設定されている場合は、[グリッドのオプション（Grid Options）] セクションにグリッド設定を
入力します。

ステップ 6

ディクショナリ フィールドをクリックし、要件を設定します。 詳細については、表 21：HTML 表現の
フィールドを参照してください。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

設定されているすべてのディクショナリに対してステップ 1 ～ 7 を繰り返します。

（注）

ディクショナリおよびフィールドがフォーム コンポーネントに表示される順序を変更するに
は、[フォームコンテンツ（Form Content）] タブを使用します。
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表 21：HTML 表現のフィールド

フィールド

説明

入力タイプ

グリッド ディクショナリの場合は、「選択（複
数）」、「オプション ボタン」、および
「チェックボックス」は [入力タイプ（Input
Types）] のドロップダウンリストで使用できま
せん。これらの制御はグリッドでレンダリング
できないためです。
選択した入力タイプによって、ページ
が使用可能な設定オプションを動的に
変更します。 たとえば、テキスト
フィールド内に入力できる文字の最大
数または最小数は選択できますが、パ
スワード フィールドについては選択
できません。
入力タイプがエンド ユーザの選択肢（たとえ
ば、オプション ボタン、チェックボックス、選
択）に関係する場合、選択肢をフォームに左右
に並べて表示するか上下に並べて表示するかを
選択でき、[オプションリストとオプションの事
前選択（Options List and Options Preselection）]
サブ タブを使用して選択肢を設定できます。
詳細については、表 22：HTML フィールド表現
の入力タイプの表を参照してください。
（注）

ラベル（Label）

ラベルを編集します。 たとえば、
「Select_Person」を「Select Person」と読み取る
ように変更します。

ヘルプ テキスト

フォームを完了する方法について、エンド ユー
ザに指示を与えます。 たとえば、「スペースや
ダッシュを含まずに9桁のSSNを入力してくださ
い（Please enter your 9-digit SSN without any spaces
or dashes）」などです。

デフォルト値（Default Value）

このフィールドを事前に入力するために名前空
間を使用する場合は、ここに値を入力します。
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フィールド

説明

一意の値の生成（Generate Unique Value）

[一意の値の生成（Generate unique value）] チェッ
ク ボックスをオンにすることで、入力タイプが
「テキスト」、「非表示」、または「読み取り
専用」の任意のディクショナリ フィールドに対
する値として一意の ID を生成できます。 新し
いサービスが要求されると、汎用一意識別子
（UUID）が生成され、フォーム ロード時に、
[一意の値の生成（Generate unique value）] がオ
ンになっているすべてのフィールドのフィール
ド値として設定されます。 この手順の後、条件
付きルールとデータ取得ルールが実行されま
す。したがって、このフィールドの値を設定す
る条件付きルールまたはデータ取得ルールがあ
る場合、そのルールを実行することにより、こ
の UUID 値を上書きできます。

範囲の検証（Validate Range）

システムにユーザの入力を検証させる場合は、
このチェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。 すべてのフィールド タイプが検証をサポー
トしているわけではありません。

必須

オーダーを送信する前にフィールドへの入力を
エンド ユーザに要求する場合は、[必須
（Mandatory）] チェック ボックスをオンにしま
す。

ボタンの追加（Add a Button）

フォームにボタンを追加する場合は、[ボタンの
追加（Add a Button）] を選択します。 ユーザが
ボタンをクリックしたときに他のサイトに移動
させるには、完全修飾 URL（http:// を含む）を
入力します。
グリッドでボタンを設定することはできないの
で、この制御はグリッド ディクショナリには表
示されません。
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フィールド

説明

サーバ側で編集可能（Editable on server-side）

フィールドをサーバでのみ編集できるように設
定するには、[サーバ側でのみ編集可能（Editable
on server-side only）] チェック ボックスをオン
にします。 機密情報や、デフォルトで設定され
た値または自動取得メカニズムによる値を含む
ディクショナリ フィールドでは、このチェック
ボックスをオンにする必要があります。
これは、ハッカーがブラウザでデータを傍受し
たり変更したりできないようにするセキュリ
ティ機能です。

高度なフォーマット設定（Advanced Formatting） 追加または代替の HTML フォーマット設定は、
[高度なフォーマット設定（Advanced
Formatting）] ボタンを使用して特定のフィール
ドに適用できます。グリッドで高度なフォー
マット設定を設定することはできないので、こ
の制御はグリッド ディクショナリには表示され
ません。

表 22：HTML フィールド表現の入力タイプ

入力タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

テキスト

HMTL の「テキスト ボックス」としてレンダリ
ングされます。

textarea

複数行のテキスト領域としてレンダリングされ
ます。

password

パスワード フィールドとしてレンダリングされ
ます。値は、アスタリスクで表示またはエコー
されます。

hidden

HTML テキスト ボックスとしてレンダリングさ
れますが、表示タイプは「非表示」です。

オプション（radio）

HTML オプション リストとしてレンダリングさ
れます。このフィールドには、複数のオプショ
ンがあります。フィールド値は、現在選択され
ているオプションです。[グリッドで表示（Show
in Grid）] に設定されているフィールドには使
用できません。
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入力タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

選択（単一）（select (single)）

ユーザが単一の値を選択できる HTML ドロップ
ダウン ボックスとしてレンダリングされます。

チェックボックス（check box）

Service Designer での設計に従って、可能なすべ
てのオプションに対する HTML チェック ボッ
クスのセットとしてレンダリングされます。
[グリッドで表示（Show in Grid）] に設定されて
いるフィールドには使用できません。

選択（複数）（select (multiple)）

ユーザが複数の値を選択できる HTML ドロップ
ダウン ボックスとしてレンダリングされます。
[グリッドで表示（Show in Grid）] に設定されて
いるフィールドには使用できません。

SSN（社会保障番号）

単一行のテキスト ボックスとしてレンダリング
されます。「SSN」は、ドキュメントのみ提供
します。

Person

このフィールドは、2 つのオブジェクトとして
レンダリングされます。ドロップダウンリスト
には、複数の個人が表示され、1 人を選択でき
ます。2 番目（非表示）のオブジェクトには、
選択された個人の一意の識別子が含まれます。
この HTML 表現は、個人ベースのディクショナ
リ内の [人を選択します（Select_Person）] フィー
ルドに自動的に適用されます。 また、自由形式
のディクショナリ内の「Person」データ型の
フィールドにも適用できます。ただし、後者の
使用方法は、主に下位互換性のために提供され
ており、推奨しません。

URL

値を保存した後、URL へのアクセス用に生成さ
れるリンク付きで、単一行のテキスト ボックス
としてレンダリングされます。

読み取り専用（read-only）

テキストとしてレンダリングされます。ユーザ
は値を入力できません。 サービス設計者は、こ
のようなフィールドに値を提供する（一般に
は、フォーム ルールまたはデフォルト値表示プ
ロパティから）責任があります。
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複数のデータインスタンスを含むフィールド向けのグリッドディクショナリの設計
グリッドは、1 つのフォームで同じフィールドを持つ複数のデータ インスタンスを入力する必要
があるフォームを設計する場合に有効です。 同じフィールドを持つ複数のセクションを作成する
のではなく、複数のフィールドを持つ 1 つのグリッドを作成できます。 グリッドを使用すれば、
ディクショナリを複数作って同じフィールドを複数保持する代わりに、ディクショナリを 1 つ作
成および設定するだけで済みます。
グリッドの設定中に、フィールド ラベルがフィールドの上部に表示されるように、ディクショナ
リが 90 度回転します。 グリッド セルは、データベース内に個別のフィールドとして保存される
にもかかわらず、ブラウザでのレンダリング時には完全に個別のフィールドではありません。
グリッド ディクショナリと非グリッド ディクショナリの違い
• オプション ボタン、チェック ボックス、および選択（複数）の入力タイプは、使用できま
せん。
• フィールド ラベルが列ヘッダーとして表示されます。 グリッド内のフィールド ラベルには、
高度なフォーマットを設定できません。
• ボタンを使用できません。
• いくつかの ISF ディクショナリ レベル関数およびフィールド レベル関数は使用できません
（フォーム ルールを使用した動的なフォーム動作の設定, （91 ページ）を参照）。
• グリッド フィールドは、データ取得ルールの作成時に、「トリガー フィールド」として選
択できません。
• グリッド ディクショナリとそのフィールドは、条件付きルールの「トリガー条件」として選
択できません。「アクション」ターゲットとしてのみ使用可能です。
• 条件付きルール アクションのサブセットがサポートされます。また、これは、個別のセルと
してではなく、全体として列に適用されます。
• Requisition API（RAPI）は、グリッド ディクショナリを含むサービスの送信に使用できませ
ん。
• Business Engine 名前空間および Service Link エージェント パラメータに対するグリッド ディ
クショナリ フィールドの使用はサポートされません。
• グリッド上では、サーバ側条件付きルールはサポートされません。
グリッド ディクショナリを設計するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] > [フォームコンテン
ツ（Form Content）] > [コンテンツ（Content）] タブで、ディクショナリの定義で [グリッドで表示（Show
in Grid）] チェック ボックスをオンにすることで、グリッドに表示させるフィールドを選択します。
•

◦ 新しい個人ベースのディクショナリの場合は、[人を選択します（Select_Person）]、[ログインID
（Login_ID）]、[個人識別（Personal_Identification）]、[Eメールアドレス（Email_Address）]、お
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よび [ホーム組織単位（Home_Organizational_Unit）] フィールドで [グリッドで表示（Show in
Grid）] がデフォルトでオンになっています。
（注）

•

グリッドは、複数値セルの機能を持たないため、[グリッドで表示（Show in Grid）] と [複数値
（Multivalue）] は互いに排他的です。
◦ 外部ディクショナリ内のフィールドは、グリッドで使用できません。したがって、[グリッドで
表示（Show in Grid）] 列を持ちません。
◦ 予約済みディクショナリ（Customer_Information と Initiator_Information）は本質的に 1 セットの
データのみ表現するため、これらのディクショナリ内のフィールドはグリッドで使用できませ
ん。

ステップ 2

グリッドとして表示するディクショナリに対し、[グリッドとして表示（Display as Grid ）] チェック ボッ
クスを選択します（予約済みディクショナリを除く）。 このオプションがオンになっていると、[グリッ
ドで表示（Show in Grid）] および [使用（Use）] 列に設定されたフィールドのみが列に表示されます。
（注）
[グリッドとして表示（Display as Grid）] チェック ボックスは、グリッドとして追加したディク
ショナリに対してオンの状態で表示され、[フォームコンテンツ（Form Content）] タブで変更す
ることはできません。 グリッド ディクショナリをフォームに追加するときに [グリッドとして
表示（Display as Grid）] をオンにするのを忘れた場合には、そのディクショナリを削除し、
[ディクショナリ（Dictionary）] ポップアップ ウィンドウで [グリッドとして表示（Display as
Grid）] をオンまたはオフにしてもう一度追加できます。

ステップ 3

グリッド オプションと表示プロパティを設定します。

フォーム ルールを使用した動的なフォーム動作の設定
アクティブ フォーム ルールは、[アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）]
ページの [アクティブフォームルール（Active Form Rules）] タブで定義されます。 アプリケーショ
ンは、次の 2 種類のアクティブ フォーム ルールをサポートしています。
• 動的データ取得ルールは、リレーショナル データベースに格納されたデータを取得し、返さ
れた値を現在のフォームのフィールドに表示するか、取得した結果に対してフォームのデー
タを検証します。 方法の理解
• 条件付きルールは、一連のアクションを実行するために満たす必要がある条件のセットを指
定します。 「条件付き」と呼ばれますが、これらのルールは実際には指定したトリガー イ
ベントが発生するたびに適用されます。
大部分のルール定義は「宣言的」に行われます。つまり、ルール ウィザードが一連の手順をガイ
ドすることにより、ルールの定義を支援します。 ほとんどの場合、一連の質問に答えるだけで、
コードを記述する必要はありません。 フォームを含むサービスをオーダーすると、ルールが取得
され、Web ページのコンテキストで動作するコードが自動的に生成されます。
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条件付きルールの作成
条件付きルールを使用することにより、設計者は、サービス フォームの動作と外観を変更できま
す。 これらは [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] ページの [アク
ティブフォームルール（Active Form Rules）] タブで定義します。 ルールを作成した後で、これら
のルールは実行するこれらのルールのトリガー イベントにアタッチする必要があります。
条件付きルールには、次のコンポーネントがあります。
• ルール名と説明
• ルールによって指定されたアクションを実行すべき条件（無条件を含む）
• すべての条件が true の場合に実行されるアクション
条件付きルールは、「エンドユーザとの会話」中（つまり、ブラウザ セッション中）、および
「会話」の前後（つまり、サーバ側）の両方でロジックを適用する強力なメカニズムです。
この手順を使用して、ルールを作成し、ルールを実行するトリガー イベントをアタッチします。
はじめる前に
• ブラウザ イベントと サーバ側イベントの違いを理解してください。 サーバ側データ取得ルー
ル, （169 ページ）を参照してください。
• ディクショナリ フィールドを表現および格納する方法、およびグリッド ディクショナリ内
のフィールドとそれに対応する非グリッドのフィールドがどのように異なるか理解します。
「グリッド ディクショナリと非グリッド ディクショナリの違い」を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

ルールを適用する必要があるアクティブ フォーム コンポーネントを選択し、[アクティブフォームルール
（Active Form Rules）] をクリックします。

ステップ 3

[新しいルール（New Rule）] > [新しい条件付きルール（New Conditional Rule）] の順に選択します。

ステップ 4

[条件付きルール（Conditional Rule）] ウィザードの最初のページ（ステップ 1）で、1 つ以上の条件句を指
定することにより、条件を設定します。 各コンポーネント条件は、true または false で評価されます。 複
数の条件句は、標準の関係ルールを使用して、組み合わせることができます。 また、条件付きルールを無
条件にすることもできます。
a) ルール名を入力します。 この名前は、フォーム コンポーネントで一意である必要があります。
b) [条件を追加（Add Condition）] をクリックし、条件のタイプを選択します。 選択に応じて、若干異な
る [条件ビルダー（Condition Builder）] ダイアログボックスが表示されます。 ディクショナリまたは
ディクショナリ フィールドを選択すると、フォーム コンポーネントで使用されるディクショナリが最
初にリストされ、その次にシステムで使用可能なすべてのディクショナリがリストされます。 詳細に
ついては、表 27：条件付きルール アクション, （99 ページ）の表と条件作成のベスト プラクティス/
ガイドライン, （96 ページ）を参照してください。
c) 各条件を定義したら、[OK] をクリックして変更を保存します。
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必要に応じて、ステートメントの作成を続行する場合は、[条件を追加（Add Condition）] をクリック
します。 複数の条件を 1 つのルールに組み合わせる場合は、ブール演算子（または句）を使用してそ
れらを統合する必要があります。 また、（ボックスをピンクにする）各条件の最初と最後にあるカッ
コ () をクリックして、条件下で全文の条件ボックスでステートメントを明確に定義できます。
「等しい（is equal to）」演算子が個人タイプとペアになっている場合、値は個人の名前では
なく個人の ID に対応する番号である必要があります。 「is equal to <blank>」を使用して数
値およびお金のフィールド タイプにゼロまたはヌル値があるかチェックしないでください。
代わりに「is equal to 0」を使用します。
d) すべての条件が追加されたら、[次へ（Next）] をクリックします。
（注）

ステップ 5

[条件付きルール（Conditional Rule）] ウィザードの 2 ページ目（ステップ 2）で、指定した条件が満たさ
れたときに実行するアクションを追加します。
a) [アクションを追加（Add Action）] をクリックし、アクションのタイプを選択します。 アクションの詳
細については、表 27：条件付きルール アクション, （99 ページ）の表を参照してください。
[条件付きルール（Conditional Rule）] ウィザードの最初のページで設定した条件が満たされないと、ア
クションは実行されません。 代替アクションを設定するには、別の条件付きルールを作成する必要が
あります。 日付を表示する任意のフィールドの値を設定する場合、形式は mm/dd/yyyy にする必要があ
ります。 たとえば、10/31/2010 などです。
b) アクションを定義した後、[OK] をクリックして変更を保存し、[次へ（Next）] をクリックして次のペー
ジに進みます。

ステップ 6

[条件付きルール（Conditional Rule）] ウィザードの最後のページ（ステップ 3/3）で、作成した条件付き
ルールを確認して保存します。 編集が必要な場合は、[前へ（Previous）] をクリックしてウィザードを戻
るか、または [保存（Save）] をクリックしてルールを後で編集します。
a) このページの [自動関連付け（Automatic Associations）] の部分で、1 つ以上のトリガー イベントにルー
ルをアタッチします。
•

◦ [フォームのロード前（サーバ側）（Before the form is loaded (server-side)）]：このサーバ側
ルールは、ブラウザに送信する前にサーバ側で実行されます。
◦ [フォームのロード時（ブラウザ側）（When the form is loaded (browser-side)）]：このルール
は、このアクティブ フォーム コンポーネントを含む任意のサービスのサービス フォームが
最初にブラウザに表示（ロード）されたときに実行されます。
◦ [ルールの条件内で参照されている任意のフィールドの値が変更されたとき（When the value
of any field referred to in the rule’s conditions is changed）]：この場合、ルールは、フィールドの
HTML 表現に応じて、「フィールドの変更時（When the field is changed）」イベントまたは
「フィールドのクリック時（When the field is clicked）」イベントにアタッチされます。
◦ [フォームの送信後（サーバ側）（After the form is submitted (server-side)）]：このサーバ側ルー
ルは、ブラウザ上でフォームが送信された後、および処理のためにサーバに送信された後
で、サーバ上で実行されます。
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（注）

フォーム ルールが使用されているときは、常に「フォームの送信後（サーバ側）（After the
form is submitted (server-side)）」トリガー イベントを使用して、権限付与またはアクセス権
限に基づいて厳密に制御する必要があるフォーム フィールドの値を設定します。 値の設定
アクションのこのサーバ側での実行によって、悪意のある試行によってサーバに送信される
可能性がある未承認データが上書きされます。

既存のルールを編集するには、[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブでルー
ルがアタッチされているイベントを確認または修正します。
条件付きルールの例
サービス フォームで役立つ条件、およびその結果として実行されるアクションには、次のものが
あります。
表 23：条件付きルールの例

条件

操作

データベース ディクショナリ内の [DatabaseType] その場合には、同じディクショナリ内の [説明
フィールドの現在値が「その他（Other）」に等 （Description）] フィールドを表示し、ユーザに
しいか。
対して追加情報を入力するように要求します。
誰かの代わりにこのサービスをオーダーしてい その場合、その人（サービスの実際のカスタ
るか。
マー）に関する追加情報を表示します。
タスク実行者である現在のユーザは、「金銭の その場合には、MemoryDetails ディクショナリ
オーダー」タスクに対して作業しているか。
を表示し、必要なすべてのフィールドのエント
リを作成します。

（注）

グリッド ディクショナリとそのフィールドは、条件付きルールの「トリガー条件」に選択で
きません。
表 24：条件の追加リストにおける条件

パラメータ

説明/使用方法

ディクショナリフィールド（Dictionary Field）

サービス フォーム上のディクショナリ内の
フィールドの現在値を、リテラル フィールド、
別のディクショナリ フィールドの値、または空
値つまりヌルと比較します。 使用可能な演算子
の詳細については、下記の「演算子」の項を参
照してください。
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パラメータ

説明/使用方法

ディクショナリ

現時点でサービス フォーム内に指定されたディ
クショナリの使用方法を決定します。 ディク
ショナリは、表示可能、編集可能、または非表
示にできます（以前は、条件付きルールまたは
ISF で非表示に設定されていました）。

ユーザ名（User Name）

現在のユーザに割り当てられたログイン名と指
定された値を比較します。

ユーザ ロール

現在のユーザに、指定されたロールが割り当て
られているか、割り当てられていないかを確認
します。

時点（Moment）

要求が、要求ライフ サイクルの特定の時点のも
のか確認します。 要求は、サービス要求オー
ダーとも呼ばれます。 表 25：要求ライフサイ
クルの状態およびその値には、要求ライフサイ
クルの状態を表す値がリストされています。

タスク名（Task Name）

Service Manager 内の現在のタスク名を、指定さ
れたタスク名と比較します。 タスク名は、すべ
ての承認時点とサービス提供時点に対して設定
されます。 タスク名は、タスクが関係しない時
点（「オーダー」と「サービス完了」）に対し
ては空白です。また、現在の要求ステータスに
関係なく、サービス フォームが Service Catalog
に表示された時点では空白です。

コンテキスト

サービス フォームが現在表示されているモ
ジュール。 有効な値は次のとおりです。
• サービス カタログ（Service Catalog）
• Service Manager
• My Services

サービス名（Service Name）

サービスの名前。

未送信の要求はありますか（Does unsubmitted
requisition exist）

サービス要求が保存された後、true を返すブー
ル値。 オーダー時点でサービスが初期的に要求
されたときのみ、false を返します。 要求は、
「追加」または「送信」された場合に存在しま
す。
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パラメータ

説明/使用方法

代理によるオーダーですか（Is Order on Behalf） 他のユーザの代わりにサービスがオーダーされ
た場合は true を返し、要求者が自分のために
サービスをオーダーする場合は false を返すブー
ル値。
カスタマーロール（Customer Role）

サービスのカスタマーに、指定されたロールが
割り当てられているか、割り当てられていない
かを確認します。

表 25：要求ライフサイクルの状態およびその値

サービス要求のライフサイクル ステータス

パラメータ値

オーダー

ordering

部門による承認

ouauthorizations

部門による確認

oureviews

サービス チームによる承認

stauthorizations

サービス チームによる確認

streviews

財務承認

financialauthorizations

サービス提供

servicedelivery

条件作成のベスト プラクティス/ガイドライン
[コンテキスト（Context）] 条件：たとえば、要求が、My Services 内のオーダー時点でのみ表示さ
れる場合など、コンテキストが冗長に見える場合があります。しかし、サービスフォームは、タ
スク実行者による Service Manager 内でのサービス提供時点、および元々要求を送信したユーザに
よる My Services 内でのサービス提供時点でも表示できます。 同様に、フォームは、サービス提
供時点で複数の参加者により表示できます。 誰が表示しているか、およびどこで表示しているか
により、フォームの動作と外観を変更できます。
[未送信の要求はありますか（Does Unsubmitted Requisition Exist）] 条件：要求が開始されると、
オーダー時点となります。この時点で、一般に、フォームフィールドにデフォルト値を「事前入
力」する任意のルールまたは ISF 関数が実行されます。 エンド ユーザは、データ入力を完了し
て、ただちに [送信（Submit）] をクリックできます。 その場合、フォーム内のすべてのデータが
有効と想定して、要求はオーダー時点から、そのサービスで定義された次の時点に移行します。
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特定の状況では、ユーザは、[追加と確認（Add and Review）] をクリックすることにより、要求を
送信せず保存できます。 たとえば、要求に対するデータのいくつかが使用可能ではない場合、同
じ要求に対してサービスを追加する必要がある場合、アタッチを追加する必要がある場合など、
要求を保存しておくことができます。 未送信要求は、My Services 内で選択することで編集できま
す。
要求を送信する前に既存の要求エントリを編集のために開くと、[未送信の要求はありますか（Does
Unsubmitted Requisition Exist）] 条件が true になります。その他の時点では、この条件は false で
す。 この条件は、たとえば、デフォルト値が事前入力されたルールは新しい要求に対してのみ実
行され、保存されていない任意の要求に対しては実行されないようにするために使用します。 こ
れにより、ユーザが以前設定したデータが上書きされないようにできます。
[時点=サービス提供（Moment = Service Delivery）] 条件：サービス提供時点には、多数のタスク
が含まれます。 ルールを特定のタスクに対して条件に従って実行する場合、[タスク名（Task
Name）] 条件を使用します。
[タスク名（Task Name）] 条件：[タスク名（Task Name）] は Service Designer で自由に変更できる
説明フィールドであるため、参照する場合には注意が必要です。 この問題は、サービス設計ガイ
ドラインを作成して、タスクの命名に厳密に適用することにより、最小限にとどめることができ
ます。
サービス設計者が、タスク名に名前空間を含める場合があります。 たとえば、サービス名を意味
する名前空間 #Name# を使用して、複数のサービス内で発生する同じタスクを区別できます。 条
件付きルールで使用されるタスク名では、すべての名前空間の参照が正しく評価されます。 文字
列操作（タスク名の先頭と終端のみ確認、またはタスク名にフレーズが含まれるかを確認）を使
用して、名前空間に由来しないタスク名部分を比較できます。
条件内の演算子：使用できる演算子はコンテキストによって異なり、選択した条件に依存するド
ロップダウンリストに表示されます。 たとえば、フィールドには数字、英数字、または日付デー
タを含めることができるため、算術演算と文字列演算の両方が許可されるだけでなく、フィール
ドの用途を判断する演算子も許可されます。 タスク名とサービス名はテキストであるため、文字
列演算のみ該当します。 true または false のいずれかの値をとる条件の場合、または可能なオプ
ションの数が限定されている（現在のコンテキストなど）条件の場合には、オプション ボタンを
使用できます。
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ディクショナリ フィールド

タスク名とサービス名

代理によるオーダーですか（Is
Order on Behalf）/未送信の要求
は ありますか（Does
Unsubmitted Req. Exist）

ディクショナリ フィールドに適用可能な大部分の演算子は、そのフィールドの値を確認し、特定
のフィールドまたはリテラルフィールドの値と比較します。これらの演算子のうち、「大文字と
小文字を区別しないと等しい（is equal to ignore case）」のみ大文字と小文字を区別しません。 他
のすべての演算子では、大文字と小文字が区別されます。英数字データに作用する「次で始まる
（starts with）」や「次を含む（contains）」などのルールを記述するときは、この点を考慮してく
ださい。
「サービスフォームに存在する（exists on the service form」や「読み取り専用（is read only）」な
ど、他の演算子は、フィールドの値を参照せず、その用途を参照します。 ルールを実行する前
に、ランタイムルールフレームワークが自動的にフレーム上のフィールドの有無とその用途を確
認するため、大部分の状況では、これらのルールを使用する必要はありません。
条件内の変数：条件では、任意のディクショナリ内にある任意のフィールドの値を使用できます。
現在のフォームにディクショナリが含まれない場合があるため、サービス設計者は、ルール内で
参照されるすべてのディクショナリを含むフォームがサービスに含まれていることを確認する必
要があります。
1 つのルール内での条件の結合：複数の条件を結合して評価することで、ルールのアクションを
実行する必要があるか確認できます。 この場合、ルールにブール演算子（AND、OR）が含まれ
る必要があり、またカッコを使用してこれらの演算子の通常の優先順位を変更できます。
条件は、基本的に「if」句で構成します。 Rule Builder は、現在「else」句をサポートしていませ
ん。 if/then/else ロジックを適用する必要がある場合には、互いに排他的な条件を持つ 2 つのルー
ルを定義します。
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表 26：条件とアクション

条件

アクション

ルール 1：
同じディクショナリ内の [説明（Description）]
DatabaseType_OtherDatabase.DatabaseType が [そ フィールドを表示します。 [説明（Description）]
の他（Other）] と等しい
フィールドを必須にします。
ルール 2：
DatabaseType_DefinedDatabase.DatabaseType が
[その他（Other）] と等しくない

[説明（Description）] フィールドを非表示にし
ます。 [説明（Description）] フィールドを任意
にします。 [説明（Description）] フィールドの
値に空白を設定します。

アクションを、次の表にまとめます。
表 27：条件付きルール アクション

操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

表示/非表示
（Show/Hide）

指定されたフィール
ド、グリッド列、また
は指定されたディク
ショナリ内のすべての
フィールドを表示/非表
示にします。 要素は、
Service Designer に定義
されている表現形式に
従って表示されます。

条件付きルールは、
列全体に適用
フォーム上の別の
フィールドの現在値ま
たは指定された他の条
件に基づいて、フィー
ルドやディクショナリ
の表示と非表示を切り
替えるために、頻繁に
使用されます。 ディク
ショナリ内のすべての
フィールドではなく、
大部分のフィールドを
非表示にする必要があ
る場合には、ディク
ショナリを非表示にし
た後、必要なフィール
ドだけを表示します。
フィールドがルールに
よって非表示になって
いても、その値は、引
き続き他の条件付き
ルールでアクセスでき
ます。
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操作

アクションの説明

値の設定（Set Value） ターゲット フィールド
の値を、指定された
ソース フィールド、リ
テラル、ヌル/空白、ま
たは式の結果に等しい
値に設定します。
フィールド値を設定す
るときには、フィール
ドのデータ型と HTML
表現を考慮する必要が
あります。
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注記

グリッドの使用
現在使用不可、代わり
に ISF を使用

サービス用のフォームの設定
アクティブ フォーム コンポーネントを使用したサービス フォームの外観と動作の設定

操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

値にリテラルまたは式
の結果が設定されてい
る場合、そのリテラル
または式には、現在の
サービスで使用される
任意の数の数字フィー
ルドまたはテキスト
フィールドを含めるこ
とができます。 （日付
算術演算はサポートさ
れません）。フィール
ドは、Lightweight 名前
空間構文を使用する式
（#DictionaryName.FieldName
#）で表現されます。
式が無効（たとえば、
ゼロ除算を含む）な場
合、その式は処理対象
から除外されます。値
は更新されません。ま
た、同じイベントに対
して残りのアクション
またはルールが存在す
る場合、それらが引き
続き実行されます。
ユーザには、エラー
メッセージが表示され
ません。
フィールドの [サーバ
側でのみ編集可能
（Editable only on
server-side）] 設定は、
値の設定の動作にも影
響を及ぼします。
[サーバ側でのみ編集可
能（Editable only on
server-side）] とマーク
付けされたフィールド
は、ブラウザ セッショ
ン中に値を傍受しよう
としても、できないよ
うに保護されます。 自
動取得に対応している
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操作

アクションの説明

注記
個人ベースのディク
ショナリとサービス項
目ベースのディクショ
ナリの場合、[サーバ側
でのみ編集可能
（Editable only on
server-side）] 設定が有
効な場合には、データ
ベースから取得される
属性値が、ブラウザか
ら送信される値よりも
常に優先されます。 そ
の理由から、このよう
なフィールドに適用す
るすべての値の設定ア
クションは、送信後イ
ベントに関連付けられ
たルール内に存在する
必要があります。言い
かえれば、[値の設定
（Set Value）] を使用し
てフィールドを編集で
きますが、それはサー
バ側イベントに限定さ
れます。
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操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

価格の設定（Set
Price）

サービス価格、または
バンドル内の指定され
た子サービスの価格
を、指定されたソース
フィールド、リテラ
ル、または式の結果と
同じ値に設定します。

[価格の設定（Set
未サポート
Price）] アクション
は、サービスの動的な
価格設定をサポートし
ます。 価格には、[価
格の設定（Set Price）]
アクションの場合と同
じルールを使用して、
定数、別のフィールド
の値、または式の計算
結果を設定できます。
[価格の設定（Set
Price）] アクション
は、任意のイベントに
よってトリガーされる
ルールに含めることが
できますが、新しい価
格は、サービス フォー
ムが送信されたときに
のみ実際に効力を持ち
ます。トランザクショ
ンがキャンセルされる
と、新しい価格は記録
されません。 新しい価
格は、フォームが送信
されたときにのみ実際
に効力を持つため、価
格の設定を含むルール
の実行のために選択す
る必要のある最も適切
なイベントは、送信後
イベントです。 [価格
の設定（Set Price）] ア
クションは、要求のシ
ステム履歴に記録され
ます。
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操作

アクションの説明

必須にする（Make
Mandatory）

指定されたフィールド
を必須にします。
フィールドを必須にす
ることは、Service
Designer を使用して
フィールドを必須に指
定するのと同じ効果が
あります。
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注記

グリッドの使用
未サポート
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操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

• 必須であることを
表す記号が、
フィールド ラベ
ルの左に表示され
ます。
• フォームを正しく
送信するために
は、ユーザが値を
入力する必要があ
ります。
• 管理設定にフォー
ム モニタが含ま
れる場合には、値
が指定されるま
で、モニタはディ
クショナリを不完
全なものとして表
示します。
フィールド（または
ディクショナリ）を非
表示に設定している場
合、必須に設定された
フィールドがディク
ショナリ内に存在しな
いことを確認する必要
があります。必須
フィールドが存在する
場合には、ユーザが
フォームを送信しよう
とすると、エラー メッ
セージが表示されま
す。 ルール（または
ISF）を使用して、
フィールドの必須と任
意を切り替える場合、
フィールドの HTML 表
現を使用してフィール
ドを任意に設定する必
要があります。 HTML
表現ですでに必須とし
てマークされている
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操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

フィールドを、条件付
きルールを使用して上
書きすると、予期しな
い動作が発生する場合
があります。
必須フィールドが読み
取り/書き込みモードの
間で切り替えられる場
合は、読み取り専用に
設定されるときにその
フィールドを任意に設
定するか、または無効
にすることにより、
ユーザの混乱を防止す
る必要があります。
任意にする（Make
Optional）

指定されたフィールド
を任意にします。

読み取り専用にする
（Make Read-Only）

指定されたフィール
ド、グリッド列、また
は指定されたディク
ショナリ内のすべての
フィールドを読み取り
専用にします。ユーザ
は、このフィールドま
たは列を変更できませ
んが、ルールまたは
ISF を使用して値を変
更できます。

書き込み可能にする
（Make Writable）

指定されたフィール
このアクションは、
列全体に適用
ド、グリッド列、また 「有効」と同じです。
は指定されたディク
ショナリ内のすべての
フィールドを書き込み
可能にします。
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未サポート

グリッドの場合、「読 列全体に適用
み取り専用にする」と
「無効」の間に違いは
ありません。
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操作

アクションの説明

注記

有効（Enable）

指定されたフィール
このアクションは、
ド、グリッド列、また 「書き込み可能にす
は指定されたディク
る」と同じです。
ショナリ内のすべての
フィールドを書き込み
可能にします。

無効（Disable）

指定されたフィール
ド、グリッド列、また
は指定されたディク
ショナリ内のすべての
フィールドを無効にし
ます。 フィールドまた
は列を無効にすると、
読み取り専用にするア
クションと同様に読み
取り専用になります。
しかし、読み取り専用
にするとは異なり、
フィールドまたは列が
グレー表示になり、条
件付きルールまたは
ISF からフィールドに
適用されるすべての変
更が無視されます。

グリッドの使用
列全体に適用

グリッドの場合、「無 列全体に適用
効」と「読み取り専用
にする」の間に違いは
ありません。
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操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

フォーカスを設定（Set カーソルを、指定され [フォーカスを設定
現在使用不可、代わり
Focus）
たフィールドに移動し （Set Focus）] は、グ に ISF を使用
ます。 これは、一般
リッド ディクショナリ
に、アラート後、また 直後のフラットなディ
はフォームの送信が停 クショナリでは機能し
止した後に、問題のあ ません。 フラットな
るフィールドにユーザ ディクショナリに
の注意を向けさせるた フォーカスを設定する
めに使用されます。
には、次のパターンに
従います。
• グリッド ディク
ショナリに入力し
ます。
• フラット ディク
ショナリの任意の
フィールドをク
リックします。
• 最初のクリックで
はフォーカスは設
定されません。
• フラット ディク
ショナリのその
フィールドで
フォーカスを設定
するにはもう一度
クリックする必要
があります。
アラート（Alert）

指定されたメッセージ
のアラート ボックスを
表示します。リテラル
メッセージのみ使用で
きます。名前空間はサ
ポートされていませ
ん。 このアクション
は、一般にサーバ側の
イベントには適用でき
ません。
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サーバ側では、送信後 該当なし
イベント内で [送信の
停止（Stop
Submission）] アクショ
ンと組み合わせる場合
のみ、アラートの使用
が有効になります。
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操作

アクションの説明

注記

グリッドの使用

送信の停止（Stop
Submission）

フォームの送信と更新
を許可しません。 トリ
ガー イベントでフォー
ムが送信されるような
条件でのみ使用する必
要があります。

ブラウザ側でアクショ 該当なし
ンが実行される場合、
そのアクションの順序
に関係なく、ルール内
の他のアクションの実
行は停止されません。
サーバ側でアクション
が実行される場合、そ
れ以降のすべてのアク
ションとルールは無視
され、エンド ユーザに
エラー メッセージが表
示されます。 オプショ
ンとして、送信の停止
アクションの前にア
ラート アクションを定
義することにより、適
切なエラー メッセージ
を表示することもでき
ます。 アラート メッ
セージが定義されてい
ない場合、要求を送信
できないことを示すた
めに、汎用的なエラー
メッセージが表示され
ます。

グリッド ディクショナリの条件付きルールと ISF
グリッドディクショナリが非グリッドディクショナリと異なる点は、ブラウザでレンダリングさ
れ、データベース内で生成された WDDX に格納される点です。 そのため、個々のセルを操作す
るには、条件付きルールと ISF 関数の組み合わせが必要です。 ここでは、グリッドで使用できる
条件付きルール アクションと ISF 関数について説明します。
グリッドに適用される条件付きルール
グリッド ディクショナリとそのフィールドは、ルールのトリガー条件としては選択できません。
条件付きルール アクションのターゲットとしてのみ選択できます。 非グリッド ディクショナリ
内の個々のフィールドに適用される、以下の条件付きルール アクションは、グリッド内の列全体
に適用されます。その他のすべての条件付きルールアクションは、グリッドの列またはセルでは
サポートされません。
• フィールドの表示（Show Fields）
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• フィールドの非表示（Hide Fields）
• 読み取り専用にする（Make Read-Only）
• 書き込み可能にする（Make Writeable）
• 有効（Enable）
• 無効（Disable）
グリッドの場合、[読み取り専用にする（Make Read-Only）] アクションと [無効（Disable）] アク
ションの間には、目立った差はありません（非グリッドフィールドでは、ユーザインターフェイ
スの効果に多少の違いがみられます）。 同じことが、[書き込み可能にする（Make Writable）] ア
クションと [有効（Enable）] アクションにも当てはまります。
グリッド内の ISF
JavaScript 関数は、グリッド ディクショナリ内のフィールド レベル イベントに割り当てることは
できません。 次の表に示すように、既存の ISF フレームワークは、グリッド ディクショナリおよ
びフィールドをサポートするように拡張されています。
表 28：ディクショナリ レベル関数

機能

グリッド内の用途

serviceForm.dictionaryName.setVisible (Boolean)

グリッドを表示、非表示にします。
Service Designer を通して非表示にさ
れるディクショナリには効果があり
ません。

serviceForm.dictionaryName.isVisible()

グリッドが表示される場合には true
を返し、表示されない場合は false を
返します。

serviceForm.dictionaryName.getCaption(Boolean stripTags)

グリッドのタイトル テキストを取得
します。オプションで、すべての
HTML を外します。

serviceForm.dictionaryName.setCaption(String newCaption)

グリッドのタイトル テキストを設定
します。

serviceForm.dictionaryName.setReadOnly (Boolean)

ディクショナリ内のすべてのカラム
を読み取り専用または読み取り/書き
込みに設定します。Service Designer
でそのカラムがすでに読み取り専用
に設定されている場合には、効果が
ありません。

serviceForm.dictionaryName.isReadOnly()

ディクショナリが読み取り専用の場
合には true を返します。
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機能

グリッド内の用途

serviceForm.dictionaryName.getGridSize()

グリッド内の行数を返します。

表 29：フィールド レベル（グリッドのカラム レベル）関数

機能

グリッド内の用途

serviceForm.dictionaryName.fieldName setReadOnly (Boolean)

カラムを読み取り専用または読み
取り/書き込みに設定します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.isReadOnly()

カラムが読み取り専用の場合には
true を返し、その他の場合には
false を返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setVisible(Boolean)

カラムを非表示または表示可能
（表示される）にします。 カラム
が、Service Designer の設定を通し
て非表示になっている場合には、
表示可能にできません。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.isVisible()

カラムが表示可能な場合には true
を返し、その他の場合には false を
返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName
getInstructionalText(stripTags)

カラムの指示テキストを返しま
す。オプションで、Boolean
stripTags 引数に基づいて、テキス
トからすべての HTML を削除しま
す。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setInstructionalText(text)

カラムの指示テキストを設定しま
す。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.getPrompt(stripTags)

列ヘッダーを返します。オプショ
ンで、Boolean stripTags 引数に基
づいて、プロンプトからすべての
HTML を削除します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setPrompt(prompt)

列ヘッダーを設定します。
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動的データ取得ルールの作成
動的データ取得ルールは、リレーショナル データベースに格納されたデータを取得し、返された
値を現在のフォームのフィールドに表示するか、それらの値に対してフォームのデータを検証し
ます。 この取得はソース データベースに対して SQL クエリーを実行することによって行われ、
指定した列の値がサービス フォームに返されます。

（注）

サービスが Web サービスを通じてオーダーされた場合は、サーバ側のルールだけが実行され
ます。 データ取得ルールによってデータが読み込まれるオプションがある選択されたフィー
ルドがある場合、Web サービス要求で渡された値が検証のためのオプションのリストを確実に
持てるように、ルールは送信後にトリガーされる必要があります。

データ取得ルール作成の前提条件
• データソースの定義：Service Catalog がデータベースにアクセスするには、対応するデータ
ソースを定義する必要があります。 データソースはデータベースを識別し、有効なユーザ名
とパスワードを含む、データベースに接続するための情報を提供します。 アプリケーション
には、REQUESTCENTERDS という名前の事前設定されたデータソースが 1 つ付随しており、
これにより Service Catalog データにアクセスできます。 システム管理者とともにデータベー
ス管理者は、会社固有のデータを含む追加のデータソースを定義し、Service Catalog がイン
ストールされているアプリケーション サーバに定義を公開する必要があります。 データソー
スの設定とインストールの詳細な手順は、『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade
Guide』に記載されています。 標準とサービス項目をデータ取得ルールのデータのソースと
して使用できます。 しかし、その用途は、クエリのタイプが「データベース テーブル」の
ルールに制限されます。SQL を使用するルールでは使用できません。
データベース テーブル検索を定義する場合は、データソースのリストに標準（とサービス項目）
だけでなく、トランザクション データベースおよびデータ マート データベースを含めます。 [標
準（Standards）] を選択すると、クエリのテーブル名として選択できる使用可能な標準テーブルが
表示されます。 データ取得ルールを構成する他のすべての側面は、この項で前に説明した内容と
同じです。
• ソース データの構造の識別：取得する必要のあるデータと、データが保存されるテーブルの
構造を理解する必要があります。 この情報は、ソース システムに精通した IT 専門家が提供
します。
◦ 取得する必要があるデータがすべて単一のテーブルにある場合、テーブルの名前と取得
する列を単に指定できます。 Service Catalog は、テーブルのすべての列を取得する SQL
クエリーを自動的に作成します。
◦ 複数のテーブルからデータを取得する必要がある場合、またはサービス フォーム上で使
用するために値を操作（値の連結や計算の実行など）する必要がある場合は、SQL クエ
リーを自分で記述し、テストする必要があります。 この作業には、ソース システムの
知識を持ち、SQL の開発ツールを使用できる、データベースまたは IT 専門家が必要不
可欠です。 クエリのテストが終わったら、ここに概要を示す細かい変更を行い、[自分
のSQLクエリーを入力する（Enter Your Own SQL Query）] クエリ タイプを使用して [動
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的データ取得ルール（Dynamic Data Retrieval Rule）] ウィザードにカット アンド ペース
トできます。
動的データ収集ルールを定義するには、次の手順を使用します。
はじめる前に
• 前述の前提条件に記載されているように、データソースを定義して、取得するデータの構造
を識別します。
• Service Catalog に提供されているさまざまなデータ収集ルールのタイプを使用することによ
るパフォーマンスへの影響を理解します。 詳細については、「データ取得ルールのタイプを
選択する前のパフォーマンスに関する考慮事項」を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] の順に選択し、ルー
ルを適用するアクティブ フォーム コンポーネントを選択します。

ステップ 2

[アクティブフォームルール（Active Form Rules）] タブをクリックし、[新しいルール（New Rule）] > [新
しいデータ取得ルール（New Data Retrieval Rule）] の順に選択します。

ステップ 3

[データ取得ルール（Data Retrieval Rule）] ウィザードの最初のページで、ルールの一意の名前と説明を入
力し、[ルールタイプ（Rule Type）] と [クエリーのタイプ（Query Type）] を指定します。
a) ルール タイプを指定します。
•

◦ [配布ルール（Distributing Rule）]：クエリの結果をフォームに返すことが主な目的の場合は、
このオプションを選択します。たとえば、選択リスト、選択やデータ入力により別のフィー
ルドにトリガーするフィールドのセット、またはグリッドの場合があります。 このタイプの
ルールは、任意の数のフォーム レベル イベントおよびフィールド レベル イベントにアタッ
チできます。
◦ [検証ルール（Validating Rule）]：主な目的が、フォームに入力されたデータをクエリによっ
て返された一連の結果と照合して検証し、セキュリティなどの特定の基準に準拠しているこ
とを確認することである場合は、このオプションを選択します。 したがって、このルール
は、悪意あるユーザによるフォームの傍受およびコンテンツの操作を防ぐ目的で使用できま
す。

（注）

•

このルールは、送信後イベント（サーバ側）でのみ実行できます。ルールを他のイベントに
アタッチすることはできません。
◦ [送信後イベントで実行される暗黙的検証を伴う配布ルール（Distributing Rule with implicit
validation performed on the post-Submit event）]：このオプションは、新しいルールの作成時に
デフォルトでオンになっています。 フォームにクエリの結果を返すことが主な目的である場
合はこのオプションを選択しますが、さらに送信後イベントでフォーム データを検証する必
要があります。 このルールは、任意の数のフォーム レベル イベントおよびフィールド レベ
ル イベントにアタッチできます。また、このルールと「同等の検証」が、送信後イベントに
自動的にアタッチされます。 たとえば、ドロップダウン コントロールに値としてサーバ プ
ロビジョニング ロケーションのリストを入力するときに、ロケーションがフォーム ユーザ
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のロールによって制限されている場合には、[暗黙的検証を伴う配布（Distributing with implicit
validation）] オプションを使用すると、ルールによって「Seattle」がロールの有効な選択肢か
ら除外されている場合は、悪意のあるユーザが「Seattle」を指定できなくなります。
b) クエリ タイプを指定します。
• [データベーステーブルルックアップ（Database Table Lookup）]：[データベーステーブルルック
アップ（Database Table Lookup）] は、単純または簡単なオプションです。 対象となるデータがす
べて 1 つのテーブル（またはデータベース管理者が作成したデータベース ビュー）内に存在する
場合、このタイプを使用します。 画面のセット全体を通して、ウィザードのガイドに従ってダイ
アログボックスに入力することにより、クエリを定義できます。 データ ソースと、データが属す
るテーブルを指定します。 データソースを指定すると、[テーブル名（Table Name）] ドロップダ
ウンリストに、そのデータ ソースにアクセス可能なすべてのテーブルが表示されます。
◦ [REQUESTCENTERDS]：Service Catalog データベースにテーブルが含まれます。
◦ [DATAMARTDS]：データ マート データベースにテーブルが含まれます。
◦ [標準（Standards）]：Service Item Manager の [標準の設計（Design Standards）] タブを使用し
て作成したテーブル、または Service Item Manager の [データのインポート（Import Data）] タ
ブを使用してインポートしたテーブルが含まれます。
◦ [サービス項目（Service Items）]：仮想マシンのサービス項目、ServiceItemHistory および
ServiceItemSubscription テーブル、および [サービス項目（Service Item）] で定義されたサービ
ス項目が含まれます。
• [自分のSQLクエリーを入力する（Enter Your Own SQL Query）]：より複雑なクエリの場合はこの
クエリ タイプを使用します。 このクエリ タイプを選択する場合は、情報の取得元のデータ ソー
スを指定して、実行する完全な SQL SELECT ステートメントを書き込む必要があります。 フォー
ム上でフィールドの値を参照するには、クエリに、そのフィールドを参照する Lightweight 名前空
間を含める必要があります。

For example: select distinct CMN_NAME from ASSET_TRACKING where MODEL = #ST_HARDWAREKIT.ComputerName#
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（注）

• 実行時にパーサーにより、名前空間に返される値の前後に、自動的に一重引用符が挿入さ
れます。 これは「datetime」を除くすべてのデータ型についても当てはまります。datetime
データ型の値は、RDBMS によって要求される日時形式と正確に一致させる必要がありま
す。 各 RDBMS は、日時形式の設定が異なっている可能性があります。
• [データベーステーブルルックアップ（Database Table Lookup）] を選択した場合、生成され
た SQL クエリーは、[SQLクエリー（SQL Query）] フィールドのウィザードの最後に表示さ
れます（フィールド名は保存時に生成された SQL クエリーに変わります）。 これは、2 番
目のタイプを介して、独自の SQL クエリーを作成できる開始ポイントとなります。（つま
り、生成された SQL クエリーをコピーし、次にウィザードのステップ 1 に戻り、[自分の
SQLクエリーを入力する（Enter Your Own SQL Query）] を選択して、生成された SQL クエ
リーを [SQLステートメント（SQL Statement）] フィールドに貼り付けることができます）。
• REST Web サービス：REST Web サービスの動的データ取得ルールを使用して、サービス
フォーム上のデータを外部システムから取得することができます。 クエリ タイプを [REST
Webサービス（REST Web service）] に選択する場合は、次の項目を指定する必要がありま
す。
• REST URL：GET および POST 操作を使用して情報へのアクセスを開始する Web リ
ソースの URL を指定します。
• REST メソッド：Web リソースへのアクセスには GET または POST メソッドを使用し
ます。 POST メソッドを使用する場合は、正しくフォーマットされた xml レイアウト
形式の詳細情報またはペイロードを指定します。
• ユーザ名とパスワード：要求を行う際に Web リソースにアクセスするための基本認
証。
• 認証タイプ：基本のユーザ名およびパスワード ベースの認証メカニズムに加えて、
セッション ベースまたはヘッダー ベースの認証を使用して、Web リソースにアクセス
できます。 セッション ベースの名前およびパスワードの認証には、認証された HTTP
要求の追加の認証トークン パラメータが含まれます。

ステップ 4

[Next] をクリックします。
ルール タイプに [配布ルール（Distributing Rule）] または [送信後イベントで実行される暗黙的検証を伴う
配布ルール（Distributing Rule with implicit validation performed on the post-Submit event）] を指定した場合、
1 つ以上のトリガー イベントを選択する必要があります。
（注）

権限付与またはアクセス権限に基づいて厳密に制御する必要があるフォーム フィールドに対し
ては、ルール タイプは常に [暗黙的検証を伴う配布ルール（Distributing Rule with implicit
validation）] を使用します。 暗黙的検証によって、悪意のある試行によってフィールド値が操作
されたり、未承認データがサーバに渡されることを防ぎます。暗黙的検証を10進数の数値フィー
ルドに適用する場合は、クエリによって返される 10 進数の数がユーザ入力と一致するようなク
エリを構築する必要があります。 そうしないと、小数点以下の桁数が異なるだけの理由で検証
が失敗する可能性があります。
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ステップ 5

ステップ 6

[トリガーイベント（Triggering Event(s)）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 ルールは、次の
イベントのチェック ボックスをオンにすることで実行（トリガー）できます。 [トリガーイベントの選択
（Select Triggering Events）] ページのフィールドの表を参照してください。
（注）
グリッド フィールドは、データ取得ルールの作成時に、「トリガー フィールド」として選択で
きません。
検索条件（Where 句）を定義し、[次へ（Next）] をクリックします。
•

◦ 配布ルールまたは「送信後イベントで実行される暗黙的検証を伴う配布ルール」の場合：取得
タイプが [データベーステーブルルックアップ（Database Table Lookup）] のルールには通常、指
定したテーブルから取得する行（複数可）を指定する条件の一部として「Where」句が関連付け
られている必要があります。 [Where句の追加（Add Where Clause）] をクリックして、任意の数
の条件を入力できます。 入力するごとに、[OK] をクリックします。 ここで指定した条件は、
ページの最上部に表示されます。 複数の条件を使用する場合は、すべての条件が返される行に
対して true である必要があります（つまり、条件はブール演算子 AND を使用して一つにグルー
プ化されます）。
◦ 検索条件を指定しない場合、指定したテーブル内のすべての行が返されます。これは、一般に、
ドロップダウンリスト（単一選択または複数選択）に値を入れるときに発生します。 このよう
なルールをフォームのロード イベントにアタッチするよりも、フィールドの表示プロパティの
一部として、単にテーブル ベースのオプション リストを定義する方が簡単かつ効率的です。

グリッド ディクショナリは、検索条件の作成には使用できませ
ん。
ソート条件を定義し、[次へ（Next）] をクリックします。
ルールが複数の行に返されるようにする場合は、返される行をソートできます。 たとえば、ドロップダウ
ンリストにデータを投入するために使用されるデータを取得するルールを使用する場合、その結果は通常
ソートされる必要があるので、適切な順番になっています。 任意の数のソート フィールド（テーブルの
列名）と、それぞれのフィールドに指定するソートの方向（昇順または降順）を指定できます。 新しい
ソート フィールドを追加するには、[ソートの追加（Add Sort）] をクリックします。 入力したら、[OK]
をクリックすると、ページの最上部に表示される [ソート条件（Sort Conditions）] に新しいフィールドが
追加されます。
（注）

ステップ 7

ステップ 8

フォームで検索結果を使用します。
配布ルールまたは「送信後イベントで実行される暗黙的検証を伴う配布ルール」では、配布ターゲットを
少なくとも 1 つ定義する必要があります。 「配布」は、テーブル ベースの検索と SQL クエリーの両方か
ら返される値をフォームでどのように使用するかを定義します。 配布では、クエリ内で返された列値が、
サービスのフィールドにマッピングされます。 各ルールには、1 つ以上の配布を含めることができます。
REST Web サービスの場合、サービスは XML または JSON の応答を返すので、値がディクショナリ フィー
ルドにマッピングされる JSON パスまたは XPATH を指定します。
たとえば、ドロップダウン リストの値の設定に使用するルールには、1 つの配布のみ使用します（列を、
単一選択または複数選択要素の HTML 表現を持つディクショナリにマッピング）。 また、ルールで、そ
れぞれ 1 つの列を 1 つのディクショナリ フィールドにマッピングする複数の配布を使用する場合がありま
す。 ターゲット ディクショナリ フィールドは、フォーム上で書き込み可能である必要はありません。読
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み取り専用または非表示にすることができます。 [配布の追加（Add Distribution）] をクリックして、任意
の数の配布を入力できます。 入力するごとに、[OK] をクリックします。
ルールは、結果をグリッド ディクショナリと非グリッド ディクショナリの組み合わせに配布すること、
また 2 つの異なるグリッド ディクショナリに配布することはできません。 1 つのグリッド ディクショナ
リ フィールドを配布ターゲットとして選択すると、すべての追加ターゲットは、同じディクショナリ内の
フィールドに限定されます。
配布のターゲットは、現在のフォーム コンポーネントに含まれていないディクショナリ上のフィールドに
できます。 参照されるディクショナリが別のフォーム コンポーネントに含まれること、次にそれが現在
のフォーム コンポーネントを持つサービス内に含まれることを保証するのは、サービス設計者の責任で
す。
ステップ 9

[Next] をクリックします。

ステップ 10 フィールド値を検証し、[次へ（Next）] をクリックします。
ルール タイプを [検証ルール（Validating Rule）] に指定する場合、検証する 1 つ以上のフィールドを選択
する必要があります。
この手順を使用して、クエリによって返される列、つまりクエリ結果に対して検証されるフィールドを選
択します。 ここで指定する各フィールドの値は、フォームの送信後に対応するクエリ結果と照合して検証
されます。フィールドの値が結果のいずれとも一致しない場合、送信は失敗し、エンド ユーザは、その旨
のメッセージを受信します。 [検証の追加（Add Validation）] をクリックして、任意の数の検証を入力で
きます。 入力するごとに、[OK] をクリックします。
ルールは、グリッド ディクショナリと非グリッド ディクショナリの組み合わせに対して検証すること、
また 2 つの異なるグリッド ディクショナリに対して検証することはできません。 1 つのグリッド ディク
ショナリ フィールドを検証として選択すると、すべての追加検証は、同じディクショナリ内のフィールド
に限定されます。
検証フィールドは、現在のフォーム コンポーネントに含まれていないディクショナリ上のフィールドにす
ることができます。 参照されるディクショナリが別のフォーム コンポーネントに含まれること、次にそ
れが現在のフォーム コンポーネントを持つサービス内に含まれることを保証するのは、サービス設計者の
責任です。
ステップ 11 確認と保存
ウィザードの最後のページに、ルール定義が表示されます。 [保存（Save）] をクリックするとルールが保
存され、[キャンセル（Cancel）] をクリックするとルール（またはウィザードのこのセクションで行った
変更）が廃棄され、または [前へ（Previous）] をクリックするとウィザードの前のページに戻ります。 ま
た、[アクティブフォームルール（Active Form Rules）] ページでルールを選択することによっても、ルー
ル定義が表示されます。

[トリガーイベントの選択（Select Triggering Events）] ページのフィールド
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表 30：[トリガーイベントの選択（Select Triggering Events）] ページのフィールド

フィールド

説明

フォームのロード（Form Load）

My Services または Service Manager にサービス
フォームが初期表示される場合。

フォームのロード前（サーバ側）（Before the
form is loaded (server-side)）

このサーバ側ルールは、ブラウザに送信する前
にサーバ側で実行されます。

フォームの送信後（サーバ側）（After the form 配布ルールの選択肢でのみ使用可能。このサー
is submitted (server-side)）
バ側ルールは、フォームがブラウザに送信さ
れ、処理のためにサーバに送信された後に実行
されます。
ディクショナリフィールドアクション
（Dictionary Field Action）

フォームでのユーザの作業に伴って発生するイ
ベントに対応して、データを入力するととも
に、フィールド間を移動します。

ディクショナリ名（Dictionary Name）、ディク イベントを「ディクショナリ フィールド アク
ショナリフィールド名（Dictionary Field
ション」として指定する場合、ドロップダウン
Name）、およびイベント（Event）
メニューから [ディクショナリ名（Dictionary
Name）]、[ディクショナリフィールド名
（Dictionary Field Name）]、および [イベント
（Event）] を選択することにより、そのアク
ションを定義する必要があります。 「トリ
ガー」イベントは、Web ページ設計者が精通し
ているイベントに類似していますが、まったく
同じではありません。 使用可能なイベントのリ
ストは、フィールドに割り当てられた入力タイ
プに応じて変わる場合あります。 たとえば、オ
プション ボタンには「項目のクリック時」イベ
ントがあり、これはテキスト フィールドには適
用できません。

データ取得ルールのタイプを選択する前のパフォーマンスに関する考慮事項
サーバ上でのクエリの実行はブラウザによって呼び出されるクエリよりも速いですが、ロード前
イベントではなくロード中イベントでデータ取得ルールを実行することを推奨します。 ロード中
イベントよりもロード前イベントを実行する場合は、次のことを考慮してください。
• サーバ側で何かを実行する場合（ロード前イベント）はアプリケーション サーバのサイクル
が使用されますが、 ユーザのブラウザ セッションに制限されます。
• 多数のレコードを返すルールの実行は、サーバ側のイベント中に実行された場合は全体的な
ソリューション パフォーマンスに影響します。 アプリケーション サーバで実行するそのよ
うなルールは、すべてのユーザに対するソリューションの全体的なパフォーマンスに影響を
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与える可能性があります。 したがって、多すぎる結果を返すことを避けるために、クエリを
できるだけ改良します。 これは、最高のエンドユーザ エクスペリエンスとパフォーマンス
につながります。
• もう 1 つの要因として、フォームのエンドユーザが認識するパフォーマンスがあります。 数
十個または数百個のフィールドを持つ複雑なサービス フォームをブラウザ ウィンドウに完
全にロードするには、多少の時間がかかります。 そのフォームにロード中イベントでドロッ
プダウンを入力するデータ取得ルールも含まれている場合、一般にフォームが最初に描写さ
れ、それに続いてドロップダウンに値が入力されます。 ドロップダウンの描写と値の入力の
間、フォーム上に「空」に見えるドロップダウン コントロールが表示される場合がありま
す。 この効果は、ドロップダウンに入力するルールをロード前イベントに関連付けることに
よって軽減できます。 しかし、データ取得ルールをロード前イベントに移動することは、
ルールの実行が終了するまで、フォームがロードされないことを意味しています。したがっ
て、ユーザは、フォームがブラウザにロードされるのを見ることはありません。 そのため、
フォームを完全にロードするパフォーマンス全体は向上する場合がありますが、ユーザは、
[オーダー（Order）] ボタンをクリックした際のアプリケーションの応答が遅いと感じる可能
性があります。
一連のルールをロード中イベントに結び付けることで応答を比較し、続いてルールをロード前イ
ベントに結び付けるように変更することができます。 アプリケーションがロード中にこの比較を
行うと、効果がよりはっきりと表示されるため、最も適切なアプローチを選択できます。

アクティブ フォーム ルールの変更
既存のデータ取得ルールまたは条件付きルールを変更するために、ルールを編集し、必要な変更
を適用し、ルール ウィザードのすべてのページを移動する必要があります。 [保存（Save）] ボタ
ンは、各ウィザードの最後のページでのみ使用できます。 このプロセスにより、ルールのすべて
の側面が内部的に整合していることが保証されます。
ディクショナリとフィールドに対する変更は、対応するディクショナリ、フィールド、または
Lightweight 名前空間を使用するルールに、自動的には反映されません。 ディクショナリまたは
フィールドの名前を変更する場合には、すべてのページをナビゲートして、ルールを編集する必
要があります。条件付きルールとテーブルベースのデータ取得ルールの場合には、ディクショナ
リやフィールドに対する参照は、各ページに進むごとに自動的に更新されます。 SQL 入力データ
取得ルールの場合には、正しい Lightweight 名前空間を使用して、SQL コードを再入力する必要が
あります。
フィールドまたはディクショナリを削除する場合には、ルールを編集して、削除されるオブジェ
クトへの参照を削除する必要があります。 以前機能していたルールが突然機能しなくなった場合
には、名前が変更されたオブジェクトまたは削除されたオブジェクトが、そのままの状態でルー
ル内から参照されていることが原因の可能性があります。

サービス フォームへのフォーム ルールの追加
[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブを使用して、設計者はサービス フォー
ムのライフ サイクル内で発生するイベントに JavaScript 関数と条件付きルールをアタッチするこ
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とができます。 このタブで、条件付きルールの順序を変更できます。 JavaScript は常に最後に実
行されます。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブをクリックします。 [フォームまたはフィール
ド（Form or Field）] 列の最初の行 [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] がデ
フォルトで選択されています。 [トリガーイベント（Triggering Event）] 列に、すべてのフォーム レベル
イベントが一覧表示されます。

ステップ 3

[トリガーイベント（Triggering Event）] 列で、使用可能なリストから JavaScript または条件付きルールを
アタッチするフォーム レベル トリガー イベントを選択します。
（注）
サーバ側のフォーム レベル トリガー ルールを選択することを推奨します。これらは、セキュア
で傍受攻撃の影響を受けにくいためです。
• [フォームのロード前（サーバ側）（Before the form is loaded (server-side)）]：このサーバ側ルールは、
ブラウザに送信する前にサーバ側で実行されます。 詳細については、外部システムでのサービス項
目の管理, （51 ページ）を参照してください。
• [フォームの送信後（サーバ側）（After the form is submitted (server-side)）]：このサーバ側ルールは、
ブラウザ上でフォームが送信された後、および処理のためにサーバに送信された後で、サーバ上で実
行されます。 詳細については、外部システムでのサービス項目の管理, （51 ページ）を参照してく
ださい。
• [フォームの送信時（ブラウザ側）（When the form is submitted (browser-side)）]：コードまたはルール
は、[送信（Submit）] ボタンまたは [更新（Update）] ボタンをクリックした後、およびフォームの
[表示（Display）] で指定された検証（数値データや必須データの確認など）の後で、フォームがサー
バに送信される前に実行されます。
• [フォームのロード時（ブラウザ側）（When the form is loaded (browser-side)）]：コードまたはルール
は、サービス フォームが最初に Service Catalog、Service Manager、または My Services に表示された
ときに実行されます。
• [フォームのアンロード時（ブラウザ側）（When the form is unloaded (browser-side)）]：コードまたは
ルールは、サービス フォームがクローズされたときに実行されます。
JavaScript 関数は、サーバ側トリガーにアタッチすることはできませ
ん。
[JavaScriptの追加（Add JavaScript）] または [ルールの追加（Add Rules）] をクリックします。 ダイアログ
ボックスに、以前に定義されたすべてのスクリプトまたはルールが一覧表示されます。
（注）

ステップ 4
ステップ 5

以前に定義された関数または条件付きルールの横にあるチェックボックスをオンにして選択し、[追加
（Add）] をクリックします。 必要に応じて検索ボックスを使用できます。
[動作（Behavior）] 列で、関数は [JavaScripts] セクションの下に表示され、ルールは [ルール（Rules）] セ
クションの下に表示されます。 ルールが実行される順序を確認し、必要に応じて順序を変更します。
（注）

単一フォーム内の同じイベントに複数の JavaScript 関数をアタッチできますが、関数を指定（お
よび実行）する順序を定義できないため、これは最も回避すべき方法です。 したがって、特定
の順序で関数を実行する必要がある場合には、目的とする順序ですべての関数を含む JavaScript
関数を作成します。
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ステップ 6

必要に応じて、[動作（Behavior）] 列で JavaScript 関数をクリックし、次に [引数の編集（Edit Arguments）]
をクリックすることにより、JavaScript 関数の引数を編集できます。

サービス フォーム フィールドへのフォーム ルールの追加

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブをクリックします。

ステップ 3

[フォームまたはフィールド（Form or Field）] 列でフィールドをクリックします。 [トリガーイベント
（Triggering Event）] 列に、すべてのフィールド レベル イベントが一覧表示されます。

ステップ 4

[トリガーイベント（Triggering Event）] 列で、使用可能なリストから JavaScript または条件付きルールを
アタッチするフィールド レベル トリガー イベントを選択します。
• [項目の変更時（When the item is changed）]：ユーザは指定されたフォーム フィールドに情報を入力
します。
• [項目のフォーカスの喪失時（When the item loses focus）]：ユーザは、別のフィールドに切り替える
か、または別のフィールドでマウスをクリックすることで、指定されたフォーム フィールドを終了
します。
• [項目のクリック時（When the item is clicked）]：ユーザは、チェック ボックス、オプション ボタン、
またはドロップダウンリストの項目をクリックします。
• [項目のフォーカス時（When the item is focused on）]：ユーザは、指定されたフィールドでクリックし
ます。
• [項目からマウスを移動時（When the mouse is moved off the item）]：ユーザは、指定されたフィール
ドからマウスを移動します。
• [項目にマウスを移動時（When the mouse is moved on the item）]：ユーザは、指定されたフィールドに
マウスを移動します。

ステップ 5

[JavaScriptの追加（Add JavaScript）] または [ルールの追加（Add Rules）] をクリックします。

ステップ 6

以前に定義された関数または条件付きルールの横にあるチェック ボックスをオンにして選択し、[追加
（Add）] をクリックします。 必要に応じて検索ボックスを使用できます。
[動作（Behavior）] 列で、関数は [JavaScripts] セクションの下に表示され、ルールは [ルール（Rules）] セ
クションの下に表示されます。

ステップ 7

ルールが実行される順序を確認し、必要に応じて順序を変更します。 必要に応じて、[動作（Behavior）]
列で JavaScript 関数をクリックし、次に [引数の編集（Edit Arguments）] をクリックすることにより、
JavaScript 関数の引数を編集できます。
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（注）

単一フォーム内の同じイベントに複数の JavaScript 関数をアタッチできますが、関数を指定（お
よび実行）する順序を定義できないため、これは最も回避すべき方法です。 したがって、特
定の順序で関数を実行する必要がある場合には、目的とする順序ですべての関数を含むJavaScript
関数を作成します。

サービス項目ベースのディクショナリのフォーム動作の定義
サービス項目ベースのディクショナリ（SIBD）のフォーム ルールおよび他のフォームの動作は、
自由形式のディクショナリとほぼ同様に機能します。 SIBD が定義されると、アクティブ フォー
ム コンポーネントに組み込むことができます。 組み込みの手順は、フォーム コンポーネントに
ディクショナリを組み込む際の手順と同じです。[フォームコンテンツ（Form Content）] タブで、
[ディクショナリの追加（Add Dictionaries）] をクリックし、ポップアップ検索ウィンドウからディ
クショナリを選択します。必要に応じて、フォームコンポーネントでディクショナリまたはフィー
ルドの表示順を変更することができます。

サービス項目ベースのディクショナリの表示プロパティの設定
SIBD には 1 個の固有のプロパティ（既存のサービス項目インスタンスに関するデータを自動的に
取得し、事前入力する機能）があります。 選択されたフォームでは、このオプションはサービス
項目ベースのディクショナリの [表示プロパティ（Display Properties）] タブに含まれています。
[サービス項目インスタンスデータの自動取得を有効にする（Enable automatic retrieval of service item
instance data）] は、サービスが既存のサービス項目の更新か削除に使用される場合、通常は選択
されている必要があります。 この事前入力機能を利用するには、同じサービス項目ディクショナ
リに基づいた、2 つのフォーム コンポーネントが必要な場合があります。1 つは項目が作成され
るサービスに、もう 1 つは項目を更新または削除するサービスに含まれます。

動的データ取得ルールでのサービス項目の使用
サービス項目は、テーブル ベースの動的データ取得ルールで使用できます。

ステップ 1

ルールを作成し、その名前、説明、トリガー イベントを指定します。

ステップ 2

クエリ タイプとして [データベーステーブルルックアップ（Database Table Lookup）] を選択します。

ステップ 3

[ルール（Rule）] ウィザードの 2 ページ目が表示されます。 データソースとして [サービス項目（Service
Items）] を選択できます。

[テーブル名（Table Name）] のドロップダウンリストには、次の値が入ります。
• すべての Service Catalog のインストールで提供される Service Item Manager で定義されたサー
ビス項目
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• サービス項目の履歴を追跡するために自動的に保持されるテーブル、ServiceItemHistory
• サービス項目のサブスクリプション（現在のステータス）を追跡するために自動的に保持さ
れるテーブル、ServiceItemSubscription
テーブル ベースのデータ取得ルールに対して行ったように、ルール定義の完了に進むことができ
ます。 ルールの定義の詳細については、フォーム ルールを使用した動的なフォーム動作の設定,
（91 ページ）を参照してください
図 3：New Rule

システムがサービス項目に割り当てるデータベース テーブルの名前を参照することにより、SQL
入力データの取得ルールにサービス項目を使用できます。 テーブルの名前は、プレフィックス
「Si」から始まり、そのあとに項目名が続きます。スペースは削除されます。 データベース テー
ブルの名前を探し出す（[サービス項目の管理（Manage Service Items）] ページに戻らずに、項目
名を検索する）簡単な方法は、サービス項目を使用して、テーブル ベースのルールを定義し、保
存することです。 [概要（Summary）] ページに含まれる生成された SQL にはテーブル名が含まれ
ます。

ウィザードとしてのサービス フォームの表示
Service Catalog モジュールでは、ウィザード形式でディクショナリを含むサービス フォームの表
示をカスタマイズできます。ウィザードでは、前後へのナビゲーションコントロールが備わった
複数のページにフォームフィールドが表示されます。デフォルトでは、サービスに対するすべて
のディクショナリが単一ページに一覧表示されます。 個々のサービスに対しウィザードを設定で
き、これによって、特にサービス フォームに多くのディクショナリが含まれている場合に、ディ
クショナリを整理した状態で表示することができます。
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ウィザードは、サービス内のアクティブフォームコンポーネントまたはディクショナリに基づい
てステップとしてレンダリングされます。 サービス用に設定されたウィザードには、すべての
ウィザード ステップが表示されているカルーセルがあり、ユーザは連続したステップを追うので
はなく、任意のステップに直接移動することができます。ナビゲーションコントロールおよび価
格情報は、サービスフォームに存在するアクション ボタンとともにページの下部に表示されま
す。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

[ページネーションビューモード（Pagination View Mode）] フィールドの場合は、表 31：ページネーショ
ン ビュー オプション, （124 ページ）にリストされているページネーション ビュー オプションから 1 つを
選択します。
表 31：ページネーション ビュー オプション

ステップ 3

オプション

説明

クラシック表示（Classic View）

これはデフォルト設定です。つまり、ページネー
ションはサービス フォームに適用されず、サービ
スのすべてのディクショナリに含まれません。

ディクショナリのページネーション（Dictionary
Pagination）

サービス フォームに存在するディクショナリごと
に 1 つのウィザード ステップを表示します。

フォームのページネーション（Form Pagination）

サービス フォームに存在するアクティブ フォーム
コンポーネントごとに 1 つのウィザード ステップ
を表示します。

カスタムページネーション（Custom Pagination）

関連付けられている選択したディクショナリを含む
一連のサービス ページを表示するようにサービス
フォームをカスタマイズできます。 選択したディ
クショナリを含む 1 つのサービス ページは、一連
のウィザード ステップとして表示されます。

下へスクロールして、[保存（Save）] をクリックします。
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カスタム ページネーションを使用したサービス フォームのカスタマイズ
[カスタムページネーション（Custom Pagination）] オプションを使用してサービス フォームをカ
スタマイズするには、次の追加手順を実行します。

ステップ 1
[ページネーションビューモード（Pagination View Mode）] の横にあるアイコン
をクリックします（こ
のアイコンは、[カスタムページネーション（Custom Pagination）] オプションを選択した場合にのみ使用
できます）。
ステップ 2

ポップアップ ダイアログボックスで、[ページ名（Page Name）] フィールドにページの名前を入力します。

ステップ 3

[使用可能なディクショナリ（Available Dictionaries）] ボックスから必要なディクショナリを選択し、矢印
をクリックして [選択したディクショナリ（Selected Dictionaries）] ボックスに移動させます。

ステップ 4

必要に応じて、[新しいページの追加（Add New Page）] および [選択項目の削除（Remove Selected）] を使
用して、ページを追加するか選択したページを削除します。

ステップ 5

[ページを保存（Save Page）] をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
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下の図は、Service Catalog モジュールでディクショナリのページネーションをカスタマイズしたカスタマ
イズ サービス フォームの例です。
図 4：カスタム ページネーションによるサービス フォームの例
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インタラクティブ サービス フォーム（ISF）API の概要
ISF は、JavaScript プログラミングをサービス フォームに追加するためのインターフェイスと技法
のセットです。 JavaScript プログラミングは、サービス データが表示されている場合、つまりサー
ビスが My Services、または Service Manager の [タスクの詳細（Task Details）] タブでオーダーさ
れている場合のみ実行できます。
• ISF と JavaScript を使用するタイミング, （128 ページ）
• ISF コンポーネント, （129 ページ）

ISF と JavaScript を使用するタイミング
ISF を含む JavaScript プログラミングは、アクティブ フォーム ルールで提供される機能を補完す
ることを目的としています。 アクティブ フォーム ルールでは、サービス フォームの対話性を強
化するために関連付けられる最も一般的な動作（フィールドやディクショナリを動的に表示およ
び非表示にする、コンテキストまたは以前入力したデータに基づいてフィールド値を設定する、
フィールドを読み取り専用または編集可能、必須または任意に設定する）を提供できます。 した
がって、サーバ側イベント（ロード前と送信後）は JavaScript を実行できません。
ISF と JavaScript を記述するには、技術（プログラミング）的な専門知識が必要なだけでなく、さ
らにコードのデバッグ、アプリケーション サーバへのアクセス、ソース コード コントロールの
維持のためのツールを使用する必要があります。 そのため、ISF コードの開発と維持には、同等
のアクティブ フォーム ルールと比較して、より多くの費用がかかります。 このテクノロジーは、
主に、目的の機能が宣言型ルールを介して実装できない場合に使用する必要があります。 以降の
項で、いくつかの例を紹介します。 これらの使用例は、一般に次の領域に該当します。
• ディクショナリ キャプション、フィールド ラベル、指示（ヘルプ）テキスト、およびグリッ
ド ディクショナリ内のセルなど、ルールでアクセスできないサービス フォーム上のオブジェ
クトの操作。
• たとえば、サービスがオーダーされた日付に基づくスケジュールされた開始日の計算、また
は選択したコンポーネントに基づくサービス価格の計算など、日付や数字の算術演算の実
行。
• 暗号化や暗号解読など、市販、フリーウェアとして配布、またはカスタム開発された特殊な
関数用の JavaScript ライブラリへのアクセス、または Web サービスやサーバ側（AJAX）コー
ドを介した別のアプリケーションへのアクセス。
ISF コンポーネントによっては、アクティブ フォーム ルールを介して使用できる機能が重複する
ものがあります。フォームルールを使用してアプリケーションの要件を完全に満たすことができ
る場合は、通常、それがコーディングを行う最も効果的な方法です。 ただし、多数の複雑なルー
ルのメンテナンスを容易にするため、次のシナリオで ISF を使用して同等の機能を実装すること
ができます。
• ルールは if/then/else ロジックを完全にはサポートしていないため（「if」部分のみサポー
ト）、「else」句のある「if」条件ごとに 2 つのルールが必要になります。 「if ステートメン
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ト」をネストする必要がある場合など、条件がより複雑になると、すべてのケースをカバー
するために必要なルールの数は著しく増加します。 これらすべてのルールを記述して追跡す
るよりも、ネストされた if ステートメントを含む ISF 関数を 1 つ記述する方が、長期的には
負担の軽減につながります。
• ルールは特定の 1 つのアクティブ フォーム コンポーネント（AFC）にバインドされますが、
JavaScript 関数または ISF は任意の AFC から呼び出すことができます。 ISF は、同じディク
ショナリが 2 つの異なる AFC で使用される場合、または同じコード部分を 2 つのフィールド
に適用する必要がある場合など、多数の AFC から呼び出す必要がある複雑なコード部分に使
用できます。
• たとえば、フィールド ラベルやヘルプ テキストの変更など、ルールで実行可能ないくつか
のアクションと共に ISF を実行する必要がある場合は、その全体を ISF でコーディングする
ことを検討します。 これは、ISF とルールの順序で発生する問題のためです。ルールは明示
的に順序を指定できますが、ISF は同じイベントに対するすべてのルールに従う必要があり
ます。
同じイベントに対する場合であっても、同じフォーム内で ISF と宣言型ルールを自由に組み合わ
せることができます。 ルールで使用可能なアクションを ISF で置換または補完する際には、最も
重要な制限事項として、JavaScript は、同じイベントにアタッチされたルールの後に実行する必要
があるという点に注意する必要があります。

ISF コンポーネント
• グローバル ID
• JavaScript 関数
• ディクショナリ レベル関数
• フィールド レベル関数
• 特殊なフィールド レベル関数
ISF には、グローバル ID だけでなく、パブリック関数のセットも含まれています。
グローバル ID
次の表に、ISF グローバル変数とそれらの取り得る値の概要を示し、詳細については、以下の段落
で説明します。 条件付きルールに、これらの ID と同等の条件がある場合、その同等の条件が示
されます。 詳細については、前述のアクティブ フォーム コンポーネントの項を参照してくださ
い。
表 32：ISF グローバル ID

グローバル変数

説明

コンテキスト

サービス フォームが現在表示されているモ
ジュール。 「コンテキスト」の条件と同等。
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グローバル変数

説明

EditRequisitionBeforeOrdering

オーダーの時点で、既存の（以前保存された）
要求エントリが編集されている際は true を返
し、その他の条件では false を返すブール値。
RequisitionId は要求が保存される際に割り当て
られるため、この条件を見つける代替方法は、
(ReqID==0) を評価することです。 「未送信の
要求はありますか（Does unsubmitted requisition
exist?）」の条件と同等です。

時点

要求ライフ サイクル内の現在の時点。 「時点」
の条件と同等です。

ReqCustomerID

サービスのカスタマーの一意の ID。 これは、
要求を作成しているユーザとは異なる場合があ
ります。 ReqCustomerID 値は、すべての時点で
使用できます。 これは、Service Catalog 内の個
人の一意の ID に対する参照です。

ReqEntryID

要求エントリ（別名、サービス要求）ID。 要求
が保存されるまで、ReqEntryID はゼロ（0）で
す。

ReqID

要求 ID（別名ショッピング カート）。 要求が
保存されるまで、要求 ID はゼロ（0）です。

ReqInitiatorID

サービス要求を開始した個人の一意の ID。
ReqInitiatorID 値は、すべての時点で使用できま
す。 これは、Service Catalog 内の個人の一意の
ID に対する参照です。

ServiceID

サービスの一意の ID。下位互換性のために含ま
れています。サイト間でエンティティ ID を維
持しない、Catalog Deployer を介して展開された
サービスには使用しないでください。

ServiceName

サービスの名前。 「サービス名」の条件と同
等。

TaskID

Service Manager で表示されているタスクの ID。
TaskID は、すべての承認時点とサービス提供時
点に対して設定されます。 アクティブなタスク
がない時点（通常、承認またはサービス提供が
開始される前）では、TaskID 値はゼロ（0）で
す。
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グローバル変数

説明

TaskName

すべての名前空間参照が適切に評価されてい
る、Service Manager に表示されているタスクの
名前。 「タスク名」の条件と同等です。

UserID

要求を作成している個人、またはコンテキスト
が Service Manager の場合に要求で作業している
個人。

個人参照
すべてのユーザは、Organization Designer に登録されている必要があります。 アプリケーション
は、Organization Designer 内のユーザのレコードに一意の ID を割り当てることにより、これらの
ユーザを識別します。 アプリケーションは、現在の要求の発信者（ReqInitiatorID）、現在の要求
のカスタマー（ReqCustomerID）、および現在要求で作業しているユーザ（UserID）を追跡しま
す。
オーダー時点では、ReqInitiatorID は常に UserID と同じです。 サービス提供、および承認/確認の
時点では、タスク実行者または確認者が UserID によって識別されます。 Order On Behalf（OOB）
機能が使用された場合、ReqCustomerID は ReqInitiatorID とは異なります。それ以外の場合は同じ
です。
JavaScript 関数
JavaScript 関数は、ISF フレームワークに組み込まれます。 ISF はオブジェクト指向のフレームワー
クです。 ISF JavaScript 関数は、実際には基本オブジェクト serviceForm に基づくメソッドです。
たとえば、ディクショナリを非表示にする場合は、次を呼び出します。
serviceForm.DictionaryName.setVisible(false).

フィールドを非表示にする場合は、次を呼び出します。
serviceForm.DictionaryName.FieldName.setVisible(false).

ヒント

以下の各項では、太字フォントおよびイタリック体フォントは、プログラマが項目の名前を置
き換える必要があることを意味しています。

（注）

JavaScript 関数は、グリッド ディクショナリおよびそのフィールドのイベントに割り当てるこ
とはできません。

ディクショナリ レベル関数
• ディクショナリ権限と ISF ディクショナリ レベル関数
• ディクショナリ権限と管理ユーザ
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• ディクショナリの存在の確認
グリッドの使用については、複数のデータインスタンスを含むフィールド向けのグリッドディク
ショナリの設計, （90 ページ）を参照してください。
ディクショナリ権限と ISF ディクショナリ レベル関数
（指定された時点または参加者のセットの）Service Designer を介して読み取り専用に指定された
ディクショナリの外観（および HTML 表現）は、ISF の dictionaryName.setReadOnly() 関数を介し
て読み取り専用に設定されたディクショナリの外観（および HTML 表現）とは異なります。
• Service Designer を介してディクショナリが [編集のみ（Edit only）] に設定されている場合、
ディクショナリを構成するフィールドに HTML 入力タグは生成されません。これらは、サー
ビス フォームにテキストとしてレンダリングされます。
• ディクショナリのアクセス制御に編集機能が含まれており、ISF または条件付きルールを通
して読み取り専用に設定されている場合は、ディクショナリ フィールドが入力オブジェクト
として表示されます。ただし、それらは入力可能ではありません。
ディクショナリが設計時に読み取り専用に設定されている場合（つまり、Service Designer のアク
ティブ フォーム コンポーネントの [アクセス制御（Access Control）] タブで指定されている現在
の参加者および時点に対する編集権限を持たない場合）、ISF またはルールによって書き込み可能
にすることはできません。 これは、読み取り専用のディクショナリがレンダリングされた場合、
結果の HTML に <span ../> タグ付きのテキストが含まれており、HTML の <input ..> タグは存在し
ないためです。
ディクショナリ権限と管理ユーザ
「サービス ディクショナリの管理」機能が付与されているユーザでは、ディクショナリ権限は無
視されます。 （この機能は「サイト管理」組織に所属するユーザに自動的に付与され、ユーザ定
義のルールおよび Service Catalog 定義のロールも含まれる場合があります）。ディクショナリは、
編集可能であるかのように表示されます。「サービスディクショナリの管理」機能によって、指
定したディクショナリ権限が上書きされるため、管理ユーザとしてログインしている場合は ISF
をテストしないように注意する必要があります。
ディクショナリの存在の確認
次の ISF 式
serviceForm.dictionaryName

は、ブール値を返す関数ではありません。 dictionaryName は、serviceForm オブジェクトの属性で
す。 dictionaryName 属性は、ISF が実行されたサービス内にディクショナリが存在する場合は true
値を持ち、ディクショナリが存在しない場合は未定義になります。 したがって、1 つ以上のディ
クショナリが存在することを確認し、現在のサービスにディクショナリが存在する場合のみアク
ションを実行する堅牢なコードは、次のようにコーディングします。
AIT_Server_onLoad() { if (serviceForm.RC_CUSTCODES != undefined)
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if (serviceForm.RC_PERFORMWORK != undefined)

{RC_PERFORMWORK_onLoad();)

}

フィールド レベル関数
• フィールドの存在の確認
• フィールドの値の取得
• フィールドを読み取り専用に設定
• フィールドを表示可能に設定
• フィールドの値の設定
次の表に、フィールドに適用可能な関数の概要を示し、詳細については、以下の段落で説明しま
す。
表 33：フィールド レベル関数

機能

使用方法

グリッドの使用

serviceForm.dictionaryName.fieldName

フォーム内にフィール [いいえ（No）]
ドが存在する場合に
フィールド オブジェク
トを返します。それ以
外の場合は、未定義に
なります。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.getValue()

フィールドの現在の値 [いいえ（No）]
を返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setValue(inputValues) フィールドの値を設定 [いいえ（No）]
します。
serviceForm.dictionaryName.fieldName.getCellValue
(RowIndex)

指定された RowIndex [はい（Yes）]
のグリッド カラムのセ
ル値を返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setCellValue
(RowIndex, inputValue)

指定された RowIndex [はい（Yes）]
のグリッド カラムのセ
ル値を設定します。
inputValue は、配列で
はなく単一の値を取り
ます。
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機能

使用方法

グリッドの使用

serviceForm.dictionaryName.fieldName.setValue(inputValues, フィールドの値を設定 [いいえ（No）]
defaultValue)
します。 inputValues は
配列の必要があり、
inputValues の最初の値
は、任意の単一オプ
ション フィールドに割
り当てられます。
defaultValue は、入力タ
イプがテキストまたは
テキスト エリアの
フィールドにのみ適用
可能です。 その他の
フィールド タイプの場
合、defaultValue は無視
されます。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.setSelection(inputValues) HTML 表現の選択（単 [いいえ（No）]
数）、選択（複数）、
チェック ボックス、ま
たはオプション ボタン
のフィールドの値を設
定します。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.setMandatory(Boolean) フィールドを必須また [いいえ（No）]
は任意にします。
フィールドが、Service
Designer の設定を通し
て必須になっている場
合には、必須以外には
できません。 フィール
ドを必須にすると、自
動的に検証が割り当て
られます。このフィー
ルドを空白にして
フォームを送信する
と、「必須：送信前に
このフィールドに入力
してください
（Required: Please fill
out this field before
submitting）」というエ
ラー メッセージが表示
されます。
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機能

使用方法

グリッドの使用

serviceForm.dictionaryName.fieldName .isMandatory()

フィールドが必須とし [いいえ（No）]
てマークされているか
確認します。 ISF の
setMandatory() 関数、条
件付きルール、または
Service Designer の表示
設定のいずれかで
フィールドが必須に
なっている場合は、true
を返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName
.setReadOnly(Boolean)

フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムを読み取
り専用または読み取り/
書き込みに設定しま
す。

serviceForm.dictionaryName.fieldName .isReadOnly()

フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムが読み取
り専用の場合には true
を返し、その他の場合
には false を返します。

serviceForm.dictionaryName.fieldName .setVisible(Boolean) フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムを非表示
または表示可能（表示
対象）にします。 カラ
ムが、Service Designer
の設定で非表示になっ
ている場合には、表示
可能にできません。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.isVisible()

フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムが表示可
能な場合には true を返
し、その他の場合には
false を返します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
135

サービス用のフォームの設定
インタラクティブ サービス フォーム（ISF）API の概要

機能

使用方法

グリッドの使用

serviceForm.dictionaryName.FieldName.setFocus(Boolean) フィールドにフォーカ [いいえ（No）]
スを設定します。オプ
ション ボタンとチェッ
ク ボックスを除く、す
べての入力タイプに適
用できます。 True の場
合はフィールドに
フォーカスが設定さ
れ、False の場合は
フィールドが不鮮明に
なります。 この関数
は、Service Designer を
通して読み取り専用に
設定されたディクショ
ナリ内のフィールド、
または非表示のフィー
ルドには適用されませ
ん。呼び出しは無視さ
れ、エラーは表示され
ません。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.setFocusViaValidation(Boolean) フィールドにフォーカ [いいえ（No）]
スを設定します。オプ
ション ボタンおよび
チェック ボックスにの
み適用可能です。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.getInstructionalText(stripTags) フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムの指示テ
キストを返します。オ
プションで、Boolean
stripTags 引数に基づい
て、テキストからすべ
ての HTML を削除しま
す。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.setInstructionalText(text) フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド カラムの指示テ
キストを設定します。
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機能

使用方法

グリッドの使用

serviceForm.dictionaryName.FieldName.getPrompt(stripTags) フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド列ヘッダーのプ
ロンプトを返します。
オプションで、Boolean
stripTags 引数に基づい
て、プロンプトからす
べての HTML を削除し
ます。
serviceForm.dictionaryName.FieldName.setPrompt(prompt) フィールドまたはグ
[はい（Yes）]
リッド列ヘッダーのプ
ロンプトを設定しま
す。

フィールドの存在の確認
次の ISF 式
serviceForm.dictionaryName.fieldName

ではブール値を返しません。 fieldName は、serviceForm.dictionaryName オブジェクトの属性です。
fieldName 属性は、フィールドが現在のサービスに存在していない場合は未定義となります。
（フィールドは非表示の場合がありますが、引き続き存在していると見なされます）。したがっ
て、1 つ以上のディクショナリが存在することを確認し、現在のサービスにディクショナリが存
在する場合のみアクションを実行する堅牢なコードは、次のようにコーディングします。
RC_REQUESTEDBY_onLoad() { if (serviceForm.RC_REQUESTEDBY.FirstName != undefined)
{serviceForm.RC_REQUESTEDBY.FirstName.setReadOnly();)
if (serviceForm.RC_REQUESTEDBY.LastName != undefined)
{serviceForm.RC_REQUESTEDBY.LastName.setReadOnly();)
}

コードで以前にディクショナリの「存在」が確認されている場合は、必ずしもフィールドの存在
をチェックする必要はありません。
commonOnLoad() {
if (serviceForm.RC_REQUESTEDBY != undefined) {
RC_REQUESTEDBY_onLoad();
}
...
}
RC_REQUESTEDBY_onLoad() { serviceForm.RC_REQUESTEDBY.FirstName.setReadOnly();
serviceForm.RC_REQUESTEDBY.LastName.setReadOnly();
}

フィールドの値の取得
getValue() メソッド（serviceForm.dictionaryName.fieldName.getValue()）は、常に配列を返します。
項目が 1 つしかない場合は、1 項目の配列です。 .getValue()[0] を使用して最初の要素にアクセス
します。 ディクショナリに編集アクセス権が定義されている場合、現在の時点でフィールドが読
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み取り専用、読み取り/書き込み、または非表示にされているかどうかに関係なく、getValue() メ
ソッドはすべてのフィールドに作用します。
• チェック ボックスや選択（複数）などの入力タイプでは、値に Tab 文字が含まれていると
getValue() が正しく処理されません（たとえば、Tab 文字を使用してリスト内の値が区切られ
ている外部ソースからデータのインポートを試行する場合）。 値に含まれる Tab 文字は、\t
で表現されます。
• 複雑な制御（オプション、チェック ボックス、複数選択、単一選択/ドロップダウン）の場
合、返される値は「選択した値」のセットになります。つまり、強調表示されている値のみ
が返され、表示にはラベルまたはテキストではなくしばしば「値（Value）」プロパティが使
用されます。
セキュリティ上の理由で、このメソッドは入力タイプがパスワードのフィールドでは機能しませ
ん。 空白の文字列が返され、エラーは表示されません。
フィールドを読み取り専用に設定
setReadOnly() メソッド（serviceForm.dictionaryName.fieldName.setReadOnly()）は、フィールドを読
み取り専用と読み取り/書き込みの間で切り替えます。
• 入力タイプがユーザ、日付、または日時のフィールドにはボタンが関連付けられており、
ユーザは、そのボタンをクリックしてフィールドの値を選択できます。 これらのフィールド
を読み取り専用に設定すると、フィールドの横の [選択（Select）] ボタンが無効になり、ク
リックできなくなります。 説明情報（個人の名前、日付、または日時）を含むテキスト
フィールドは、常に読み取り専用です。
• Service Designer で特定の時点に対してディクショナリが読み取り専用にマークされている場
合、フィールドは定型文としてサービス フォームに表示されます。HTML 入力オブジェクト
は生成されません。 このようなディクショナリ（またはディクショナリ内のフィールド）
は、ISF を通して読み取り/書き込みに設定できません。 ISF setReadOnly() を使用してディク
ショナリまたはディクショナリ内のフィールドを書き込み可能にしようとすると、失敗しま
すがメッセージは表示されません。 同様に、ISF を介してフィールドまたはディクショナリ
を読み取り専用にしようとしても効果がなく、エラーは生成されません。
• ISF を通してディクショナリまたはフィールドを読み取り専用に設定すると、引き続き HTML
入力ボックスは表示されますが、フィールドの内容は編集不可であり、フィールドは Tab
シーケンスから除外されます。
フィールドを表示可能に設定
setVisible() メソッド（serviceForm.dictionaryName.fieldName.setVisible()）は、サービス フォームで
フィールドを非表示と表示可能の間で切り替えます。
• Service Designer で特定の時点に対してディクショナリが非表示としてマークされている場
合、そのディクショナリ内のフィールドは、ISF を介して表示可能にできません。
• ISF を介してディクショナリが非表示になっている場合にディクショナリ内のフィールドを
表示可能にしようとすると、失敗しますがメッセージは表示されません。
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フィールドの値の設定
フィールドの値の設定には、次の 2 つのメソッドを使用できます。
• serviceForm.dictionaryName.fieldName .setValue())
• serviceForm.dictionaryName.fieldName.setSelection())
3 番目のメソッドは setValue() メソッドと同等ですが、グリッド内のセルに対するものです。
• serviceForm.dictionaryName.fieldName.setCellValue())
詳細については、フォーム ルールを使用した動的なフォーム動作の設定, （91 ページ）を参照し
てください。
setValue() メソッドは、指定したフィールドの値に指定した inputValues を設定します。 inputValues
は配列の必要があり、inputValues の最初の値は、任意の単一オプション フィールドに割り当てら
れます。
• セキュリティ上の理由で、このメソッドは入力タイプがパスワードのフィールドでは機能し
ません。
• 入力タイプが選択（単一）、選択（複数）、チェック ボックス、およびオプション ボタン
の inputValues には表示値が設定され、この関数は同じ値を選択します。 チェック ボックス
タイプのフィールドは、inputValues の配列を取ることができます。 フィールド内にない無効
な表示値が渡されると、関数は選択を行わずに戻ります。 サービス フォームの保存時には、
選択が維持されます。
• inputValues に対する検証は行われません。 [ユーザ（Person）]、[SSN]、[URL]、または [日付
（Date）] のようなフィールド タイプの場合であっても、サービス フォームの送信時に、こ
の関数を通して設定された誤った値が保持される可能性があります。
• [ユーザ（Person）] タイプのフィールドに関しては、次の特殊なフィールド レベル関数, （
139 ページ）の項を参照してください。
setSelection() メソッドは、複数オプションのフィールド（選択（単一）、選択（複数）、チェッ
ク ボックス、およびオプション ボタン）に使用する必要があります。 引数は、フィールドのさ
まざまな要素の値に一致します。 ラジオ フィールドまたはチェック ボックスの場合は、この関
数を使用して、選択に 1 つの制御を設定すること、または制御を設定しないことができます。 た
とえば、.setSelection([‘’]) は、すべてのオプション ボタンをクリアして「初期状態」に戻します。
複数選択または単一選択の入力項目の場合、setSelection は、要求された項目を選択した状態にマー
クします。 リスト内で検出されなかった項目は無視されます。
この関数は、入力タイプがパスワード、テキスト、またはテキスト エリアのフィールド、または
読み取り専用ディクショナリ内のフィールドに使用しても効果がありません。

特殊なフィールド レベル関数
• 個人ベースのフィールド
• 複数の値/選択が許可されるフィールド
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フィールド レベル関数によっては、特定タイプのフィールドだけに適用できる関数があります。
次の表は、これをまとめたものです。
表 34：特殊なフィールド レベル関数

機能

使用方法

serviceForm.dictionaryName.fieldName_disp
.getValue()

個人タイプのフィールドにのみ適用されます。
fieldName.getValue(inputValues) は、指定された
フィールドの PersonID を取得します。 [ユーザ
（Person）] フィールドの表示値（通常は個人の
名前）には、フィールド名にサフィックスとし
て「_disp」を付加
（…fieldName_disp.getValue()）することによっ
てアクセスできます。

serviceForm.dictionaryName.fieldName_disp
.setValue(inputValues)

個人タイプのフィールドにのみ適用されます。
fieldName.setValue(inputValues) は、指定された
フィールドの PersonID を設定します。
fieldName_disp.setValue(inputValues) を使用して、
テキスト ボックスに表示される値を設定しま
す。

serviceForm.dictionaryName.fieldName_saved
.getValue()

単一選択フィールドおよび複数選択フィールド
の場合、通常の fieldName.getValue() は常に現在
選択されている値を返します。 [選択（Select）]
タイプのフィールドに保存された値は、実際の
フィールド名に「_saved」を付加することによっ
てアクセスできます。
fieldName_saved .getValue()
この関数は、[選択（Select）] リストで以前の時
点に保存された値を判断する際に役立ちます。
この関数は、以前の同一時点に保存された値も
返します。
fieldName_saved .setValue() はエラーを発生せず
に実行されますが、機能しない状態であり、
フィールドの保存された値を変更しません。
（注）

この関数は、グリッド ディクショナ
リでは使用できません。

個人ベースのフィールド
個人データ型と HTML 表現は、Organization Designer に保存された個人のプロファイル データの
表示および検証用に設計されています。次に示すように、このフィールドは、サービスフォーム
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上に、「Select」というラベル付きで、関連付けられたコントロールを持つ単一行のテキスト ボッ
クスとして表示されます。
図 5：オプションの選択

[選択（Select）] ボタンをクリックすると表示されるポップアップ ウィンドウを使用して、Service
Community 内のユーザを検索し、目的の個人を選択できます。 サービス フォームに、個人の名前
と電子メール アドレス（[サイト管理（Site Administration）] で設定したフィールド）が表示され
ます。
ISF 関数を個人タイプのフィールドに適用すると、次のように動作します。
• personFieldName .getValue() は、Service Catalog の個人レコードに対する一意の ID である個人
の ID を返します。 カスタマイズされた適切なサーバ側コードでその ID を使用することによ
り、サービス フォームの他のフィールドで、追加の個人のプロファイル情報を検索して表示
できます。
• personFieldName_disp .getValue() は、サービス フォームに現在表示されている個人の名前を
返します。
• セレクト コントロールを使用すると、[PersonField] フィールドと [PersonField_disp] フィール
ドが自動的に更新され、同期を維持できます。
• personFieldName .setValue() を使用して、PersonID の値を設定できます。 この関数と
personFieldName_disp .setValue() を組み合わせて使用することにより、現在の ID に対して常
に正しい名前を表示できます。
PersonField.setValue () 関数は有効な個人 ID を想定していますが、クライアントによる検証は行わ
れません。そのため、無効な ID を割り当てても、送信/更新アクションが失敗することはありま
せん。 [PersonField] の表示値には、fieldName にサフィックスとして「_disp」を付加することに
よってアクセスできます。
fieldName_disp .setValue(inputValues).
• サービス フォームを送信すると、この関数を使用して設定された個人 ID 値は保持され、表
示値は無視されます。
• [ユーザ（Person）] の名前を変更しても、サービス フォームは [ユーザ（Person）] の表示値
と同期しません。つまり、この関数を使用して設定された値が引き続き表示されます。
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複数の値/選択が許可されるフィールド
複数選択のフィールドおよびチェック ボックスに対する HTML 表示では、同じフィールドで複数
の値を選択できます。 次の例に示すように、選択した値は、カンマ区切りのリストで表示されま
す。
alert (serviceForm.EUIT_RemoteAccessDetails.AccessType.getValue([0]));

JavaScript split() メソッドを使用すると、フィールド値を解析して各要素を区別できます。

ISF コードをサービス フォームに統合
ISF およびサービス フォームは、類似しているが同一ではないイベント モデルをドキュメント オ
ブジェクト モデル（DOM）イベント モデルに実装します。 つまり、カスタマイズした JavaScript
関数を呼び出して、サービス フォームの処理中に発生するイベントを処理できます。
通常、JavaScript 関数は、HTML フォームが表示され、ユーザがフォームの入力フィールドにデー
タを入力すると発生する処理イベントに対するイベントハンドラとして呼び出されます。サービ
ス フォームは、以前リポジトリに保管したディクショナリおよびフォームの定義に基づいて動的
に生成されるため、プログラマが単純に ISF コードを HTML ファイルに入力することはできませ
ん。 Service Designer によって提供されたユーザ インターフェイスに従って関数を記述し、それら
の関数を適切なイベントにアタッチする必要があります。したがって、イベントハンドラとして
アクセスされるすべての JavaScript 関数も、リポジトリ内に定義する必要があります。 このよう
な関数は、Service Designer の [スクリプト（Scripts）] オプションを通して定義され、フォームの
[アクティブな動作（Active Behavior）] タブを通して該当するイベントに関連付けられます。
次に、イベント ハンドラとして記述された JavaScript 関数は、他の JavaScript 関数を呼び出すこと
ができます。 これらの関数は（パブリック スコープを持つ必要がある場合）、Service Designer 内
でスクリプトとして定義することはできません。 代わりに、それらの関数は、1 つ以上の関数を
含むテキスト ファイルとして JavaScript ライブラリ内に記述し、アプリケーション サーバからア
クセス可能なファイル システム内に配置する必要があります。 次に、Service Designer インター
フェイスを使用して、その関数を必要とするフォーム内に、これらのライブラリを組み込みます。
グローバル フォームの設定
すべてのフォームで使用される JavaScript の動作を管理するには、グローバル フォームの設定を
使用します。 これらの設定は標準のフォーム イベントによって構成されています。
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• フォームの送信時（ブラウザ側）
• フォームのロード時（ブラウザ側）
• フォームのアンロード時（ブラウザ側）

（注）

サーバ側トリガー イベントの [フォームの送信後（サーバ側）（After the form is submitted
(server-side)）] と [フォームのロード前（サーバ側）（Before the form is loaded (server-side)）]
は、フォーム ルールに対してのみ提供されます。

JavaScripts の追加
• [全般（General）] タブでは、JavaScript 関数を作成し、維持できます。
• [ライブラリ（Libraries）] タブでは、JavaScript ライブラリを現在の関数、および拡張により、
関数がアタッチされるフォームに組み込むことができます。
• [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] タブには、現在の関数がア
タッチされるフォームが表示されます。
新しい JavaScript 関数を作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新規関数（New Function）] の順に選択します。 関数を作成後、メンテナンスのために
左側のツリー構造からそれを選択します。
• [名前（Name）]：関数の名前。 Service Designer 内でこの名前が使用されますが、JavaScript 関数を参
照するには、生成されたコード内で関数を識別する JavaScript 識別子を使用するのが良い方法です。
JavaScript 識別子としての名前は、大文字と小文字を区別する単一の単語であり、文字と数字で構成
され、文字で始まります。 関数の命名のガイドラインについては、最適なサービス フォームの設計
に関するガイドライン, （161 ページ）で命名規則を参照してください。
• [説明（Description）]：任意ですが、関数の説明を記述するように強く推奨されています。
• [このスクリプトをすべてのフォームの次のイベントに追加する（Add this script to the following events
on all forms）]：これらのチェック ボックスは、オンにされたイベントに対するイベント ハンドラと
して関数を指定するために使用します。この「グローバルな」アタッチによって、[アクティブフォー
ムの動作（Active Form Behavior）] タブを介したイベントへの関数の「ローカルな」アタッチが置き
換えられます。 グローバルなアタッチは、ISF コーディングとベスト プラクティス, （154 ページ）
で説明するように、ほとんどのプロジェクトで推奨されていません。
• [JavaScript関数（JavaScript Function）]：ISF コードをインクルードする関数の実際のコード。 関数
シグニチャは「function」キーワードを含むことはできませんが（これは、生成されたサービス フォー
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ムに関数が取り込まれるときに自動的に追加されます）、それ以外は、関数の内容は標準的なJavaScript
ルールに従います。 次に例を示します。

ステップ 3

JavaScript 関数内にこのコード ブロックを記述

フォーム内にこのコードを生成

CER_Name_onChange() {
}

function CER_Name_onChange() {
}

[新規JavaScriptを追加（Add new JavaScript）] をクリックします。

JavaScript 関数への引数の追加
JavaScript 関数に引数を追加できます（関数が呼び出されるたびに）。 スクリプトで作成された関
数の引数は、サービス レベルでサービス設計者によって上書きできます。

ステップ 1

[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の順に選択します。

ステップ 2

関数を選択し、[全般（General）] > [関数の引数（Function Arguments）] の順に選択します。
a) [引数名（Argument Name）] フィールドで、引数の名前を入力します（JavaScript 識別子の命名規則に
従ってください）。
b) [デフォルト値（Default Value）] フィールドに、デフォルト値を入力します。

ステップ 3

[追加（Add ）] をクリックして、新しい関数の引数を追加します。

ステップ 4

（任意）[情報（Information）] アイコン ボタン
をクリックして、説明を入力します。 説明を入力でき
る [パラメータの説明（Parameter Description）] ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[説明の設定
（Set Description）] をクリックします。

ステップ 5

ウ ィ ン ド ウ の 左下の、 [保存（Save）] をクリックします。

引数の定義では、次のガイドラインに従います。
• JavaScript の引数ごとに未使用のデフォルト値（つまり、上書きされないデフォルト値）を設
定します。
◦ たとえば、MyUniqueFunction(arg1, arg2) { .. }：この 2 つの引数のデフォルト値は、arg1
= ‘unused value 1’、arg2 = ‘unused value 2’ とする必要があります。

ヒント

各引数にデフォルト値を入力する必要があります。 それ以外の場合、エラーが発生します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
144

サービス用のフォームの設定
インタラクティブ サービス フォーム（ISF）API の概要

ヒント

デフォルト値として文字列を使用する場合には、一重引用符で囲む必要があります。 二重引
用符は使用しないでください。また、間に値が存在しない2つの一重引用符を使用しないでく
ださい。
• JavaScript には型がないため、引数を特定のデータ型としてマークする方法はありません。
◦ 引数の意図が文字列値の場合、デフォルトのダミー値（使用されることがない値）を一
重引用符で囲むことができます。 たとえば ‘AAABBBCCCDDD’ と入力します。
◦ 引数の意図が数値の場合、デフォルトのダミー値（使用されることがない値）を負の値
にすることができます。 たとえば –999999999 と入力します。
• JavaScript 関数をアクティブ フォーム コンポーネントに追加した後、関数の引数を編集しま
す。

JavaScript 関数へのライブラリの関連付け
JavaScript を外部の JavaScript（ライブラリ）ファイルに保存すると、次の利点があります。
• 各イベントにスクリプト内でアタッチされた関数が存在する場合のように、ユーザが別々の
画面にナビゲートする必要に迫られることがないように、多数の関数のコードを 1 つの場所
に維持します。
• コードをファイル内に維持することにより、ソース コードのバージョン管理が容易になりま
す。
• コードをテキスト ファイル内に維持することにより、グローバル検索/置換、およびファイ
ルに対する検索の実行が容易になります。
• JavaScript ライブラリは、単に、アプリケーション サーバ上に存在する ASCII ファイルです。
そのため、強力なエディタを使用してファイルの内容を管理できます。
• 同じコード部分が 1 つ以上の関数から参照されるため、変更が必要な部分を 1 つにすること
ができ、テストも 1 回で済みます。
ライブラリ使用の前提条件
ライブラリのアプローチには次の前提条件があります。
• JavaScript ライブラリは、アプリケーション サーバの Web 展開ディレクトリ
（RequestCenter.war）上に存在する必要があります。 慣例で、ライブラリは「isfcode」とい
う名前のディレクトリに配置します。
• したがって、プログラマは、アプリケーション サーバのファイル システムに対するアクセ
ス権を持つ必要があります。 これにより、サーバ上に追加のログインが作成される場合や、
追加のクライアント ソフトウェア（たとえば、リモート デスクトップ サービス）が提供さ
れる場合があります。
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• ISF コードが存在するディレクトリには、ISF プログラマに対して読み取り/書き込み権限を
設定する必要があります。
ISF スクリプトを格納する場所は、設計コストに影響を与えるため、詳細な設計を行う前に決定す
る必要があります。 すべての ISF をリポジトリに埋め込むよりも、ライブラリ アプローチを使用
する方が、はるかに効率的です。
関数が、ライブラリに存在する関数を追加で呼び出す場合、[JavaScripts] オプションの [ライブラ
リ（Libraries）] タブを使用して、ライブラリを指定します。
新しいライブラリを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の順に選択します。

ステップ 2

関数を選択し、[ライブラリ（Libraries）] > [ライブラリの追加（Add Libraries）] の順に選択します。

ステップ 3

[ライブラリの追加（Add Libraries）] ウィンドウで、追加するライブラリに対応するチェック ボックスを
選択し、[追加（Add）] をクリックして選択した項目を JavaScript 関数に組み込みます。
関数に組み込まれたすべてのライブラリが、[ライブラリ（Libraries）] ページに表示されます。

対応するチェック ボックスをオンにし、[削除（Remove）] をクリックすることにより、1 つ以上
のライブラリを削除できます。

JavaScript を使用したフォームの確認
[アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] タブには、現在の JavaScript が
アタッチされているフォームがリストされます。
Javascript に使用されるフォームを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の順に選択します。

ステップ 2

関数を選択し、[アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] を選択します。

ステップ 3

フォーム名をクリックして、フォーム定義を確認します。
クロスリファレンスには、関数の「ローカルな」アタッチのみ反映されます。 JavaScript 関数の [全般
（General）] タブで [このスクリプトをすべてのフォームの次のイベントに追加する（Add this script to the
following events on all forms）] チェック ボックスをオンにすることで、サービスに「グローバル」にアタッ
チされた JavaScript は含まれません。
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JavaScript ライブラリの作成
Service Catalog の外部で作成した（または作成する予定の）ライブラリを関連付けるには、この手
順を使用します。
手順

ステップ 1

[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しいライブラリ（New Library）] の順に選択し、リポジトリでライブラリに対するエ
ントリを作成します。
• [名前（Name）]：説明フィールドなので、ライブラリに任意の名前を指定できます。 この名前は、
Service Designer 内でライブラリの参照に使用されます。
• [URLからインポート（Import from URL）]：ライブラリの位置。 ライブラリは、Web 展開ディレク
トリ内に配置する必要があります（/RequestCenter/ と指定）。 慣例として、ISF ライブラリは、ルー
ト ディレクトリ /RequestCenter の直下にある isfcode ディレクトリに配置されます。
• [このライブラリをすべての関数に組み込む（Include this library in all functions）]：このチェック
ボックスでは、実際にはすべての「関数」ではなく、すべてのサービス フォーム内のライブラリが
インクルードされるため、この命名も若干適切ではありません。 このチェック ボックスをオンにす
ると、サービス フォーム内のライブラリが（参照により）インクルードされ、ライブラリ内に定義
されたすべての関数を呼び出せるようになります。 （ライブラリの <script> タグがサービス フォー
ム内に生成されます。）この詳細と他のオプションについては、ISF コーディングとベスト プラク
ティス, （154 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[新しいライブラリの追加（Add new Library）] をクリックすることにより、ライブラリをリポジトリに
追加します。

JavaScript への関数の引数の追加
JavaScript 関数をフォームに追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブをクリックします。

ステップ 3

[フォームまたはフィールド（Form or Field）] 列で、最初の行である [このアクティブフォームコンポーネ
ント（This Active Form Component）] を選択します。 [トリガーイベント（Triggering Event）] 列に、す
べてのフォーム レベル イベントが一覧表示されます。

ステップ 4

JavaScript 関数をアタッチするフォーム レベル トリガー イベントを選択します。
JavaScript 関数に対して使用できるフォーム レベル トリガー イベントには、次のものがあります。
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表 35：フォーム レベル トリガー イベント

フォーム レベル トリガー イベント

説明

フォームの送信時（ブラウザ側）

コードは、[送信（Submit）] ボタンまたは [更新
（Update）]ボタンをクリックした後、およびフォー
ムの [表示（Display）] で指定された任意の検証（数
値データや必須データの確認など）の後で実行され
ます。 これらのアクションは、フォームがサーバ
に送信される前に実行されます。 これにより、通
常、データがサーバに送信される前に追加の検証、
フォーマット設定、または任意の処理を実行するた
めのウィンドウが表示されます。 onSubmit 関数は、
送信を実行できる場合には true をブール値として返
し、停止する場合には false を返す必要があります。
これは、HTML イベントの form ... onSubmit に対応
しています。

フォームのロード時（ブラウザ側）

ディクショナリ内のフィールドに値を入力するコー
ド、またはブラウザでフォームがレンダリングされ
る前に何らかのフォーム メッセージングを実行す
るコードを追加する際に、ここが最適な場所となり
ます。 これは、HTML イベントの body ... onLoad に
対応しています。

フォームのアンロード時（ブラウザ側）

このイベントは、フォームを閉じるときに呼び出さ
れます。 このイベントは、ウィンドウを閉じると
失われるデータをユーザに通知するために使用でき
ます。 これは、HTML イベントの body ... onUnload
に対応しています。

サーバ側トリガー イベントの [フォームの送信後（サーバ側）（After the form is submitted
(server-side)）] と [フォームのロード前（サーバ側）（Before the form is loaded (server-side)）] は、
フォーム ルールに対してのみ提供されます。
[JavaScriptの追加（Add JavaScript）] をクリックします。
[関数の追加（Add Functions）] ダイアログボックスが表示され、[スクリプト（Scripts）] オプションで事
前定義された JavaScript 関数が一覧表示されます。
（注）

ステップ 5

ステップ 6

チェック ボックスをオンにすることで JavaScript 関数を選択し、[追加（Add）] をクリックします。 必要
に応じて [検索（Search）] ボックスを使用して、JavaScript 関数を検索できます。

[JavaScripts] セクションの [動作（Behavior）] 列に関数が表示されます。
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（注）

単一フォーム内の同じイベントに複数の JavaScript 関数をアタッチできますが、関数を指定（お
よび実行）する順序を定義できないため、これは最も回避すべき方法です。 したがって、特
定の順序で関数を実行する必要がある場合には、目的とする順序ですべての関数を含むJavaScript
関数を作成します。

フィールド レベル イベントへの JavaScript 関数の追加
フィールド レベル イベントに JavaScript 関数を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Designer のアクティブ フォーム コンポーネント内のフォームを編集します。

ステップ 2

[アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブをクリックします。

ステップ 3

[フォームおよびフィールド（Form and Field）] 列で、ディクショナリ ノードを展開し、関数をアタッチ
するフィールドを選択します。

ステップ 4

[トリガーイベント（Triggering Event）] 列で、関数を実行するタイミングに対応するフィールド レベル ト
リガー イベントを選択します。
図 6：トリガー イベント

表 36：次のフィールド レベル トリガー イベントを使用できます。

トリガー イベントの説明

HTML イベント名

項目のクリック時

onClick
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トリガー イベントの説明

HTML イベント名

項目の変更時

onChange

項目のフォーカス時

onFocus

項目のフォーカスの喪失時

onBlur

項目にマウスを移動時

onMouseOut

項目からマウスを移動時

onMouseOver

onChange イベントは、テキスト/単一選択フィールドへの変更の検出に最も適しています。 同一人物が
[人を選択します（Select Person）] ポップアップ ウィンドウから選択された場合、または同じ日付が [予定
表（Calendar）] ポップアップから選択された場合であっても、[ユーザ（Person）]、[日付（Date）]、また
は [日時（DateTime）] フィールドに対する onChange イベントは常にトリガーされます。 同様に、[テキス
ト（Text）] フィールドに入力すると、フィールド内の値を実際に変更したかどうかに関係なく onChange
イベントがトリガーされます。
• 現在のフィールドの値に基づいて、フィールドに入力します（たとえば、ユーザが入力した別のフィー
ルドの値に基づいてサービスにフラグを設定）。
• ドロップダウンから [その他（Other）] を選択すると、フォーム上にさらにテキスト ボックスを表示
する必要があります。
onClick イベントは、オプション ボタン/チェック ボックスの制御で最もよく機能します。 onClick イベン
トは、[ユーザ（Person）]、[日付（Date）]、および [日時（DateTime）] フィールドに対してはトリガーさ
れません。その理由は、これらのフィールド タイプに対するテキスト ボックスは常に読み取り専用であ
り、ポップアップ ウィンドウを通してのみ選択可能なためです。
ステップ 5

[JavaScriptの追加（Add JavaScript）] をクリックします。
[関数の追加（Add Functions）] ダイアログボックスが表示され、[スクリプト（Scripts）] オプションで事
前定義された JavaScript 関数が一覧表示されます。
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ステップ 6

チェック ボックスをオンにすることで JavaScript 関数を選択し、[追加（Add）] をクリックします。 必要
に応じて [検索（Search）] ボックスを使用して、JavaScript 関数を検索できます。
図 7：JavaScript 関数
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次に示すように、[JavaScripts] セクションの [動作（Behavior）] 列に関数が表示されます。
図 8：JavaScript 関数の機能

（注）

ステップ 7

単一フォーム内の同じイベントに複数の JavaScript 関数をアタッチできますが、関数を指定（お
よび実行）する順序を定義できないため、これは最も回避すべき方法です。 したがって、特定
の順序で関数を実行する必要がある場合には、目的とする順序ですべての関数を含む JavaScript
関数を作成します。
必要に応じて、[動作（Behavior）] 列で JavaScript 関数をクリックし、次に [引数の編集（Edit Arguments）]
をクリックすることにより、関数の引数を編集できます。 （詳細については、JavaScript 関数への引数の
追加, （144 ページ）を参照してください。）

JavaScript の使用
ここでは、JavaScript 関数の使用について説明します。
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関連付けられたコントロール（ボタンとリンク）
ディクショナリ フィールドには、そのフィールドの [表示プロパティ（Display Properties）] の [ボ
タンの追加（Add a Button）] セクション内の指定に従って、ボタンが関連付けられている場合が
あります。
図 9：HTML 表現

図 10：救済策チケット番号

キャプション（ボタン上に表示されるテキスト）と URL を指定できます。 URL は、JavaScript 関
数またはネットワーク上でアクセス可能な外部の任意の場所を指すことができます。
外部 Web ページを参照する場合、完全修飾 URL を使用します。
• URL は、ライブラリ内で使用可能な JavaScript 関数、または埋め込まれた JavaScript コード
を指すことができます。 関数呼び出しにパラメータが含まれる場合、フォーム データをそ
のパラメータに含めることはできません。 しかし、関数は、ISF を含むことができます。
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• [データの送信（Send Data）] オプションは、外部 Web ページにのみ適用できます。 これに
より、現在のフォーム上のすべてのデータを含めて、応答がそのページに POST されます。
イベント ハンドラ内にコードを配置するのではなく、関連付けられたボタンを使用する短所は、
コードを起動するために余分なキーストローク（ボタンのクリック）が必要になることです。 し
たがって、ボタンは、通常のフォーム処理の手順内、または拡張ダイアログボックスや外部サイ
トのブラウズで使用するのではなく、オンデマンドで実行する必要のあるイベント用に使用する
のが最もよい方法です。
URL を指定するだけで、指定された Web ページが別のウィンドウに表示されます。 ただし、そ
のウィンドウのサイズは変更できず、スクロール バーもありません。 したがって、アプリケー
ションによっては、JavaScript を使用して、明示的に指定したウィンドウに Web ページを表示す
る方が望ましい場合があります。 次に、コード例を示します。
javascript:window.open ("http://www.coder.com", "mywindow","status=1,toolbar=1, scrollbars=1,
width=500, resizable=1");

JavaScript は、すべて 1 行に記述する必要があります（改行なし）。 以下の出力例を参照してくだ
さい（基本的なものですが、考え方がわかります）。 上記の行は、「URL with JavaScript」という
ラベルのボタンの URL エントリからコピーして貼り付けたものです。

ISF コーディングとベスト プラクティス
ISF を使用すると、サービス カタログ プロジェクトの複雑性が増します。 この項では、この環境
での開発に役立つ方法論的および技術上のヒントの概要を説明します。
• JavaScript および ISF を効率的に開発、検証、およびデバッグするには、追加のツールをクラ
イアントのワークステーションにインストールするか、または以前インストールしたソフト
ウェアを再設定します。
• JavaScript ではエラーは通知されません。 したがって、より有益なエラー メッセージとデバッ
グ機能を得るには JavaScript DebuggerJavaScript をインストールします。Microsoft Script Debugger
は、Microsoftから無料でダウンロードできます（インターネット検索で検索してください）。
Visual Studio など、いくつかの Web 開発環境には使用可能なデバッガも含まれています。
デバッガを使用するには、[ツール] > [インターネット オプション] > [詳細設定] オプションでスク
リプトのデバッグを有効にするように Internet Explorer を再設定する必要があります。
• JavaScript プログラムには構文の強調表示を提供するテキスト エディタを使用します。 この
ようなエディタの中には、フリーウェアまたはトライアル バージョンとして提供されている
ものもあります。 いくつかの Java 統合開発環境（IDE）は、JavaScript ファイルの編集もサ
ポートしています。
• ISF 開発者に、JavaScript ライブラリが存在するアプリケーション サーバ上のディレクトリ
（一般には、RequestCenter.war Web アーカイブ下の isfcode ディレクトリ）への読み取り/書
き込みアクセス権を提供します。 また、ワークステーションとアプリケーション サーバ間
でファイルを転送するソフトウェアも必要です。
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• ライブラリ ファイルは、アプリケーション サーバからサービスを受けます。 したがって、
ライブラリの改訂版をロードできるように、ページ キャッシングを無効にする必要がありま
す。

アーキテクチャ/ISF スクリプトの保存
Service Designer では、JavaScript 関数をスクリプト（リポジトリ内）またはライブラリ（ファイル
システム上の外部ファイルとして）に保存できます。

ライブラリを使用する利点
JavaScript を外部の JavaScript（ライブラリ）ファイルに保存すると、次の利点があります。
• 各イベントに Script Manager 内でアタッチされた関数が存在する場合のように、ユーザが別々
の画面をナビゲートする必要に迫られることがないように、多数の関数のコードを 1 つの場
所に維持します。
• コードをファイル内に維持することにより、ソース コードのバージョン管理がより容易にな
ります。
• コードをテキスト ファイル内に維持することにより、グローバル検索/置換、およびファイ
ルに対する検索の実行がより容易になります。
• JavaScript ライブラリは、単に、アプリケーション サーバ上に存在する ASCII ファイルです。
そのため、強力なエディタを使用してファイルの内容を管理できます。
• 同じコード部分が 1 つ以上の関数から参照されるため、変更が必要な部分を 1 つにすること
ができ、テストも 1 回で済みます。

ライブラリの構造化と使用
原則的には、すべてのクライアント コードを 1 つのライブラリに格納できます。 しかし、状況に
よっては、コードを複数のライブラリに分割する方が望ましい場合や、分割する必要がある場合
があります。
• 1 つ以上の JavaScript ライブラリを使用して、同じサービスやサービスのグループで使用され
る可能性が高い ISF 関数が 1 つのライブラリ内に存在し、別のサービスのセットで使用され
るものは別にグループ化されるように ISF 関数をグループ化することができます。 これによ
り、独立したプロジェクトで作業する可能性の高い開発者のグループは、自分の作業を分離
できます。
• 複数の独立したライブラリを使用する場合、それらのライブラリは、サービス フォームにグ
ローバルにアタッチしないでください（[スクリプト（Scripts）] オプションの [ライブラリ
（Library）] ページの [このライブラリをすべての関数に組み込む（Include this library in all
functions）] チェック ボックスを使用）。 代わりに、関連するライブラリ（複数可）を、
フォームの「onLoad イベント」にアタッチされた関数に組み込む必要があります（[スクリ
プト（Scripts）] ページの [ライブラリ（Libraries）] タブを使用）。
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• 同様に、関連するライブラリがアタッチされている onLoad イベントはすべてのフォームに
組み込まないでください（[スクリプト（Scripts）] ページの [フォームのロード時にこのスク
リプトを追加する...（ブラウザ側）（Add this script … when the form is loaded (browser-side)）]
オプションを使用）。 代わりに、アクティブ フォーム コンポーネント内のフォームの [アク
ティブフォームの動作（Active Form Behavior）] タブを使用して、イベントに関連付ける必
要があります。
• 同じサービス内で使用する可能性が高い複数の ISF 関数を 1 つのライブラリ内に配置するこ
と、および稀にしか使用しない関数、または十分に定義された状況で使用される関数を別の
ライブラリに配置することには、論理的な利点があります。 この利点は、メモリの使用を削
減することです（特定のサービスで必要とされない関数はロードされません）。 ただし最近
は、メモリが比較的安価で、容量が十分であり、ISF 関数によって使用される量は、他のコ
ンポーネントで使用される量と比較して少量であるため、特に実際の利点はありません。

推奨される命名基準とコーディング基準
組織が JavaScript のコーディング基準を開発している場合、命名基準とフォーマット設定基準を使
用する必要があります。 一般に、ISF のサポートのために記述されるスクリプトはあまり長くも
複雑でもありませんが、命名基準およびフォーマット設定基準を適用すると、プログラマが他人
のコードを読みやすくなり、理解しやすくなります。
JavaScript では、大文字と小文字が区別されるため、命名基準では、オブジェクト名での大文字と
小文字の使用方法を指定する必要があります。

ISF 関数名
記述する ISF は、JavaScript 関数内に置かれます。 特定のディクショナリまたはそのディクショナ
リ内のフィールドに関数を適用する場合、関数名は、この階層を反映する必要があります。 これ
で、関数の使用方法を格段に簡単に追跡できるようになります。 関数名は、次の表記法に従いま
す。
• dictionaryName_event
• dictionaryName_fieldName_event
次に例を示します。
• RC_REQUESTEDBY_onLoad
• ST_HighProfile_onSubmit
• ST_UserLocation_FieldOffice_onChange
• SVC_Phone_PhoneType_onClick
ディクショナリ固有の関数とフィールド固有の関数に加えて、Cisco Advanced Services により、サ
イト全体にわたる次の関数が作成される場合があり、必要に応じて修正できます。
• rc_CommonService_onLoad
• rc_CommonService_onSubmit
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• siteRC_REQUESTEDBY_onLoad
• siteRC_REQUESTEDFOR_onLoad
この命名規則により、各スクリプトがどのように使用されるかを簡単に理解でき、また新しい機
能を作成する適切な場所を見つけることができます。 また、サイト固有のコードが、標準サービ
ス ライブラリとともにインストールされた ISF コードと正しくインターフェイスを取れるように
します。

コードの配置
ISF JavaScript 関数は、外部の JavaScript ライブラリに配置することを推奨します。 特定の関数を
見つけやすくするために、ファイル内で関数を順に並べることが重要です。

コードの書式設定
すべてのコードは、Tab 文字なしで ANSI テキスト ファイルに格納し、空白文字 2 個のインデン
トを使用して、読みやすく、また理解しやすくする必要があります。 各行は 76 文字以内にして
ください。

ISF 固有のベスト プラクティス
ディクショナリ内のフィールド名を変更するときには、十分に注意する必要があります。 フィー
ルドが関数内で参照されている場合、その関数は機能しなくなります。
JavaScript 内のすべての標準プロパティとメソッドは小文字で始まり、その次の単語は大文字で始
まります。 たとえば、プロパティ「readOnly」やメソッド「onSubmit」は、この規則に従ってい
ます。 ISF 内で強制されているわけではありませんが、次の同様の規則も推奨されています。

Javascript の作成
サービス フォームは、Service Designer にインタラクティブに入力する指定に従って自動的に生成
されます。 ただし、特定のページ（複数ページ含む）でライブラリを含めるための HTML タグ
や、JavaScript の一部をページに埋め込む特定のイベントに割り当てるための HTML タグは手動
で作成します。 スクリプトを使用して、サービス フォームを含む生成された HTML ページにラ
イブラリをインクルードする方法を指定します。また、[アクティブフォームの動作（Active Form
Behavior）] タブを使用して、どのスクリプトが特定のイベントに対するイベント ハンドラである
かをアプリケーションに指示します。 Service Catalog の外部で作業して、ライブラリ内のコード
を維持する必要があります。

ライブラリの作成
[Service Designer] > [スクリプト（Scripts）] の下の [ライブラリ（Libraries）] オプションを使用し
て、1 つ以上の JavaScript ライブラリにカスタム ISF コードを配置できます。 ライブラリはテキス
トファイルであるため、アプリケーションの外部で、テキストエディタでライブラリの内容を維
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持する必要があります。 JavaScript 対応エディタまたは開発環境が強く推奨されています。 また、
サードパーティの JavaScript ライブラリも、ISF と組み合わせて使用できます。

アプリケーション サーバへのライブラリのコピー
サービス フォームからアクセス可能にするために、ライブラリは、URL/RequestCenter にマッピン
グされた、アプリケーション サーバ上のディレクトリ構造に存在する必要があります。 慣例で
は、ライブラリは、ルート直下に配置された isfcode という名前のディレクトリに配置されます。
/RequestCenter サイトの物理的な位置は、ユーザのサーバ上で Service Catalog がインストールされ
ている方法、および使用中のアプリケーション サーバによって異なります。 ISF ライブラリが存
在する必要のある物理的な位置を決めるには、システム管理者に相談してください。 また、ISF
開発者が、このディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセス権、およびディレクトリにファ
イルを転送するツールを持っていることを確認する必要があります。

サービス フォームへのライブラリの組み込み
サービスフォームでライブラリ内の関数を使用するためには、生成されたサービスフォームにラ
イブラリへの参照（HTML スクリプト タグとして実装）を組み込む必要があります。 この参照
は、2 つの方法のいずれかで生成されます。
• [スクリプト（Scripts）] オプションの JavaScripts ノードの [ライブラリ（Libraries）] タブを
使用して、ライブラリを特定の関数に関連付けます。 これで、ライブラリは、この関数を使
用するすべてのフォームで使用可能になります。
• [スクリプト（Scripts）] の [ライブラリ（Library）] オプション上の [このライブラリをすべて
の関数に組み込む（Include this library in all functions）] チェック ボックスを使用して、すべ
てのサービス フォームにライブラリを組み込みます。

関数へのインクルードによるライブラリのロード
これは、ライブラリ参照をサービス フォームに組み込む推奨アプローチです。 onLoad イベント
として起動される関数が存在する必要があります。 これで、ライブラリは関数に組み込まれま
す。 1 つ以上の onLoad 関数をコーディングできます。 それぞれに、異なるライブラリ セットを
アタッチできます。この方法では、異なる開発者のチームが、そのサービスフォームで使用可能
なライブラリを制御できます。

（注）

JavaScript ライブラリのロード順序はアプリケーションによって制御されません。また、アプ
リケーション サーバ、OS のバージョン、データベース タイプなどの既知および不明な環境変
数によって影響を受けることがあります。

[ライブラリ（Library）] チェック ボックスを介したライブラリのロード
[ライブラリ（Library）] ページの [このライブラリをすべての関数に組み込む（Include this library
in all functions）] チェック ボックスは、適切な名前ではありません。ライブラリは、フォームご
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とに一度しかロードできないため、[このライブラリをすべてのフォームに組み込む（Include this
library in all forms）] にする必要があります。 このチェック ボックスを使用すると、ライブラリの
<script> タグが、生成された HTML ページの先頭に置かれ、ページ レベルの ISF から呼び出され
たときに、ライブラリとその関数が存在することが保証されます。
この方法は、複雑なプロジェクトでは推奨されません。

（注）

JavaScript ライブラリのロード順序はアプリケーションによって制御されません。また、アプ
リケーション サーバ、OS のバージョン、データベース タイプなどの既知および不明な環境変
数によって影響を受けることがあります。

確認
この時点で、ライブラリ（コードが含まれない可能性がある）と、すべてのサービス フォームで
ライブラリを使用するための仕様が存在します。 サービス フォームを実行し、ソース コードを
表示し、ライブラリの名前を検索することにより、自分の作業を検証できます。サービスフォー
ムのソース コードを表示するには、ブラウザの [ソースの表示（View Source）] オプションは使用
できません。 サービス フォームは、HTML ページ内のフレームとして表示されるため、生成され
たソース コードは表示されません。 代わりに、マウス ポインタをサービス フォーム内（フィー
ルド内ではない）に移動し、右マウス ボタン オプションを使用して「ソースを表示」します。
検索すると、ライブラリの名前が示されます。

カスタム JavaScript 関数の書き込み
HTML および JavaScript 環境でデバッグを行うことは難しいため、コードの書き込み時は一度に
1 つの関数を書き込み、デバッグ、およびテストすることを推奨します。もちろん、JavaScript を
含むライブラリ ファイルをローカルで編集することもできますが、それをテストするときは、ア
プリケーションサーバの指定したディレクトリにコピーをとる必要があります。最初にコードを
開発するとき、またはアプリケーション サーバへのアクセス権が限定されている場合には、スク
リプト内でコードを記述し、完了した時点でリファクタリングを行い、スクリプト下でライブラ
リ関数を呼び出すラッパー関数のみ残して、関数をライブラリに移動します。 頻繁に保存を行
い、以前のバージョンのコードに戻す必要がある場合に備えて、バックアップ コピーを維持して
ください。

適切なイベントへの関数のアタッチ
コードを記述したら、そのコードをフォーム内のイベントにアタッチする必要があります。 サー
ビス フォームの HTML ページは動的に生成されるため、これを実行するためには Service Designer
を使用する必要があります。 詳細については、JavaScript への関数の引数の追加, （147 ページ）
を参照してください。 ディクショナリ フィールドにフィールド レベル イベントをアタッチする
には、次の項目を実行します。
• JavaScript ライブラリ内で関数を記述します。 dictionaryName_fieldName_event に従って、た
とえば RC_REQUESTORLOCATION_LocationName_OnChange という名前を付けます。
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• サイト固有のコードを持つ関数に、以前 JavaScript ライブラリにインクルードした関数の名
前にプレフィックスを付けて、名前を付けます。 Service Catalog が提供する関数（たとえば、
Service Catalog ライブラリに含まれるサービスで使用されるもの）はプレフィックス「rc」を
使用するため、コードは次のようになります。
rcRC_REQUESTORLOCATION_LocationName_onChange () {
RC_REQUESTORLOCATION_LocationName_onChange();
}

• [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] オプションの [アクティブ
フォームの動作（Active Form Behavior）] タブを使用して、関数を該当するフィールド レベ
ル イベントにアタッチします。 フィールドとトリガー イベントを選択して、次に [JavaScript
の追加（Add JavaScript）] をクリックすることにより関数を追加します。 （ディクショナリ
が複数のフォームで使用される場合、関数は、すべてのフォーム内のディクショナリ フィー
ルドにアタッチする必要があります。 このアプローチは推奨されません）。

テスト
ISF コードは、多数のサービスで再使用可能なアクティブ フォームにアタッチされます。 しかし、
1 つのサービスをテストするだけでは十分ではありません。 たとえば、別のフォームのディクショ
ナリ内のフィールドがサービス内にも存在することを想定するコードが考えられます。そうでな
い場合には、ISF コードは、JavaScript エラーで失敗します。 したがって、使用可能なフォームの
異なる組み合わせに基づいて、テストマトリクスを設定する必要があります。特に、テストの初
期フェーズでは、Service Catalog の複数のセッションを同時に実行するのが有効です。
• 表示されるオプションに [スクリプト（Scripts）]（関数コードを変更）または [アクティブ
フォームコンポーネント：アクティブフォームの動作（Active Form Components: Active Form
Behavior）]（JavaScript アタッチを変更）を設定して Service Designer を 1 つのブラウザで起
動します。
• 別のブラウザで My Services または Service Manager を実行して、その時点で定義されている
ルールや ISF に関してサービス フォームをテストします。
• ライブラリ内に存在するコードをテストする場合には、もちろん、ライブラリ ファイルの編
集、アプリケーション サーバへの変更のアップロードのために、もう 1 つのウィンドウが必
要になります。
JavaScript エラーが発生すると、JavaScript デバッガが表示されます。 （関数またはライブラリ
コードを編集して）エラーを修正し、デバッガを閉じた後、現在のサービス フォームを終了し
て、新しい要求を開始する理由はありません。単に、ページを更新して、現在のサービスフォー
ムを新しい ISF コードで再ロードします。
[管理の設定（Administration Settings）] で [ブラウザキャッシュ（Browser Cache）] 設定が有効に
なっている場合、JavaScript ライブラリに対する変更は、ブラウザ キャッシュが削除されるまで効
力を持ちません。したがって、開発環境では、ブラウザキャッシュを無効にするのが最善です。
JavaScript ライブラリへの変更を、ブラウザ キャッシュが有効になっている可能性がある実稼働環
境に展開する場合、アプリケーションユーザは、このブラウザキャッシュを削除する必要があり
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ます。 アプリケーション ユーザにこの操作を促すには、『Cisco Prime Service Catalog Administration
and Operations Guide』の指示に従ってブラウザ キャッシュ バージョンを追加します。

最適なサービス フォームの設計に関するガイドライン
Service Catalog を使用すると、サービス フォームをすばやく簡単に作成できます。 以下は、最適
なサービス フォームを設計するため一般的なガイドラインと原則です。
• JavaScript コードはディクショナリに固有である必要があります。 コードの各機能がスタン
ドアロンであり、他の機能またはディクショナリに依存していないことを確認します。 これ
により、新しいディクショナリが追加されたり既存のディクショナリが削除されてもコード
の機能が保証されます。 たとえば、特定のサービスで使用されている 2 つのディクショナリ
に、onLoad イベントで実行する必要のあるコードが存在すると仮定します。 一体となった
大きな関数を 1 つ記述するよりも、次のように、ディクショナリに固有の関数を 2 つ記述し
て、それらをライブラリに配置し、スクリプトとして定義され、onLoadイベントとしてフォー
ムにアタッチされたラッパー関数からそれらを呼び出します。
Common_Service_onLoad () { IT_Dictionary1_onLoad(); IT_Dictionary2_onLoad();}

• サービスに依存しないコードを作成します。 1 つのサービスでコードをテストするだけで、
そのコードを使用するすべてのサービスが検証されます。 前の例のコードは、サービスに依
存しません。 Common_Service_onLoad() 関数は、一方または両方のディクショナリが欠落し
ているサービスで実行すると失敗します。 しかし、これは簡単に修正できます。
Common_Service_onLoad () { if (serviceForm.ITDictionary1 !- undefined) {
IT_Dictionary1_onLoad(); } if (serviceForm.ITDictionary2 !- undefined) {
IT_Dictionary2_onLoad();}

上記のコードで、ディクショナリに固有のコードを適用する前に、サービスにディクショナリが
存在するかテストしているように、フィールドに固有のコードを適用する前に、特定のフィール
ドが存在するかテストする必要がある場合があります。ベストプラクティスは、ディクショナリ
を 1 つのアクティブ フォーム コンポーネントだけで使用することです。しかし、サービスに固有
のルールは、ディクショナリの外観に影響を与える可能性があります。 たとえば、サービスを要
求する個人に対する上司情報の表示は、上司の承認が必要なサービスに対してのみ必要です。 し
たがって、上司に関連するフィールドを操作するコードを、次のようなコード ブロックに含める
必要があります。
FirstApprover_onLoad () {
code goes here; }}

if (serviceForm.FirstApprover.SupervisorName !- undefined) {//

フィールドはフォーム内で使用できますが、前に実行されたルールまたは ISF コードによっては、
非表示になる場合があります。 このような場合には、次のようなコードがより適切であり、また
より堅牢です。
if (serviceForm.FirstApprover.SupervisorName !- undefined) { if
(serviceForm.FirstApprover.SupervisorName.isVisible()) {// code goes here; }
• ブラウザ セッションにより少ないデータを送信します。フォームをロードするときにフォー
ムのパフォーマンスを向上させるには、より少ないデータをブラウザ セッションに送信する
必要があります。 以前のリリースの Service Catalog では、操作が必要なディクショナリ フィー

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
161

サービス用のフォームの設定
最適なサービス フォームの設計に関するガイドライン

ルドは、ブラウザに送信して操作する必要がありました。 サーバ側のイベントを使用して、
より少ないデータがブラウザに送信されるように、また、サーバ側の実行の制御下でセンシ
ティブ データを保持し、その結果傍受されないように、ディクショナリ内のデータを操作で
きます。 サーバ側データ取得ルール, （169 ページ）を参照してください。 より少ないデー
タを送信ために、次を行うことができます。
◦ 少なくともオーダー時以外にブラウザ セッションにロードする必要がないグループ
フィールドは、1 つ以上の「非ロード」ディクショナリにグループ化する必要がありま
す。 「非ロード」ディクショナリの一般的な例としては、パラメータをオーケストレー
ション エージェントに提供するディクショナリがあります。 オーケストレータは通常、
ユーザがフォームで確認できるデータより多くのデータを必要とします。 このデータは
通常、ユーザが誰か、ユーザのロールは何か、ユーザの OU メンバーシップは何かなど
を判断する条件付きルールまたはデータ取得ルールを通して取得されます。これらはす
べて、フォームがブラウザにロードされる前（ロード前イベント中）、またはユーザが
[送信（Submit）] ボタンをクリックした際（送信後イベント中）のいずれかが、抽出す
る最適なタイミングとなります。
送信後イベントが発生するまで設定されている値を確認できないため、「非ロード」のディクショ
ナリで動作するルールの効果を確認するには、通常よりも多くのテストを必要とします。 した
がって、「非ロード」のディクショナリの使用には通常、フォームで定義されたすべてのディク
ショナリを確認できるサービス ディクショナリの管理権限を持つユーザとして、後続の時点（た
とえば、サービス グループの承認またはサービスの提供）でフォームを確認することが含まれま
す。
• ロード中イベントではなくロード前イベントを使用します。 一般に、条件付きルールとデー
タ取得ルールは、ブラウザに存在するオブジェクトに対してアクションを実行します。 した
がって、ロード前イベントに関連付けられている条件付きルール「フィールドの非表示」の
場合、実際には非表示にされるフィールドはありません。これは、ロード前イベント中は非
表示にするフィールドがまだ存在しないためです。 前に「非ロード」のディクショナリで説
明したように、この一般的なルールには、注目すべき例外があります。
値の設定条件付きルールのアクション、またはデータ取得ルールのいずれかを通して、ブラウザ
にロードされていないフィールドの値を操作できます。
条件付きルールとデータ取得ルールの機能は非常に柔軟であり、複数のターゲットに複数のルー
ルのアクションを組み合わせること、また任意の 1 つのルールを複数のイベントに関連付けるこ
とができます。ターゲットにアクセスできないアクション（たとえば、実際にはサービスフォー
ムに存在しないフィールドでの値の設定アクション）は、「メッセージを出力せずに失敗」する
か、または効力がないと考えられます。 一連のアクション（たとえば、いくつかのフィールドの
非表示化、他のフィールドの必須化、アラート メッセージのポップアップ、さらに値の設定の実
行）を実行する条件付きルールがある場合、ブラウザで、そのほとんどのアクションの実行を確
認できます。ただし、ターゲットフィールドが現在非表示になっているか、またはブラウザ内に
存在しないために、値の設定アクションの実行がブラウザに表示されない可能性があります。 条
件付きルールのフレームワークでは、そのようなルールも作成できますが、実行できないアクショ
ンは、単に無視されます。
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これらの動作については、ルールを構築する際に、条件付きルールとデータ取得ルールのウィザー
ドで詳しく説明されます。各ステップに組み込まれているヘルプテキストには、サーバ側イベン
トで特定のアクションを使用する際に生じる制限が説明されています。
• サーバ側イベントでは、データベースに直接データを書き込むことができます（具体的に
は、要求エントリごとにデータベースに格納される WDDX データ）。 特に、送信後イベン
トは、ブラウザでのアクションによって収集または取得したデータをデータベースに書き込
みます。
ロード前イベントと送信後イベントの重要な違いは、ロード前イベントがデータベースに書き込
むことができるのは、要求データがすでにデータベースに存在する場合に限られるという点です。
言いかえれば、ユーザがまだ [発注（Order）] ボタンまたは [追加と確認（Add & Review）] ボタ
ンをクリックしていない場合、要求に対するデータがデータベースに存在しないため、ロード前
ルールで操作される対象はありません。 ロード前イベントでは表示可能な値を変更できますが、
その値をデータベースに保持しません。 送信後イベントは値を保持します。
• サーバ側のイベントによって、サーバによってこれから保護されるサービス フォームの一部
であるデータの操作に対し大きな柔軟性が提供されます。 これは、「非ロード」のディク
ショナリがデータベースに格納されることで、サーバ側ルールによってアクセス可能になっ
たためです。 ブラウザ側ルールはフォーム上で JavaScript として生成されますが、これらの
ルールと同等のサーバ側ルールは Java コードとして生成されます。つまり、2 つの異なる表
現でルールを生成できるということです。 ISF フレームワーク（インタラクティブ サービス
フォーム（ISF）API の概要で説明）を使用すると、フォーム データと外観に対してより複
雑な操作を行う JavaScript を記述できます。 この JavaScript は、ブラウザでのみ実行できま
す。 したがって、作成した ISF 関数は、サーバ側イベントに関連付けることはできません。
• この [サーバ側でのみ編集可能（Editable on server-side only）] オプションは、入力タイプが
読み取り専用または非表示に定義された任意のフィールドの [HTML表現（HTML
Representation）] タブで使用可能で、競合することがある要件を満たすために役立ちます。
まず、要求側ユーザに役立つデータを表示したり、ビジネス ロジックを適用する「非表示変
数」をフォームで使用します。次に、データをユーザによる介入（悪意のあるアクティビ
ティなど）から完全に保護します。
このフラグは、一般に次の 2 つの場合に使用します。
•

◦ ディクショナリ モジュール内に作成可能な個人ベースのディクショナリである「テンプ
レート ディクショナリ」
◦ ディクショナリ モジュール内に構造が自動的に作成されるサービス項目ベースのディク
ショナリ

この 2 つのディクショナリは、「自動入力」動作を実行する点で類似しています。 個人ベースの
ディクショナリでは、フォーム ユーザが個人を選択（[人を選択します（Select Person）] コント
ロールを使用）します。選択された個人の詳細は、フォームに自動的に表示されます。 サービス
項目ベースのディクショナリでは、フォーム ユーザは、所有する、またはアクセス権を持つ特定
のサービス項目を選択できます。そのサービス項目インスタンスの属性値は、自動的に表示され
ます。
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これは、読み取り専用のフィールド（つまり、[HTML表現（HTML Representation）] タブで入力
タイプが「読み取り専用」として設定されたフィールド）として自動的に入力される大部分の属
性（またはすべての属性）を定義する一般的なサービス設計技法です。たとえば、ユーザベース
に同じ名前の複数の人物を格納するための十分なスペースがある場合は、これらの人物の電子メー
ルアドレスなどの属性を使用してフォームユーザを区別し、目的の個人を正しく選択できます。
ここでは、フォームユーザが、選択したユーザの電子メールアドレスを更新することは想定して
いません。一方、フォームユーザはこの人物を良く知っており、その人物がディレクトリ統合を
通して取得した卓上電話番号ではなく、携帯電話だけを使用していることを知っているかもしれ
ません。 この場合は、[勤務先電話（Work Phone）] フィールドを読み取り専用ではなく、編集可
能にして、少なくとも要求を処理するサービス提供担当者が、選択した個人に到達するために最
も信頼できる方法を確保します。
[サーバ側でのみ編集可能（Editable on server-side only）] チェック ボックスを使用すると、入力タ
イプに読み取り専用または非表示としてマークを付けたフィールドがサーバによって完全に制御
され、ブラウザ セッションでこれらの値を操作しても、Service Catalog データベースに存在する
データが優先され、操作が破棄されます。 実際、データベース内に存在するデータを上書きする
唯一のメカニズムは、サーバ側イベント中に実行するルール（条件付きルールまたはデータ取得
ルールのいずれか）であり、この場合はルールが実際にデータベース値を更新します。 （個人
ベースのディクショナリの場合、DirPerson 内の個人レコードは更新されませんが、データベース
に格納されている、要求エントリに対する WDDX データは更新されます）。
言いかえれば、サービス設計者は、サーバ側イベント中に実行されたルールを通してのみ、[サー
バ側でのみ編集可能（Editable on server-side only）] としてマーク付けされているフィールドの値
を操作できます。 サービス設計者は、これら「保護された」フィールドを使用するには、[サーバ
側でのみ編集可能（Editable on server-side only）] フラグのチェックをオンにするだけでよいと考
える可能性があるため、これは考慮すべき重要な要因です。 データベースから返される値を操作
する理由がない場合は、チェックをオンにするだけで十分です。しかし、フォームユーザが行っ
た選択に応じてこれらの値を設定するようにビジネス ロジックで要求されている場合、条件付き
ルール（値の設定アクションの場合）またはデータ取得ルール（クエリからのデータ提供の場合）
をサーバ側イベントに必ず関連付ける必要があります。
• 名前付け規則：表記上はまったく問題ありませんが、ディクショナリ、フォーム、および
フィールドには同じ名前を付けないでください。 同じ名前を付けると、非常にわかりにくく
なる場合があります。 ディクショナリはプレフィックス表記法を使用して、その使用方法
と、場合によっては格納されているディクショナリ グループを示すのが理想的です。 たと
えば、「Reason」ディクショナリには、かなり汎用的な響きがあり、多くのフォームで使用
されているように思われます。したがって、「Common」などの名前が付けられたディクショ
ナリ グループに配置して、ディクショナリ名にこのディクショナリ グループを示すコード
のプレフィックスを付ける（たとえば、CMN_Reason）と理解しやすくなります。 ディクショ
ナリ グループは、サービス固有のディクショナリが使用されているサービス グループ、ま
たは場合によっては、ディクショナリおよびサービスを開発している会社の部門や部署を反
映している場合があります。
また、容易に理解できるフォームの表記も必要です。 これは、同じディクショナリまたはディク
ショナリのグループを使用している複数のフォームを区別する必要がある場合に特に重要です。
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• フォーム/ディクショナリ関係：1 つのフォームにはディクショナリが 1 つ必要です。 次のよ
うな場合には、複数のディクショナリを同じフォームに含める必要があります。
◦ これらのディクショナリがすべて同じサービスで必要とされる場合。
◦ ディクショナリが表示される順序がすべてのサービスで同じ場合。
◦ このフォームのディクショナリ間で、これ以上表示するディクショナリがない場合。
サービス フォームでは、1 つのフォーム コンポーネント内のすべてのディクショナリ
が、そのコンポーネントで指定された順序で表示されます。そして、そのサービスに含
まれている次のフォーム コンポーネントのディクショナリが、指定された順序で表示さ
れます。以下同様です。
次に、例を示します。
• 施設部門に対して開発されたサービスのグループは、カスタマーの役職や部門に基づき、最
大 3 人の承認者によって構成されている承認のチェーンがあると想定します。 この場合、
Facilities_Approval フォームは、FirstApprover、SecondApprover、および ThirdApprover の 3 つ
のディクショナリを含む必要があり、また 3 つの承認うち、実際に収集が必要な承認の数を
判断するルールを含む必要があります。
• 施設部門に対して開発された大部分のサービスでは、最大 3 つの標準的な承認を必要としま
すが、さらに高価なサービスには VP レベルの追加の承認者を必要とするものと想定します。
次の 2 つの対処法があります。
1 つのフォーム（One Form）

FirstApprover、SecondApprover、および
ThirdApprover に加えて、VP Approver ディク
ショナリが含まれるように Facilities_Approval
フォームを修正し、その 1 つのサービスに対し
てのみ、VPApprover ディクショナリを表示およ
び処理する追加のルールまたはルール群を記述
します。

複数のフォーム（Multiple Forms）

VPApprover ディクショナリを含む別のフォーム
Facilities_VP_Approval を作成し、FirstApprover
ディクショナリ、SecondApprover ディクショナ
リ、および ThirdApprover ディクショナリの処
理に必要な HTML、アクセス コントロール、お
よびルールを複製します。

ほとんどの場合、最初のソリューション（わずかに複雑なフォーム）を優先する必要があります。
複数のフォームで、3 つのディクショナリおよびそれらに関連付けられたルールを設定する作業
を重複して行う必要はありません。 これらのディクショナリまたはそれらのルールを変更する必
要がある場合、それらを変更する場所は 1 箇所のみです。 2 番目のソリューション（部分的に冗
長な 2 つのフォーム）は、ディクショナリを追加することにより、他方のディクショナリの表示
または処理方法も変更される場合のみ使用を考慮する必要があります。
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• 同じディクショナリに対して異なるレンダリング：フォームが使用されるサービスに基づい
て、フォームの動作と外観が大幅に変わる必要があるとしたらどうでしょうか。 さまざまな
シナリオを選択できます。 次に記載された条件に基づいて優先されるシナリオを決定できる
のは、サービス設計者に限られます。 たとえば、実質的にすべてのサービスに、「Reason」
ディクショナリが含まれている必要があります。しかし、フィールドラベルは、「Reason」、
「Justification」、または「Explanation」の場合があります。 さらに、フィールドに関連付け
られたヘルプ テキストは、サービスまたはサービスのグループごとに大幅に異なる必要があ
ります。 この場合、ディクショナリは単純で容易に設定できるため、判断は容易です。ディ
クショナリのレンダリングごとに別々のフォームを作成し、対応するサービスに適切なフォー
ムを含めます。
しかし、サービスごとにカスタマイズの必要な単一または複数のフィールドが、潜在的に複雑な
ルールを持つ大きなディクショナリの一部の場合はどのようになるでしょうか。 ここでも、上述
と同じ 2 つのオプション（1 つのフォームまたは複数のフォーム）を選択できます。 それでも、
次の対応を試してください。
1 つのフォーム（One Form）

フォームを 1 つ作成し、ISF 関数を使用してそ
の外観をカスタマイズします。

複数のフォーム（Multiple Forms）

ディクショナリのレンダリングごとに異なる
フォームを作成します。

[1つのフォーム（One-Form）] オプションは、条件付きルールを使用してディクショナリの外観を
カスタマイズできないという事実によって複雑になっています。条件付きルールは、フィールド
の外観と動作のみを変更し、フィールドのラベルやヘルプ テキストの内容は変更しません。 [複
数のフォーム（Multiple-Forms）] オプションには、前記と同様の欠点があります。事前にフォー
ムの作成作業を行う必要があり、またルールを維持するメンテナンス作業を複数の場所で行う必
要があります。
次の 2 つの追加のオプションを選択できます。
•

◦ 要件を変更します。 サービスの要求時に情報を提供する方法に関し、ユーザに提供され
る情報が減少する可能性があるため、このオプションは推奨されていません。
◦ 問題があるフィールドを、複数のフォームで使用される個別のディクショナリに移動
し、ディクショナリの残りの部分に対してはフォームを 1 つに維持します。 これは、そ
のフィールドが他のフィールドの間に表示されるのではなく、他のすべてのフィールド
の前または後に表示できる場合にのみ可能です。

• ディクショナリ、フォーム、ルールおよびサービス：フォームは通常、ディクショナリの
セットおよびルールのセットから構成されます。
◦ ルールは、同じフォーム内のディクショナリ（およびそれらのフィールド）だけでな
く、他のフォーム内のディクショナリにも影響を与える可能性があります。
◦ 特定のサービスのコンテキストでルールを徹底的にテストし、参照されるすべてのディ
クショナリがそのサービスに含まれるフォーム内に存在することを確認することが非常
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に重要です。 ベスト プラクティス レポートには「サービス内のディクショナリ」レポー
トが含まれます。これを使用すると、このテストの実行、および提案された変更がディ
クショナリまたはルールに与える潜在的な効果を調べるための影響分析が容易になりま
す。
また、特定のサービスに適用されるルールのみが含まれるように Form 2 を構成する場合にも最適
です。 多くのサービスは、Form 1 のみを含むことができますが、追加の要件付きサービスのみ
Form 2 を含みます。 これにより、Form 2 のルールに必要な条件が大幅に簡素化（場合によっては
不要化）され、適切なサービスに対してのみ実行されることが保証されます。
また、サービス名（変更される可能性のあるテキスト要素）をテストする条件付きルールを記述
する必要もなくなります。 影響を受けるサービス内に、影響を受けるディクショナリ持つフォー
ムに続いて、順番にルール専用フォームを含めることのみ必要となります。 ルールは、フォーム
がサービスに含まれる順序に従って、次にルールがフォーム内に配置される順序に従って実行さ
れます。
• 疎結合されたルールおよびディクショナリと 密結合されたルールおよびディクショナリ：
ルールとそのルールが影響を与え、参照するディクショナリが同じ AFC 内にある場合、その
ルールとディクショナリは「密結合」されているといいます。 別のフォーム内のディクショ
ナリの外観に影響を与えるルールを使用した上記の例では、ルールとディクショナリは「疎
結合」されています。 一般に、両方のフォームが同じサービスに含まれる場合、ルールは、
任意のフォーム内のディクショナリに影響を与えることができます。 ただし、疎結合された
ルールとディクショナリには、1 つ重要な制限事項があります。つまり、1 つのフォーム内
で定義されたルールは、別のフォーム内のディクショナリのフィールドにアタッチされた
フィールド レベル イベントによってトリガーすることができません。 したがって、疎結合
されたルールは、通常、フォームがロードまたは送信されたときに、フォーム レベル イベ
ントによってトリガーする必要があります。
• ルール、ISF および要求ライフ サイクル：要求が送信されると、ディクショナリのすべての
定義、HTML 表現、アクセス制御、およびそのサービスのタスク計画が、要求データととも
に保存（圧縮形式）されます。 これにより、処理中の要求のサービス フォームの動作また
は外観に影響を与えるフォームの定義を後から変更することなく、承認時点と提供時点を通
して要求を処理できます。
ディクショナリを変更すると、そのディクショナリを使用するすべてのフォームが自動的に変更
を継承します。また、それらのフォームを使用するすべてのサービスも変更を継承します。 保存
されているが送信されていない、変更されたサービスに対するすべての要求は、古い要求として
マーク付けされます。 要求をキャンセルするかサービスを削除し、それを読み込み、サービス
フォームにデータを入力する必要があります。 送信された要求は、ディクショナリまたはアク
ティブ フォーム コンポーネントへの変更によって影響されません。
ただし、ルールと ISF 関数（スクリプトまたは外部のライブラリにある）は、サービス フォーム
が My Services または Service Manager に表示されると、常に動的にロードされます。 したがって、
現在のバージョンのルール/コードが、すでにフォーム上に存在しないフィールドを参照しないこ
と、または逆に、もう使用されていない前バージョンのフォーム上のフィールドは、関連する関
数を持つことができることを確認する必要があります。 前に説明したように、この柔軟性は、ISF
を介してディクショナリまたはフィールドを操作する前に、ディクショナリまたはフィールドが
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存在することを常に確認することによって容易に実現できます。 必要に応じて、異なるバージョ
ンのライブラリを新しいバージョンのフォームにアタッチできます。これにより、たとえば、関
数の名前を変更することなく、改訂された要件に準拠してその内容を更新できます。
• ディクショナリまたはアクティブ フォーム コンポーネントの変更：ディクショナリ内の
フィールドの定義を変更すると、すべてのアクティブ フォーム コンポーネントがその変更
を反映します。 同様に、アクティブ フォーム コンポーネント定義の任意の側面を変更する
と、その変更はそのフォームを使用するすべてのサービス定義に反映されます。 条件付き
ルールに関連付けられたディクショナリやディクショナリ フィールド、またはデータ取得
ルールをトリガーするディクショナリやディクショナリ フィールドを削除/変更することは
できません。まず、関連付けを削除する必要があります。 この検査は、JavaScript 関数に対
しては実行されません。 フォームを変更するたびに、そのフォームを組み込むすべてのサー
ビス定義のバージョン番号が、アプリケーションによって自動的に更新されます。 フォーム
が多数のサービス内で使用されている場合、このような変更の保存にわずかな遅延が生じる
場合があります。 また、Requisition API（RAPI）SubmitRequest 操作では、指定するサービス
のバージョン番号が必要となるため、サービスをオーダーするために実装されたすべての
RAPI プログラムに影響を与える場合があります。
• SQL エントリ データ取得ルールのコーディング：SQL に詳しくない場合は、SQL エントリ
データ取得ルールのコーディングが若干難しいかもしれません。 SQL に詳しくなる「秘訣」
は、データベース テーブル ルックアップとしてより単純なバージョンのルールの設定から
始めることです。 ルールを保存した後、生成した SQL がルールの概要に表示されます。 SQL
ステートメントをコピーして SQL 入力データ取得ルールに貼り付け、必要に応じて修正でき
ます。
• カスタマーおよび発信者の Lightweight 名前空間の使用：#Customer# および #Initiator# の
Lightweight 名前空間は、Customer-Initiator フォーム コンポーネントで使用される
Customer_Information ディクショナリおよび Initiator_Information ディクショナリのフィールド
に、デフォルト値として自動的に提供されます。 ただし、これらの名前空間は、すべての
フォーム コンポーネントでデフォルト値として使用できます。
カスタマー ロケーションに関する情報を保持するディクショナリの設計には、この技法を使用で
きます。 カスタマー ロケーションに関するフィールドは、Customer_Information ディクショナリ
に含めることができます。 ただし、このようなフィールドを必要とするサービスは、サービスを
カスタマーの物理的な場所に提供する必要がある場合などに限定されており、非常に少数です。
より柔軟な設計では、カスタマー ロケーションに対して個別のディクショナリ（およびフォーム
コンポーネント）を設定し、このフォームコンポーネントをカスタマーロケーションに関係する
サービスにのみ含めます。
複数の名前空間をデフォルト値として指定できます。 たとえば、#Customer.FirstName#
#Customer.LastName# という式は、カスタマーの姓と名前を 1 つのスペースで区切って連結しま
す。 この式は、個人ベースのディクショナリの最初のフィールドの外観を複製します。

（注）

Lightweight 名前空間のグリッド ディクショナリ フィールドの使用は、現在サポートされてい
ません。
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サーバ側データ取得ルール
データ取得ルールのトリガーイベントはサーバ側またはブラウザ側の場合があります。サーバ側
を実行するフォーム レベルのイベントは 2 つあります。ロード前イベントと送信後イベントで
す。サーバ上でのルールの実行にこれらのイベントを使用できます。このようなルールは、一般
に「サーバ側ルール」と呼ばれています。ブラウザにロードされたサービスフォームに対して作
用するクライアント側ルールとは異なり、サーバ側ルールは、サービス フォーム内の任意のディ
クショナリに対して作用します。 これには、ブラウザに送信されることのない（ユーザに表示権
限も編集権限もない）ディクショナリが含まれます。
上記で説明した強力な動作は、1 つ以上のデータ取得ルールをロード前イベントにアタッチする
場合、すべてのシステム時点で、これらのルールがすべてのディクショナリに対して効力を持つ
ことを意味しています。 したがって、ディクショナリが読み取り専用になるときに、オーダー時
点でデータを事前入力し、それ以降のサーバ側イベントでは無視されることを意図するフォーム
ルールを作成する場合、サーバ側イベントに関連付けないでください。 フォームは、ロード前
データの取得が完了した後でのみレンダリングされます。
これにより、ブラウザ上でのサービス フォームの初期レンダリングとクライアント側イベントの
完了間の時間を短縮できるため、しばしばユーザエクスペリエンスが向上します。ただし、フォー
ムのサイズと複雑性によっては、ロード前のデータ取得を最小化すると、フォーム ロードに関す
るエンド ユーザの認識が改善される場合があります。
フォーム ロード時にトリガーされるクライアント側ルールとは異なり、プリロード時にトリガー
されるフォーム ルールは、検証エラーが発生した後にフォームが更新されるときに再実行されま
せん。

Service Link を使用したサービス項目と標準のインポート
サービス項目または標準のインポートには Service Link エージェントを使用できます。 これで標
準サービス要求にインポートステップをタスクとして組み込むことができます。このエージェン
トは、サービス項目および標準のインポート ファイルの形式, （170 ページ）に記載するように
フォーマットされたファイルをインポートし、ファイルからインポート ユーティリティで使用で
きるオプションと同じインポート オプションをサポートします。 メッセージは Service Link に
「SIM インポート」メッセージ タイプとして記録されます。
Service Link の使用法の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Adapter Integration Guide』を
参照してください。
Service Link エージェントをサービス項目または標準をインポートするように設定するには、次の
手順を実行します。
1 Service Link で新しいエージェントを定義し、コンテキスト タイプに「サービス項目」タスク
を指定します。 少なくとも、標準とサービス項目向けに別個のエージェントが必要です。
2 アウトバンドアダプタとして「Dummy」アダプタを指定し、インバンドアダプタとして「File」
アダプタを指定します。 変換は不要です。
3 アウトバンド アダプタ プロパティとそのパラメータの設定を行うページをスキップします。
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4 インバウンド アダプタ プロパティの場合、インポート ファイルの処理に使用するディレクト
リ名を指定します。 ファイルは指定された「Input」ディレクトリに書き込まれる必要があり
ます。
5 インバウンド パラメータの場合、4 つのパラメータを作成し、次の表で示すように、[ディク
ショナリ（Dictionary）] フィールドに適切な値を入力します （パラメータ値は大文字と小文字
が区別されます）。
表 37：インバウンド パラメータとディクショナリ値の表

パラメータ名

有効な値

説明

ドメイン

SERVICE ITEM

インポート ファイルはサービ
ス項目のデータまたは定義を含
むことができます。

STANDARD

ImportDefinition

TRUE
FALSE

ImportData

TRUE
FALSE

ConflictResolution

INSERT（挿入）
OVERWRITE
MERGE

インポート ファイルの定義部
分（ある場合）を処理する必要
がある場合には True で、その
他の場合は False です。
インポート ファイルのデータ
部分（ある場合）を処理する必
要がある場合には True で、そ
の他の場合は False です。
入力ファイル内の新しいデータ
または定義を、現在 Service
Catalog にあるデータまたは定
義で調整する際のインポート
プロセスの動作。

サービス項目および標準のインポート ファイルの形式
各インポート ファイルは、業界標準の CIM（共通情報モデル）互換フォーマット、バージョン
2.3.1 の XML ファイルです。 CIM はオブジェクト指向モデルに基づいており、統一モデリング言
語（UML）から採用された技術を使用します。 Service Catalog で使用されるファイル形式を記述
する文書型定義（DTD）は、アプリケーション サーバの RequestCenter.war\DTD にあります。
Service Catalog は、CIM で使用可能なエンティティのサブセットのみを認識します。 認識されな
いエンティティは、Service Catalog で無視されます。 Service Catalog の CIM の実装において：
• 各サービス項目または標準はクラスです。
• サービス項目に関する詳細（説明、表示名、割り当てられているグループ（分類））は、
サービス項目の修飾子です。
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• サービス項目に指定された属性は、サービス項目クラスのプロパティです。
• 各属性（プロパティ）には修飾子が付いています。 これらの修飾子は、個々の属性の詳細な
設定（説明、キャプション、My Services から参照できるかどうか、属性がサービス項目定義
で発生する順序）から構成されます。
• 各サービス項目には、多くのインスタンスが含まれていることがあります。 これらはそれぞ
れ 1 つのサービス項目インスタンスに対応します。
• サービス項目の各インスタンスには、サービス項目の属性ごとに 1 つのプロパティがありま
す。 インポート時に、サービス項目のサブスクリプション情報を構成する 3 つの属性（要求
エントリ ID、カスタマー ログイン名、組織単位名）も含むことができます。 XML ファイル
内の値は、サービス項目インスタンスの対応する属性またはサブスクリプション フィールド
の値を更新します。
一般に、以前の説明がサービス項目と標準の両方に適用されます。 標準は、個々のユーザまたは
組織単位自体によっては「所有」されず、したがってこれらにはサブスクリプション属性を設定
できないことに注意してください。

サービス項目インポート ファイルの構文
表38：サービス項目または標準のインポートファイルを指定するための構文の表には、サービス
項目または標準のインポートファイルを指定するための構文をまとめています。同じ構文がサー
ビス項目と標準の両方に適用されます。 XML ファイルはそれぞれ 1 つの SI インポート仕様から
構成されます。
インポート仕様（SIImportSpec）は、SIClassDefinition と、それに続いて指定されたクラス（サー
ビス項目または標準）に対応する 1 つ以上の SIInstances のリストから構成されます。 クラス定義
とインスタンスのどちらか一方または両方がファイルに含まれます。 ファイルの内容は、指定さ
れたインポート オプションと一致する必要があります。
各 SIClass 仕様は、適切な XML タグ内に組み込まれたサービス項目または標準定義と、それに続
く属性ごとの定義から構成されます。
それぞれの属性定義には、名前、キャプション、属性に指定されたその他の設定オプションが指
定されます。
サービス項目インスタンス（SIInstance）ごとに、インスタンスが適用されるサービス項目または
標準の名前と、項目の各属性の値のリストが指定されます。 属性値がブランクの場合でも、属性
に値が指定されていないインポート ファイルに適切なタグが引き続き含まれる必要があります。
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表 38：サービス項目または標準のインポート ファイルを指定するための構文

SIImportSpec =

S<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CIM CIMVERSION="" DTDVERSION="">
<DECLARATION>
<DECLGROUP>
SIClassDefinition
SIInstanceList
</DECLGROUP>
</DECLARATION>
</CIM>

SIClassDefinition =

<<VALUE.OBJECT>
SIClass
</VALUE.OBJECT>

SIClass =

<CLASS NAME="Service Item Name">
<QUALIFIER NAME="Description"
TYPE="string">
<VALUE></VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME="Classification"
TYPE="string">
<VALUE>Service Item Group</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME="DisplayName"
TYPE="string">
<VALUE>SI Display Name</VALUE>
</QUALIFIER>
SIAttributeList
</CLASS>

SIAttributeList =
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SIAttributeDefinition =

<PROPERTY NAME="Name" TYPE="string">
<QUALIFIER NAME="Description"
TYPE="string">
<VALUE>Description of the attribute</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME="Caption" TYPE="string">
<VALUE>Caption for the attribute</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME="IsVisible" TYPE="sint32">
<VALUE>1 if visible, 0 if not visible</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME="DisplayOrder"
TYPE="sint32">
<VALUE>Sequence of the attribute</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>

SIInstanceList =

SIInstance [SIInstance]

SIInstance =

<VALUE.OBJECT>
<INSTANCE CLASSNAME="ClassName">
SIPropertyList
</INSTANCE>
</VALUE.OBJECT>

SIInstanceDataList=

SIInstanceData [SIInstanceData]
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SIInstanceData=

<PROPERTY NAME="AttributeName"
TYPE=SIDataType>
<VALUE>Attribute value</VALUE>
</PROPERTY>
オプションのサブスクリプション プロパティ：
<PROPERTY NAME="#RequisitionEntryID#"
TYPE="sint32">
<VALUE>Requisition entry ID</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#LoginName#"
TYPE="string">
<VALUE>Customer login name</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#OrganizationalUnitName#"
TYPE="string">
<VALUE>Organizational unit name</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#AccountName#"
TYPE="string">
<VALUE>account name</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#Operation#"
TYPE="string">
<VALUE></VALUE>
</PROPERTY>

SIDataType =

{“char16” | “string” | “datetime” | “real64” | “sint32”
| “sint64”}

Service Item Manager を使用してサービス項目または標準を定義すると、データ型は指定されたデー
タ型と完全には一致しません。 表 39：Service Item Manager のデータ型からのインポート ファイ
ルのデータ型の表を使用して、Service Item Manager のデータ型をインポート ファイルに使用され
るデータ型にマップします。
表 39：Service Item Manager のデータ型からのインポート ファイルのデータ型

Service Item Manager のデータ型

インポート ファイルのデータ型

STRING(32)

char16

STRING(128)

<サポート外>
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Service Item Manager のデータ型

インポート ファイルのデータ型

STRING(512)

string

INTEGER

sint32

LONGINTEGER

sint64

DOUBLEFLOAT

real64

MONEY

real64 を使用

DATETIME

Datetime（日付値には、yyyy-mm-dd hh:mm:ss
フォーマットを使用します。例：2009-04-15
12:00:00）

インポートされたファイルのサービス項目のサブスクリプション処理ルール
内部サービス項目タスクと外部サービス項目タスクによって実行される作成操作と更新操作とは
異なり、ファイルのインポート メカニズムによって処理される作成操作と更新操作はサービス要
求の提供計画のコンテキスト外で発生します。したがって、インポートプログラムは、インポー
ト ファイルで提供される要求エントリ ID、カスタマー ログイン名、組織単位名の間の関係を検
証しません。 これらが有効な ID または名前であるかぎり、入力が受け入れられます。
サブスクリプションの処理ルールの概要は次のとおりです。
• サービス項目インスタンスの作成時にサブスクリプション情報が提供されていない場合、そ
の項目は未割り当てのままとなります。
• サービス項目インスタンスの作成時に [カスタマーログイン名（Customer Login Name）] プロ
パティのみが指定された場合、項目の組織単位のオーナーは、カスタマーのホーム組織単位
に設定され、アカウントの所有権はホーム組織単位から取得したテナント アカウントが 1 つ
である場合はそれに設定されます。
• [カスタマーログイン名（Customer Login Name）] または [組織単位名（Organizational Unit
name）]、または [アカウント名（Account name）] プロパティが指定された場合、値はサービ
ス項目サブスクリプションを更新するために使用されます。 値がブランクの場合、対応する
サブスクリプション フィールドがヌルに設定されます。 インポート ファイルにプロパティ
が存在しない場合、プロパティ値に変更/上書きが行われません。
• 要求エントリ ID がプロパティに提供されていると、対応する要求 ID がサービス項目に関連
付けられ、My Services および Service Item Manager に表示されます。
• 一度要求エントリ ID がサービス項目に設定されると、これを変更したり、ヌルにリセット
したりすることはできません。
カスタマーと組織単位の割り当てで可能な組み合わせとその結果を表 40：サービス項目サブスク
リプションの表にまとめます。
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アカウント割り当ては、組織単位の割り当てと同様に機能し、置換は次の表に列挙されていませ
ん。
：
表 40：サービス項目サブスクリプションの表

サービス項目の作成時
XML 内のプロパティ

結果のサブスクリプ
ション

ログイン名（Login
Name）

OU 名

カスタマー

OU

なし

なし

NULL

NULL

なし

ブランクまたは無効な NULL
値

NULL

なし

有効な OU 名

NULL

提供された OU

NULL

NULL

ブランクまたは無効な ブランクまたは無効な NULL
値
値

NULL

ブランクまたは無効な 有効な OU 名
値

NULL

提供された OU

有効なカスタマー

なし

提供されたカスタマー カスタマーのホーム
OU

有効なカスタマー

値なし

提供されたカスタマー NULL

有効なカスタマー

有効な OU 名

提供されたカスタマー 提供された OU

ブランクまたは無効な なし
値

サービス項目の更新時
XML 内のプロパティ

結果のサブスクリプ
ション

ログイン名（Login
Name）

OU 名
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サービス項目の更新時
なし

なし

なし

ブランクまたは無効な 変更なし
値

NULL

なし

有効な OU 名

変更なし

提供された OU

NULL

変更なし

ブランクまたは無効な なし
値

変更なし

変更なし

ブランクまたは無効な ブランクまたは無効な NULL
値
値

NULL

ブランクまたは無効な 有効な OU 名
値

NULL

提供された OU

有効なカスタマー

なし

提供されたカスタマー 変更なし

有効なカスタマー

ブランクまたは無効な 提供されたカスタマー NULL
値

有効なカスタマー

有効な OU 名

提供されたカスタマー 提供された OU

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
177

サービス用のフォームの設定
Service Link を使用したサービス項目と標準のインポート

例：サービス項目インポート ファイル
次の定義により「Desktop」サービス項目が作成されているとします。
図 11：Desktop サービス項目

このサービス項目のインポート ファイルは次の例のようになります。
表 41：サービス項目のインポート ファイルの例

XML の例

説明/使用方法

<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?>

SI インポート仕様の開始。

<CIM CIMVERSION=““ DTDVERSION=““>
<DECLARATION>
<DECLGROUP>
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XML の例

説明/使用方法

< VALUE.OBJECT>

SI のプロパティ：名前、説明、表示名、グルー
プ（分類）。

<CLASS NAME=“Desktop”>
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Desktop Computer.</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Classification”
TYPE=“string”>
<VALUE>Hardware</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayName”
TYPE=“string”>
<VALUE>Desktop Computer</VALUE>
</QUALIFIER>
<PROPERTY NAME=“Name” TYPE=“string”>
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>

SI の Name 属性の定義。 Name 属性は、すべて
のSIに必要です。そのキャプションも「Name」
である必要があります。

<VALUE>The name of the computer.</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Name</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
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XML の例

説明/使用方法

<PROPERTY NAME=“Brand” TYPE=“char16”>

SI の Brand 属性の定義。

<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Brand name of the computer.</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Manufacturer</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>2</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“Price” TYPE=“real64”>
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>MSRP</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Unit Price</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>3</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
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XML の例

説明/使用方法

<PROPERTY NAME=“Memory” TYPE=“sint32”> SI の Memory 属性の定義。
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Amount of RAM in GB</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Memory in GB</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>4</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
< PROPERTY NAME=“ManufactureDate”
TYPE=“datetime”>

SI の ManufactureDate 属性の定義。

<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Date of manufacture</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Manufacture Date</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>5</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
</CLASS>
</VALUE.OBJECT>
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XML の例

説明/使用方法

<VALUE.OBJECT>

デスクトップ SI の 1 つのインスタンス
「Thinkpad T60」の場合

<INSTANCE CLASSNAME=“Desktop”>
<PROPERTY NAME=“Name” TYPE=“string”>
<VALUE>Thinkpad T60</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“Brand” TYPE=“char16”>
<VALUE>LENOVO</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“Price” TYPE=“real64”>
<VALUE>899.99</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“Memory” TYPE=“sint32”>
<VALUE>3</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“ManufactureDate”
TYPE=“datetime”>
<VALUE>2009-04-15 12:00:00</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#RequisitionEntryID#"
TYPE="sint32">
<VALUE>10</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#LoginName#"
TYPE="string">
<VALUE>jsmith</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME="#OrganizationalUnitName#"
TYPE="string">
<VALUE>Finance</VALUE>
</PROPERTY>
</INSTANCE>
</VALUE.OBJECT>
</DECLGROUP>
</DECLARATION>
</CIM>
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例：標準的なインポート ファイルの例
「Projects」標準が次の定義で作成されていると仮定しています。
図 12：標準的なインポート ファイルの例

Service Link のサービス項目タスクは、次のエージェント パラメータで定義されます（一般）。
• 送信プロパティ
• 受信プロパティ
• 送信要求パラメータ
• 受信応答パラメータ
• 内部パラメータ
この標準のインポート ファイルは次の例のようになります。
表 42：標準的なインポート ファイルの例

XML の例

説明/使用方法

<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?>

標準インポート仕様の開始。

<CIM CIMVERSION=““ DTDVERSION=““>
<DECLARATION>
<DECLGROUP>
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XML の例

説明/使用方法

< VALUE.OBJECT>

標準のプロパティ：名前、説明、表示名、グ
ループ（分類）。

<CLASS NAME=“Projects”>
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Describe it here</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Classification”
TYPE=“string”>
<VALUE>My Standards</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayName”
TYPE=“string”>
<VALUE>Projects</VALUE>
</QUALIFIER>

<PROPERTY NAME=“ProjectID” TYPE=“string”> 標準の ProjectID 属性の定義。
<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>ID of the Project</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Project ID</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
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XML の例

説明/使用方法

<PROPERTY NAME=“ProjectName”
TYPE=“string”>

標準の ProjectName 属性の定義。

<QUALIFIER NAME=“Description”
TYPE=“string”>
<VALUE>Name of the project</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“Caption” TYPE=“string”>
<VALUE>Project Name</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“IsVisible” TYPE=“sint32”>
<VALUE>1</VALUE>
</QUALIFIER>
<QUALIFIER NAME=“DisplayOrder”
TYPE=“sint32”>
<VALUE>2</VALUE>
</QUALIFIER>
</PROPERTY>
<VALUE.OBJECT>

Project 標準の最初のインスタンス。

<INSTANCE CLASSNAME=“Projects”>
<PROPERTY NAME=“ProjectID” TYPE=“string”>
<VALUE>001</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“ProjectName”
TYPE=“string”>
<VALUE>Reporting System Upgrade</VALUE>
</PROPERTY>
</INSTANCE>
</VALUE.OBJECT>
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XML の例

説明/使用方法

< VALUE.OBJECT>

Project 標準の 2 番目のインスタンス。

<INSTANCE CLASSNAME=“Projects”>
<PROPERTY NAME=“ProjectID” TYPE=“string”>
<VALUE>002</VALUE>
</PROPERTY>
<PROPERTY NAME=“ProjectName”
TYPE=“string”>
<VALUE>Decision Support System
Installation</VALUE>
</PROPERTY>
</INSTANCE>
</VALUE.OBJECT>
</DECLGROUP>

標準インポート仕様の終わり。

</DECLARATION>
</CIM>

サービス項目インポート DTD
サービス項目または標準インポート ファイルに必要なフォーマットを記述している文書型定義
（DTD）が RequestCenter.war\DTD にある Service Catalog アプリケーション サーバで使用できま
す。 DTD を次に示します。
<!ENTITY % CIMName "NAME
CDATA
#REQUIRED">
<!ENTITY % CIMType "TYPE (char16|string|sint32|sint64|datetime|real64)">
<!ENTITY % ClassName "CLASSNAME
CDATA
#REQUIRED">
<!ELEMENTCIM (DECLARATION)>
<!ATTLISTCIM
CIMVERSION CDATA #REQUIRED
DTDVERSION CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENTDECLARATION (DECLGROUP)+>
<!ELEMENTDECLGROUP (VALUE.OBJECT*)>
<!ELEMENTVALUE.OBJECT (CLASS | INSTANCE)>
<!ELEMENTCLASS (QUALIFIER*, PROPERTY*, METHOD*)>
<!ATTLISTCLASS
%CIMName;
>
<!ELEMENTQUALIFIER (VALUE?)>
<!ATTLISTQUALIFIER %CIMName;
%CIMType;
#REQUIRED
>
<!ELEMENTPROPERTY (QUALIFIER*, VALUE?)>
<!ATTLISTPROPERTY %CIMName;
%CIMType;
#REQUIRED
>
<!ELEMENTVALUE (#PCDATA)>
<!ELEMENTINSTANCE (QUALIFIER*, PROPERTY*)>
<!ATTLISTINSTANCE
%ClassName;
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>
<!ELEMENTMETHOD (QUALIFIER*)>
<!ATTLISTMETHOD %CIMName;
>
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第

5

章

サービスおよびサービス バンドルの設定
この章は次のトピックで構成されています。
• サービスおよびサービス バンドルの設定 , 189 ページ

サービスおよびサービス バンドルの設定
サービスは、Service Designer モジュールで特定のサービス チームにより「所有される」同様サー
ビスまたは関連サービスのセットをまとめるために設計およびグループ化できます。サービスグ
ループを使用して、次のことを行えます。
• グループ内のサービスに対する承認とエスカレーション プロセスの設定
• グループ内のサービスをオーダーするための権限の設定
• グループによって使用される役職の割り当て
サービス グループ フォルダは、エンド ユーザが My Services を介して参照するカテゴリとは異な
ります。 サービス グループの名前はエンド ユーザに表示されません。
たとえば、組織の電話サービスの取得およびセットアップのためのサービスを含む「電話サービ
ス」サービスグループを作成するには、サービスを提供するためのサービスチームを割り当て、
他の人に電話サービス グループの管理を担当させる必要があります。 サービス グループは携帯
電話をオーダーできる人を指定し、電話がオーダーされると、承認プロセスを適切に配置します。
電話サービス グループには、サービスの承認や確認が遅れた場合に担当者にアラートを出すよう
に設定される一連のエスカレーション メッセージも含めることができます。

サービス グループの作成
同様のサービスは、Service Designer モジュールを使用してグループ化できます。 グループを使用
して、サービスグループレベルで認証プロセス、オーダー権限、およびエスカレーションの通知
を設定できます。 サービス レベルでの権限の設定については、サービスをオーダーするための
サービス レベルの権限の定義, （216 ページ）を参照してください。
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はじめる前に
サービス要求を確認し、サービス要求を承認し、エスカレーションにも対処する組織単位（OU）
または人物を選択します。

ステップ 1

[Service Designer] を選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しいサービスグループ（New Service Group）] の順にクリックします。

ステップ 3

表 43：サービス グループ フィールドの詳細で規定されているようにフィールド情報を入力し、[このサー
ビスグループを追加（Add This Service Group）] をクリックします。
サービス グループを表示するには、サービス グループ名を選択してそのサービス グループの [詳細
（details）] タブと [設定（configuration）] タブを開き、サービス グループ名の横にある [+] アイコンを展
開してグループに関連付けられているサービスを表示します。

ステップ 4

サービス グループを作成後、個人またはユーザのグループがサービス グループ内のサービスを管理でき
るように、サービス グループを設定します。 設定するには、サービス グループを選択し、以下の手順を
実行します。
• [全般（General）] タブで、サービス チームを選択し、役職を割り当てます。 表 44：サービス グルー
プ設定の表を参照し、フィールドの詳細を入力します。
• [承認（Authorizations）] タブで、承認構造、確認、およびエスカレーション プロセスを設定します。
表 45：承認および確認のワークフローを参照し、フィールドに入力します。
• [権限（Permissions）] タブでロール ベースの権限を割り当てます。 グループ オブジェクト レベルの
承認は、人、組織単位、グループ、役職、およびロールが実行できるアクションのタイプです。 サー
ビス グループでサービスを設計できるようになると、自動的にユーザはそのグループ内のサービス
を表示できます。 グループ レベルで権限を設定するには、表 46：サービス グループ権限の割り当て
を参照してください。
ただし、グループのサービスをオーダーする機能は個別に割り当てる必要があります。 グループ レベル
の権限とサービス レベルの権限の違いについては、サービスをオーダーするためのサービス レベルの権
限の定義, （216 ページ）を参照してください。

サービスグループが不要になった場合は、削除できます。サービスがまだ存在しているサービス
グループを削除することはできません。 サービスが存在する場合、それらを削除するか、他の
サービス グループに転送してから、グループを削除します。 サービス グループを削除するには、
削除するサービス グループを選択し、[全般（General）] タブで [削除（Delete）] をクリックしま
す。
表 43：サービス グループ フィールドの詳細

フィールド
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名前（Name）

サービス グループの名前。 必須作業です。 こ
の名前は、組織およびニーズに固有である必要
があります。 エンドユーザにはこの名前は表示
されません。この名前はサービス グループを作
成した後に編集できます。
たとえば、「End User IT Desktop Support」、
「End User IT Desktop Software」、または
「Identity Management」のような名前を付けま
す。

説明（Description）

サービス グループの簡単な説明。任意ですが、
入力しておくことを推奨します。

サービス チーム（Service Team）

このサービス グループのサービスに対して責任
のあるサービス チーム。つまり、サービス グ
ループ内のサービスを「所有」するチーム。

表 44：サービス グループ設定の表

フィールド

説明

名前（Name）

サービス グループの名前を入力します。

説明（Description）

サービス グループの説明を入力します。
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フィールド

説明

サービス チーム（Service Team）

サービス グループの適切なサービス チームを
関連付けます。 詳細については、サービスの
セットアップ, （6 ページ）を参照してくださ
い。
サービス グループに割り当てられたサービス
チームを変更すると、以下のようになります。
• このグループのサービスで使用されている
アクティブ フォーム コンポーネントに指
定されている「アクセス制御」を再設定し
て、以前に指定したサービス チームに関
連付けられたキューを追加の参加者のリス
トに明示的に追加する必要が生じる場合が
あります。 これは、タスクがそのキュー
に割り当てられている場合に必要です。
詳細については、特定のサービスへのアク
セス制御設定の追加, （75 ページ）を参
照してください。
• すべての人の役職への割り当てが削除され
ます。 これは、サービス グループを所有
するサービス チームのメンバーしか、そ
のグループ内の役職をこなせないからで
す。 このような割り当ては再指定する必
要があります。
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フィールド

説明

役職（Functional Position）

役職を追加するには、次の手順を実行します。
1 役職テーブルの下の [追加（Add）] をクリッ
クし、役職を選択します。
2 追加する n 役職の横にあるチェック ボック
スを選択します。
役職をサービス グループ内のユーザに割り当て
るには、次の手順を実行します。
役職の行の […] ボタンをクリックし、検索オプ
ションを使用して人物を検索します。 人物を選
択し、[OK] をクリックします。
当該の役職に割り当てられているタ
スクがある場合、そのタスクはデフォ
ルトの提供キューに入ります。
詳細については、「組織の構造化」を参照して
ください。 役職に関する説明については、
『Cisco Prime Service Catalog 11.0 Administration
and Operation Guide』を参照してください。
（注）

保存（Save）

このタブの変更を保存するには、[保存（Save）]
をクリックします。
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表 45：承認および確認のワークフロー

ワークフロー

手順

承認構造の設定

[サービスグループの承認構造（Authorization
Structure For Service Group）] の下で、次の
フィールドから 1 つ選択します。
[サイト承認構造のみを使用（Use Site
Authorization Structure Only）]：サイト規模の承
認構造のみを使用し、サービス グループまたは
サービス レベルで設定された承認と確認を無視
します。
[サービスグループレベルの承認構造のみを使用
（Use Service Group-level Authorization Structure
Only）]（サービス グループ レベルは使用しな
い）：ロール、オーダーまたはエスカレーショ
ンの固有スキームに基づいて、承認構造を作成
できます。
[サイトレベルとサービスグループレベル両方の
承認構造を使用（Use Both Site Level and Service
Group Level Authorization Structures）]：ロール、
オーダー、またはエスカレーションのサイト規
模のスキームを受け入れ、承認プロセスを拡張
するために構築したカスタマイズ スキームを使
用して、それを補足できます。 詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog 11.0
Administration and Operation Guide』の
「Configuring Site Administration」を参照してく
ださい。
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ワークフロー

手順

承認タイプの設定

次の承認タイプのうち 1 つを選択します。
• [サービスグループの確認（Service Group
Review）]：これは情報に対してのみで、
確認者はサービスを拒否したり、提供プロ
セスはキャンセルすることはできません。
提供プロセスは、確認者が確認タスクで
[OK] をクリックするまで進みません。
• [サービスグループの承認（Service Group
Authorization）]：承認者はサービスを要求
した人がそれを受け取る資格があるかどう
かを判断できます。承認が拒否されると、
プロセスは停止し、サービスは提供され
ず、承認は順次実行されます。複数のサー
ビス グループの承認または確認を持ち、
それぞれが異なる人によって実行されるよ
うにすることができます。 承認は指定し
た順序で順番に実行されます。つまり、前
の承認者がサービス要求を拒否すると、そ
のサービス要求での作業はそれ以上行われ
なくなります。 「管理モジュール経由で
現在有効になっていません（not currently
enabled via the Administration module）」と
いうメッセージが表示された場合は、特定
のサービス グループの承認/確認がサイト
で有効になっていません。 これは、サイ
ト全体の標準に関してサイト管理者が行っ
た決定を反映している可能性があります。
この設定は、管理モジュールで変更できま
す。
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ワークフロー

手順

確認およびエスカレーション プロセスの定義

確認の同時プロセスを定義するには、次の手順
を実行します。
[追加（Add）] をクリックし、レビューの [名前
（Name）]、[件名（Subject）]、[期間
（Duration）]、各レビューに対する [実行
（Effort）]、およびレビューを割り当てる人を
入力します。
確認は同時に実行されます。 確認者はサービス
の提供を取り消せないため、同時に実行するこ
とで、提供プロセスを効率的に処理します。
エスカレーションの同時プロセスを定義するに
は、[追加（Add）] をクリックし、エスカレー
ションの電子メールを送信するまでの時間と、
各エスカレーションの電子メールの受信者を更
新します。 詳細については、「提供タスクの設
定」を参照してください。

表 46：サービス グループ権限の割り当て

許可内容

定義

このサービス グループ内のサービスを設計し、 ユーザはこのサービス グループ内のサービスを
データを変更する
設計し、グループ データを変更できます。
通常、これらの権限はこのサービス グループの
サービスを設計および設定する個人に予約され
ます。
このサービス グループのサービスと他の情報を ユーザはサービス グループとサービス定義を表
表示する
示できますが、それらを変更することはできま
せん。
このサービス グループのサービスをオーダーす ユーザは、このサービス グループのサービスを
る
オーダーできます。
これは、サービスのコンシューマがこれらの
サービスを表示および要求できる程度です。
人に権限を割り当てる

ユーザはこれらの権限を他の人に割り当てるこ
とができます。
通常、この権限はサービスの設計者と、サービ
ス グループのオーナーに限定されています。
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サービスの作成
新しいサービスをカタログに追加し、説明情報を追加することでサービスのコンテキストを設定
し、また、サービスのレポートと表示動作に影響する重要な属性と設定を設定するには、この手
順を使用します。
はじめる前に
サービス グループをセットアップします。 サービス グループの作成, （189 ページ） を参照して
ください

ステップ 1

[Service Designer] > [新規（New）] > [新規サービス（New Service）] の順に選択します。

ステップ 2

提供されたフィールドに詳細を入力します。
（注）
サポート情報にリンクすることでサービスをさらに説明するには、[URLを入力（Enter a URL）]
フィールドを使用します。 My Services のサービスの説明に、その URL への [詳細情報（More
information）] リンクが表示されます。
[このサービスを追加（Add This Service）] をクリックします。

ステップ 3
ステップ 4

サービスを追加した後、[全般（General）] タブに情報を入力することで設定を開始できます。
[全般（General）] タブは、エンド ユーザがサービス カタログを参照するときに、コンシューマ エクスペ
リエンスに影響を及ぼすために主に使用されます。 フィールドを完成させるための参考として、表 47：
サービス属性を使用します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

表 47：サービス属性

フィールド

定義

名前（Name）

サービスの名前。 これは、サービス カタログ
でエンド ユーザに表示される名前です。 サー
ビス名は 200 文字までです。 例：Computer
Memory Upgrade
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フィールド

定義

ステータス（Status）

ステータスが [アクティブ（Active）] である場
合、サービスが検索可能で、My Services での
オーダーに使用できることを意味しています。
ステータスが [非アクティブ（Inactive）] の場
合は、サービス カタログ内でサービスが検索可
能またはオーダー可能にならないように設定さ
れます。 サービスがまだドラフト フォームで
ある、期限が切れている、または常にではなく
一定の間隔で提供されるように計画したサービ
スである場合、サービスは非アクティブである
可能性があります。

サービス グループ

サービスが属するサービス グループ。

オーダー可能なサービス（Orderable Service）

My Services 内のサービスに対して「オーダー
（Order）」および「他人のためのオーダー
（Order For Others）」リンクを有効（はい
（Yes））または無効（いいえ（No））にする
設定。
通常、オーダー不可のサービスはカスタマーに
サービス カタログ内のアクション不可の情報を
提供するために作成されます。

レポート可能（Reportable）

このフィールドは、カスタマーには影響しませ
ん。 これはサービス設計者向けのフィールド
で、サービス データを Service Catalog データ
マートにロードするかどうかを指定します。
ロードすることで、Advanced Reporting モジュー
ルでアドホック レポートおよび Report Designer
を使用して構築されたアドホック レポートやク
エリで使用できるようになります。
サービスをレポート可能にするための詳細情報
とベスト プラクティスについては、『Cisco
Prime Service Catalog Reporting Guide』を参照し
てください。

権限付与（Entitlement）
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このオプションを [はい（Yes）] に設定すると、
すべてのエンド ユーザが承認の必要なく、この
サービスを要求できるようになります。 サイト
レベル、部門レベル、またはサービス グループ
レベルの承認が設定されている場合、権限付与
を [はい（Yes）] に設定すると、このサービス
に対するこれらの承認が無視されます。
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フィールド

定義

価格の計算（Compute Price）

このフィールドを使用して、カスタマーがサー
ビスをオーダーする前にサービスの価格を計算
できます。 ドロップダウン リストから [はい
（Yes）] を選択すると、My Services でサービ
スをオーダーするよう選択したときに [価格の
計算（Compute Price）] ボタンが表示されます。

オーダーモード（Ordering Mode）

このフィールドでは、ショッピング カートに
サービスを追加するか、またはサービスを即座
にオーダーするオプションが提供されます。 使
用可能なオプションは次のとおりです。
• [有効なレビューを追加（Add Review
Enabled）]：[カートに追加（Add to Cart）]
ボタン（Service Catalog）または [オーダー
の追加と確認（Add and Review Order）] ボ
タン（My Services）が提供され、エンド
ユーザはサービスをショッピング カート
に追加できます。 ユーザは後でサービス
を確認しオーダーを送信できます。 同じ
オーダー モードの他のサービスを同じ
ショッピング カートに配置することがで
きます。 これがデフォルトの設定です。
• [無効なレビューを追加（Add Review
Disabled）]：サービスは、個別の要求とし
て自分のカートでのみオーダーできます。
[注文の送信（Submit Order）] ボタンのみ
使用できます。
• [1クリック（1-Click）]：[無効なレビュー
を追加（Add Review Disabled）] と同様、
サービスは自分のカートでオーダーしま
す。 さらに、ユーザには要求送信を確認
するための単純な確認ダイアログが表示さ
れます。これによって、ユーザはアクショ
ンとして要求を見ることができます。 こ
のモードは、ユーザからの入力データ（た
とえば「Stop virtual machine」）を必要と
しない要求に特に適しています。
（注）

1 クリック機能は、Service Catalog モ
ジュールでのみ使用可能です。
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フィールド

定義

ページネーションビューモード（Pagination View このフィールドを使用して、Service Catalog モ
Mode）
ジュールでウィザードの形式でオーダー ページ
にディクショナリを表示し、前後へのナビゲー
ション コントロールが備わった複数のページに
フォーム フィールドを表示することができま
す。 サービス項目のオーダー ページの設定方
法の詳細については、ウィザードとしてのサー
ビス フォームの表示, （123 ページ）を参照し
てください。
Service Catalogで非表示にする（Hide in Service
Catalog）

Service Catalog モジュールでサービスを非表示
にしたり、[マイスタッフ（My Stuff）] の [注文
ステータス（Order Status）] および [完了した
オーダー（Completed Orders）] ビューでこの
サービスに関連付けられた要求を非表示にする
には、このフィールドを選択します。 これは、
サービス設計者がこれらのサービス要求をエン
ド ユーザが表示したり取り消したりできないよ
うにする場合に役立ちます。 多くの場合、これ
らはより複雑なサービス バンドルの一部として
呼び出される子サービスです。

説明

製品またはサービスの簡単な説明を入力するた
めのテキスト フィールド。 この情報は My
Services または Service Catalog でコンシューマ
に表示されるため、可能な限り明確にして、エ
ンド ユーザがオーダーするものを正確に把握で
きるようにする必要があります。

サービス レベルの説明（Service Level
Description）

これはオプションのテキスト フィールドです。
ここに入力された内容はすべて My Services ま
たは Service Catalog でコンシューマに表示され
ます。コンシューマが期待するサービスのレベ
ルについてのコンシューマに対する保証になる
ものとして考える必要があります。 説明は 4000
文字を超えないようにします。
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フィールド

定義

標準期間（Standard Duration）

[標準期間（Standard Duration）] はすべての承認
と確認が完了した後の、このサービスの標準
（通常）の提供時間です。 コンシューマは、
サービスを要求する前にこの情報を入手できま
す。
[標準期間（Standard Duration）] はサービスを
完了する必要のある実行期日ではなく、実行期
日の計算には使用されません。 このフィールド
は、サービス実施チームのカレンダーを考慮に
入れません。 これは、時間を日に換算し、
Advanced Reporting に使用されるサービスの標
準コンプライアンス メトリックを算出するため
に使用されます。

表示単位（Display Units）

[標準期間（Standard Duration）] は、時間または
営業日で表示できます。
営業日で表示するように選択する場合、[計画
（Plan）] タブの [1日あたりの稼働時間
（Working Hours per Day）] 設定を使用して、時
間数が日数に変換されます。
たとえば、サービスの標準期間が 3 営業日であ
る場合、1 日の労働時間を 8 時間と仮定して、
[標準期間（Standard Duration）] フィールドに
24 時間と入力します。
サービス提供計画を編集して準備するときに、
システムはすべての計画のアクティビティを完
了するのに必要な合計時間数を追跡し続けま
す。 また、[1日あたりの稼働時間（Working
hours per day）] 設定（[計画（Plan）] タブ > [タ
スク（Tasks）] サブタブ。表 50：タスク サブ
タブのフィールドを参照）を使用して、計画の
実行に必要な作業日数も算出します。
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フィールド

定義

予測方法（Forecasting Method）

サービスが送信された後、My Services でエンド
ユーザにサービスの実行期日を予測するのに使
用される方法を選択します。 この予測は、常に
概算であると見なす必要があります。 どの予測
方法が選択されても、要求のすべての承認と確
認が完了した後、Service Catalog はすべての実
行期日を再計算します。
予測方法の選択には、機能的な影響（サービス
の要求者に何が、いつ表示されるか）とパ
フォーマンス上の影響の両方があります。 詳細
については、実行期日の予測, （203 ページ）を
参照してください。

追加のURL（Additional URL）

[追加のURL（Additional URL）] フィールドを
使用して、サービスの説明を追加したり、サ
ポート情報へのリンクを提供したりできます。
たとえば、サービスがデスクトップ ソフトウェ
アに関するものである場合、エンド ユーザがシ
ステム要件を参照したり、正しいソフトウェア
をオーダーしているかを確認したりできるよう
に、外部製品へのリンクを含めることができま
す。
URL は、「http://」で始まる完全修飾にする必
要があります。 サービスの説明には、指定した
URL にアクセスする [詳細情報...（More
Information …）] リンクが含まれます。

役職（Functional Positions）

サービスに関する、使用可能な役職と、それら
に対応する個人の割り当て。 役職は Organization
Designer で定義されます。 このサービスに関し
て、役職を追加し、その役職に人を割り当てま
す。
詳細については、『Cisco Prime Service Catalog
Administration and Operations Guide』の
「Configuring Functional Positions」を参照してく
ださい。
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フィールド

定義

キーワード

My Services の検索機能により、サービス名お
よびサービスの説明内にある任意の語を含む
サービスが返されます。 キーワードをさらに追
加すると、ユーザ検索をより効率的に行うこと
ができます。
たとえば、サービスが「Order a New Laptop」で
あり、ユーザは Dell または Lenovo のいずれか
のラップトップを選択できる場合、追加のキー
ワードとして「Dell」および「Lenovo」を使用
できます。
これらはカスタマー ナビゲーションに関しての
み使用され、レポート作成には使用されませ
ん。 詳細については、「検索のキーワードの設
定」を参照してください。

カテゴリの表示（Display Categories）

サービスが My Services または Service Catalog
に表示されるカテゴリ。 詳細については、サー
ビスの分類, （11 ページ）を参照してくださ
い。

実行期日の予測
次の表には、実行期日を予測する方法がまとめられています。詳細については、以下の段落で説
明します。
表 48：実行期日の予測

方法

機能

パフォーマンス上の影響

タスク期間から実行期日を予測 システムは、提供計画内のすべ
てのタスク、タスクごとの予測
期日、および割り当てられた実
行者に基づいて実行期日を予測
します。

すべてのタスク（承認/確認お
よび提供）がインスタンス化さ
れ、個々のキューまたは個人の
カレンダーが調べられて、スケ
ジュールされたタスクの開始時
間と終了時間が判別されます。
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方法

機能

パフォーマンス上の影響

標準期間を使用して実行期日を システムは、各タスクに割り当 すべてのタスク（承認/確認お
概算
てられた実際の参加者を調べる よび提供）がインスタンス化さ
のではなく、デフォルトのサー れますが、個々のキューまたは
ビス提供キューの作業時間に関 個人のカレンダーは調べられま
連付けられたカレンダーを使用 せん。
して実行期日を概算します。
実行期日を予測しない

オーダーが送信されたときに、 要求が送信されたときに、承認/
実行期日を予測しません。ユー 確認タスクのみがインスタンス
ザには、My Services の実行期 化されます。
日として、「TBD」が表示され
ます。

実行期日を予測する方法を選択する場合、機能的な影響とパフォーマンス上の影響の両方があり
ます。 以下の要因は、実行期日の予測の正確性に影響を及ぼします。
• サービスに関連付けられたすべての承認または確認 すべての初期予測では、これらの各承認
に関連付けられた特定の期日を使用します。 ただし、実行期日はすべての承認が算出された
後、再計算されます。 承認と確認の完了時刻における差異（通常、提供計画に指定したもの
より時間がかかる）により、非現実的な予測が行われる可能性があります。
• 提供計画に含まれる任意の条件付きタスク。 タスクの実行を管理する条件式は、サービス提
供時点でしか評価できないため、どの予測も条件付きタスクの実行を考慮できません。 この
ため、実際には実行されていないタスクが含まれることによって、見積もりが水増しされる
可能性があります。 一方、見積もりは常に最悪のシナリオ（すべてのタスクを実行すること
を想定）であるため、サービス要求がより早い時期に実行されると、ユーザが予想外に助か
ることがあります。
実行期日が予測されると（概算または見積もりで予測）、Service Catalog はすべてのタスクを提供
計画に作成（インスタンス化）する必要があります。 計画内のタスク数によっては、これに非常
に多くの処理時間が費やされる可能性があります。 計画内の各参加者に割り当てられた作業カレ
ンダーを調べて、タスクの開始日と終了日を正しく導き出す必要があるため、実行期日の見積も
りには、より長い時間が必ずかかります。
[送信、承認、非同期的にレビュー（Submit, Approve, Review Asynchronously）] に対する管理設定
は、実行期日を予測するときに、Service Catalog の認識されるパフォーマンスに影響を及ぼしま
す。 デフォルトではこの設定はオフになっているため、「要求送信のバックグラウンド処理」は
無効になっています。 したがって、Service Catalog はこれらのタスクを同期的にインスタンス化
します。つまり、ユーザはオーダーを送信します。 Service Catalog は予測方式の手順どおりにタ
スクを作成し、ページの制御がユーザに戻ります。 複雑なタスク計画の場合、ユーザはオーダー
フォームから処理を進めるのに非常に長い時間待つ可能性があります。
[送信、承認、非同期的にレビュー（Submit, Approve, Review Asynchronously）] がオンに設定され
ている場合、Service Catalog は非同期的にタスクを作成します。つまり、バックグラウンドで作成
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を実行します。 これにより、ユーザはすべてのタスクが作成されるまで待機することなく、オー
ダー フォームを終了し、Service Catalog の使用を続行できます。 待機時間がなくなります。 承認
がほとんどない（またはない）か、単純な提供計画のある要求については、パフォーマンスの相
違は顕著に表れない場合がありますが、より複雑なワークフローを含むサービスでは明らかに示
されます。 要求の送信後、Business Engine によって処理されるまで、ステータスは [発注済み
（Ordered）] になります。 その後、ステータスは [進行中（Ongoing）] になります。
非同期処理には追加の設定ステップが必要であり、一部のインストール済み環境では、パフォー
マンスに認識される相違が表れないため、Service Catalog を [送信、承認、非同期的にレビュー
（Submit, Approve, Review Asynchronously）] に設定することは任意です。 実行期日の予測の方法
について決定を行う前に、この設定が有効になっているかどうかをシステム管理者に確認してく
ださい。

関連サービスのバンドルの設定
バンドルされたサービスとは、カスタマーがバンドル（親）をオーダーすると自動的にオーダー
される 1 つ以上の関連サービスを含むサービスのことです。 同時に共通してオーダーされるサー
ビスをグループ化する場合に、バンドルを使用すると便利です。 たとえば、新しい従業員全員に
次のサービスが必要であるとします。
• LAN ID
• デスクトップ PC またはラップトップ PC
• ボイスメール付きの新しい電話機
ユーザが新しい従業員に対し 3 つのすべてのサービスを必ずオーダーすることを期待するのでは
なく、これらの各サービスを含むバンドルを作成することができます。
バンドルでは、2 つ以上の関連するサービスまたは既存のサービスを含む新しいサービスが、親
サービスと呼ばれます。 親サービスに含まれているサービスは、子サービスと呼ばれます。

サービスをバンドルするためのワーク フロー
バンドルの作成と処理作業には、Service Catalog 内の複数の異なるモジュールとタスクが関与しま
す。 簡単な概要を示します。
• 作成：サービス グループとサービスを作成後、Service Designer モジュールを使用してバンド
ルを作成します。
• オーダー：バンドルは、Service Catalog モジュールからオーダーできます。 ユーザは、サー
ビスがバンドルであることに気付かない可能性があります。 たとえば、サービス カタログ
からサービスを選択するときに、ユーザが [オーダー（Order）] リンクをクリックすると、
バンドルの複合オーダー フォームが表示され、オーダー フォームを確認すると、親サービ
スのみが表示されます。 ただし、サービス カタログに表示されているサービス名リンクを
ユーザがクリックすると、子サービスごとのリンクをクリックして、詳細情報を確認できま
す。 しかしながら、この方法ではどの子サービスも個別にオーダーできません。 オーダー
が送信されると、[サービスのオーダーの確認（Service Order Confirmation）] ページに、バン
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ドルに含まれていたすべてのサービスがリストされます。 バンドルのオーダーをキャンセル
する必要がある場合は、バンドルに含まれる個々の子サービスはキャンセルできないため、
オーダー一式をキャンセルする必要があります。
• スケジュール：Service Catalog は、オーダーを、要求にある要求エントリの他のセットのよ
うに扱います。次をスケジュールします。
◦ 親サービスに定義された承認および確認手順。この手順では、子サービスに定義された
承認がオーバーライドされます。
◦ サービスごとの提供計画タスク。
◦ サービスごとの計画モニタリング タスク。
• 提供：それぞれの子サービスの提供計画は、子サービス自体がオーダーされたように実行し
ます。 ただし、子サービスの提供計画タスクのスケジューリングは、親サービスの提供計画
内にある子サービス用の包含タスクのポジションによって左右されます。 たとえば、親サー
ビスによって子サービスである LAN ID、デスクトップ、および新しい電話機がリストされ
ると、タスクはそのオーダーで完了されます （これは、提供計画で、トップレベルのタスク
を順次に完了するように選択したことを想定しています。 子サービス用の提供計画を同時に
実行する場合、この設定を変更できます。）
• モニタ：Service Manager ユーザが計画をモニタする場合、Service Manager の [計画（Plan）]
タブで、任意のサービスの計画モニタリング タスクを確認できます。 親サービスの計画モ
ニタリング タスクには、子サービスごとに包含タスクが表示されます。 サイト設定パラメー
タ [タスクリンクの表示（Show Task Link）]（管理モジュールの [サイトを個人設定する
（Personalize Your Site）] フォルダで入手可能）は、[オン（On）] に設定されており（デフォ
ルト）、[計画（Plan）] タブに表示されているタスクは実際のタスク フォームにリンクされ
ます。 包含タスクについては、これらのリンクを使用することで、包含サービスの計画モニ
タリング タスクに移動できます。
次の表は、サービス バンドルに実行できるさまざまなタスクを示します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
206

サービスおよびサービス バンドルの設定
関連サービスのバンドルの設定

表 49：サービスをバンドルするためのタスク

タスク
バンドルの作成

手順

説明
Service Designer で、親サービスとして
使用するサービスを選択することから
開始するか、親として機能する新しい
サービスを作成します。サービスを選
択したら、[オファー（Offer）] タブを
クリックして開始します。バンドルに
組み込む子サービスをすでに作成して
いることを前提にしています。
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タスク

手順
バンドルを作成するには、以下の手順
を実行します。
1 [Service Designer] > [サービス
（Services）] > [オファー（Offer）]
> [バンドル（Bundle）] の順に選択
します。
2 [このサービスはバンドルです
（This service is a bundle）] を選択
します。 Service Designer はバンド
ル内のバンドルされたサービスを
サポートしないため、システムは
自動的に [このサービスはバンドル
に含めることができません（This
service cannot be included in a
bundle）] オプションを選択しま
す。
[サービスを含める（Include Service）]
ボタンが有効になります。
サービスをバンドルに追加したら（子
サービスにしたら）、Service Designer
は 2 つのチェック ボックスを無効にし
て、代わりに、サービスが含まれてい
るバンドルのリストを表示します。
1 [サービスを含める（Include
Service）] をクリックします。
[サービスの選択（Select a service）]
ダイアログボックスが表示されま
す。 このダイアログボックスに
は、[このサービスはバンドルに含
めることができません（This service
cannot be included in a bundle）] オプ
ションがオフになっているサービ
スのみがリストされます。
2 バンドルに含めるサービスを選択
して、[サービスを含める（Include
Service）] をクリックします。 子
サービスが、[オファー/バンドル
（Offer/Bundle）] サブタブの [次を
含む（Includes）] セクションに表
示されます。 親サービスの詳細情
報の一部として、子サービスが
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タスク

手順

説明

「My Services」に表示されます
（[包含サービス（Included
Services）] サブタブ）。
3 ステップ 3 とステップ 4 を繰り返
して、他の子サービスをバンドル
に追加します。
他のサービスとバンドルとの関連付け 他のサービスをバンドルに関連付ける [前提条件（Prerequisites）] と [推奨さ
には、次の手順を実行します。
れるアクセサリ（Recommended
Accessories）] を使用して、サービス
1 [Service Designer] > [サービス
設計者は追加サービスを現在のサービ
（Services）] > [オファー（Offer）]
スに関連付けることができます。これ
> [バンドル（Bundle）] の順に選択
らのオプションは、バンドルされた
します。
サービスと、バンドルされていない
2 [前提条件（Pre-requisites）] テーブ
サービスの両方に指定できます。
ルの [前提条件の追加（Add
• [前提条件（Prerequisites）] は、
Pre-requisites）] をクリックします。
このサービスをオーダーする前に
3 サービスを選択し、[追加（Add）]
必要な他のサービスです。 たと
をクリックします。
えば、カスタマーはソフトウェア
代替方法：
のインストールをオーダーする前
に、コンピュータを購入して、イ
1 [Service Designer] > [サービス
ンストールしておく必要がありま
（Services）] > [オファー（Offer）]
す。
> [バンドル（Bundle）] の順に選択
します。

• [推奨されるアクセサリ

2 [推奨されるアクセサリ
（Recommended Accessories）] テー
ブルの [アクセサリの追加（Add
Accesories）] をクリックします。
3 サービスを選択し、[追加（Add）]
をクリックします。

（Recommended Accessories）] は
サービスへのアドオンとして推奨
される他のサービスです。 たと
えば、サービスが携帯電話に関す
るものである場合、推奨されるア
クセサリとしてヘッドセットや
ケースなどがあります。
サービスに前提条件または推奨される
アクセサリがある場合、My Services に
あるサービスの詳細説明の右側に、対
応するリンクが表示されます。
どちらのオプションにも、関連付けら
れている動作はありません。リストさ
れる前提条件サービスまたはアクセサ
リは個別にオーダーする必要がありま
す。これらはオプションですが、エン
ドユーザに役立つ可能性があります。
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タスク

手順

説明

バンドルの回避

サービスのバンドルを行えないように 他のサービス設計者がサービスをバン
するには、次の手順を実行します。
ドルに含めることができないようにす
るには、以下の手順を実行します。こ
1 バンドルされないようにするサー
の方法でマークを付けたサービスは、
ビスを選択します。
子サービスを選択したときに、[サー
2 [Service Designer] > [サービス
ビスの選択（Select a service）] ダイア
（Services）] > [オファー（Offer）]
ログボックスに表示されません。
> [バンドル（Bundle）] の順に選択
します。
3 [このサービスはバンドルに含める
ことができません（This service
cannot be included in a bundle）] オ
プションを選択します。

子サービスの順番の変更

子サービスの順番を変更するには、以 必要であれば、サブタスク条件式の 1
下の手順を実行します。
つで「オプトアウト」シナリオを実行
することができます。 この場合、子
1 [次を含む（Includes）] セクション
サービスはまだオーダーされているよ
で、移動するサービスのチェック
うに見えます（すべてのタスクはス
ボックスをクリックします。
キップされます）。
2 上矢印または下矢印のアイコンを
クリックして、サービスを移動し
ます。

包含タスク名の変更

包含タスク名を変更するには、次の手
順を実行します。
1 [Service Designer] > [サービス
（Services）] > [計画（Plan）] の順
に選択します。
2 タスク名をクリックします。 [全般
（General）] タブがタスクの情報と
ともに表示されます。 [タスクタイ
プ（Task Type）] には、タスクが包
含サービスであることが示されま
す。 [サービス名（Service Name）]
は、包含タスクが表すサービスを
示しています。 （包含タスクの名
前を変更する場合は、この情報が
重要になります）。
3 [タスク名（Task Name）] フィール
ドに新しいタスク名を入力して、
[更新（Update）] をクリックしま
す。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
210

サービスおよびサービス バンドルの設定
関連サービスのバンドルの設定

タスク

手順

説明

組み込み参加者の確認

バンドル内の組み込み参加者を確認す バンドルに追加する各子サービスに対
るには、次の手順を実行します。
して、Service Designer は親サービスの
提供計画に参加者情報を自動的に割り
1 親サービスを選択します。
当てます。
2 [計画（Plan）] タブをクリックしま
[参加者（Participants）] タブ上の情報
す。
3 [参加者（Participants）] サブタブ は、子サービスのプロジェクトマネー
ジャから取得されます。 Service
をクリックします。
Designer は、子のプロジェクト マネー
ジャとして現在定義されているもので
あれば何でも使用して、タスクの実行
者とスーパーバイザの両方を自動的に
割り当てます。子サービスのプロジェ
クトマネージャを変更すると、その変
更内容は包含タスクに対して動的に反
映されます。
Service Designer は包含タスクの実行者
に Subplan Manager という名前を付け
ます。 スーパーバイザには Plan
Manager という名前を付けます。

バンドルの価格設定

バンドルの価格には、それぞれの子
サービスで定義されているように、各
包含サービスの価格が含まれていま
す。 サービスの [オファー（Offer）]
タブにある [価格設定（Pricing）] サブ
タブで、任意のサービスの価格を設定
します。全体としてバンドルに適用さ
れるか、そのコンポーネントサービス
に適用されるアクティブ フォーム コ
ンポーネントルール内の価格設定アク
ションを使用して、価格は潜在的に調
整される可能性があります。
便宜上、バンドルされたサービスを作
成するときに、各子サービスの価格は
親サービスの [オファー（Offer）] タ
ブにある [バンドル（Bundle）] サブタ
ブにリストされます。子サービスの価
格が必須の価格として定義されている
場合、システムはそのサービスに対す
る価格設定ステップを、My Services
ユーザがバンドルをオーダーした時点
でスケジュールします。
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タスク

手順

バンドルの値引き

バンドルを値引きするには、次の手順 バンドルの価格は、次の 2 つの方法の
を実行します。
いずれかで値引きできます。
1 [Service Designer] > [サービス
（Services）] > [オファー（Offer）]
> [バンドル（Bundle）] の順に選択
します。
2 [サービス（Services）] パネルか
ら、親サービスをクリックします。
3 [オファー（Offer）] タブをクリッ
クしてから、[価格設定（Pricing）]
サブタブをクリックします。
4 価格に対する値引き値を入力しま
す。 たとえば、サービス バンドル
を 1000.00 ドル分値引きするには、
–1000.00 を入力します。
5 [すべての設定の保存（Save All
Settings）] をクリックします。

説明

• アクティブ フォーム コンポーネ
ント ルールで使用可能な価格設
定アクションを介した動的価格設
定を使用して、サービスがバンド
ルで使用されている場合に、その
価格を下げます。
• 親サービスの [価格設定
（Pricing）] サブタブを使用しま
す。 ここで、親サービスに対し
て値引き価格を設定できます。こ
れは、包含サービスの総コストか
ら減算される数値です。
たとえば、すべての子サービスのコス
ト合計が 5,000 ドルである場合に、親
サービスに対する値引き価格として
1000 ドルを入力すると、バンドルの正
味コストは 4000 ドルになります。 こ
れを行うことで、各サービスを個別に
オーダーするのではなく、バンドルさ
れたサービスをオーダーするようにエ
ンド ユーザに働きかけます。
カスタマーはバンドルの [オーダー
（Order）] をクリックした後にのみ、
価格が値引きされていることを確認で
きます。値引きの情報を前もってカス
タマーに知らせる場合は、サービスの
[全般（General）] タブにある [説明
（Description）] フィールド、または
[オファー（Offer）] タブ/[価格設定
（Pricing）] サブタブにある [説明
（Description）] フィールドを使用し
て、バンドルサービスを選択した場合
の金銭的な利益を簡単に強調します。
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タスク

手順

説明

オーダーフォームでの表示パラメータ [管理（Administration）] > [ホーム
の制御
（Home）] > [サイトを個人設定する
（Personalize Your Site）] > [カスタマ
イズ（Customizations）] > [Service
Manager] > [バンドルデータの表示
（Show Bundle Data）] の順に選択しま
す。

システムによってバンドルされたサー
ビス用の複合オーダーフォームが作成
されるときに、重複するディクショナ
リは削除されます。つまり、あるディ
クショナリが親サービスと、その親の
子サービスの 1 つ（または複数の子
サービス）に関連付けられている場
合、システムは、バンドルされたサー
ビスオーダーフォーム上に、そのディ
クショナリの最初のインスタンスのみ
を表示します。
サービス フォーム データを表示する
には、次の 2 つのオプションがありま
す。
• [ShowBundleData] = [オン（On）]
（デフォルト）は、いずれかの子
サービスの中で作業項目を処理す
るときに、サービスの実行者にバ
ンドルの複合オーダー フォーム
を表示します。
• [ShowBundleData] = [オフ（Off）]
は、サービスの実行者に、彼らが
処理する子サービスからのディク
ショナリのみを表示します。 シ
ステムは、バンドルされたサービ
スのデータが、そのディクショナ
リのすべてのインスタンスで 1 つ
のディクショナリ用に入力された
データを複製していることを確認
します。 このため、子サービス
からのディクショナリが元のオー
ダー フォームで抑制された場合
（親サービスのディクショナリを
複製したため）、子サービスのみ
を処理するサービス実行者にもカ
スタマーによって入力されたデー
タが表示されます。
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タスク

手順

説明

包含タスクの確認

バンドル内の包含タスクを確認するに バンドルに追加する各サービスに対し
は、次の手順に従います。
て、Service Designer は親サービスの提
供計画にタスクを自動的に挿入しま
1 [サービス（Service）] パネルから、
す。このタスクを、包含タスクと呼び
親サービスを選択します。
ます。
2 [Service Designer] > [サービス
（Services）] > [計画（Plan）] の順 包含サービスタスクは、大部分の提供
計画タスクと同じように機能します
に選択します。
が、以下の点が異なります。
子サービスには、「Deliver Included
• 包含サービス タスクを削除する
Service service-name .」という規則に
ことはできません。 [計画
従って、自動的に名前が付けられま
（Plan）] タブの [削除（Delete）]
す。たとえば、サービスが「Deliver
ボタンは無効です。 このタスク
Included Service Phones」のように表示
を削除するには、バンドルから対
される場合があります。
応する子サービスを削除します。
• [期間（Duration）] の値は設定で
きません。 これらは、子サービ
スの提供計画から、合計期間とし
て算出されます。
• [タスクタイプ（Task Type）] は
編集できません。これは、デフォ
ルトで [包含サービス（Included
Service）] に設定されています。
• チェックリストの作成または関連
付けは行えません。 タスクに
[チャックリスト（Checklist）] タ
ブがありません。
• [参加者（Participants）] タブの情
報を編集できません。
タスクには自動的に「Deliver Included
Service service-nam e」という名前が付
けられますが、必要であればタスク名
を変更できます。
また、包含タスクの 1 つを別の包含タ
スクの下に入れることで、タスク/サブ
タスクの関係に配置することもできま
す。 ただし、両方のサービスの提供
は、同時に開始します。
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タスク

手順

説明

バンドルの子サービスのキャンセル制 サービスバンドルのタスクが開始した カスタマーは、オーダーした後にバン
限
後にカスタマーがサービスをキャンセ ドルを取り消せます。バンドルを取り
ルできないようにするには、次の手順 消すと、含まれているすべてのサービ
を実行します。
スも取り消されます。個々の子サービ
スを取り消すオプションは、[要求の
1 [Service Designer] > [サービス
編集（Edit Requisition）] ページでエン
（Service）] > [計画（Plan）] の順
ド ユーザに対して無効になっていま
に選択します。
す。 Service Designer は基本的に、カ
2 タスク テーブルからタスクを選択
スタマーがサービスを取り消すための
します。
「取り消し限界点」を定義します。こ
3 [全般（General）] サブタブの [タス
のオプションは、サービスのバンドル
クの開始後のキャンセルを許可し 全体またはその中の個々のサブタスク
ない（Do not allow cancellation of
に対しオンにできます。ただし、この
service after task starts）] チェック 限界点がバンドル内のサービスのいず
ボックスをクリックします。
れかで到達されると、カスタマーはバ
ンドルをキャンセルできません。
Service Designer のサービスの [計画
（Plan）] タブにある [全般（General）]
サブタブの [タスクの開始後のキャン
セルを許可しない（Do not allow
cancellation of service after task starts）]
チェック ボックスによって、カスタ
マーがサービスを取り消すための「取
り消し限界点」が原則的に定義されま
す。このオプションは、バンドル全体
に対してオンにすることも、含まれて
いる個々の子サービスに対してオンに
することもできますが、バンドル内の
いずれかのサービスがこの限界点に達
したら、バンドルを取り消せなくなり
ます。
また、バンドル内のいずれかのサービ
スまたはサブタスクが「取り消し限界
点」に達した場合、サービスオーダー
の [キャンセル（Cancel）] ボタンが削
除されます。

（注）

名前空間の使用については、名前空間, （403 ページ）を参照してください。
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バンドルのカスタマー ビュー
Service Catalog でバンドルをオーダーするには、サービス名をクリックしてサービスの詳細を表示
し、[詳細（Details）] ページの [包含サービス（Included Services）] をクリックしてバンドルに含
まれているすべてのサービスを確認します。
そのサービスに関連する特定の詳細を参照するには、各サービス名をクリックします。 ここで、
[サービスのオーダー（Order Service）] ボタンの代わりに [サービスバンドルに戻る（Return to
Service Bundle）] ボタンが表示され、バンドル全体をオーダーしなければ、子サービスがバンド
ル内からオーダーできないことを意味しています。 サービスを個別にオーダーするには、サービ
ス カタログに戻ります。
バンドルをオーダーすると、[オーダーの確認（Order Confirmation）] ページに、子サービスごと
の実行期日とともに、バンドル内のすべてのサービスの名前が表示されます。
[トラック解決（Track Resolution）] ページには、バンドル内のすべての子サービスのリストが表
示されます。オーダーフォームを表示し、実行されているとおりに、サービスごとの提供プロセ
スを表示するには、リンクをクリックします。

サービスをオーダーするためのサービス レベルの権限の定義
[権限（Permissions）] タブには、どのユーザがこのサービスのオーダーを許可されているかが示
されています。 サービスをオーダーするための権限を付与するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

参加者にオーダーを許可するサービスの [Service Designer] > [サービス（Services）] > [権限（Permissions）]
タブを選択します。
[サービスのオーダー（Order service）] は、サービス レベルで割り当てることができる唯一の権限です。
これはすでに表示されています。

ステップ 2

[参加者の追加（Add Participants）] をクリックして、ユーザ、組織単位、役職、グループ、役割を追加す
るか、任意のユーザにアクセスを許可します。

ステップ 3

追加するエンティティ（1 つまたは複数）を検索して選択します。
Organization Designer モジュールで（あるいは、実装されている場合はディレクトリ統合を使用して）以
前に作成/定義されたユーザ、組織単位、役職、グループ、またはロールを検索して、選択できます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして、選択したエンティティにサービスをオーダーする権限を付与します。

「任意のユーザ」にアクセスを許可すると、Service Catalog の任意のユーザがこのサービスをオー
ダーすることができます。本質的に完全にすべての人に共通で、すべてのカスタマーベースに公
開されているサービスについてのみ、任意のユーザを付与対象としてください。 「サイト管理」
ロールは、定義によって、任意のサービスをオーダーする権限を持っています。
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第

6

章

サービスの提供に関する計画の設計
この章は次のトピックで構成されています。
• サービスの提供に関する計画の設計, 217 ページ

サービスの提供に関する計画の設計
提供計画は、カスタマーにサービスを提供するために完了する必要がある 1 つ以上のタスクで構
成されています。 [Service Designer] > [サービス（Service）] > [計画（Plan）] タブは、サービスの
提供計画を定義するために使用されます。
はじめる前に
• タスク（または一連のタスク）が何であるかを識別します。
• サービスが電子メール通知を必要とするかどうかを識別します。
• 実行者、スーパバイザ、および電子メール受信者が誰であるかを識別します。
また、次の概念に関する知識が必要です。
• 名前空間変数の使用と、式の設定（名前空間, （403 ページ）を参照）。
• 電子メール テンプレートの設定と使用。詳細は『Cisco Prime Service Catalog Administration
and Operations Guide』に記載されています。 電子メール テンプレートでの名前空間の使用に
ついては、電子メール テンプレートでの名前空間の使用, （408 ページ）を参照してくださ
い。
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• 実行期限の算出。 実行期日の予測, （203 ページ）を参照してください。

ステップ 1

サービスの提供プロセス用にプロジェクト マネージャを設定します。

ステップ 2

タスク名、期間、条件、優先順位、およびその他のパラメータなど、個々のタスクを設定します。

ステップ 3

タスクの実行者とスーパーバイザを指定します。

ステップ 4

タスクに関連する通知電子メールを指定します。

ステップ 5

タスク指示を設定します。

ステップ 6

タスクのチェックリストを作成します。

ステップ 7

タスク実行の順序、タスクの実行を同時に行うか連続して行うか、および共通のマイルストーンを共有す
るタスクまたは共通の通知要件を持つタスクの潜在的なグループ化など、タスクのワークフローを指定し
ます。

提供タスクの設定
すべての提供計画には自動的に 1 つの全体的なタスクが組み込まれており、これを使用して、指
定されたプロジェクト マネージャは提供計画の進捗をモニタできます。 [タスク（Tasks）] サブ
タブを使用して、サービス提供計画のタスクを指定し、各タスクの詳細なアクティビティを指定
できます。 適切な順序でタスクを一覧表示することでタスクを定義します。サブタスクと親タス
クは、プロジェクト管理ソフトウェアがプロジェクト内のプロジェクトおよび成果物を表示する
のとほぼ同じ方法で表示されます。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] の順に選択します。

ステップ 2

サービスを選択し、[計画（Plan）] > [タスク（Tasks）] の順に選択します。 [計画（Plan）] タブに複数の
タスクがリストされている場合は、設定するタスク名をクリックします。
タスクが青色/灰色で強調表示されている場合、開始する準備が整っています。設定する各タスクには、独
自のサブタブのセットである [全般（General）]、[参加者（Participants）]、[電子メール（Email）]、[タス
クの指示（Task Instructions）]、および[チェックリスト（Checklist）] があります。

ステップ 3

タスクの詳細を定義します。 詳細については、「表 50：タスク サブタブのフィールド」を参照してくだ
さい。

ステップ 4

タスクを追加します。 理想的には、詳細な提供アクティビティを作成するときに、下記に示すフィールド
に順番に進むことができるようにする必要があります。詳細については、「表 51：タスク テーブルの
フィールド」を参照してください。

ステップ 5

[全般（General）] サブ タブをクリックし、タスク名、実行順序、期間、優先順位、条件など、タスクの
提供に関する詳細な計画アクティビティを作成します。
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会社のイントール済み環境が Service Link を使用してサードパーティ製のソフトウェアと統合されている
場合、ここで外部アクションも選択します。 Service Item Manager を使用している場合、ここでサービス
項目タスクも選択できます。
詳細については、タスクの提供アクティビティの定義, （222 ページ）を参照してください。
ステップ 6

[参加者（Participants）] サブ タブをクリックし、タスクを完了する人や作業の監視方法など、タスクの実
行者に関する詳細を定義します。

ステップ 7

[電子メール（Email）] サブタブをクリックし、タスクの開始時、完了時、取り消し時、再スケジュール
設定時、再割り当て時、または外部タスクの失敗時に、システムが送信するオプションの電子メール テン
プレートを定義します。 詳細については、提供タスクの電子メール通知の定義, （256 ページ）を参照し
てください。

ステップ 8

[タスクの指示（Task Instructions）] をクリックし、タスクの手順を入力するか、または任意のタスク手順
関連の URL へのリンクを設定します。 詳細については、タスクの指示の追加, （257 ページ）を参照して
ください。

ステップ 9

[チェックリスト（Checklist）] サブ タブをクリックし、リマインダのリストを作成したり、タスクを完了
するための手順を詳細化します。 これらは、チェックリストとして Service Manager に表示され、作業を
完了するためのステップが詳細化されます。 詳細については、タスクを完了するためのチェックリストの
作成, （258 ページ）を参照してください。

表50：タスクサブタブのフィールドの表では、「モニタ」タスク、つまり、全体的な提供計画に
関係する [タスク（Tasks）] サブタブのフィールドをまとめています。 詳細については、関連サー
ビスのバンドルの設定, （205 ページ） を参照してください。
表 50：タスク サブタブのフィールド

フィールド

説明

プロジェクト マネージャ（Project Manager）

役職、人/キュー、または式から、プロジェクト
マネージャを割り当てます。 プロジェクト マ
ネージャとは、Service Manager でサービスの計
画モニタ タスクを受け取る人、役職、または
キューです。 このタスクにより、必要に応じ
て、人員配置の調整、タスクのスケジュール再
設定と実行、および提供計画全体の取り消しさ
えも含む提供プロセス全体の監視を行うことが
できます。 右側の [...] ボタンをクリックすると
ダイアログボックスが表示され、そこで役職、
人/キュー、または式のパラメータ内のタイプを
検索および指定できます。 式の場合は、[式の
設定（Set Expression）] をクリックして、保存
します。
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フィールド

説明

計画モニタリングタスクのサブジェクト
（Subject for plan monitoring task）

計画のモニタリング タスクのサブジェクトを説
明するテキスト。 サブジェクトには「モニタ」
という語を入れることを推奨します。 名前空
間, （403 ページ）で説明されているように、計
画サブジェクトには名前空間を含めることがで
きます。 […] ボタンをクリックすると、サブ
ジェクトを編集できます。 [サブジェクトの設
定（Set Subject）] をクリックして、変更を保存
します。

トップレベルタスクの実行（Top level tasks
execute）

提供計画内のトップレベル タスクを並列で実行
（同時に実行）するか、順次に実行（1 つずつ
順番に実行）するかを示します。

計画を自動的に開始および完了しますか（Start このチェックボックスは、デフォルトでオンに
and complete plan automatically?）
なっています。 これは、提供計画が始まると、
計画内のすべてのタスクが自動的に作成され、
それらの実行期日が算出されることを意味しま
す。 このチェック ボックスをオフにすると、
割り当てられたプロジェクト マネージャは提供
計画を有効にする前に、措置を講じる必要があ
ります。 提供時点が開始すると、タスクが 1 つ
のみ（MONITOR タスク）作成されます。 この
タスクには、[計画の開始（Start Plan）] という
ラベルが貼られたボタンが表示されます。 これ
により、プロジェクト マネージャは計画を「配
置」できます（MONITOR タスクの [配置
（Staffing）] ページを使用）。 そのページで、
プロジェクト マネージャはいずれかの実行可能
な役職、人、またはキューを提供計画に再割り
当てできます。
プロジェクト マネージャは計画の配置を完了し
たら、[計画の開始（Start Plan）] をクリックし
ます。これにより、提供計画の最初のタスクが
開始されます。 このボタンをクリックするま
で、タスクは [配置（Staffing）] ステータスに
なります。
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フィールド

説明

将来の提供を許可する（Allow future delivery） これをオンにすると、エンド ユーザはサービス
提供を開始しなければならないときに、前もっ
てサービスを要求できるようになります。 この
オプションを一度オンにしたら、エンド ユーザ
にはオーダー ページの上部全体にバーが表示さ
れます。このバーを使用して、サービス提供を
開始する日付を選択できます。
エンド ユーザは、サービスの実行期日/完了日
を指定できません。 ユーザが将来の提供日を選
択すると、Service Catalog は、ユーザによって
選択された日付までそのオーダーを待機状態に
保持します。 その日付から、サービス提供プロ
セスが開始し、設定どおりに続行されます。
計画がキャンセルされた場合に通知する（Notify サービス設計者は、プロジェクト マネージャが
when plan cancelled）
サービスの提供を取り消した場合に送信される
電子メールを設定できます。
1日あたりの稼働時間（Working hours per day） 標準期間の営業日に時間を変換するのに使用さ
れます。
サービスの標準期間と表示単位を設定するに
は、提供タスクの設定, （218 ページ）と表 52：
タスクの提供アクティビティを定義するための
設定テーブルの表を参照してください。

提供タスクの定義
次の表に、[タスク（Task）] テーブルのフィールドをまとめます。
表 51：タスク テーブルのフィールド

フィールド

説明/使用方法

新規作成（New）

新しいタスクを提供計画に追加します。

アップ

タスク リスト内のタスクの順番を変更します。

ダウン
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フィールド

説明/使用方法

インデント

タスクをグループ化またはグループ化解除しま
す。

インデント解除（Outdent）

たとえば、タスクを作成して、[インデント
（Indent）] をクリックすると、そのタスクはそ
の上のタスクのサブタスクになります。
（注）

削除（Delete）

[アップ（UP）]、[ダウン（Down）]、
[インデント（Indent）]、および [イン
デント解除（Outdent）] フィールドを
使用して、タスクが正しい順序で実
行し、適切にグループ化されるよう
にします。

タスクを削除します（また、その下にあるすべ
てのサブ タスクも削除します）。

タスクの提供アクティビティの定義
1 つのタスクまたは一連のタスクの詳細な提供アクティビティを定義するには、次の手順を実行
します。
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表 52：タスクの提供アクティビティを定義するための設定テーブル

フィールド

説明

ワークフロータイプ（Workflow Type）
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フィールド

説明
デフォルトは、[内部（Internal）] です。 これ
は、外部システムを使用して定義された Service
Link 統合がなく、サービス項目タスクがないサ
イト用に表示される唯一のオプションです。 タ
スクが Service Catalog 内で実行される場合は、
[内部（Internal）] を選択します。
タスクが外部アプリケーションで実行される場
合（Service Catalog 内ではない場合）は、該当
する [外部（External）] オプションを選択しま
す。 外部タスクの場合のみ、タスクを保存した
後に、[ワークフロータイプ（Workflow Type）]
の横に省略（...）ボタンが表示されます。 詳細
については、外部タスクの設定 , （238 ページ）
を参照してください。
Service Item Manager モジュールを使用して、
サービス項目を設計し、それらの項目を追跡す
る場合は、[サービス項目タスク（Service Item
Task）] を選択します。 サービス項目タスクに
ついての詳細は、提供計画でのサービス項目タ
スクの定義, （235 ページ）とサービスおよび属
性の管理, （305 ページ）を参照してください。
rabbitmq メッセージ ブローカ サーバにサービス
リクエストデータを公開するには、[キューサー
ビスリクエスト（Queue Service Request）] を選
択します。 rabbitmq ブローカと特定の Exchange
に登録している外部システムは、メッセージを
受信し、独自のワークフローを実行できます。
サービス提供計画内のグリッド ディクショナリ
を使用して作成されたサービス項目（複数可）
への権限を付与または取り消すには、[NsApiタ
スク（NsApi Task）] を選択します。 詳細につ
いては、サービス項目への権限を付与および取
り消すためのサービス提供タスクの作成, （251
ページ）を参照してください。
Organization Designer エンティティ（組織単位、
人、キュー）または Service Link エージェント
の追加または更新のための操作である場合は、
[ディレクトリタスク（Directory Task）] を選択
します。
詳細については、提供タスクの定義, （221 ペー
ジ）を参照してください。
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フィールド

説明

タスク名（Task Name）

タスクの簡単なタイトル。 これは、Service
Manager でタスクのサブジェクトとして表示さ
れます。 提供タスク名には、#Name# 名前空間
を使用して、サービス名を含めることができま
す。 サービス データ（#Service.Data....#）も使
用できます。
タスク名にフォーム データを使用すると、タス
ク実行者は Service Manager で、より簡単にタス
クを識別できるようになります。 ただし、これ
により、タスクはタスク名によって自動的にグ
ループ分けされなくなるため、レポート作成モ
ジュールでいくつかの課題が生じます。たとえ
ば、レポート設計者は、[カスタムグループ
（Custom Groups）] を使用して、そのようなタ
スクごとに集約する必要があります。 また、管
理者は、「次を含む（contains）」検索を行える
ように Service Manager を設定しなければならな
い場合があります。これは、パフォーマンスに
悪影響を及ぼす可能性があります。 サービス設
計者は、タスク名の一部としてフォーム データ
名前空間を含める前に、慎重に検討する必要が
あります。
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フィールド

説明

エージェントの作成（Create Agent）

タスクを保存すると、[エージェントの作成
（Create Agent）] ボタンが表示されます。 この
ボタンをクリックして、[統合（Integration）]
ウィザードを使用します。 完全な詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog Adapter
Integration Guide』を参照してください。
（注）

[統合（Integration）] ウィザードは、
Service Link エージェントと変換の作
成が可能なロールを付与された、サー
ビス設計者だけが使用できます。
[統合（Integration）] ウィサードは、統合の実装
に関連する多くのステップを自動化します。 こ
れは、Service Catalog と Web サービスの間の統
合を作成する場合にのみ使用できます。
[統合（Integration）] ウィザードは、Web サー
ビスの統合によって起動される Web サービス
記述言語（WSDL）や処理を収集することによっ
て動作します。 統合のその定義に基づいて、
[統合（Integration）] ウィザードは次を作成しま
す。
• 統合を実行するために外部タスクで使用で
きる Service Link エージェント
• nsXML を Web サービスによって要求され
る SOAP メッセージに変換する変換機能
• 初期の Web サービス要求とその応答の両
方に必要なすべてのデータに対するエー
ジェント パラメータ
• エージェント パラメータにマップされた
フィールドを含むディクショナリ
• エージェントのパラメータ値を保持するた
めに作成されたディクショナリを含むアク
ティブ フォーム コンポーネント
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フィールド

説明

サブタスクの実行（Subtasks execute）

トップダウン メニューを使用して、このタスク
の任意の「子」タスクが実行される順番を選択
します。1 つずつ順番に実行（順次）するか、
同時に実行（並列）するかを選択します。
子タスク（サブタスク）が提供計画でアクティ
ブ（実行中）になります。これらは、親タスク
がアクティブになる前に完了する必要がありま
す。
子タスクを順次に実行すると、サービス期間に
そのようなすべてのタスクの期間が含まれるよ
うになります。 タスクを並列で実行すると、
サービス期間には任意の子タスクの最大期間が
含まれるようになります。

時間（Duration）

システムによってタスクがアクティブ（開始）
であると判断されてから、タスクが完了するま
での予想時間で、小数点 2 桁に四捨五入されま
す。
たとえば、ソフトウェア プログラムのインス
トールに 1 時間しかかからない場合、タスクの
実行者のワークロードと優先順位は 2 営業日の
コース全体にわたってさまざまである可能性が
あるため、その実行者に、タスクを完了するた
めに 16 時間の期間を与えることができます。
[期間（Duration）] の値はカスタマーまたは実
行者には表示されませんが、タスクの実行期日
の算出に使用されます。

実行（Effort）

実行者がタスクを完了するのにかかった実際の
時間であり、小数点 2 桁に四捨五入されます。
たとえば、ソフトウェア プログラムのインス
トールに 1 時間かかる場合があります。 [期間
（Duration）] は「合計経過時間」であるのに対
し、[実行（Effort）] は「タスクを実行した時
間」です。
[実行（Effort）] の値はどのユーザにも表示され
ず、実行期日の算出にも使用されません。代わ
りに、内部生産性目標として使用されます。
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フィールド

説明

[プライオリティ（Priority）]

タスクの優先順位を [低（Low）]、[標準
（Normal）]、または [高（High）] に設定しま
す。 フラグ以外は、タスクの優先順位に関連付
けられたシステム動作はありません。このフラ
グは、Service Manager で表示されます。
• 優先順位が [高（High）] に設定されると、
システムは、タスクが表示される [Service
Manager] ビューに赤色の感嘆符を設定しま
す。
• 優先順位が [低（Low）] に設定されると、
システムは、タスクが表示される [Service
Manager] ビューに青色の下矢印を設定しま
す。
• 優先順位が [標準（Normal）] に設定され
ると、Service Manager にフラグは表示され
ません。
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フィールド

説明

条件
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フィールド

説明
条件付きステートメントにより、条件に使用さ
れている式が True（このタスクを含む）か False
（このタスクをスキップする）のどちらに評価
されるかに基づいて、タスクを開始したり、ス
キップしたりできます。 式は、名前空間, （403
ページ）に記載されている名前空間と演算子を
使用して作成されます。
式を入力した後、[検証（Validate）] をクリック
して、その式が正しいことを確認します。
以下について検証します。
• 指定された名前空間が、ディクショナリ
フィールド
（Data.DictionaryName.FieldName）を除い
て、現在のスコープ（特定のレベルの確認/
承認またはタスク）で有効であるかどう
か。 ただし、指定された名前空間（たと
えば、Data.EUIT_ACCESS.Access_Type）
が存在しない場合、ランタイム エラーが
発生することがあります。
• 正しい関係演算子および算術演算子が使用
されているかどうか。
「予期しないトークン（unexpected token）」と
いうメッセージは、使用されている名前空間が
このコンテキスト内で無効であるということ
か、アルファベット文字を引用符で囲むのを忘
れた可能性があるということを示します。
条件が入力された場合、ステートメントが評価
される時期を決定する必要があります。 各タス
クの条件（承認、確認、または提供）は、いず
れかの時期に評価できます。
• フェーズ（承認または提供時点）の開始
時、または
• アクティビティがアクティブになったとき
条件文で常に false と評価する条件（たとえば、
「1=2」）を使用して、自動的に省略されるタ
スクを指定します。
この場合の最も一般的な使用例は次のとおりで
す。
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フィールド

説明
• いずれかのタスクが完了してなくても、
サービスが「自動完了」する必要がある場
合。 スキップされるタスクは、提供計画
内の唯一のタスクです。 これがスキップ
されると、要求には完了のマークが付けら
れます。
• 次のように、タスクを完了せずに電子メー
ルを送信する必要がある場合、または特定
の時点で複数の電子メールが必要な場合。
◦ 親タスクを作成する。 [電子メール
（Email）] サブタブで、完了時に送
信される電子メールを選択します。
（アクティビティがアクティブになっ
たときに送信される通知も設定する
ことができます。）詳細については、
提供タスクの電子メール通知の定義,
（256 ページ）を参照してください。
◦ 1=2 の条件で子タスクを作成する。
アクティビティがアクティブになっ
たときに評価する条件を設定します。
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フィールド

説明

スケジュール済み開始日を許可する（Allow a
scheduled start date）

タスクを遅延タスクにするには、[スケジュール
済み開始日を許可する（Allow a scheduled start
date）] をオンにします。次に、[開始日のフォー
ムデータ（Form data for start date）] フィールド
で、次の操作を行います。
• 日付と時刻を「YYYY-MM-DD HH:MM」
のフォーマットで入力します。たとえば、
「2006-12-23 13:30」のようになります（引
用符が必要です）。
• あるいは、タスクの開始ポイントの日付と
時刻を保持するのに使用するディクショナ
リ フィールドの名前を入力します。 次の
構文を使用します。
◦ Data.DictionaryName.FieldName（サー
ビスのアクティブ フォーム コンポー
ネントのいずれかにあるディクショ
ナリからのフィールド用）。
◦ ParentData.DictionaryName.FieldName
（親サービスのディクショナリのい
ずれかからのフィールド用。バンド
ルされたサービスの場合）。
遅延タスクに関する詳細については、「スケ
ジュールされた開始タスクに対するシステムの
動作」を参照してください。

開始日のフォームデータ（Form data for start
date）
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フィールド

説明

提供フェーズが開始されたときに条件を評価す 何らかの条件を指定した場合、このオプション
る（Evaluate condition when delivery phase starts） ボタンをクリックして、その条件が評価される
時期を示します。 このサービスの提供時点が開
始した時点で条件を評価する場合は、これを選
択します。 これは、提供時点が開始する前に、
式を正しく評価するために必要な情報が使用可
能になる必要があることを示します。 各承認ま
たは確認には固有の時点があり、すべての提供
タスクはサービス提供時に実行されます。
承認タスクは常に直列に実行されます。 たとえ
ば、field= "x" で別の条件が field < > “x” のよう
に、1 つのタスクに 1 つの条件を配置できます。
そうすることで、常に 1 つの承認タスクが実行
されます。[承認フェーズが開始されたとき
（when authorization phase starts）] を選択した場
合、プロセス ビューに表示される承認タスクは
1 つだけです。 [タスクがアクティブになったと
き（when task becomes active）] を選択した場
合、両方のタスクが表示されますが、1 つは省
略されます。
[条件が「false」と評価された場合、時間はゼロ
として計算されます（if conditions evaluate to
"false", times will be computed as zero）] 文は、
Service Catalog がフェーズの開始時に条件を評
価することを表しています。 これらの条件が
false の場合、対応するタスクは実行されず、
サービスの実行期日はこれらのタスクの期間を
含めずに計算されます。
タスクがアクティブになったときに条件を評価 条件を指定した場合は、提供プロセスが提供計
する（Evaluate condition when task becomes
画のこのタスクに達した場合にのみ条件が評価
active）
される必要があることを示すためのオプション
ボタンをクリックします。
Service Catalog は、各タスクの開始時に条件を
評価します。 条件が false の場合、対応するタ
スクは実行されません。 このオプションで設定
されているタスクの期間を使用して送信時に実
行期日が計算されます。
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フィールド

説明

計画が進展したときに式を再評価する
（Re-evaluate expressions as plan advances）

この機能により、タスクに対する実行者の割り
当てに加え、タスクの名前も、フォーム データ
に基づいて動的に変更できます。 これは、タス
ク名または実行者の割り当てが、フォーム デー
タを使用した名前空間式から導き出される必要
があるように指定した場合に、提供プロセス中
にフォーム データが変更されるときに便利で
す。
このフラグを設定すると、タスクがアクティブ
になったときに（提供計画全体が開始されると
きではない）、式が評価されるように指定され
ます。 このオプションが選択されていない場
合、承認タスクの式に使用されるすべての情報
がオーダー時点で存在している必要がありま
す。
式の再評価機能は、複数の順次承認またはタス
クが存在する設計で役立ちます。 これを使用す
ると、タスクの実行者は、後続のタスクの実行
者を割り当てるために使用される式の再計算に
使用されるサービス フォームに情報を入力でき
ます。
この機能により、ユーザ（人またはキュー）へ
のタスクの動的割り当てと、タスク タイトルの
動的な調整を行えます。 タスクがアクティブに
なると、式が評価され、タスクが適切に割り当
てられます。
（注）

タスクの実行者の再評価は、タスク
の実行期日に影響を及ぼしません。
提供時点が開始した後に、実行期日
は再計算されません。

タスクの開始後のキャンセルを許可しない（Do このチェック ボックスをオンにすると、このタ
not allow cancellation of service after task starts） スクがアクティブになった後に、カスタマーは
サービスを取り消すことができなくなります。
たとえば、タスクによって提供チームに多大な
コストが生じたり、簡単には元に戻せないアク
ションを行ったりする場合に、これをオンにし
ます。
My Services の [キャンセル（Cancel）] オプショ
ンは、提供チームがこのタスクを開始すると、
非アクティブになります。
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フィールド

説明

提供タスクの[実行（Effort）]サブページを表示 このボックスをオンにすると、提供タスクの
（Display Effort subpage on a delivery task）
[実行（Effort）] サブタブが Service Manager に
表示されます。

提供計画でのサービス項目タスクの定義
ここでは、サービス項目タスクの機能について説明します。 Service Item Manager モジュールを使
用して、設計者は特定の項目を「サービス項目」に指定でき、履歴を Service Catalog 内で追跡で
きます。 典型的なサービス項目として、ラップトップ、デスクトップ、ソフトウェア ライセン
ス、または固有に識別でき、それらの使用法（および所有権）を追跡する必要のある企業資産が
挙げられます。サービス項目タスクは、サービスにサービス項目ベースのディクショナリ（SIBD）
が含まれている場合にのみ使用できます。

ステップ 1

[Service Designer] > [計画（Plan）] > [タスク（Task）] > [全般（General）] の順に選択します。
a) [ワークフロータイプ（Workflow Type）] として [サービス項目タスク（Service Item Task）] を選択し、
計画を保存します。

ステップ 2

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] の横に表示される省略形（...）をクリックします。
[サービス項目のタスクパラメータ（Service Item Task Parameter）] ポップアップ ウィンドウが表示されま
す。

ステップ 3

使用する SIBD を選択します。

ステップ 4

サービス項目のステータス属性値のみを変更する操作の場合は、[ステータスのみを更新（Update Status
Only）] チェック ボックスを選択します。

ステップ 5

[操作（Operation）] ドロップダウンリストから適用する操作を選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、タスク定義を保存し、ポップアップ ウィンドウを終了します。

ステップ 7

SIBD がグリッド ディクショナリで、グリッド行を特定のフィールド値に基づいて条件付きで処理する必
要がある場合は、[グリッド行の処理（Process Grid Row）] に条件式を入力し、[検証（Validate）]、[OK]
の順でクリックします。
条件式の構文と例については、外部タスクの設定 , （238 ページ）を参照してください。

サービス項目のサブスクリプション処理ルール
サービス項目サブスクリプション テーブル内のカスタマーと組織単位に関する情報は、要求の情
報とは別個に設定に設定することができます。
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• 作成操作でサブスクリプション情報が提供されていないと、要求のカスタマーとその個人の
ホーム組織単位に項目が割り当てられます。
• サービス項目インスタンスが作成されたときにカスタマー ID のみが指定されていると、項
目の組織単位 ID がカスタマーのホーム組織単位に設定されます。
• カスタマー ID または組織単位 ID のいずれかに値が指定されていると、その値はサービス項
目サブスクリプションを更新するために使用されます。 値がヌルまたはゼロの場合、対応す
るサブスクリプション フィールドがヌルに設定されます。 サービス項目ベースのディクショ
ナリにプロパティが存在しない場合、属性値に変更/上書きが行われません。
• ディクショナリに指定された要求 ID と要求エントリ ID は無視され、サブスクリプション レ
コードの更新には使用されません。
カスタマーと組織単位の割り当てで可能な組み合わせとその結果は次のように要約されます。
表 53：カスタマーおよび組織単位の割り当ての組み合わせ

サービス項目の作成時
サービス項目ベースの 結果のサブスクリプ
ディクショナリ フィー ション
ルド
ログイン名（Login
Name）

OU 名

カスタマー

OU

なし

なし

要求のカスタマー

カスタマーのホーム
OU

なし

空白、無効な

要求のカスタマー

NULL

値、またはゼロ
なし

有効な OU

要求のカスタマー

提供された OU

ログイン名（Login
Name）

OU 名

カスタマー

OU

NULL

カスタマーのホーム
OU

ブランクまたは無効な なし
値

ブランク、無効な値、 ブランク、無効な値、 NULL
またはゼロ
またはゼロ

NULL

ブランク、無効な値、 有効な OU
またはゼロ

提供された OU
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サービス項目の作成時
有効なカスタマー

なし

提供されたカスタマー カスタマーのホーム
OU

有効なカスタマー

値なし

提供されたカスタマー NULL

有効なカスタマー

有効な OU

提供されたカスタマー 提供された OU

サービス項目の更新時
サービス項目ベースの 結果のサブスクリプ
ディクショナリ フィー ション
ルド
なし

なし

なし

ブランク、無効な値、 変更なし
またはゼロ

NULL

なし

有効な OU 名

変更なし

提供された OU

NULL

変更なし

ブランク、無効な値、 なし
またはゼロ

変更なし

変更なし

ブランク、無効な値、 ブランク、無効な値、 NULL
またはゼロ
またはゼロ

NULL

ブランク、無効な値、 有効な OU 名
またはゼロ

NULL

提供された OU

有効なカスタマー

なし

提供されたカスタマー カスタマーのホーム
OU

有効なカスタマー

ブランク、無効な値、 提供されたカスタマー NULL
またはゼロ

有効なカスタマー

有効な OU 名

提供されたカスタマー 提供された OU

サービス項目タスクの操作
サービス項目タスクの操作は、サービス項目を作成、更新、または削除するよう Service Catalog
に指示します。 サービス項目タスクは、サービスのワークフローにおいて、タスクの順序別に指
定されたとおりに実行されます。
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• サービス項目の作成：すべてのカスタム操作は事実上「更新」です。 ここでのすべてのポイ
ントは、それらにも適用されます。すなわち、操作タイプ「作成」でサービス項目タスクが
実行されると、Service Catalog は次のことを行います。
◦ サービス項目のエントリをサービス項目テーブルに作成します。 このエントリには、
データがサービス フォームから指定されているサービス項目のすべての属性が含まれま
す。
◦ サービス項目のエントリをサービス項目サブスクリプション テーブルに作成します。
このテーブルには、すべてのサービス項目とその現在のステータスが記録されます。
◦ カスタマー、現在の要求、要求が送信された日時、サービス項目が作成された日時を記
録します。
◦ サービス項目のエントリをサービス項目履歴テーブルに作成します。 このテーブルに
は、サービス項目を作成した要求が記録されます。
• サービス項目の更新：操作タイプ「更新」でサービス項目タスクが実行されると、Service
Catalog は次のことを行います。
◦ サービス項目の既存のエントリをサービス項目ナレッジ ベース テーブルで更新します。
◦ サービス項目のエントリをサービス項目サブスクリプション テーブルで更新し、変更さ
れたサービス項目のステータスが反映されます。
◦ サービス項目のエントリをサービス項目履歴テーブルに作成します。 このテーブルに
は、サービス項目のステータスに影響するすべての操作（およびサービス項目のタスク
が発生した要求）が記録されます。
• サービス項目の削除：サービス項目を削除すると、サービス項目のすべてのトレースが削除
され、履歴などのシステムから項目へのすべての参照が消去されます。 シナリオによって
は、属性を「非アクティブ（Inactive）」または「廃止（Defunct）」にマークしてサービス項
目に組み込むか、このような項目をプロビジョニングすることを禁止する条件付きルールを
記述したほうがいい場合があります。
サービス項目とサービス項目タスクの詳細については、9 章のサービスおよび属性の管理, （305
ページ）を参照してください。

外部タスクの設定
ここでは、外部サービス項目タスク、つまり Service Catalog の外で実行されるタスクのワークフ
ロー タイプについて説明します。

ワークフローでの外部タスクの定義
デフォルトで、[ワークフロータイプ（Workflow Type）] のドロップダウンリストには、[内部
（Internal）] という 1 つのエントリしか含まれていません。これは、そのタスクが Service Manager
モジュール内で実行されることを示しています。 統合専門家が Service Link モジュールを使用し
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て外部システムと統合する「エージェント」を定義した場合、各エージェントに関連付けられた
アクションもドロップダウンリストに表示されます。
たとえば、「SAP 統合」エージェントのワークフロー タイプが [データをSAPに送信（Send data
to SAP）] のように表示される場合があります。「救済策」と統合されるエージェントのワークフ
ロー タイプは [チケットを救済策に送信（Send Ticket to Remedy）] のように表示される可能性が
あります。

ヒント

Service Link と統合されるサービスおよびタスクの詳細については、サイト管理者に問い合わ
せてください。
外部タスクの場合のみ、タスクを保存した後に、[ワークフロータイプ（Workflow Type）] の横に
省略（...）が表示されます。
図 13：省略符号

Service Link モジュールに対して権限を持っている場合、[…] ボタンをクリックして、[エージェン
トパラメータのオーバーライド（Agent Parameter Override）] ダイアログボックスにアクセスでき
ます。このダイアログボックスには、外部システムに送信されるデータが、サービスフォームの
フィールド、または要求に関する他のデータにどのようにマップされるかを示す設定が含まれて
います。 これらの設定を変更する権限を持っている場合、ダイアログボックスは編集可能です。
それ以外の場合は、読み取り専用です。 Service Link に対する権限の詳細については、『Cisco
Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Capabilities for Service Link」の項を
参照してください。

外部サービス項目タスクの操作
ワークフローで外部サービス項目タスクがアクティブになる（つまり、ステータスが実行中とな
る）と、Service Link はサービス項目の作成、更新、または削除を行うための受信要求をリッスン
します。 サービス項目リポジトリに加えられた変更は、内部サービス項目タスクの変更と同様で
す。 着信要求のチャネル ID により、Service Link はサービス項目履歴の追跡に使用されるサービ
ス要求を特定できます。
外部タスクの代表的なものである他のタスクの更新（コメントの追加やパラメータ更新の送信な
ど）を着信要求から実行することもできます。 すべてのサービス項目操作が正常に処理される
と、タスクを完了するために「完了」アクションを送信する必要があります。これで、提供計画
での次のタスクを起動できます。
サービス項目リスナー アダプタと受信サービス項目メッセージの仕様の詳細については、『Cisco
Prime Service Catalog Adapter Integration Guide』の「Designing Integrations with Service Link Standard
Adapters」の章を参照してください。再設定操作によって、マシンで現在動作しているプロセスが
中断する可能性があるため推奨されません。 実際に、VMware Infrastructure Client から実行される
アクションは禁止されています。 したがって、サービス設計者は「再設定」タスクの前に「電源
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オフ」タスクを追加する必要があります。 これで、仮想マシンを再設定する後続の要求を続行す
ることができます。 電源オフ タスクを受信したときに仮想マシンがすでにダウンしている場合
は、電源オフ タスクが失敗しますが、この失敗による悪影響はなく、再設定タスクの進行を妨げ
るものではありません。

ワークフローでのディレクトリ タスクの定義
ディレクトリ タスクは、フォーム データを使用する人、組織単位、または Service Link エージェ
ントを作成または更新するために使用できます。 操作が失敗した場合、タスクは完了とマークさ
れ、エラー メッセージがサービス フォームに書き込まれます。
必須フィールドを含む自由形式のディクショナリをディレクトリタスクで使用できます。操作に
よって返されたエラーを算出するために、ディクショナリには「ErrorDescription」という名前の
テキスト フィールドも含まれている必要があります。 オーダー時はこのフィールドを非表示に
し、このフィールドの値を使用してエラー処理用の手動タスクを条件付きでトリガーすることを
検討します。
また、ディレクトリタスクをグリッドディクショナリと一緒に使用することで、同じオブジェク
トタイプ（たとえば、複数の組織単位の作成など）の複数の発生を処理することができます。タ
スクはグリッド ディクショナリ内のすべての行でループし、それぞれに対して操作を実行しま
す。 例外が一部の発生で起きた場合、エラー メッセージがそれらのグリッド行の [ErrorMessage]
フィールドに記録され、正常に完了済みのものには影響しません。
また、アプリケーションが各行の条件を評価し、条件が満たされた場合に操作を進めるように、
演算子を使用して条件式を設計することもできます。
条件式の構文：Data.<DictionaryName>.<FieldName>
条件式の例：(Data.ouDict1.Type = "Service Team" and Data.ouDict1.Description="abc") または
(Data.ouDict1.Type = "Business Unit" and Data.ouDict1.Description="xyz")
ここで使用する構文は提供タスクのそれと同じですが、ディクショナリの名前空間だけがプロセ
スグリッド行の条件式でサポートされます。要求、タスク、またはサービス固有の名前空間はこ
のコンテキストには適用されません。
ディレクトリ タスクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [計画（Plan）] > [タスク（Task）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] として [ディレクトリタスク（Directory Task）] を選択し、タス
ク名を入力して計画を保存します。

ステップ 3

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] の横に表示される省略形（...）をクリックします。
[ディレクトリタスクパラメータ（Directory Task Parameter）] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

使用するディクショナリと、適用する操作を選択します。

ステップ 5

条件式を入力し、[検証（Validate）] をクリックして [OK] をクリックします。
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次の操作がディレクトリタスクでサポートされています。ディレクトリ操作の必須フィールドと
オプション フィールドは、表 54：ディレクトリ タスクでサポートされる操作にリストしていま
す。
表 54：ディレクトリ タスクでサポートされる操作

操作

ディクショナリ フィール
ド

• 新しいキューの作成
• 既存のキューの更新
• 既存のキューの作成また
は更新

備考

入力：（* 作成操作の場合 新しくキューを作成するか、その
キューがすでに存在する場合は、更
は必須）
新を実行します。
[名前*（Name*）]：テキス
参照される組織単位またはグループ
ト（100）
は、システムにそれらがまだ存在し
[電子メールアドレス*
ない場合は、自動的に作成されま
（Email_Address*）]：テキ
す。
スト（100）
[タイムゾーン（Timezone）] フィー
[ホーム組織単位*
ルドの値は、Organization Designer
（Home_Organizational_Unit*）]：
の [タイムゾーン（Time Zone）] 選
テキスト（200）
択肢に表示される省略名のフォーム
[タイムゾーン*
（たとえば、
（Timezone*）]：テキスト 「America/Los_Angeles」）にする必
（50）
要があります。
出力：

[個人ID（Person_ID）] フィールドと
[個人ID（Person_ID）]：テ [組織ID（Organization_ID）] フィー
ルドの値は、キューまたはホーム
キスト（50）
OU が作成されるときに、更新され
[組織ID
て要求フォームに返されます。
（Organization_ID）]：テキ
スト（50）
[ErrorDescription]：テキス
ト（80）
• 人物のアクティブ化
• 人物の非アクティブ化

入力：[ログインID
（Login_ID）]：テキスト
（50）

人物のステータスを「アクティブ」
または「非アクティブ」に適宜変更
します。

出力：[ErrorDescription]：
テキスト（80）

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
241

サービスの提供に関する計画の設計
提供計画でのサービス項目タスクの定義

操作

ディクショナリ フィール
ド

新しい組織単位の作成

サポートされるディクショ
ナリ フィールドは次のと
おりです：[組織ID
（Organization_ID）]、[名
前*（Name*）]、[説明
（Description）]、[タイプ*
（Type*）]、[親の名前
（Parent_Name）]、[親のタ
イプ（Parent_Type）]、[請
求可能（Billable）]、[親の
説明（Parent_Description）]
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備考

ディレクトリ タスク ワークフロー
でこの操作を選択した場合は、ユー
ザがサービスワークフロー中にタス
クとして新しい組織単位を作成でき
るようにすることができます。ユー
ザは Organization Designer モジュー
ルへのアクセス権限は必要ありませ
ん。 タスクの実行中に、[親の名前
（Parent_name）] フィールドがオー
ダーフォームにすでに存在している
ので、ここで親の名前を追加できま
作成された組織の ID は [組 す。アプリケーションは、親が存在
織ID（Organization_ID）] しない場合、または既存の親に関連
フィールドでフォームに返 付ける場合に新しい親を作成しま
す。 作成された組織の ID は [組織
されます。
ID（Organization_ID）] フィールド
でフォームに返されます。
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操作

ディクショナリ フィール
ド

• 新しい人物の作成
• 既存の人物の更新
• 新しい人物の作成/既存の
人物の更新

備考
参照される組織単位またはグループ
は、それらがまだ存在しない場合
は、自動的に作成されます。
[個人ID（Person_ID）] フィールドと
[組織ID（Organization_ID）] フィー
ルドの値は、操作中に人またはホー
ム OU が作成されるときに、サービ
ス フォームに返されます。
[タイムゾーン（Timezone）] フィー
ルドの値は、Organization Designer
の [タイムゾーン（Time Zone）] 選
択肢に表示される省略名のフォーム
（たとえば、
「America/Los_Angeles」）にする必
要があります。
[組織（Organizations）]、[グループ
（Groups）]、および [ロール
（Roles）] フィールドの入力タイプ
は、使用されるアクティブフォーム
コンポーネントで [選択（複数）
（select (multiple)）] に設定される必
要があります。
[更新（Update）] 操作では、人の記
録を検索するのに、[ログインID
（Login_ID）] フィールドが使用さ
れます。ディクショナリに含まれて
いない個人属性は、更新されませ
ん。
ユーザのアカウントが再試行ポリ
シーの違反によりロックされた場
合、[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、
[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。
ユーザを作成する場合、またはユー
ザ パスワードを変更する場合に限
り、[LoggedIn_UserPwd] に入力して
ください。
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操作

ディクショナリ フィール
ド
入力：（* 作成操作の場合
は必須）
[名*（First_Name*）]：テ
キスト（50）
[性*（Last_Name*）]：テ
キスト（50）
[ログインID*
（Login_ID*）]：テキスト
（50）
[パスワード*
（Password*）]：テキスト
（50）
[電子メールアドレス*
（Email_Address*）]：テキ
スト（100）
[ホーム組織単位*
（Home_Organizational_Unit*）]：
テキスト（200）
[タイムゾーン*
（Timezone*）]：テキスト
（50）
[ロックされています
（Is_Locked）]
[LoggedIn_UserPwd]
[組織（Organizations）]：
テキスト（4000）
[グループ（Groups）]：テ
キスト（4000）
[ロール（Roles）]：
[個人識別
（Personal_Identification）]：
テキスト（512）
[タイトル（Title）]：テキ
スト（100）
[社会保障番号
（Social_Security_Number）]：
テキスト（100）
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操作

ディクショナリ フィール
ド

備考

[注意（Notes）]：テキスト
（4000）
[会社コード
（Company_Code）]：テキ
スト（200）
[部門（Division）]：テキス
ト（200）
[営業部門
（Business_Unit）]：テキ
スト（200）
[部署番号
（Department_Number）]：
テキスト（200）
[コストセンター
（Cost_Center）]：テキス
ト（200）
[管理レベル
（Management_Level）]：
テキスト（200）
[地域（Region）]：テキス
ト（200）
[スーパーバイザID
（Supervisor_ID）]：テキ
スト（200）
[従業員タイプ
（Employee_Type）]：テキ
スト（200）
[ロケーションコード
（Location_Code）]：テキ
スト（200）
[会社の番地1
（Company_Street_1）]：テ
キスト（100）
[会社の番地2
（Company_Street_2）]：テ
キスト（100）
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操作

ディクショナリ フィール
ド

備考

[会社の市区町村
（Company_City）]：テキ
スト（100）
[レベル（Level）]：テキス 外部ユーザ認証（EUA）を使用し
ト（100）
て、Prime Service Catalog 内のデフォ
ルトの認証メカニズムを上書きし、
[パーティション
ユーザを外部ソースに対して認証す
（Cubicle）]：テキスト
ることができます。
（100）
EUAが有効になっていない場合、ま
[個人の番地1
（Personal_Street_1）]：テ たはユーザプロファイルのパスワー
ド変更の認証にバックドア URL を
キスト（100）
使用する場合は、
[個人の番地2
[LoggedIn_UserPwd] フィールドにパ
（Personal_Street_2）]：テ スワードを変更しようとしてログイ
キスト（100）
ンしているユーザのデータベースパ
スワードが含まれている必要があり
[個人の市区町村
（Personal_City）]：テキス ます。 EUA が有効の場合は、
[LoggedIn_UserPwd] フィールドで
ト（100）
LDAP パスワードを使用する必要が
[個人の都道府県
あります。
（Personal_State）]：テキ
次の場合はエラーが返されます。
スト（100）
出力：
[個人ID（Person_ID）]：テ
キスト（50）

• ユーザの更新時にユーザが存在

[ErrorDescription]：テキス
ト（80）

シーに準拠していない場合。

[個人の国
（Personal_Country）]：テ
キスト（100）
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名を持つユーザがすでに存在す
る場合、または

[組織ID
（Organization_ID）]：テキ
スト（50）

[個人の郵便番号
（Personal_Postal_Code）]：
テキスト（100）
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操作

ディクショナリ フィール
ド

備考

組織単位の更新

名前*（Name*）

（注）

タイプ*（Type*）
説明
ステータス（Status）
請求可能（Billable）

[タイプ（Type）] フィール
ドは操作先の組織単位を識
別します。 また、すべて
の組織単位関連の操作は、
組織単位の ID を返す
Organization_ID を定義でき
ます。

ErrorDescription
OU のタイプを変更する必
要がある場合は、
「Change_Type」という名
前のフィールドを追加しま
す。
組織単位の名前の変更

名前*（Name*）
新しい名前*
（New_Name*）
タイプ*（Type*）
ErrorDescription

組織単位のアクティブ化/非ア
クティブ化

名前*（Name*）
アクティブ化*
（Activate*）
タイプ*（Type*）
ErrorDescription

[アクティブ化（Activate] フィールド
は、組織単位のステータスを [アク
ティブ（Active）] に更新する場合は
[true] または [はい（yes）] に設定
し、ステータスを [非アクティブ
（Inactive）] に更新する場合は [false]
または [いいえ（no）] に設定する必
要があります。
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操作

ディクショナリ フィール
ド

既存のエージェントプロパティ 名前*（Name*）
の更新

備考
この機能を使用して、インバウンド
およびアウトバウンドのエージェン
トプロパティを更新するディレクト
リタスク操作付きのサービスをオー
ダーすることができます。
（注）

アカウントの作成/アカウント
の更新

エージェント プロパティの名
前が自由形式のディクショナ
リの名前と一致することを確
認します。 ただし、文字「.」
は「_」と置き換える必要があ
ります。なぜなら、アクティ
ブ フォーム ディクショナリの
作成時にアプリケーションは
「.」の文字を受け付けないか
らです。 アップデート プロセ
ス中は、アプリケーションは
ディクショナリ内の正しくな
いエントリを無視します。 た
とえば、エージェント プロパ
ティが
FileOutbboundAdapter.FileLocation
場合、ディクショナリ フィー
ルド名は
FileOutbboundAdapter_FileLocation
にする必要があります。

この操作のディレクトリ
タスク ワークフローに関
連付けるディクショナリに
次のフィールドが存在する
ことを確認します。

1）名前の最大長は 100 文字です。

名前*（Name*）

3）説明の最大長は 500 文字です。

AccountType*
説明
BillingRateGroup
OrganizationalUnit
ErrorDescription

2）AccountType の値は [プロジェク
トアカウント（Project Account）] ま
たは [テナントアカウント（Tenant
Account）] にする必要があります。

4）[組織単位（Organizational Unit）]
フィールドは、複数選択ボックスの
入力を取り、値はタイプ「営業部
門」と見なされます。 テナント ア
カウントの場合は、組織単位を 1 つ
だけ指定できます。
5）現時点で、役職およびカスタム
属性は指定できません。
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操作

ディクショナリ フィール
ド

契約の作成

名前*（Name*）

備考

AccountType*
アカウント*（Account*）
AgreementTemplate*
説明
ErrorDescription

外部システムにサービス要求を発行するための AMQP タスクの設定
Prime Service Catalog では、Advanced Message Queuing Protocol（AMQP）を使用して、サービス要
求を他のアプリケーションやシステムに発行することができます。 AMQP では、プラットフォー
ムまたはシステム間でメッセージをどのように構造化し送信するかに関する基準が提供されます。
オープン ソース ソフトウェアである RabbitMQ を使用している Prime Service Catalog は、AMQP
を実装し、システム間でメッセージのルーティングを実行します。 サービス要求を消費するシス
テムの一例である Cisco Process Orchestrator は、要求を受け取り履行ワークフローを実行します。

（注）

Poodle セキュリティ攻撃を回避するために、Prime Service Catalog 11.0 は TLS 1.2 プロトコルの
みを経由した RabbitMQ への接続をサポートしています。したがって、カスタマーは TLS1.2
を使用してメッセージに接続して消費する必要があります。 したがって、RabbitMQ サーバか
らこれらのメッセージに接続して消費するには、TLS1.2 のみを使用します。
キューサービス要求と呼ばれるタスクタイプは、他のアプリケーションやシステムにサービス要
求を発行するために使用されるワークフロー タイプ下で使用できます。
キューサービス要求は、順番に実行されるプレタスク、メインタスク、およびポストタスクで構
成されています。 Service Designer では、メインの AMQP タスクの前後に実行されるプレ タスク
およびポスト タスクを有効または無効にするオプションが提供されます。 メイン タスクのみが、
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プレ タスクおよびポスト タスクなしで実行できます。 AMQP の詳細については、『Cisco Prime
Service Catalog Integration Guide』を参照してください。

ステップ 1

[Service Designer] > [計画（Plan）] > [タスク（Task）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] として [キューサービスリクエスト（Queue Service Request）] を
選択します。

ステップ 3

タスク名を入力します。

ステップ 4

計画を保存します。

ステップ 5

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] の横に表示される省略形（...）をクリックします。

ステップ 6

[キューサービスリクエストパラメータ（Queue Service Request Parameter）] ポップアップで、次の手順を
実行します。
a) プライマリ タスクについては、[トピック（Topic）] フィールドに交換名を入力し、ドロップダウンリ
ストからペイロード タイプを選択します。
b) （任意）プレ タスクおよびポスト タスクを実行する場合は、[プレタスクの実行（Execute Pre Task）]
および [ポストタスクの実行（Execute Post Task）] チェック ボックスを選択します。 これらのタスク
をスキップするにはこれらのチェック ボックスをクリアします。
c) （任意）オートコンプリートするタスクの場合は、[タスクのオートコンプリート（Task Auto Complete）]
チェック ボックスを選択します。 タスクが完了すると、次のタスクが自動的に開始されます。
d) [保存（Save）] をクリックして、タスク定義を保存します。 このオプションを使用すると、サービス
がオーダーされたときのみ、タスクのトピックとキューが Rabbit MQ サーバに作成されます。
サービスの定義時に Rabbit MQ サーバでタスクのトピックとキューを作成するには、[作成（Create）]
をクリックします。
（注）

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] で選択された AMQP 公開キーが作成されたすべ
ての新しい AMQP タスクにデフォルトで選択されます。

AMQP タスクの暗号化
Service Catalog は、公開キーの選択によるあらゆる AMQP タスクの暗号化をサポートしています。
AMQP 公開キーは、セキュアな文字列の形式でデータを暗号化するために使用されます。
ディクショナリ フィールドでは、「is-secure」属性が true に設定されると、それらのディクショ
ナリフィールドの値が公開キーを使用してセキュアな文字列に変換されます。セキュアな文字列
の形式は、選択する AMQP セキュアな文字列の形式に基づいています。
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手順

ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 2

ドロップダウンリストから AMQP 公開キーを選択し、[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

公開キーの名前、[モジュラス（Modulus）] フィールドに暗号化データ、および指数値を入力します。
[名前（Name）]、[モジュラス（Modulus）] および [指数（Exponent）] に指定した値に基づいて、システ
ムは修正/編集できない GUID を生成します。 この GUID は、パスワードおよびトークン用のセキュリティ
の外部層を追加するために使用されます。

ステップ 5

[保存（Save）] と [閉じる（Close）] をクリックして、終了します。

ステップ 6

Service Designer で特定の AMQP タスクのリストから AMQP 公開キーを選択します。

ステップ 7

ドロップダウンリストから AMQP のセキュアな文字列の形式を選択します。 これによって、セキュアな
文字列が選択した形式に暗号化されます。

ステップ 8

[更新（Update）] をクリックして変更を保存します。

サービス項目への権限を付与および取り消すためのサービス提供タスクの作成
サービス提供計画内のグリッド ディクショナリを使用して作成されたサービス項目（複数可）へ
の権限を付与または取り消すためのサービス提供タスクを作成できます。 以前はこれは、REST
コールによってのみ可能でした。
権限の付与/取り消しのためのディクショナリ属性は、次のようにする必要があります。
•

◦ recipentName
◦ recipient
◦ recipientType
◦ オブジェクト
◦ objectName
◦ スコープ
◦ permission
◦ instanceName
◦ ドメイン
◦ ErrorDescription

API を使用した考えられるフィールド値に対する権限の付与または取り消しの詳細については、
『Cisco Prime Service Catalog Adapter Integration Guide』の「Grant and Revoke Permissions API Table」
を参照してください。
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NsAPI タスクを作成して SIM 権限を付与するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [計画（Plan）] > [タスク（Task）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] として [NsAPI ] を選択し、タスク名を入力して計画を保存しま
す。

ステップ 3

[ワークフロータイプ（Workflow Type）] の横に表示される省略形（...）をクリックします。

ステップ 4

使用するディクショナリと、適用する [NsAPIタスクタイプ（NsAPI Task Type）] を選択します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

提供タスクのスケジュールされた開始の作成
デフォルトで、サービス要求のすべての承認が完了するか、承認がない場合は、サービス要求が
送信されるとすぐに、提供計画はアクティブになります（また、サービスの実行者がタスクを時
間どおりに完了するかどうかについて、クロックが開始します）。 場合によっては、この動作は
好ましくないことがあります。 たとえば、新しい従業員の代わりに数週間以内に作業が開始する
ようにスケジュールされた要求を入力したり、将来増加するようにスケジュールされたプロジェ
クト用の新しいサーバを開発チームが要求したりする場合があります。 このような場合、Service
Catalog では、指定された開始日に到達するまで実行中（アクティブ）にならない、スケジュール
された開始タスクを作成できます。
スケジュールされた開始タスクが次のタイミングで実行されるように指定できます。
• カスタマー、あるいは承認や確認を実行する他の人によってサービス フォームに指定された
日時。
• Service Designer の [計画（Plan）] タブでサービスの設計に指定した固定日時。
サービス フォームのフィールドを使用して、スケジュールされた開始タスクを作成するには、以
下の手順を実行します。

ステップ 1

サービス定義で、サービスで使用されているアクティブ フォーム コンポーネントの [フォーム（Form）]
タブに移動して、データを保持するディクショナリ フィールド（たとえば、NewHire.StartDate）を見つけ
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ます。 フィールドのデータ型は、[日付（Date）] または [日時（Date and Time）] のいずれかにすることが
できます。
ステップ 2

必要に応じて、前のステップで見つけたディクショナリ フィールドを含むアクティブ フォーム コンポー
ネントに移動します。 [アクセス制御（Access Control）] タブと [表示プロパティ（Display Properties）] タ
ブをクリックして、使用するフィールドに適切なディクショナリ権限と HTML 表現を設定します。

ステップ 3

サービスの [計画（Plan）] タブをクリックして、遅延するタスクを特定するか作成します。

ステップ 4

タスクの [全般（General）] サブタブで、[スケジュール済み開始日を許可する（Allow a scheduled start
date）] をオンにします。

ステップ 5

[開始日のフォームデータ（Form data for start date）] フィールドに、タスクの開始点となる日時の保持に使
用するディクショナリ フィールドの名前を入力します。 これは、ステップ 1 で見つけたフィールドと同
じです。 次の構文を使用します。
• Data.DictionaryName.FieldName（サービスのフォーム コンポーネントの 1 つにあるディクショナリか
らのフィールド用）。
• ParentData.DictionaryName.FieldName（親サービスのディクショナリのいずれかからのフィールド用。
バンドルされたサービスの場合）。

スケジュールされた開始タスクに対するシステムの動作
システムは、提供計画タスクごとに、[スケジュール済み開始日（Scheduled Start Date）] と [実際
の開始日（Actual Start Date）] の両方を維持します。 これらの日付は、Service Manager のタスク
フォームで確認できます。
システムは、先行するタスクが完了した後に、スケジュールされた開始タスクを自動的には開始
しません。 スケジュールされた開始タスクは、指定された開始点に到達するまで、[スケジュール
済み（Scheduled）] ステータスになります。 この時点で、システムはタスク ステータスを [実行
中（Ongoing）] に変更し、割り当てられた実行者がタスクを処理できるようになります。 [スケ
ジュールされた開始（Scheduled Start）] および [開始日（Started on）] フィールドは、スケジュー
ルされた開始タスクに対して同じです。
スケジュールされた開始タスクの開始点はフォーム データから定義されており、[日付（Date）]
フィールドを使用してこの開始点を定義すると、システムはタスクの実行者の就業時間に時間を
設定します。 たとえば、タスクが HR グループ キューによって実行される場合に、キューの就業
時間が 8:00 から 16:00 である場合、システムはユーザによって入力された日付に 8:00 という時間
を設定します。
システムは、ワークフロー プロセスのサービス提供フェーズが開始した後、すべての提供計画タ
スクをスケジュールします。 （サービス提供フェーズは、承認フェーズが完了してから開始しま
す）。
システムは、サービス提供フェーズの開始時にすべての提供計画タスクをスケジューリングする
まで、スケジュールされた開始タスク用に指定された開始点を評価しません。 これは、開始点が
（サービスをオーダーするカスタマーではなく）承認または確認ステップの実行者によって指定
される可能性もあることを意味しているため、サービスを設計するときにこれを活用できます。
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サービス設計者は、スケジュールされた開始タスクの開始点としてカスタマーが何を入力するか
を制御できません。 たとえば、カスタマーはサービス内の先行するタスクが完了する前に起こる
ことになる将来の日付を入力する可能性があります。 スケジュールされた開始タスクにカスタ
マーによって指定された開始日が、（残りの計画に関して）考えられる最も早い開始日より早い
場合、システムは指定された開始日を無視して、タスクが遅延タスクではないかのように処理し
ます。 これは、開始日が無視されたことを示すコメントとともにシステム履歴に記録されます。
• また、指定された開始日がサービス フォームの必須フィールドでなく、カスタマー/承認者
が開始日を指定しない場合、Service Catalog は遅延タスクでないかのようにタスクを扱いま
す。

タスク参加者の定義

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [計画（Plan）] > [タスク（Tasks）] > [参加者（Participants）]
の順に選択します。

ステップ 2

タスクを完了する人と、オプションで作業の監視方法を指定します。 詳細については、表 55：タスク参
加者を定義するためのフィールドを参照してください。

ステップ 3

このタブの変更を保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

表 55：タスク参加者を定義するためのフィールド

フィールド

説明

役割（Role）

タスクの実行者のロール：タスク実行者は、タ
スクが割り当てられた人、キュー、または職位
です。
タスク スーパーバイザのロール：タスク スー
パーバイザは、タスク パフォーマンスの制御の
基準を提供します。 管理設定 [タスクスーパー
バイザがタスクを取り消すのを許可する（Allow
Task Supervisor to cancel task）] と組み合わされ
ると、指定した人、キュー、または役職がタス
クを取り消せる（スキップできる）ようになり
ます。
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フィールド

説明

名前（Name）

実行者ロールの名前であり、タスクを実行する
エンティティを意味します。 この名前は、[計
画（Plan）] タブのタスク リストにある [/
（By）] 列に表示されます。
または/および
スーパーバイザ ロールにある人の名前。タスク
を実行したり、サービスを提供したりする人の
スーパーバイザを意味します。

割り当て（Assign）

次のように、タスクの実行者/スーパーバイザの
割り当て方法を選択します。
• [役職から（From a position）]：Organization
Designer に定義されている役職を現在満た
している人。
• [個人/キュー（A person/queue）]：
Organization Designer に定義されている人
またはキュー。
• [式から（From an expression）]：[割り当て
先（Assign to）] フィールドに表示される
条件式。
• なし。
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フィールド

説明

割り当て先（Assign to）

式に基づくロール ベースの割り当て
承認の場合と同様に、提供計画のタスクに割り
当てられるサービス チームまたは担当者は、カ
スタマーのロケーションなどの各要求に関する
データによって異なります。 シナリオごとに異
なるフォームやワークフローを作成するのでは
なく、式を使用してタスクをインテリジェント
にルーティングできます。
実行者、スーパーバイザ、およびプロジェクト
マネージャのロールは、すべて動的に割り当て
ることができます。
• [役職から（From a position）] または [個人/
キュー（A person/queue）] を選択した場
合、[…] ボタンをクリックすると、タスク
の割り当て先を選択するための選択ダイア
ログボックスが表示されます。 [追加
（Add）] または [OK] をクリックして、選
択内容を保存します。
• [式から（From an expression）] を選択した
場合、[…] ボタンをクリックすると、タス
クの割り当て用に評価される式を入力する
ための [式の編集（Edit Expression）] ダイ
アログボックスが表示されます。 [式の設
定（Set Expression）] をクリックして、選
択内容を保存します。

提供タスクの電子メール通知の定義
各タスクには複数のイベントが関連付けられています。 電子メールを各イベントに関連付けるこ
とで、サービスのカスタマー、タスクの実行者、または要求の現在のステータスの他のグループ
または個人に通知できます。
どのイベントにどの通知を送信するかを指定するには、[Service Designer] > [サービス（Services）]
> [計画（Plan）] > [タスク（Tasks）] > [電子メール（Email）] サブタブを選択します。 通知は、
管理モジュールの通知コンポーネントを使用して定義する必要があります。 Service Catalog には
いくつかのデフォルト電子メール テンプレートが出荷時に付属していますが、大部分のサイトで
は、カスタム通知を設計するほうが好まれます。
提供計画のタスクごとに（および承認または確認ごとに）、設計者はタスクで使用されるエスカ
レーション構造内の層の数を選択できます。
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たとえば、次のように 3 つのエスカレーション層を設定できます。
• 層 1：タスクが遅延した時点から 1 時間
• 層 2：層 1 の後 8 時間
• 層 3：層 2 の後 16 時間
[最大層（Maximum Tier）] の設定によって、最初の層から開始して、いくつのエスカレーション
層が特定のタスクによって使用されるかが決まります。
• [エスカレーションにあるものすべて（As much as there are in escalations）] の場合は、すべて
の層
• [次のように指定（Specified As）] の場合は、このタスクに使用する層の数。層の数以下の任
意の数が定義されます。
この場合、たとえば、最大層が 2 として指定されている場合、タスクが遅延した時点から 1 時間
後と 9 時間後に通知が送信され、3 つ目の層のエスカレーションは適用されません。

タスクの指示の追加
タスクのに指示を与えたり、タスクの指示に関連する URL へのリンクを設定するには、[Service
Designer] > [サービス（Services）] > [計画（Plan）] > [タスク（Tasks）] > [タスクの指示（Task
Instructions）] サブタブを選択します。
表 56：[タスクの指示（Task Instruction）] サブタブのフィールド

フィールド

説明

URL

リンク先の URL を「http://」で始まる完全な
URL で入力します。

URLの説明（URL Description）

ユーザが URL にリンクしたり、HTML をチェッ
クリスト項目に組み込んだりした場合に表示さ
れる内容の簡単な説明を入力します。
次に例を示します。
タスクの実行方法の詳細については、<a
href=”URL">ここをクリック</a>してください。

タスクの指示（Task Instructions）

このテキスト フィールドを使用して、必要に応
じてタスク指示を入力します。

HTML エディタを使用して、HTML を [URLの説明（URL Description）] フィールドと [タスクの
指示（Task Instructions）] フィールドに組み込みます。
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タスクを完了するためのチェックリストの作成
チェックリストを使用して、リマインダのリストを作成したり、タスクを完了するための特定の
手順を詳細化したりできます。 これらは、Service Manager にチェックリストとして表示され、作
業を完了するための手順が詳細化されます。 チェックリストは実行期日に影響を及ぼしません。
また、レポート機能はありません。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [計画（Plan）] > [タスク（Tasks）] > [チェックリスト
（Checklists）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックし、右側の [項目プロパティ（Item Properties）] ボックスにチェックリ
スト項目を入力することで、新しい項目をリストに追加します。

ステップ 3

さらにチェックリストを設定するには、表 57：[チェックリスト（Checklists）] タブのフィールドの表を
使用します。

表 57：[チェックリスト（Checklists）] タブのフィールド

フィールド

説明

項目

実行者に Service Manager で表示されるチェック
リストは、このリストの項目で構成されます。
上または下の矢印を使用して、項目の順番を再
配置します。 最上部の項目を最初に実行する必
要があります。

名前（Name）

チェックリスト項目の名前を入力します。

チェックリスト項目をタスクの完了のための必 このオプションをオンにすると、タスクを完了
須項目にする（Make checklist items mandatory for するにはすべての項目が必須になります。 つま
task completion）
り、タスクを実行する人は、Service Manager で
チェックリストのすべての項目をチェックする
まで、タスクの作業を終了できなくなります。

遅延タスクに関するエスカレーション電子メールの設定
[計画（Plan）] > [エスカレーション（Escalations）] サブタブを使用して、アクティビティが遅延
したときに、実行者、スーパーバイザ、およびカスタマーに送信される電子メール通知を指定で
きます。
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エスカレーション階層を定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [計画（Plan）] > [エスカレーション（Escalations）] の順に選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[後（時間）（After (hours)）] チェックボックスを選択して、アクティビティがトリガーされた後にアプリ
ケーションがエスカレーション電子メールを送信するために必要な時間を定義します。

ステップ 4

受信者の電子メール アドレスを入力します。

ステップ 5

ドロップダウン リストからアクティビティを選択します。

ステップ 6

上記の手順を実行し、シーケンシャル アクティビティ用のエスカレーションを設定します。

サービス提供ワークフローの設計
Service Catalog には、提供計画を構成するタスクのワークフローを設計するための、2 つの方法が
用意されています。
• [計画（Plan）] タブの中央にある [タスク（Task）] 領域を使用してタスクを入力し、さらに、
使用可能なボタン（[インデント（Indent）]、[インデント解除（Outdent）]、[アップ（Up）]、
[ダウン（Down）]）を使用してワークフローを設定することで、タスクが正しい順番で実行
され、正しくグループ化されるようにします。
• [Graphical Designer] タブから使用できる Graphical Workflow Designer を使用して、タスク、コ
ネクタ、およびサブタスクのグループを描画領域にドラッグ アンド ドロップすることで、
ワークフローを描画します。
図は、タスクおよびサブタスクとそれらの関係を示します。 この図は、提供計画、実行される順
序、および実行が順次または同時形式かを示しています。
ワークフローはいずれかのツールを使用して設定できます。実際に、サービス設計者は Graphical
Designer と、[タスク（Task）] タブによって提供されるダイアログボックスの間を切り替えなが
ら行き来できます。 Graphical Designer にはタスク用のワークフローが備わっており、そのプロパ
ティ シートを使用することで、ユーザはタスクに関する大部分の一般情報と、実行者のロールを
入力できます。 タスクの実行に関連付けられた電子メール、チェックリスト、およびタスクの参
加者など、個々のタスクの詳細は、[計画（Plan）] タブのサブタブを使用して入力する必要があり
ます。
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Graphical Workflow Designer について
Graphical Workflow Designer を使用して、サービス設計者はタスクのドラッグ アンド ドロップ、
命名、接続を行えます。 Graphical Designer には、タスク間で親/子関係を定義する機能も備わって
います。 付属のタスク プロパティ シートを使用して、タスク定義と実行に関する詳細をさらに
指定できます。
Graphical Designer には、提供計画の [全般（General）] タブで提供されているダイアログボックス
を使用することで、サービスの提供計画を設計するための、ビジュアル指向の代替策が用意され
ています。 設計者はタスクを定義して、いずれかの方法でそれらの間のワークフローを指定し、
Graphical Designer とダイアログボックスの間を自由に切り替えて行き来することができます。
Graphical Designer には、提供計画の簡略ビューがあります。 計画についてさらに詳細に設定する
には（[参加者（Participants）]、[電子メール（email）]、[タスクの指示（Task Instructions）]、お
よび[チェックリスト（Checklist）] サブ タブで使用可能なものを設定するには）、[計画（Plan）]
タブに切り替えます。 詳細については、提供タスクの設定, （218 ページ）を参照してください。
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[Graphical Designer] ペインには、以下のセクションがあります。
図 14：[Graphical Designer] ペイン

[1]

[ツール（Tools）] ペイ 4
ン

[アウトライン
（Outline）] ペイン

2

ツールバー

表示ツール

3

作業領域

5

• 左上の [ツール（Tools）] ペインには、Workflow Designer の構成要素が含まれています。 こ
れらの構成要素を作業領域にドラッグ アンド ドロップして接続し、完全なワークフローを
作成できます。
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• ツールバーには、提供計画の保存、計画の印刷、および作業領域のコンテンツの操作を行う
ためのボタンが含まれています。

（注）

凡例には、ワークフロー図に含まれているオブジェクトを表すために使用されるカラー コー
ディングがリストされます。
• 作業領域には、ワークフロー図が含まれています。 新しい提供計画のために Designer が呼び
出されると、計画の開始を示す明るい緑色の円を除き、作業領域はブランクになります。
• ページの左側の中央にある[アウトライン（Outline）] ペインには、図の大まかな概要が示さ
れます。
• 表示ツール： [ズーム（Zoom）]/[レイアウト（Layout）] ボタンを使用して、設計者は、ワー
クフロー図のサイズを拡大または縮小したり、図の方向を変えたりすることができます。
[ツール（Tools）] ペインについて
[ツール（Tools）] ペインには、ワークフローを構成するオブジェクトの基本タイプを図に追加す
るためのツールが含まれています。
表 58：[ツール（Tools）] ペイン

オプション

説明
ワークフローは、一連のタスクが順番に配置さ
れて構成されています。 [タスク（Task）] ツー
ルを使用して、タスクをワークフローに追加し
ます。
タスクは、親タスクに対する子タスクとしてグ
ループ化できます。

[関連付け（Associate）] ツールを使用して、タ
スクの順番を指定し、親と子のタスクを関連付
けます。

[ツール（Tools）] ペインのオプションに加えて、コンテキスト依存型のタスク カーソルを使用し
て、図の内容を操作することができます。 図に以前に配置したタスクの上にカーソルを合わせる
と、カーソルの形が変わり、どのアクションが使用可能であるかが示されます。
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表 59：カーソル

カーソル

説明
オブジェクトを一度選択したら、選択カーソル
が表示されます。 選択カーソルでマークが付け
られたオブジェクトはすべて、次の [コピー
（Copy）]、[移動（Move）]、または [削除
（Delete）] コマンドの影響を受けます。
接続カーソルは、強調表示したタスクと別のタ
スクを関連付けることができます。 接続カーソ
ルが表示されている状態で、現在のタスクに接
続するタスクにマウスをドラッグします。 マウ
スを放すと、タスクの順序（関連付け）が確立
されます。

Graphical Designer を使用した提供計画の作成
Graphical Designer を使用して提供計画を作成するには、Service Designer でサービスを編集し、[計
画（Plan）] タブをクリックしてから、[Graphical Workflow] サブタブをクリックします。 作業領
域は、「ワークフローの開始（Start Workflow）」アイコンを除き空白で表示されます。
図 15：ワークフローの開始

ステップ 1

タスクを定義します。
a) 通常、最初のステップはタスクをワークフローに置くことです。 （[ツール（Tool）] パネルから）[タ
スク（Task）] ツールをクリックし、それを作業領域までドラッグします。 タスクが表示されます。
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タスクをダブルクリックして、作業領域の下部に [タスクプロパティ（Task Properties）] ダイアログ
ボックスを表示します。
図 16：[タスクプロパティ（Task Properties）]：黄色のアラート アイコン

[タスクプロパティ（Task Properties）] ウィンドウには、タスクの [全般（General）] サブタブに表示さ
れるすべてのデータと、主に設計セッションで役立つ実行者のロール名が含まれています。 ここに表
示されているフィールドの詳細については、提供計画でのサービス項目タスクの定義, （235 ページ）
を参照してください。
b) ここでタスクのワークフローの定義を開始しますが、タスク定義を完了するには、タスクごとに [計画
（Plan）] タブのサブタブを使用する必要があります。
タスク定義の重要な側面は、[タスク名（Task Name）] を割り当てて、[ワークフロータイプ（Workflow
Type）] を選択することです。 新しい「内部」タスク（すべてが Service Manager 内で実行されるタス
ク）を作成し、以前に定義されたサービス タスク（Service Link エージェントを介して指定された外部
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タスク）を指定するか、サービス項目タスク（Service Item Manager を介して指定されるサービス項目
を作成、更新、または削除するタスク）がワークフローに組み込まれるように設定できます。
c) [タスクプロパティ（Task Properties）] ダイアログボックスから図に戻るとすぐに、タスク名が表示さ
れ、図の [タスク（Task）] アイコンがワークフロー タイプを反映して変わる場合があります。 タスク
をダブルクリックすることで、いつでも [タスクプロパティ（Task Properties）] ダイアログボックスに
戻ることができます。
ステップ 2

ワークフローの指定
a) 黄色のアラート アイコンは、現在の状態の図が無効であるということを警告します（図 16：[タスクプ
ロパティ（Task Properties）]：黄色のアラート アイコン）。 アラート アイコンにポインタを合わせる
ことで問題の詳細を確認できますが、図 16：[タスクプロパティ（Task Properties）]：黄色のアラート
アイコンでは、タスクを「ワークフローの開始（Start Workflow）」アイコンに関連付け、ワークフロー
内の適当なシーケンスに割り当てる必要があることが明白です。
b) ワークフロー内にタスクを配置するには、[関連付け（Associate）] ツールをクリックします。 次に、
ワークフロー内の最初の項目（この場合は [ワークフローの開始（Start Workflow）] アイコン）をク
リックして、次の項目（この場合は、図内の最初で唯一のタスク）までマウスでドラッグします。 マ
ウスを放すと、図に矢印が追加され、[ワークフローの開始（Start Workflow）] からワークフロー内の
最初のタスクまでのフローが表示されます。
図 17：ワークフローの開始

c) タスクを接続するより簡単な方法は、接続カーソルを使用することです。
•

◦ 別のタスクを図に追加し、必要であれば、それに名前を付けます（たとえば、「PullMemory」
など）。 このタスクは、ワークフロー内で「インベントリのチェック」の後、次に来るタス
クです。
◦ この順番でタスクを関連付けるには、最初のタスク（インベントリのチェック）の真ん中に
接続カーソルが表示されるまでカーソルを動かします。
◦ 2 番目のタスクまでマウスをドラッグします。 タスクとターゲット タスクの間に太い点線が
表示され、ターゲット タスクが太い実線で強調表示されます。 選択カーソルが 2 番目のタ
スクに表示されます。
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◦ マウスを放します。 関連付けが描画され、図は有効になります。

図 18：フロー図

ステップ 3

親タスクおよびサブタスクを作成します。
タスクはいくつかの理由でグループ化することができます。 次に例を示します。
一部のタスクは条件付きであり、特定のタスクが実行されているかどうかに関係なく、連続するタスク内
の最初のタスクと最後のタスクが完了したら、電子メール通知を送信したい場合があります。
タスクは 2 番目のタスクと同時に実行される必要があります。 サービスの Service Level Agreement（SLA）
を算出する際に、両方のタスクをカウントするのではなく、より長く時間がかかった方のみをカウントし
たい場合があります。
これらのシナリオや他のシナリオに対応するために、Service Catalog はタスクのグループ化をサポートし
ています。親タスクには、1つ以上の子またはサブタスクがあります。サブタスクは、順次または同時の
いずれかで実行できます。
a) [サブタスクの開始（Start Subtasks）] アイコンを適切な順番で作業領域までドラッグします。
b) タスク アイコンを [サブタスクの開始（Start Subtasks）] アイコンの下にある作業領域までドラッグし
ます。 必要に応じて、タスクを定義します。
c) タスクが同時に実行されることを示すには、接続カーソル（カーソル ハンドル付き）が表示されるま
で、カーソルを [サブタスクの開始（Start Subtasks）] アイコンの真ん中まで動かした後、各サブタスク
までマウスをドラッグします。 以下の左側の図のように、それぞれが [サブタスクの開始（Start
Subtasks）] に接続されます。
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d) タスクが順次に実行されることを示すには、接続カーソルを使用して、[サブタスクの開始（Start
Subtasks）] アイコンを最初のタスクに接続します。 次に、最初のサブタスクを次のサブタスクに接続
します。 その結果、図は以下の右側の例のようになります。
図 19：タスクの図

ステップ 4

ワークフローの保存
有効なワークフローしか保存できません。 図に何らかのアラート アイコンが表示されている場合、ワー
クフローは有効ではないことを示しています。 アラート アイコンの上にカーソルを合わせて、問題の詳
細説明を取得できます。多くの場合、図のエレメントがお互いに適切に接続されていないことが原因で
す。 エラーを修正したら、もう一度 [保存（Save）] をクリックして、ワークフローを保存します。
Graphical Designer または [計画（Plan）] タブ ダイアログボックスのどちらを使用しても、Service Catalog
は完全に同じ方法でワークフローを保存します。 この方法は、最も使いやすいツールをどれでも使用でき
るという点で優れています。 ただし、Service Catalog は図自体を保存しません。以前に保存した提供計画
からそれを再構築した後、図で作業を続けながらその提供計画に追加します。 印刷用にワークフローの外
観をカスタマイズできます。たとえば、より長い説明を表示するために、タスクを移動したり、タスク ア
イコンのサイズを大きくしたりします。 ただし、図を保存するときに、そのような変更はすべて除去さ
れ、ワークフローはデフォルトのレイアウトに戻されます（水平または垂直）。

ステップ 5

図の印刷
図を印刷するには、ツールバーから [印刷（Print）] オプションをクリックします。 印刷に適したバージョ
ンでは、スケールや方向など、現在の図の表示が反映されます。 必要に応じて、図を複数のページに広げ
ることができます。 図を印刷するには、標準ブラウザの [ファイル（File）] > [印刷（Print）] コマンドを
使用します。
手動で図を変更できます。たとえば、個々のタスク アイコンのサイズを変更できます。 そのような変更
が行われると、変更は印刷に適したバージョンで反映されます。 ただし、そのような変更はすべて一時的
なものであり、ワークフローを保存しても、保存されません。
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Graphical Designer と [計画（Plan）] タブの比較
[計画（Plan）] タブのダイアログボックスを使用するよりも Graphical Designer のほうがより効率
的な場合があります。 たとえば、タスクの順番を変更する場合は、データの行を上下に動かすよ
りかなり簡単に、Designer で単にタスクを別のタスクに再接続するだけで行えます。
Graphical Designer には、図を印刷するためのオプションが含まれています。 印刷したバージョン
を、Catalog Deployer で使用可能なサービス プレビュー（これには、テキスト フォーマットで詳
細なワークフローが含まれます）と比較して、どちらの方がニーズに合致しているかを確認する
必要があります。 おそらく、ユーザ表記では印刷された図が必要で、開発者文書の場合は Catalog
Deployer プレビューのほうが適しているでしょう。
一般タスク プロパティを指定する場合、設計者は [計画（Plan）] タブまたは Graphical Designer の
いずれかを使用できます。 同じプロパティの大部分が Graphical Designer の [タスクプロパティ
（Task Properties）] シートと、タスクの [全般（General）] サブタブの両方に表示されます。 ただ
し、[全般（General）] サブタブ ダイアログボックスには次の利点があります。
• スケジュール設定された開始日の条件式とフォーム データを両方の場所に入力できますが、
[全般（General）] サブタブ ダイアログボックスに対してのみ、入力した式または名前空間を
検証するオプションを入れることができます。 通常、設計時に検証することは、フォームを
テストしたときに始めてエラーを発見するより、望ましいことです。
• サブタスクを [サブタスクの開始（Start Subtask）] アイコンに接続する方法によって、親タス
クが「サブタスクが順次に実行される」と「サブタスクが同時に実行される」のどちらで定
義されているかが決定されます。 [全般（General）] サブタブで親タスク定義の「トップレベ
ルタスクの実行」属性を単に変更するほうが、図ですべてのサブタスクを再接続するより、
かなり簡単に行えます。
いつでも [計画（Plan）] タブ ダイアログボックスを使用して、提供計画の定義を完成させ、参加
者、タスク指示、電子メール通知、およびタスクのチェックリストを必要に応じて指定できます。
通常、タスクは特定の人には割り当てられず、キューまたは役職に割り当てられます。 このよう
にすると、複数の人がそのタスクで作業できるため、1 人が作業できなくてもタスクの遅延が生
じません。

承認の設定
[承認（Authorizations）] タブを使用して、サービスの承認、確認、およびエスカレーション タス
クを設定し、それらを実行する順番を指定します。 サービスに対する遅延した承認/確認タスクに
ついてのエスカレーション層、受信者、および電子メール メッセージをカスタマイズすることも
できます。
サービスごとに、以下の 3 つのオプションから選択できます。
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• [サービスグループの承認構造のみを使用（Use service group authorization structure only）]：
サービスはサービス グループに定義された承認構造を継承します（[管理（Administration）]
> [承認（Authorizations）] で指定）。追加設定は必要ありません。 詳細については、『Cisco
Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Site Administration」の章を参照
してください。
• [サービスレベルの承認構造のみを使用（サービスグループレベルは使用しない）（Use
service-level authorization structure only (will not use service group-level)）]：サービス グルー
プ用に定義されている承認は無視されます。 サービス用に設定された承認のみが適用されま
す。
• [サービスグループレベルとサービスレベル両方の承認構造を使用（Use both service group-level
and service -level authorization structures）]：サービス グループ用に定義された承認構造を
受け入れ、サービスごとにカスタマイズされたスキームでそれを補足できます。
ここでは、次のトピックについて取り上げます。
• 承認タイプ, （270 ページ）
• サイト承認スキームの使用, （274 ページ）
• Service Link とともに使用するための認証の設定, （275 ページ）

承認タイプ
[承認（Authorizations）] および [確認（Reviews）] サブタブでは、サービスを承認または確認する
人を決定します。 固有のロールを設定して、それらのロールが要求を確認および承認する順番を
定義できます。
• [承認（Authorizations）] は、サービスを要求している人に、その要求を受ける資格があるか
どうかを判別するための機会を承認者に提供します。 承認が拒否されると、プロセスは停止
し、サービスは提供されません。 複数の承認が定義されている場合、指定された順番で順次
に実行されます。前の承認が認められるまで、次の承認は開始できません。
• [確認（Reviews）] は情報に対してのみです。 確認者はサービスを拒否したり、提供プロセ
スを取り消したりすることはできません。サービスを確認したことを示すのみです。 複数の
確認が指定されている場合、それらは同時に実行されます。 ただし、すべての確認が完了す
るまで、提供プロセスは開始されません。

（注）

選択する承認タイプに基づいて、[承認-順次プロセス（Authorizations – Sequential Process）] ま
たは [確認-同時プロセス（Reviews – Concurrent Process）] サブタブが表示されます。
• 各行の右側にある上下の矢印ボタンを使用して、承認プロセスでロールを上または下に移動
できます。
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承認、確認、エスカレーション タスクの設定

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [承認（Authorization）] の順に選択します。

ステップ 2

承認構造と承認タイプを選択します。

ステップ 3

[確認-同時プロセス（Review-Concurrent Process）] を選択し、確認プロセスを定義します。 承認ロールの
[名前（Name）] フィールドの左側にあるチェック ボックスを選択します。 確認またはエスカレーション
を追加するには、適切な [確認-同時プロセス（review- Concurrent Process）] または [エスカレーション-同
時プロセス（escalation- Concurrent process）] を選択し、[追加（Add）] をクリックします。
確認またはエスカレーションを更新するには、[名前（Name）] フィールドの左にあるチェック ボックス
をオンにすることで、以前に定義した承認/確認ロールを選択します。

ステップ 4

レビュー テーブルのフィールドを使用して、詳細を追加または更新します。

ステップ 5

必要に応じて、[保存（Save）] または [更新（Update）] をクリックします。

表 60：レビュー テーブルのフィールド

フィールド

定義

名前（Name）

承認ロールに設定された名前。
このロール名は、アプリケーションの他の場所
では表示されません。

件名（Subject）

このロールが実行する承認/確認タスクのタイト
ル。 ここへのエントリは、承認者および確認者
に My Services で表示される [自分の承認（My
Authorizations）] ポートレットに表示されます。

時間（Duration）

確認または承認を実行するためのパブリッシュ
された合計時間（時間単位）。 このフィールド
では、承認に実際にかかる合計時間に任意の時
間を追加できます。
たとえば、設定中のサービス グループにおける
承認に 0.5 時間かかると見積もります。 しか
し、My Services に表示される「公式の」見積も
り時間に、いくらかの時間を追加したいと考え
ます。 そのため、このフィールドに 1.0 時間を
入力して、[実行（Effort）] フィールドには 0.5
時間を入力します。

実行（Effort）

この承認に実際にかかると予測される合計時
間。
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フィールド

定義

割り当て（Assign）

デフォルトの確認者/承認者を次から割り当てる
ためのオプション。
• [役職から（From a position）]：ある役職に
ある人。
• [個人/キュー（A person/queue）]：特定の
人またはキュー。
• [式から（From an expression）]：[割り当て
先（Assign to）] フィールドに表示される
条件式。

割り当て先（Assign To）

[割り当て（Assign）] フィールドで選択した内
容に従って、特定の人、キュー、役職のタイト
ル、または条件式。
[...] ボタンを使用して、特定の人または役職を
選択するか、式を直接このフィールドに入力し
ます。

ワークフロータイプ（Workflow Type）
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[ワークフロータイプ（Workflow Type）] ドロッ
プダウンのデフォルト設定は [内部（Internal）]
であり、これはタスクがユーザによって手動で
実行されることを意味します。 サードパーティ
製システムで外部タスクとして実行されるよう
にタスクを設定するには、ドロップダウンリス
トを使用して、このリストから該当するアク
ションを選択します（Service Link とともに使
用するための認証の設定, （275 ページ）を参
照）。
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フィールド

定義

エスカレーション階層（Escalation Tiers）（オ
プション ボタン）

[エスカレーション（Escalations）] サブタブで
の層の選択肢（遅延タスクに関するエスカレー
ション電子メールの設定, （258 ページ）を参
照）。
• すべて使用（Use all）
[エスカレーション（Escalations）] サブタブに
設定されたすべてのエスカレーションが使用さ
れることを示します。
• 使用を限定（Use only）（数字（X）に 0
から 99 までの数字を入力します）
[エスカレーション（Escalations）] サブタブに
設定されたエスカレーションの X 個の層が使用
されることを示します。
たとえば、3 つの層を持つエスカレーションで
[エスカレーション（Escalations）] タブを設定
し、最初のオプションを選択した場合、アク
ティビティが遅れると 3 つすべての層が実装さ
れます。 2 番目のオプションを選択して、数字
に 1 を指定した場合、アクティビティが遅れる
と、3 つの中の最初の層のみが実装されます。

条件

確認を実行するために満たす必要のある条件を
含む式を入力します。
たとえば、ActualCost<=1000 と入力した場合、
実コストが 1000 ドル以下のものが、選択した
承認ロールによって自動的に承認されます。 条
件式の作成の詳細については、条件文の構文,
（427 ページ）を参照してください。
[検証（Validate）] をクリックして、式が正しい
ことを確認します。 Service Designer は、式の構
文が正しいか、エラーを含んでいるかを示しま
す。 これは構文上のチェックのみであることに
注意してください。検証機能は、参照したデー
タが実際にシステム データベース内にあるかを
確認しません。

承認フェーズが開始されたときに条件を評価す [条件（Condition）] フィールドに設定された条
る（Evaluate condition when authorization phase
件は、確認フェーズが開始するとすぐにアク
starts）（オプション ボタン）
ティブになります。
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フィールド

定義

タスクがアクティブになったときに条件を評価 [条件（Condition）] フィールドに設定された条
する（Evaluate condition when task becomes
件は、確認フェーズが完了し、アクティビティ
active）（オプション ボタン）
フェーズが始まるとアクティブになります。
承認/確認を続行するときに式を再評価する
各承認/確認タスクの後に、タスクの参加者とタ
（Re-evaluate expressions as authorizations/reviews イトルの割り当てを行うための式を再評価する
proceed）（チェックボックス）
ようにシステムを設定します。 これは、参加者
またはタスク タイトルの式がタスクを開始した
後に変更された場合に便利です。
承認/確認が開始されたときに通知する（Notify 確認プロセスが開始したときに自動的に送信さ
when authorization/review starts）
れる電子メール テンプレート。または、[なし
（none）] を選択します。
承認/確認が完了したときに通知する（Notify
when authorization/review completes）

確認が完了したときに自動的に送信される電子
メール テンプレート。または、[なし（none）]
を選択します。

アクティビティが取り消されたときに通知する 要求者がアクティビティを取り消したときに自
（Notify when activity is cancelled）
動的に送信される電子メール テンプレート。ま
たは、[なし（none）] を選択します。
アクティビティが拒否されたときに通知する
（Notify when activity is rejected）（承認のみ）

承認者がアクティビティを拒否したときに自動
的に送信される電子メール テンプレート。また
は、[なし（none）] を選択します。

タスクが再度スケジュール設定されたときに通 タスクが再度スケジュール設定されたときに自
知する（Notify when task is rescheduled）
動的に送信される電子メール テンプレート。ま
たは、[なし（none）] を選択します。
タスクが再割り当てされたときに通知する
（Notify when task is reassigned）

タスクが再割り当てされた場合に自動的に送信
される電子メール テンプレート。

外部タスクが失敗したときに通知する（Notify 外部タスクが失敗したときに自動的に送信され
when external tasks fail）
る電子メール テンプレート。

サイト承認スキームの使用
管理モジュールの [承認（Authorizations）] タブに設定されているように、サイト承認スキームを
使用できます。これはデフォルト設定であり、多くの場合、実装が最も簡単です。詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Site Administration」の章
を参照してください。
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「管理モジュール経由で現在有効になっていません（not currently enabled via the Administration
module）」というメッセージが表示された場合は、特定のサービスの承認/確認がサイトで有効に
なっていません。 これは、管理モジュールで変更できます。

Service Link とともに使用するための認証の設定
ビジネス プロセスで、この製品以外のシステムを介して承認を実行する必要がある場合、Service
Linkを使用して、その外部システムによって承認タスクが実行されるようにすることができます。
外部タスクとその処理方法を定義するために必要な設定は、ロールの [詳細（Details）] 画面にあ
る [承認（Authorization）] タブに表示されます。
1 [ワークフロータイプ（Workflow Type）] ドロップダウン メニューのデフォルト設定は [内部
（Internal）] であり、これはタスクがユーザによって手動で実行されることを意味します。
サードパーティ製システムの外部タスクとして実行されるようにタスクを設定するには、ド
ロップダウンリストを使用して、このリストから該当するアクションを選択します。
2 何らかの理由で、サードパーティ製アプリケーションが承認タスクを正常に完了しなかった場
合、このタスクの Service Link 統合で問題が生じたことを管理者に通知できます。 [外部タスク
が失敗したときに通知する（Notify when external tasks fail）] メニューで、そのような通知を送
信するテンプレートを選択できます。 電子メール通知については、提供タスクの電子メール通
知の定義, （256 ページ）を参照してください。
3 Service Link モジュールに対する適切な許可を持っている場合、[ワークフロータイプ（Workflow
Type）] ドロップダウン メニューの右側に省略（...）ボタンが表示されます。 このボタンをク
リックすると、[タスクデータのマッピング（Task Data Mapping）] ダイアログボックスが表示
されます。
このダイアログボックスには、外部システムに送信されたデータがサービスオーダーフォーム上
のデータ、またはシステム内の任意の場所にどのようにマップされるかを示す設定が含まれます。
これらの設定を変更する許可を持っている場合、ダイアログボックスは編集可能になります。 そ
うでない場合は読み取り専用です。
これで、エスカレーション電子メールを設定する準備が整いました。 詳細については、遅延タス
クに関するエスカレーション電子メールの設定, （258 ページ）を参照してください。
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第

7

章

請求のレートとアカウントの設定
この章は次のトピックで構成されています。
• 請求のレートとアカウントの設定, 277 ページ

請求のレートとアカウントの設定
はじめに
請求レートを設計でき、また、使用率に基づいてサービスを請求するアカウントと契約も設定で
きます。 Prime Service Catalog のデマンド管理モジュールを使用して、顧客のサービス項目の消費
と請求/チャージバックを管理できます。
ポートレットにアクセスするには、Portal Designer モジュールの [アカウント（Accounts）]、[契約
（Agreements）]、および [請求レート（Billing Rates）] ポートレットへの読み取り権限が付与され
ている必要があります。 ポートレット、ポータル ページ、およびポータル ページ グループを使
用して Organization Designer モジュールの権限を付与することもできます。 詳細については、
『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Assigning Permissions」の項
を参照してください。
デマンド管理における重要なコンセプトは次のとおりです。
• 請求レート：これは、関連する操作のタイプによって特徴付けられる、サービス項目の消費
に値段を付けるために使用されるレートまたはレート プランです。 請求レートは、社内の
IT チャージバックのシナリオにも同様に適用できます。 これらは、デマンド管理の観点から
チャージバック率と同意語として使用されます。
• クォータ：クォータは顧客が消費することができるサービス項目リソースの最大量を制御し
ます。 それらは、全項目数、または特定のサービス項目属性の値の合計の形式で指定されま
す。 クォータは、サービス項目で定義された対応するポリシーによって強制されます。
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• アカウント：各アカウントはサービス プロバイダーが処理する論理的または物理的な顧客を
表します。 各アカウントは、請求/チャージバックおよびクォータ管理の目的で営業部門ま
たは 1 つにグループ化された複数の営業部門をカバーすることができます。
• 契約：契約は、アカウントが消費する可能性があるサービス項目のタイプとクォータをカ
バーします。

請求可能レートの設定
サービス項目消費の請求データは、請求可能なイベントが発生するたびに記録されます。 サービ
ス項目消費の請求レートは通常、操作タイプおよび/または消費した数量によって異なります。
はじめる前に：
請求レートの設計時は、次の要因を考慮する必要があります。
• サービス項目のどんな状態変更またはアクションが請求イベントを構成しているか。
• これらの請求イベントをモデル化するために定義する必要がある操作は何か。
• 請求レートはどのように定められるか。 それらのレートは消費されたサービス項目リソース
の量に応じて変化するか、または一定のレートか。 さまざまなタイプのカスタマーに対し異
なる価格設定方式があるか。
• 消費はどのように測定されるか。 サービス項目のどの属性が消費量を把握するか。
• 請求イベントとともに取得する必要がある他の情報は何か。

ステップ 1

Service Item Manager の [サービス項目の定義（Define Service Item）] ページで請求可能なイベントを操作
として作成します。 [請求可能（Billable）] チェック ボックスが有効になっている操作のみに対し、請求
レートを設定できます。

ステップ 2

異なる会計期間および/または異なるアカウントの同じ請求可能な操作に対する異なる価格設定方式を分別
するために、複数の請求レート グループを定義します。

ステップ 3

請求レートグループが所定の位置に設定されたら、請求可能な操作に1つ以上の請求レート表を作成しま
す。 [請求レート（Billing Rates）] ポートレットを使用して対応するレート表を作成します。

ステップ 4

[請求レートの定義（Billing Rate Definition）] タブで、請求レートの検索に使用されるサービス項目属性
と、メモ情報としてレートとともにキャプチャされるサービス項目属性を指定します。

ステップ 5

[請求レート表（Billing Rate Table）] タブで、検索属性値の一意の組み合わせに対応するレートおよび/ま
たはレート コードを入力します。
（注）
請求レート グループは、アカウントがセットアップされたときに 1 つまたは複数のアカウント
と関連付けられます。 請求レート グループの関連付けは、期間の間で請求レートの変更がある
場合、会計期間の変わり目に更新する必要がある場合があります。
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ステップ 6

サービス項目の請求可能な操作が呼び出されると、サービス項目の請求レートは請求レート表で定義され
ている照合請求属性の値に基づいて導き出されます。

ステップ 7

請求情報は、請求履歴テーブルで照合され記録されます。 請求履歴は、[請求履歴（Billing History）] ポー
トレットからアクセスできます。 また、サードパーティの請求エンジンに渡してさらに処理するために
REST Web サービスからも取得できます。

同様のレートに対する請求グループの作成
各サービス項目に実行される操作は異なる場合があるので、各操作の請求レートもまた異なりま
す。レート表を論理的に関連付け、同様のレート表をグループ化するには、請求レートグループ
を作成します。 複数のレート グループを作成できます。
手順

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [請求レート（Billing Rates）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のリスト パネルで [+追加（+ Add）] をクリックし、[レートグループ（Rate Group）] を選択します。

ステップ 3

[新しい請求レートグループの追加（Add New Billing Rate Group ）] ウィンドウで、レート グループの名前
と説明を入力します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[請求レートグループ定義（Billing Rate Group Definition）] ページで [保存（Save）] をクリックし、作成し
たレート グループを保存します。
レート グループが左のリスト パネルに表示されます。

サービス項目のレートの設定
請求属性と参照に使用できる属性を定義するための請求レート表を作成できます。 また、サービ
ス項目のレートを設定するために、請求レート表を使用することもできます。

（注）

Organization Designer モジュールで請求レートを管理する権限があることを確認します。
請求レート表のコンテンツ パネルには、2 つのタブが含まれています。
[請求レートの定義（Billing Rate Definition）]：請求属性と請求に使用できるサービス項目タスク
の操作を定義できます。
[請求レート表（Billing Rate Table）]：サービス項目のレートを設定できます。
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サービス項目操作に対して複数のレート表を作成できます。 サービス項目操作が開始されると、
システムは請求レート表を参照し、レート コード、レート、およびメモ属性とともにエントリを
請求履歴テーブルに挿入します。
請求レート表を作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [請求レート（Billing Rates）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のリスト パネルで [+追加（+ Add）] をクリックし、[レート表（Rate Table）] を選択します。

ステップ 3

[新しい請求レート表の追加（Add New Billing Rate Table）] ウィンドウに必要な情報を入力します。 次の
点を確認します。
• [名前（Name）]：名前は英数字から成り、英字から始めます。
• [サービス項目タイプ（Service Item Type）]：レート表に関連付けるサービス項目タイプ。 サービス
項目にすでに定義されている属性は、[請求レート表（Billing Rate Table）] タブでレートを設定する
ために使用されます。
• [レートグループ（Rate Group）]：ドロップダウンリストからレート グループを選択します。 レート
グループはレート表に関連付けられます。
• [単価（Unit Rate）]：サービスの価格を単価を使用して計算する場合は、チェック ボックスを選択し
ます。 サービスの価格は、単価をサービス フォームの対応する属性値と掛けることによって計算さ
れます。 計算されたレートは、単価フラグが設定されている場合、請求履歴テーブルに保存されま
す。 単価は、Catalog Deployer でのエクスポートおよびインポートの操作中にも考慮されます。 エク
スポート/インポート中に考慮するエクスポート/インポートの請求レートとオプションの詳細につい
ては、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Managing Content
Deployment」の章を参照してください。
たとえば、単価が 10 ドルのハード ディスクを注文し、注文数量が 2 の場合、請求可能な金額は 10*2 つま
り 20 ドルです。 サービス フォームに入力した数量、すなわち 20 ドルは、請求レート表と請求履歴に保
存されます。
単価ごとの請求では、段階レートや数量割引などのより複雑な請求レートの計算はサポートされません。
したがって、[単価（Unit Rate）] を選択するときは次の点を確認します。
•

◦ 請求可能な請求レート属性は 1 つだけか。
◦ レート表のデータに存在するデータ レコードは 1 つだけか。
◦ 単一の請求可能な属性は、「Number」データ型のみでなければいけません
（Integer/Long/Double/Money）。
◦ データ タブに複数のレコードがある場合は、単価フラグを選択しないでください。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。 請求レートのコンテンツ パネルには、2 つのタブが含まれています。
• [請求レートの定義（Billing Rate Definition）]：ステップ 3 ですでに定義した属性が表示されます。
このタブには、次のテーブルが含まれています。
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1 [請求レート属性（Billing Rate Attributes）] テーブルでは、請求を検討する属性を [請求（Billing）]
チェック ボックスで選択し、参照用に保存する他の属性を [検索（Lookup）] チェック ボックス
で選択します。
[請求レート属性（Billing Rate Attributes）] テーブル内の情報は、[BiBillingHistory] テーブルに保存されま
す。 [BiBillingHistory] テーブルは、サービス項目タスクのレートを計算するために請求エンジンによって
使用される場合があります。
1 [請求レート操作（Billing Rate Operations）] テーブルで、請求レート表に関連付けるサービス項目操作
の [適用しますか（Apply?）] チェック ボックスをオンにします。
[請求レートの定義（Billing Rate Definition）] タブには、サービス項目操作の作成時に定義した請求可能な
操作が表示されます。 サービス項目定義の設定を参照してください。
• [請求レート表（Billing Rate Table）]：サービス項目操作のレートを設定するには、[追加（Add）] を
クリックします。 グリッドの最後に空白の行が表示されます。ここに属性の適切なレート情報を入
力できます。 複数の請求レート コードを設定できます。
たとえば、SanDisk などのサービス項目は、IBM や Cisco などの複数の企業に適用できます。 SanDisk を
使用している会社名に基づいてレート コードを作成できます。
レートは、測定単位によっても異なる場合があります。 SanDisk の使用率に対する請求レートに応じて複
数のレート コードを定義できます。 SanDisk が使用される月数、日数、または時間数などの使用率ごとに
レート コードを作成できます。
請求レート表に表示される属性は、[請求レートの定義（Billing Rate Definition）] タブでサービス項目に定
義された請求属性の one-one マッピングです
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

請求処理のためのアカウントの設定
アカウントは、サービスを消費することができ、消費したものについて請求を受ける 1 つ以上の
組織単位（OU）をカバーします。 そのため、ユーザがサービスをオーダーすると、アプリケー
ションはそのユーザがアカウントにマッピングされている OU に属しているかどうかを確認しま
す。 アカウントを使用して、クォータを割り当てて追跡できます。
アカウントには次の 2 種類あります。
• テナント アカウント：テナント アカウントには OU との 1 対 1 の関係があります。
リソース消費を個人のホーム OU メンバーシップに基づいて追跡する場合にテナント アカウント
を作成します。 テナント アカウントは、単一の OU または階層組織（つまり、1 つまたは複数の
レベルのサブユニットを含む OU）をカバーできます。 テナント アカウントは、階層の最上位の
OU に関連付ける必要があります。 組織階層のメンバーが請求またはクォータの影響があるサー
ビスをオーダーすると、個人のテナント アカウントのメンバーシップは、その人のホーム OU に

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
281

請求のレートとアカウントの設定
請求処理のためのアカウントの設定

関連付けられたアカウントを検索することによってシステムで自動的に判断されます。 関連付け
られているテナント アカウントがない場合、システムは親 OU で検索を繰り返し、アカウントが
特定されるまで組織階層全体を上向きに移動します。
• プロジェクト アカウント：これは OU のグループです。 プロジェクト アカウントは複数の
OU に関連付けることができます。
相互に関係しているかしていないかに関わらず、OU のグループに対しクォータがまとめて追跡さ
れる必要がある場合に、プロジェクト アカウントを作成します。 プロジェクト アカウントのメ
ンバーがアカウントに対し請求またはクォータの影響があるサービスをオーダーする場合は、プ
ロジェクトアカウント情報は、テナントアカウントの検索を上書きするためにサービス項目操作
に含まれる必要があります。 たとえば、サービス項目タスクで、関連付けられたサービスの項目
ベースのディクショナリには [AccountID] フィールドを組み込み、消費について追跡されているプ
ロジェクト アカウントの対応する値に設定する必要があります。
ほとんどの場合、テナントアカウントは営業部門のモデル化に使用され、プロジェクトアカウン
トはプロジェクトに確立されるグループのモデル化に使用されます。

アカウントの属性の定義
属性は、すべてのアカウントに共通です。 サービス設計者の場合は、属性を使用してすべてのア
カウントについて把握する必要がある追加の属性（Taxpayer ID など）を定義することができま
す。ドメインに基づいて異なるようにカスタム属性を定義できます。属性値は、ポリシーの電子
メール通知で参照/公開される場合があります。 また、ポリシーによってトリガーされるサービス
要求に対するパラメータとして渡すことができます。

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [アカウント（Account）] > [アカウントの定義（Define Account）]
の順に選択します。

ステップ 2

[アカウントの定義（Define Account）] タブで、[追加（Add）] をクリックします。 グリッドの最後に空白
の行が表示されます。ここにエントリを入力できます。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

属性を削除するには、[デマンド管理（Demand Management）] > [アカウント（Account）] > [アカ
ウントの定義（Define Account）] の順に選択し、属性を選択して [選択項目の削除（Remove
Selected）] をクリックします。
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アカウントの作成

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [アカウント（Account）] > [アカウントの管理（Manage Account）]
の順に選択します。

ステップ 2

[アカウントの管理（Manage Account）] タブで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
• [名前（Name）]
• [アカウントタイプ（Account Type）]：作成するアカウントのタイプに応じて、オプション ボタンを
クリックします。
• 説明

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。
入力した詳細は、[アカウント情報（Account Information）] パネルに表示されます。

ステップ 5

[アカウント情報（Account Information）] パネルで、次の手順を実行します。
表 61：アカウント情報

フィールド

操作

説明

請求レートグループ（Billing Rate 検索アイコンをクリックします。 レート グループ ウィンドウに、
Group）
レート グループを選択し、[追加 すでに定義しているレート グルー
（Add）] をクリックします。
プが表示されます。 同様のレート
に対する請求グループの作成, （
279ページ）を参照してください。
組織

検索アイコンをクリックします。 組織ウィンドウに、[組織
OU を選択し、[追加（Add）] をク （Organization）] で作成した組織
が表示されます。
リックします。

役職（Functional Position）

役職を選択し、[追加（Add）] を 役職ウィンドウに、[Organization
Designer] > [役職（Functional
クリックします。
Positions）] で作成した役職が表示
されます。

カスタム属性（Custom Attributes）

カスタム属性テーブルには、請求
処理のためのアカウントの設定,
（281 ページ）で定義したサービ
ス項目属性が表示されます。
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ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

アカウントに関連付けられている契約およびサービス項目サブスクリプションがない場合にのみ、
アカウントを削除できます。 アカウントを削除するには、[デマンド管理（Demand Management）]
> [アカウントの管理（Manage Account）] の順に選択し、アカウントを選択して [削除（Delete）]
をクリックします。

使用（契約）に基づく請求レートの設定
契約を使用して、使用されたサービスに基づいてアカウントに請求することができます。 サービ
ス項目の最大クォータを指定するために契約を設定できます。 したがって、クォータによって管
理される属性のみを契約を作成するために使用できます。
また、複数の契約およびサブ契約を作成し、OU またはアカウントに関連付けることができます。
たとえば、カスタマー（OU またはテナント アカウント）がサービス項目に対するクォータを自
分のサブ OU に分散できるように契約のサブ契約を作成できます。
契約は、テナントまたはプロジェクト アカウントがクォータ管理されているサービス項目を消費
できるように作成されます。 「クォータによって管理される」というマークが付いた属性を持つ
サービス項目は、個々のアカウントによるオーバーサブスクリプションを防ぐために消費に対す
る規制が必要なリソースです。 したがって、契約は、特定の属性の「数」（サービス項目インス
タンスの最大数）または「合計」（すべてのインスタンスに対する属性値の総数）のフォームに
指定された、関連付けられたアカウントに対し定義されたサービス項目クォータのセットです。
使用される数は、契約でも追跡されます。
たとえば、各アカウントにプロビジョニングされた仮想マシンの最大数と消費される vCPU の総
数を制限する必要がある場合、サービス設計者は最初にサービス項目定義で vCPU 属性をクォー
タによって管理されるとマークし、その後に仮想マシンの数と割り当てられた vCPU の合計に対
するカウント クォータが含まれる契約テンプレートを作成します。 新しいアカウントがセット
アップされると、ファイナンス マネージャはテンプレートから契約を作成し、アカウントに割り
当てられるクォータを指定し、適切なしきい値でクォータチェックを実行するためのクォータポ
リシーを定義します（たとえば、80% の消費でアカウント マネージャに通知し、100% の消費で
オーダーを停止するなど）。
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アカウント、契約およびクォータ ポリシーが整った後、アカウントに対し新しい仮想マシンを作
成するためのサービス項目操作が処理されると、システムは次の手順を実行します。

ステップ 1

操作に関与するアカウントの契約を検索します。

ステップ 2

契約内の仮想マシンに対するクォータの合計と使用済みクォータを検索します。

ステップ 3

契約が見つからなかったり、仮想マシンに対応するクォータがない場合は、エラーを返します。

ステップ 4

関連するサービス項目とアカウントに対するクォータ ポリシーを所定の場所で検索します。 クォータ ポ
リシーの条件とアクションに基づいて、操作を差し止めるべきかどうかを判断します。

ステップ 5

クォータポリシーによって操作の続行が許可されると、仮想マシンの使用済みクォータを1ずつ増やし、
契約内のこの仮想マシンで消費される vCPU の合計を増分します。

契約テンプレートの追加
契約テンプレートは、契約書を効率的に作成できるようにするために作成されます。 契約の作成
時は、契約テンプレートにサービス オファリングと属性を定義して、テンプレートを関連付ける
ことができます。 ただし、契約テンプレートで定義されていない可能性がある契約に追加の属性
を追加することもできます。 契約はその後、契約テンプレートから関連付け解除されます。

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [同意（Agreement）] > [契約テンプレート（Agreement Templates）]
を選択します。

ステップ 2

契約テンプレートのリスト パネルの [追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[新しい契約テンプレートの追加（Add New Agreement Template）] ウィンドウで、名前と説明を入力し、
[追加（Add）] をクリックします。
入力した詳細が、契約テンプレートの情報パネルに表示されます。

ステップ 4

契約テンプレートの属性を定義するには、契約テンプレートの情報パネルの属性テーブルで、[追加（Add）]
をクリックします。

ステップ 5

[新しい契約属性の追加（Add New Agreement Attribute）] ウィンドウで次の情報を入力します。
• サービス項目タイプ（Service Item Type）
• 集約方式（Aggregate Method）
• [サービス項目属性（Service Item Attribute）]：[サービス項目属性（Service Item Attribute）] フィール
ドのドロップダウンリストは、サービス項目を設計したときにクォータ属性によって管理されるよう
に定義した場合にのみ有効になります。 サービス項目属性の管理, （44 ページ）を参照してくださ
い。
• [クォータ（Quota）]：サービス項目の使用制限を定義します。 管理者の場合は、クォータ割り当て
を増やしたり減らしたりできます。 これは、テンプレートで変更できる唯一の属性です。
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ステップ 6

[OK] をクリックし、[保存（Save）] をクリックします。

（注）

[クォータ（Quota）] は、契約テンプレートの作成後に更新できる唯一の属性です。 他の属性
を変更するには、更新する必要のある属性が含まれる行を選択し、[選択項目の削除（Remove
Selected）] をクリックし、契約テンプレートを保存してから、新しい値で属性を再度追加しま
す。

契約の追加
契約を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [同意（Agreement）] > [契約（Agreements）] を選択します。

ステップ 2

契約のリスト パネルで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[新しい契約（ New Agreement）] ウィンドウで次の情報を入力します。
• [名前（Name）]
• [アカウントタイプ（Account Type）]：アカウントを関連付けるアカウント タイプを選択します。
• [アカウント（Account）]：アカウントは、選択したアカウント タイプに基づいてドロップダウンリ
ストに表示されます。 アカウントに関連付けられた組織単位は、[組織単位の関連付け（Associate
Organizational Unit）] タブに表示されます。
• [契約テンプレート（Agreement Template）]：契約テンプレートの追加, （285 ページ）の説明に従っ
て契約テンプレートを作成した場合にのみ契約テンプレートが表示されます。
• 説明

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[契約（Agreements）] タブのコンテンツ パネルには、次のタブが表示されます。
• [契約情報（Agreement Information）]：契約を追加したときに提供した情報がこのパネルに表示され
ます。 また、その契約と関連付けた契約テンプレートからも情報がインポートされます。 属性テー
ブルに属性を追加するには、[追加（Add）] をクリックします。
• [組織単位の関連付け（Associate Organizational Unit）]：このタブには、アカウントに関連付けられて
いる組織単位が表示されます。 マスター契約の場合は空白になります。
マスター契約（テナント アカウントのトップ契約）の場合、タブにはテナント アカウントにすでに関連
付けられている OU が表示されます。 サブ契約（マスター契約から作成された契約）の場合、タブは編集
可能で、1 つ以上の OU をここで追加できます。 ただし、OU はテナント アカウント OU のサブ OU のみ
に制限されます。 また、各サブ OU は 1 つのサブ契約とのみ関連付けることができます。
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ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

サブ契約の作成
マスターアカウントに限定されるクォータをサブアカウントまたは会計期間と適切に共有できる
ように、親契約のサブ契約を作成できます。 また、アカウントが関連付けられているすべての
OU の特定の OU にサブ契約を適用することもできます。
サブ契約を作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[デマンド管理（Demand Management）] > [同意（Agreement）] > [契約（Agreements）] の順に選択します。

ステップ 2

契約のリスト パネルで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[新しい契約（New Agreement）] ウィンドウのドロップダウンリストから、作成済みのアカウントを選択
します。
[親契約（Parent Agreement）] フィールドが表示され、選択したアカウントに関連付けられている契約が一
覧表示されます。

ステップ 4

ドロップダウンリストから親契約を選択します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。
[追加（Add）] および [選択項目の削除（Remove Selected）] ボタンが無効になり、サブ契約のクォータ制
限の更新のみ行えます。

ステップ 6

クォータを必要に応じて更新し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[組織単位の関連付け（Associate Organizational Unit）] タブで [追加（Add）] をクリックし、サブ契約に関
連付けることができる組織単位を選択します。 [保存（Save）] をクリックします。

サービスの価格設定
[価格設定（Pricing）] サブタブを使用して、サービスの概略価格設定と詳細コスト情報を設定し
ます。サービスコストと価格は、サービスを提供するためのチャージバックの基盤として使用で
きます。
消費に基づいて、または関連する操作のタイプによってサービス項目の価格を設定する必要があ
る場合は、デマンド管理モジュールで価格設定を行うことができます。 詳細については、請求可
能レートの設定, （278 ページ）の項を参照してください。
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サービスの価格を定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [オファー（Offer）] > [価格設定（Pricing）] の順に選択しま
す。

ステップ 2

[コストの詳細（Cost Details）] テーブルにコストの詳細を入力します。 価格設定オプションと動的価格設
定を参照してください。

ステップ 3

[概算価格の設定（Pricing Summary）] テーブルに価格を入力します。 価格設定オプションと動的価格設定
を参照してください。

ステップ 4

[概算価格の設定の保存（Save Pricing Summary）] をクリックします。

価格設定オプションと動的価格設定
[概算価格の設定（Pricing Summary）] で指定されたオプションによって、[My Services] > [サービ
スの概要（Service Overview）] に価格情報がどのように表示されるかが決定します。 [Service
Designer] > [オファー（Offer）] > [見積もり/固定（Estimated/Fixed）] からの [価格設定が必要（Pricing
Required）] オプションのみが、要求が送信された後に価格設定の時点を挿入することでサービス
のワークフローに影響します。 この動作は融通が利かないため、価格を動的に決定する必要のあ
る大部分の状況には適さない可能性があります。
柔軟性をより高めるために、サービス設計者は、サービスの価格を動的に設定するアクティブ
フォーム ルールを作成できます。 他のアクティブ フォーム ルールと同様、特定のサービス要求
の価格を設定するルールは、承認、確認、提供サイクルの間のいつでも、条件付きで実行するこ
とができます。 サービス要求の更新された「取引価格」は、[Service Catalog] > [マイスタッフ（My
Stuff）] > [オーダーまたは完了したオーダーを開く（Open Orders or Completed Orders）] に表示さ
れます。
動的価格設定ルールはすべてのサービスに使用できますが、これは単に「動的に価格を設定する」
だけのものではありません。「固定」に対してこのオプションを使用する唯一の利点は、カスタ
マーの期待をより効果的に設定できるということです。
サービスの価格を動的に設定するためのルールの使用方法についての詳細は、フォーム ルールを
使用した動的なフォーム動作の設定, （91 ページ）を参照してください。
表 62：コストの詳細情報

フィールド

定義

アカウンティングコード（Accounting Code）

資本経費や労働費などの経費のカテゴリ。 [追
加（Add）] をクリックして、コードを追加し
ます。 [更新（Update）] をクリックして、情報
を更新します。

説明

選択したコードの説明。
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フィールド

定義

数量

含まれる選択した経費の数。

利率

サービス当たりのコスト。 [含める（Include）]
オプションを選択すると、数量とレートが算出
され、合計に反映されます。 [コピー（Copy）]
を選択した場合、合計を [概算価格の設定
（Pricing Summary）] にコピーすることもでき
ます。

コストドライバ（Cost Driver）

BTU や CPU など、選択したサービスに適した
単位。 使用可能なコスト ドライバのリストは、
リスト内の管理モジュールで設定されます。

期間（Time Period）

[毎日（Daily）] や [1回（Once）] など、サービ
ス経費が適用される期間。

小計（Subtotal）

所定の経費の数量とレートに基づく価格。

含める

価格合計に経費を含める場合に選択。

[コピー（Copy）] ボタン

クリックすると、[コストの詳細（Cost Details）]
からの [合計（Total）] が [概算価格の設定
（Pricing Summary）] 情報に組み込まれます。

表 63：概算価格設定の情報

フィールド

定義

価格

このサービスの概略価格。 概略価格を [コスト
の詳細（Cost Details）] の合計と同じにする場
合は、[コピー（Copy）] をクリックします。
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フィールド

定義

表示オプション（Display Options）

カスタマーは、サービス名をクリックして、
オーダーする前にサービスの詳細を確認できま
す。 価格を表示するオプションが選択された場
合、以下のサンプルに示されているように、価
格の概略とコストの詳細が [概要（Overview）]
ページに表示されます。
• [コストと価格の両方を表示する（Display
both cost and price）]：[コストの詳細
（Cost Details）] 領域に指定した個々の費
用と、[概算価格の設定（Pricing
Summary）]がカスタマーに表示されます。
• [価格のみを表示する（Display only
price）]：[概算価格の設定（Pricing
Summary）] のみがカスタマーに表示され
ます。
• [コストと価格を表示しない（Do not display
cost and price）]：[コストの詳細（Cost
Details）] と [概算価格の設定（Pricing
Summary）] の両方がカスタマーに表示さ
れません。
（注）
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フィールド

定義

見積もり/固定（Estimated/Fixed）
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フィールド

定義
サービスの価格設定タイプ。
• [固定価格（Fixed price）]：このオプショ
ンは、価格が固定されていることを示しま
す。
• [価格設定が必要（Pricing Required）]：こ
れは記述フィールドであり、システムの動
作に影響を及ぼすフィールドでもありま
す。 サービスの価格設定時点をアクティ
ブ化し、[価格（Price）] フィールドに入力
した価格を「価格設定の対象」として My
Services に表示します。
価格設定時点は、承認時点の前に起こり、該当
する場合は、提供時点の前にも起こります。
「価格設定が必要」タスクが作成されると、デ
フォルトのサービス提供キューに送信されま
す。 そのキューに関するキューへのアクセス権
限を持つ Service Manager ユーザは、価格設定時
点の間に最終価格を入力して、[価格の設定（Set
Price）] をクリックし、サービス要求を前に進
める必要があります。 価格設定時点はオプショ
ンです。
• [時間/実費払い（Time and Materials）]：
このオプションは、価格が時間と材料に基
づいていることを示します。
• [リース（Leased）]：このオプションは、
価格がリースに基づいていることを示しま
す。
• [見積もり（Estimated）]：このオプション
は、価格が見積もられているものであるこ
とを示します。
• [動的に価格を設定する（Priced
Dynamically）]：このオプションは、サー
ビス価格が動的に決定されることを示しま
す。
[価格を表示しない（Do not display price）] オプ
ションを選択しない限り、価格タイプは My
Services でカスタマーに表示されます。 承認者
およびタスク実行者に対するコストまたは価格
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フィールド

定義
の表示は、この設定では影響を受けません。

説明

選択した価格設定の説明。

サービスの価格の計算
サービスの設計時に、エンド ユーザがオーダー前にサービスの価格を計算できるようにすること
ができます。これにより、エンドユーザはサービスのオーダー時に意識的な選択を行うことがで
きます。
見積り価格によって、ディクショナリの請求可能金額が決まります。 ただし、価格の計算を有効
にすると、サービス フォームのすべてのディクショナリの合計が計算されたり、各ディクショナ
リの価格が計算されます。
レート表がサービスの請求可能な属性に関連付けられていることを確認します。

ステップ 1

サービス項目を作成し、次を実行します。
a) 名前、タイプ、ストレージなど、サーバの属性を定義します。
b) 請求可能操作と請求不可能操作を定義します。 請求可能操作には、サーバの起動または再起動があり
ます。 請求不可能操作には、サーバの停止があります。
詳細については、サービスのサービス項目の定義, （24 ページ）を参照してください。

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

サービス項目のサービス項目ベースのディクショナリを作成します。
a) ディクショナリ属性として見積もり価格を有効にします。詳細については、サービス項目ベースのディ
クショナリ, （56 ページ）を参照してください。
（注）
サービス項目の作成時に定義された他の属性がすでに有効になっていま
す。
[アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] でフォームを作成し、フォームにサービ
ス項目ベースのディクショナリを追加します。 詳細については、サービス項目ベースのディクショナリ,
（56 ページ）を参照してください。
サービスを作成し（サーバのオーダーとしてサービスを定義できます）、次を実行します。
a) 作成したフォームをサービスに追加します。 詳細については、アクティブ フォームの設定, （82 ペー
ジ）を参照してください。
b) タスクを作成します。 [Service Designer] > [タスク（Task）] タブで、サービス項目ワークフローを定義
し、以前に作成した請求可能操作を選択します。 ワークフロー タイプは [サービス項目タスク（Service
Item Task）] で、タスク名は [サーバの起動（Start Server）] にできます。 詳細については、提供計画で
のサービス項目タスクの定義, （235 ページ）を参照してください。
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c) [Service Designer] > [全般（General）] の [価格の計算を有効にする（Enable Compute Price）] オプショ
ン 詳細については、サービスの作成, （197 ページ）を参照してください。
ステップ 5

サービス項目に適用できる請求レート テーブルを作成します。 詳細については、請求可能レートの設定,
（278 ページ）を参照してください。

ステップ 6

アカウントを作成し、サービス項目に適用できる請求レート グループにマッピングされるようにそのアカ
ウントを設定します。 組織単位も追加します。 詳細については、請求処理のためのアカウントの設定, （
281 ページ）を参照してください。
[My Services] からサービスをオーダーします。 [価格の計算（Compute Price）] をクリックして、オーダー
したサービスの見積もり価格を評価します。
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第

8

章

サービス設計の追加設定
この章は次のトピックで構成されています。
• サービス設計の追加設定, 295 ページ

サービス設計の追加設定
ここでは、キーワードの設定、サービス目標の定義などのサービスに必要な追加属性について説
明します。

サービス目標の定義
サービスに対して目標を定義できますが、これらは Service Catalog では使用されません。 むしろ
これらは、ポートフォリオ用のコンポーネント サービスを指定するポートフォリオ設計者にとっ
て有益です。 [サービス定義の提供（Service Definition Offer）] タブで定義された測定可能なサー
ビス提供目標を定義および管理します。

（注）

Service Catalog の動作は、[目標（Objectives）] サブタブに関連付けられません。
サービス目標を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [オファー（Offer）] > [目標（Objectives）] の順に選択します。 Service Designer モジュー
ルで設定するサービスを選択します。

ステップ 2

Service Designer モジュールで設定するサービスを選択し、[オファー（Offer）] > [目標（Objectives）] の順
に選択します。

ステップ 3

[目標の追加（Add Objectives）] をクリックします。

ステップ 4

[検索（Search）] ウィンドウで定義した目標を検索し、[追加（Add）] をクリックします。
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サービス プレゼンテーションのフォーマット設定
サービス カタログ内のサービスの外観は、サービスの [プレゼンテーション（Presentation）] タブ
で設定されます。 次の機能が含まれています。
• イメージとサービスの関連付け
• テキストの入力。これに HTML フォーマットを含めて、サービスの説明をさらに追加するこ
とができます。
• 1 つ以上の外部リンク（URL）とサービスの関連付け
• フォーム内のどのセクションを表示するかということと、その表示方法の決定

サービス プレゼンテーションへのイメージの追加
イメージとサービスを関連付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [プレゼンテーション（Presentation）] を選択します。 Service Designer モジュールで設
定するサービスを選択します。

ステップ 2

[挿入するイメージを選択（Select an image to insert）] をクリックします。 [挿入するイメージを選択（Select
an image to insert）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

イメージがすでに Service Catalog にアップロードされている場合、そのイメージがリストされ、[表示
（View）] アイコンをクリックすることでプレビュー表示できます。 以前にアップロードしたイメージを
選択するには、イメージのオプション ボタンをクリックして選択し、[選択したファイルを追加（Add
Selected Files）] をクリックします。

ステップ 4

イメージがまだアップロードされていない場合は、[参照（Browse）] をクリックしてイメージを検索して
選択し、[アタッチ（ Attach）] をクリックしてシステムにイメージをアップロードし、リストからオプ
ション ボタンをクリックしてイメージを選択し、[選択したファイルを追加（Add Selected Files）] をク
リックします。

サービスを表すイメージは、JPG、TIF、PNG、または GIF 形式にできます。 カテゴリが Service
Catalog モジュールに表示されている場合は、SVG のイメージ タイプもサポートされます。 デフォ
ルトでは、イメージは My Services で 64（幅）× 57（高さ）ピクセルにサイズ変更されるか、ま
たは Service Catalog モジュールで 50 x 50 ピクセルにサイズ変更されます。 カスタム スタイル シー
トを使用してこれらのピクセル サイズを変更できます。
詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Custom
Style Sheets」の章を参照してください。 Service Catalog イメージは、デフォルト（またはカスタ
ム）のサイズと縦横比で作成する必要があります。 画像編集ソフトウェアを使用して、イメージ
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のサイズと縦横比がそれらの寸法と一致しているかを確認できます。 イメージのサイズが正しく
ない場合は、ブラウザでサイズ変更され、伸びて見えたり、画素分解しているように見えたり、
またはゆがんで見える場合があります。 カスタム CSS 機能を使用して Service Catalog をどのよう
にカスタマイズしたかに応じて、透明な背景または障壁を持つカスタム アイコンの作成を検討す
ることもできます。

サービス プレゼンテーションのプレビュー
手順を進める前に、Service Catalog または My Services でサービス プレゼンテーションをプレ
ビューすることを推奨します。
次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Catalog モジュールを選択します。

ステップ 2

サービスに移動して、作業をチェックします。

ステップ 3

[Service Designer] に戻って、サービスを選択します。

ステップ 4

必要な変更を行い、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5

Service Catalog に戻って、サービス プレゼンテーションが正しいことを確認します。

ヒント

Service Catalog と Service Designer との間を行ったり来たりするよりも、Service Catalog アプリ
ケーションを実行するブラウザ ウィンドウを 2 つ開くほうが簡単です。一方に Service Designer
サービスの [プレゼンテーション（Presentation）] サブタブを表示し、もう一方にサービスの
Service Catalog の発注ページを表示したままにします。 必要に応じて、サービス表示に変更を
行います。[保存（Save）] をクリックして、変更を保存することを忘れないでください。 [保
存（Save）] をクリックするとすぐに [Service Catalog] ページがリフレッシュされ、変更を確認
できます。

サービスの説明情報の追加
[サービスの詳細（Service Details）] セクションを使用して、追加の説明情報とサービスを関連付
けます。 どの説明入力データにも、HTML フォーマットを含めることができます。 追加した
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HTML エレメントまたは JavaScript 関数さえも、エディタによって提供される [ソース（Source）]
ボタンを使用して HTML ソースを編集することで参照できます。

ステップ 1

[Service Designer] > [プレゼンテーション（Presentation）] > [サービスの詳細（Service Details）] の順に選
択します。

ステップ 2

セクションの [表示（Show）] オプション ボタンをクリックして、コンテンツを表示（およびフォーマッ
ト設定）するセクションを次から選択します。
• [概要（Overview）]：ここに入力された情報は、ユーザがサービス名またはサービス アイコンをク
リックして、サービスの概要を表示すると、My Services に表示されます。 このページは、Service
Catalog のメニュー オプションによって異なって見えます。
• [詳細の表示（More Details）]：ここに情報が入力されると、[My Servicesの概要（My Services
Overview）] ページの [概要（Overview）] リンクのすぐ下に、[詳細の表示（More Details）] リンクが
組み込まれます。 この情報は、サービス情報の右側に表示されます
（注）

[詳細の表示（More Details）] セクションは、サービスが Service Catalog モジュールに表示
されている場合は使用されません。

• [サービスフォーム（Service Form）]：ここに入力した情報は、ディクショナリ モニタのすぐ下の
サービス フォームの右側に表示されます。
ステップ 3

複数のセクションを表示するように選択する場合は、フォーマット設定するセクションの名前をクリック
します。

ステップ 4

必要に応じて、セクション内に表示する URL を [URLの概要（Overview URL）] に入力します。 URL は、
「http://」で始まる完全修飾にする必要があります。

ステップ 5

組み込まれている HTML エディタを使用して、テキストとグラフィックを入力およびフォーマット設定
します（標準のエディタがデフォルトで選択されています）。
また、HTML コードを挿入するには、[ソース（Source）] をクリックして、HTML 編集ツールを無効に
し、コーディングを直接入力します。 [ソース（Source）] をもう一度クリックし、HTML エディタに戻っ
て、レンダリングされた HTML コードを表示します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
プレゼンテーション ウィンドウの追加のセクションに対して繰り返します。
入力した詳細は、[アカウント情報（Account Information）] パネルに表示されます。

ステップ 7

[アカウント情報（Account Information）] パネルでは、次の詳細を入力します。
フィールド

操作

説明

請求レートグループ（Billing Rate 検索アイコンをクリックします。 レート グループ ウィンドウに、
Group）
レート グループを選択し、[追加 すでに定義しているレート グルー
（Add）] をクリックします。
プが表示されます。 同様のレート
に対する請求グループの作成, （
279ページ）を参照してください。
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フィールド

操作

説明

組織

検索アイコンをクリックします。 組織ウィンドウに、[組織単位
OU を選択し、[追加（Add）] をク （Organization Unit）] で作成した
組織が表示されます。
リックします。

役職（Functional Position）

役職を選択し、[追加（Add）] を 役職ウィンドウに、[Organization
Designer] > [役職（Functional
クリックします。
Positions）] で作成した役職が表示
されます。

カスタム属性（Custom Attributes）

ステップ 8

カスタム属性テーブルには、アカ
ウントの属性の定義, （282 ペー
ジ）で定義したサービス項目属性
が表示されます。

[保存（Save）] をクリックします。

検索のキーワードの設定
キーワードとは、サービスに関連付けられた語のことで、サービス カタログ内でのサービスの検
索をサポートするために使用されます。 キーワードは、キーワード検索にすでに使用されている
サービスの名前と説明、およびカテゴリ（システム設定に基づく）内の語を補足します。 追加
キーワードを設定して、設定したサービスにそれらを関連付けることができます。 システム内の
すべてのキーワードはシステム内のすべてのサービスに対して使用可能です。
キーワードを追加するときは、カスタマーの立場になって考えてみて、最も理にかなった語を予
測してください。
たとえば、「コンピュータ メモリのアップグレード」サービスを提供する場合、考えられる検索
キーワードは、RAM、メモリ、拡張または更新などです。
これらの各キーワードを Keyword Manager で作成して、適用可能なサービスにそれらを関連付け
ます。
• 新しいキーワードの追加, （300 ページ）
• キーワードとサービスとの関連付け , （300 ページ）
• サービスからのキーワードの削除 , （300 ページ）
• 目標の削除, （303 ページ）
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新しいキーワードの追加
新しいキーワードを追加するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Service Designer] > [キーワード（Keywords）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しいキーワード（New Keyword）] の順に選択します。

ステップ 3

[新しいキーワード（New Keyword）] ウィンドウに新しいキーワードの名前を入力します。

ステップ 4

[このキーワードを追加（Add This Keyword）] をクリックします。
Service Designer によって、新しいキーワードが使用可能なキーワードのリストに追加され、サービスにそ
れを関連付けられるようになります。

キーワードとサービスとの関連付け
キーワードをサービスと関連付けると、ユーザは My Services および My Services Executive でそれ
を使用して、サービスを検索できます。
キーワードの関連性を関連付けるには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Service Designer] > [キーワード（Keywords）] の順に選択します。

ステップ 2

サービスと関連付けるキーワードの名前をクリックします。
キーワードの詳細が右側に表示されます。

ステップ 3

[より多くのサービスで使用（Use in more services）] をクリックします。

ステップ 4

[サービスの選択（Select services）] ウィンドウで、キーワードに関連付けるサービスの横にあるチェック
ボックスを選択します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

キーワード名を修正するか、スペルを編集する場合は、[保存（Save）] をクリックして変更を保存しま
す。

サービスからのキーワードの削除
サービスとの関連付けからキーワードを削除したほうがよい場合もあります。 関連付けを削除し
ても、Service Designer からキーワードは削除されません。
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キーワードの関連付けを削除するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Service Designer] > [キーワード（Keywords）] の順に選択します。

ステップ 2

削除するキーワードの名前をクリックします。

ステップ 3

キーワードとの関連付けから削除する各サービスの横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 4

[削除] をクリックします。

Service Designer のキーワード コンポーネントで削除することで、キーワードを完全に削除するこ
ともできます。 [削除（Delete）] を選択すると、Service Designer によってキーワードが削除され、
サービスへの関連付けが解除されます。

サービス目標の追加
サービス レベルの提供目標を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [目標（Objectives）] の順にクリックします。

ステップ 2

[新規（New）] > [新しい目標の追加（Add New Objective）] の順に選択します。

ステップ 3

新しい目標を作成します。 フィールドの説明については、次の表を参照してください。

ステップ 4

[この目標を追加（Add This Objective）] をクリックして保存します。

次の表には、[目標（Objective）] 画面のフィールドをまとめています。
フィールド

定義

名前（Name）

目標の名前を入力します。

目標のオーナー（Objective Owner）

[...] ボタンをクリックして、目標を所有する担
当者を選択します。
（注）

目標のオーナーの割り当てはオプショ
ンの操作で、文書化の目的で実行で
きます。 目標の所有権に関連付けら
れたシステム動作または機能は現在
ありません。
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フィールド

定義

メトリック

ドロップダウン メニューからメトリックを選択
します。 メトリックとは追跡する項目のこと
で、サービス チームによって使われる予算や応
答時間などです。
使用可能なメトリックのリストは管理モジュー
ルの [リスト（Lists）] タブで管理され、そこで
ユーザ定義のメトリックを追加、変更、削除で
きます。

測定単位（Unit of Measure）

ドロップダウン メニューから測定単位を選択し
ます。
たとえば、メトリックが「インシデントの数
（Number of Incidents）」の場合、UOM は「イ
ンシデント（Incidents）」になります。 また
は、メトリックが「使用される予算（Budget
Spent）」の場合、毎週、毎月、または年間の支
出によって予算を測定できます。
使用可能な測定単位のリストは管理モジュール
の [リスト（Lists）] タブで管理され、そこで
ユーザ定義の測定単位を追加、変更、削除でき
ます。

説明

目標の説明を入力します。

ターゲット（Target）

これは、目標にコミットされる特定の測定可能
なターゲットです。

ベンチマーク

これは、IT によって提供されるオプションの参
照ポイントで、この目標の業界標準を参照しま
す。
ターゲットに対して測定を行い、ベンチマーク
は、特定の目標について、IT が他の IT サービ
ス組織と同程度で実行しているか、また、業界
平均よりも優れているか劣っているかを示しま
す。

結果（Consequence）
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結果は、サービス組織が提供の推奨目標に満た
ない場合に実行されるアクションです。 たとえ
ば、カスタマーは目標が達成されない期間に
チャージバック料の 5% 値引きが提供される場
合があります。

サービス設計の追加設定
サービス目標の追加

目標の削除
システムから目標を完全に削除するには、Service Designer の目標コンポーネントで目標を削除し
ます。
目標を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [目標（Objectives）] の順にクリックします。

ステップ 2

ツリー メニューから削除する目標の名前をクリックします。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして削除を確認します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
303

サービス設計の追加設定
サービス目標の追加

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
304

第

9

章

サービスおよび属性の管理
この章は次のトピックで構成されています。
• サービスおよび属性の管理, 305 ページ

サービスおよび属性の管理
[サービス項目の管理（Manage Service Items）] タブを使用すると、サービス項目管理者は次のこ
とを行えます。
• Service Catalog によって現在追跡されているサービス項目について、これらがシステムに追
加されているかどうかにかかわらず、確認を行います。
• サービス項目インスタンスを新たに追加します。
• サービス項目の詳細、サービス項目に関連付けられたサービス、各サービス項目に指定され
た権限など、サービス項目に関連する情報を更新します。
既存のサービス項目は、名前別にアルファベット順でリストされます。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の管理（Manage Service Items）] の順に選択します。

ステップ 2

適当なアクションを選択します。表 64：サービス項目の管理におけるアクションの表を参照してくださ
い。

使用可能なアクションについて、次の表にまとめます。 詳細については、次の項を参照してくだ
さい。
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表 64：サービス項目の管理におけるアクション

操作

説明

新規作成（New）

指定されたタイプのサービス項目を追加しま
す。

削除（Delete）

選択されたサービス項目を削除します。

割り当て（Assign）

選択された個人（カスタマー）にサービス項目
を割り当てます。

割り当て解除（Un-Assign）

サービス項目が現在割り当てられているカスタ
マーを削除します。

Excel へのエクスポート

サービス項目のリストを CSV（コンマ区切り
値）フォーマットのテキスト ファイルにエクス
ポートし、このファイルをExcelスプレッドシー
トとして表示します。
サービス項目データをスプレッドシート形式に
エクスポートするには、[Excelにエクスポート
（Export to Excel）] をクリックします。 CSV
形式のテキスト ファイルが生成されます。 こ
のファイルを Excel で開いたり、今後の使用に
備えてローカル ディスクに保存したりできま
す。

ビューを保存する

フィルタとフィールドの選択基準を有効にした
まま、現在のビューにデフォルトのサービス項
目ビューとして保存します。
現在有効なフィルタと検索条件を保存するに
は、[ビューを保存する（Save View）] をクリッ
クします。 [サービス項目の管理（Manage
Service Items）] を一度終了してから戻ると、保
存したフィルタ基準が有効になります。 保存さ
れたビューを変更するには、[フィルタおよび検
索（Filter and Search）] をクリックすると、必
要に応じて基準を編集することができます。 こ
れらの変更を適用してから [ビューを保存する
（Save View）] をクリックすると、ビューが編
集されたビューまたは（すべての基準が削除さ
れている場合は）デフォルトのビューに置き換
わります。
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操作

説明

フィルタおよび検索

検索パラメータを設定するポップアップ ウィン
ドウが表示されます。
[フィルタおよび検索（Filter and Search）] オプ
ションを使用すると、表示されるサービス項目
を制限することができます。 フィルタ基準に
は、サービス項目を構成するすべての属性と、
サービス項目の割り当て先であるカスタマーと
組織単位、サービス項目がその個人に割り当て
られた日付、サービス項目の作成に使用した要
求 ID があります。
デフォルトでは、英数字フィールドのフィルタ
基準は「次を含む（Contains）」フィルタを使
用します。 たとえば、[名前（Name）] フィー
ルドに ‘386’（引用符なし）と入力すると、名
前に文字列 ‘386’ が含まれるすべてのサービス
項目のインスタンスが検索されます。

権限

ユーザに割り当てられたロールに基づいて、
サービス項目を表示または編集する権限を定義
できます。 追加できる権限の詳細については、
『Cisco Prime Service Catalog Administration and
Operations Guide』の「Assigning Permissions」の
項を参照してください。

他の承認された者によって開始されたサービス要求の管理（代理の
オーダー）
Service Catalog の代理オーダー プロセスでは、サービス要求の発信者が、別の人（対象カスタ
マー）の代理でサービスをオーダーすることができます。 この方法の欠点は、対象カスタマーに
サービスのオーダー権限が必要であるということです。 これは一部の企業のポリシーに反しま
す。たとえば、IT 担当者または管理担当者は、他の人のサービスをオーダーできる必要がありま
すが、IT ロールまたは管理ロールのない人は、自分たち自身のサービスをオーダーできません。
サービス項目と項目ベースのディクショナリが存在しなくてもこの状況に対処することは可能で
すが、実際には対処はほとんど実現できません。 発信者は、サービスの対象である個人を（個人
ベースのディクショナリを使用して）選択できましたが、その個人が「自分の」要求を追跡する
方法はありませんでした。 この状況には、サービス項目と、サービス項目ベースのディクショナ
リを使用することで対処できます。 発信者はサービスをオーダーし、（サービス項目をプロビ
ジョニングして）、選択した個人をカスタマーに指定できます。 これで、このカスタマーが自身
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の [サービス項目（Service Items）] ページに表示されることになるサービス項目のフォームで要求
をモニタできます。
この機能を実装する手順は非常に簡単です。
1 サービス項目を設計します。
2 ディクショナリに CustomerID と OrganizationalUnitID を組み込んで、サービス項目ベースのディ
クショナリを作成します。 ユーザ定義の [ステータス（Status）] フィールドを組み込むことも
できます。このフィールドは、提供計画の進行とともに更新することができます。
3 アクティブ フォーム コンポーネントに SIBD を組み込みます。
4 発信者がサービス項目のカスタマーを選択できるように個人ベースのディクショナリを作成し
ます。 両方のディクショナリがサービスに組み込まれている間、個人ベースのディクショナリ
を SIBD と同じアクティブ フォーム コンポーネントか別のフォーム コンポーネントに組み込
みます。
5 選択した個人に関する情報をサービス項目ベースのディクショナリにコピーするため、以下に
示す 2 つのルールを個人ベースのディクショナリを含むアクティブ フォーム コンポーネント
に記述します。
図 20：ルール ディクショナリ

これで、管理者は、さまざまなカスタマーに対応したサービスをオーダーできるようになりまし
た。また、カスタマーは、[サービス項目（Service Items）] ページや [マイアイテム（My Items）]
ポートレットからサービス項目を確認することができます（カスタマーに My Services 360-Degree
Consumer ロールまたは Professional ロールが付与されている場合）。サービス項目に、SI のオー
ナーにオーダー権限がある関連サービスが含まれていると、[サービス項目（Service Items）] ペー
ジから直接これらのサービスをオーダーできるようになります。
この方法の欠点は、要求が Reporting と Advanced Reporting を含む Service Catalog のオンライン モ
ジュール内では「Customer」で検索できないことです。 Advanced Reporting では、サービス項目の
カスタマー置換ディクショナリ（上記の例では SICustomer）はレポート可能である必要がありま
す。
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サービス項目、履歴、サブスクリプションの取得
サービス項目、履歴およびサブスクリプション テーブルを使用した SQL クエリーを記述する必要
は、通常はありません。 この情報の大半は、[マイアイテム（My Items）] ポートレットとページ
からユーザに提供されます。 ただし、これらのテーブルからの情報を取り込むデータ取得ルール
を記述することは可能です。 たとえば、サービス項目をプロビジョニングするサービスをユーザ
が所有していても、これをユーザに要求したくない場合があります。
SQL ベースのデータ取得ルールを記述するには、テーブル構造について多少の知識が必要です。
• 上記で指定したように、サービス項目に対応するテーブルの名前はプレフィックス「Si」の
付いた項目名となります。 そのため、表示名が State of the Art Laptop でテーブル名が
StateOfTheArtLaptop の SI には、SiStateOfTheArtLaptop という名前のデータベースに対応
するテーブルがあります。
• そのテーブルは ServiceItemSubscription にどのように関連しますか。 ServiceItemTypeName で
参加するのが最も簡単な方法です。 そのため、joe-nov13-2013 という名前の State of the Art
Laptop に対応するサブスクリプション情報を取得する場合は、クエリは次のように機能しま
す。
select * from SiServiceItemSubscription
where ServiceItemTypeName = 'State of the Art Laptop'
and DisplayName = 'joe-nov13-2013'

あるいは、次のクエリを実行することにより、State of the Art Laptops のすべてのリストを取得で
きます。
select*from siserviceitemsubscription sis
join siStateoftheArtLaptop al
on al.PrimaryID = sis.ServiceItemIDpredefined
where sis.serviceitemtypename ='State of the Art Laptop'

• 次に、ここから ServiceItemHistory レコードにはどのように到達しますか。 サービス項目サ
ブスクリプションでのキーは PrimaryID で、これはサービス項目履歴の OwnerID と等しく
なります。 したがって、次のようになります。
select sih.*, sis.*from SiServiceItemHistory sih
join siServiceItemSubscription sis
on sih.OwnerID = sis.PrimaryID
where sis.ServiceItemTypeName ='State of the Art Laptop'
and sis.DisplayName ='joe-nov13-2013’

サービスの複製
エクスポート/インポートは、主に、前のバージョンの Service Catalog との後方互換性用に提供さ
れています。これは、サービス定義をローカルワークステーションにダウンロードし、サービス
名を変更して、修正したサービス定義をインポートすることで、既存のサービスをコピー、つま
り「クローン作成」することができます。 サービスの複製は、サービスのコピー, （312 ページ）
によって最大限実現できます。
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サービスのエクスポートとインポート
サービスのエクスポート/インポートを使用する手順は、次のとおりです。
1 サービスを設定します。
2 サービスをエクスポートします。
3 エクスポートした XML ファイルでサービス名を修正します。
4 修正した XML ファイルをインポートします。
サービスのエクスポート/インポートは、あるサイトから別のサイトにサービス定義を転送する際
に機能できますが、これは推奨されません。 エクスポートには、サービス定義の一部ではない
人、OU、キュー、ロール、および他のエンティティへの関連付けが含まれます。 サービスをイン
ポートしても、これらのエンティティがまだ存在しない場合、ターゲット環境にそれらのエンティ
ティは作成されません。エラー メッセージを出さずに、関連付けを単に除去するだけです。

ヒント

Catalog Deployer は、サイト間で Service Catalog のコンテンツを転送するための推奨ツールで
す。

（注）

（Catalog Deployer または REX を使用する）異なるデータベースからインポートされた「ユー
ザ」および「エージェント」のデータのパスワードは、ターゲット データベースでリセット
する必要があります。 これは、キー暗号キーが Prime Service Catalog データベースのインスタ
ンスごとに異なるためです。 「ユーザ」および「エージェント」のパスワードがリセットさ
れていない場合、ターゲット データベースで正しく復号化できません。
サービスをエクスポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] の順に選択します。 エクスポートするサービスを選択します。

ステップ 2

[General（全般）] タブで [エクスポート（Export）] をクリックします。
[エクスポートサービス（Export Service）] ウィンドウが表示されます。
図 21：エクスポート サービス

ステップ 3

[ファイル名（File Name）] リンクを右クリックして、[ターゲットを名前を付けて保存（Save Target As）]
を選択し、希望する場所にファイルを保存します。
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Service Designer は、XML フォーマットで希望する場所にサービスをエクスポートします。

注意

Internet Explorer を使用している場合、XML ファイルの保存が難しくなる場合があります。 こ
れが生じた場合は、[ツール] > [インターネットオプション] > [Advanced Tab] > [セキュリティ]
と移動して、[Do not save encrypted pages to disk] オプションをオンにします。 このオプショ
ンは、デフォルトではオフになっています。

エクスポートされた XML ファイルの編集
ユーザが指定した場所に保存されているエクスポートされた XML ファイルを編集するには、次
の手順を実行します。

ステップ 1

XML ファイルを Windows のメモ帳などのプレーン テキスト エディタで開きます。

ステップ 2

次のように、ファイル内のサービス名を変更します。
例：
<ServiceDefinition name="service name here" ....>.

XML ファイル内でサービス名を変更しなければ、インポート プロセスによって元のサービスが上書きさ
れます。 （XML ファイルの他のエレメントを変更することもできますが、この方法は推奨できません。
無効な XML が生成された場合、インポートは失敗します。）
ステップ 3

[保存（Save）] をクリックして、編集した XML ファイルを保存します。
これで、編集した XML ファイルをインポートする準備が整いました。

サービスをインポートするには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [新規（New）] > [インポート（Import）] の順に選択します。

ステップ 2

[データのインポート（Import Data）] ウィンドウで、ファイル名（パスを含む）を参照するか、[ファイル
からインポート（Import from File）] フィールドに入力します。
以前にエクスポートされ、デフォルトの場所か、ローカル マシンの任意の場所に保存された XML ファイ
ルしかインポートできません。
また、参照機能を使用してワークステーション上のファイルを選択することもできます。

ステップ 3

[インポート（Import）] をクリックします。
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インポートを確認するために、Service Designer に [インポートされたデータ（Imported Data）] 画面が表示
されます。
ステップ 4

[OK] をクリックして、Service Catalog の画面を更新します。 インポートされたサービスが、XML ファイ
ルに指定されたサービス グループに表示されます。

サービスのコピー
Service Designer には、サービス定義をコピーする機能があります。 サービスをコピーすると、
キーワードとカテゴリとのすべての関連付けに加え、含まれているアクティブフォームコンポー
ネントに対する関連付けなど、完全なサービス定義がコピーされます。
サービス定義をコピーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [サービス（Services）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

サービス定義の [全般（General）] タブの [コピー（Copy）] をクリックします。 [サービスのコピー（Copy
Service）] ポップアップ ウィンドウが表示されます。
図 22：サービスのコピー

ステップ 3

新しいサービスの名前を入力して、新しいサービス定義を入れるサービス グループを選択します。 現在
のユーザが「フォームの設計」を行う許可を持っているサービス グループのみを選択できます。
（注）
新しいグループにサービスをコピーしても、ターゲット グループのサービス グループ承認に影
響しません。これらは変更されません。

サービス設計変更の追跡
[履歴（History）] オプションから Service Designer エンティティに行われた変更を追跡できます。
複数のサービス設計者が行った変更を追跡し、データベースにデータを保存するには、最初にサー
ビス設計の変更履歴のオプションを有効にする必要があります。 サービス設計の変更履歴を有効
にする方法の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』
を参照してください。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
312

サービスおよび属性の管理
サービス設計変更の追跡

現在、サービス設計の変更履歴は、サービス、ディクショナリ、およびアクティブフォームコン
ポーネントのエンティティに対してのみサポートされています。 これらのエンティティそれぞれ
に対しさまざまな属性があり、それらも追跡できますが詳細なものではありません。 追跡の変更
は、次の属性に対する作成、更新、および削除の操作のサポートに限定されており、[詳細の変更
（Change Details）] テーブルから表示できます。
• サービス
◦ [名前（Name）] および [説明（Description）] フィールド
◦ 他のフィールドには、[追加のURL（Additional URL）]、[Service Catalogで非表示にする
（Hide in Service Catalog）]、[標準期間（Standard Duration）]、[サービスグループ（Service
Group）]、[イメージURL（Image URL）] などがあります。
• アクティブ フォーム コンポーネント
◦ [名前（Name）] および [説明（Description）] フィールド
◦ ディクショナリの追加および削除
◦ フォームの表示プロパティ。 例：[入力タイプ（Input Type）] フィールドの変更
◦ アクティブ フォーム ルール（条件付きルール）
• ディクショナリ
◦ [名前（Name）] および [説明（Description）] フィールド
◦ ディクショナリ属性
サービス設計の変更履歴を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Service Designer] > [履歴（History）] の順に選択します。

ステップ 2

[開始日（Start Date）] と [終了日（End Date）] を入力します。 日付は 60 日を超えないようにします。

ステップ 3

（任意）ドロップダウンリストからエンティティのタイプを選択します。

ステップ 4

（任意）[ユーザ（Users）] ドロップダウンリストからユーザ名またはユーザ グループを選択します。

ステップ 5

[フィルタ（Filter）] をクリックします。 [詳細の変更（Change Details）] テーブルが表示されます。

ステップ 6

（任意）特定のエンティティの詳細を表示するには、テーブルから行を選択します。詳細は新しいポップ
アップ ウィンドウに表示されます。
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章

Stack Designer を使用したアプリケーション
スタックの設計
この章は次のトピックで構成されています。
• サービスとしてのアプリケーション スタックの提供, 315 ページ

サービスとしてのアプリケーション スタックの提供
（注）

サービス機能としてのアプリケーション スタックは、仮想アプライアンスでのみ使用可能で
す。
この機能を使用して、Product as a Service（PaaS）テンプレートおよびサービスを設計することが
できます。 Prime Service Catalog で Stack Designer モジュールを使用して、アプリケーション ス
タックをテンプレートとして設計し、Service Catalog ネットショップのオーダー可能なサービスと
して公開できます。
Stack Designer を使用して、アプリケーション スタック サービスは、インフラストラクチャ コン
テナでアプリケーション コンポーネントを追加することで作成されます。 Stack Designer を使用
したこれらのアプリケーション スタック テンプレートの作成の詳細については、「Stack Designer
でのアプリケーション スタックの作成」を参照してください。 Stack Designer によってこれらの
テンプレートのグラフィカル トポロジが作成され、テンプレートの表示と編集が容易になりま
す。
ユーザがアプリケーション スタックまたはアプリケーション テンプレートをオーダーすると、
オーケストレーション コンポーネントは UCSD からインフラストラクチャ コンテナをプロビジョ
ニングし、パペットはこれらのインフラストラクチャ コンテナ内のアプリケーションをプロビ
ジョニングします。 アプリケーション テンプレートのオーダーが完了すると、すべてのプロビ
ジョニングされたアプリケーションは、[マイスタッフ（My Stuff）] > [アプリケーションテンプ
レート（Application Template）] に表示されます。
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オーケストレーション サービスは Prime Service Catalog から AMQP メッセージによって新しいア
プリケーション テンプレートのオーダーを受け取り、Heat オーケストレーションを使用してアプ
リケーション スタックをプロビジョニングします。 オーケストレーション コンポーネントは次
のもので構成されます。
• キーストーン
• RabbitMQ サーバ
• 組み込み Heat エンジンを搭載したオーケストレーション サービス

（注）

Prime Service Catalog、組み込み Heat エンジンを搭載したオーケストレーション サービス、お
よびキーストーンは、AMQP メッセージに対し同一の RabbmitMQ サーバを共有します。
表 65：アプリケーション スタックの設計手順

手順

トピック

ス
テッ
プ1

Stack Designer で使用できる、out-of-box アプリケーション コンポーネントの設計および
アプリケーションを配置するか、追加 配置
のアプリケーション コンポーネントを
インポートします。

ス
テッ
プ2

このアプリケーション コンポーネント Stack Designer リソースのプロパティの定義
を Stack Designer リソースとして表示す
るパラメータを定義します。 これに
は、Service Catalog でのオーダー時にこ
のコンポーネントをプロビジョニング
するためのオーケストレーション タイ
プの定義も含まれます。

ス
Stack Designer にアプリケーション コン Stack Designer へのリソースの追加
テッ ポーネントを追加します。
プ 3：
ス
使用可能なコンポーネントを使用して Stack Designer でのアプリケーション スタックの
テッ Stack Designer でアプリケーション テン 作成
プ 4： プレートを作成します。
ス
プロビジョニングの進行状況を追跡し アプリケーション プロビジョニング プロセスの
テッ ます。
トラッキングおよびトラブルシューティング
プ 5：
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アプリケーション コンポーネントの設計および配置
Prime Service Catalog は、Stack Designer モジュール、組み込みのオーケストレーション サービス、
および Puppet 統合を使用して、UCS Director でのアプリケーション スタックの設計とインフラス
トラクチャ コンポーネントのプロビジョニングをサポートしています。 SharePoint、Java EE サー
バなどの out-of-box アプリケーションを使用するか、または他のアプリケーションを使用して、
これらのアプリケーション スタックを作成できます。
• アプリケーション スタックに out-of-box アプリケーションを導入する前に、「Configurations
for Out-of-Box Application Content」のトピックで説明されているようにこれらのアプリケー
ションを設定します。

（注）

一部の商用アプリケーションには購入ライセンスが必要です。

• 追加のアプリケーション（out-of-box で提供されていないもの）を展開するには、次の手順
を実行してこれらのアプリケーションを Prime Service Catalog にインストールできるように
します。

はじめる前に
Prime Service Catalog が Puppet Master に接続されていることを確認します。 この接続情報は、仮
想アプライアンスのインストール中に設定されます。 Puppet Master の接続情報の設定について
は、『Cisco Prime Service Catalog 11.0 Virtual Appliance Quick Start Guide』を参照してください。

ステップ 1

puppet forge Web サイトにアクセスして、アプリケーションの既存のモジュールがあれば検索するか、ま
たは独自のモジュールを使用します。

ステップ 2

root ユーザとして、SSH を使用して Puppet Master サーバに接続し、アプリケーション用の Puppet モジュー
ルまたは独自のモジュールをインストールします。 次のコマンドを入力して、Puppet Master にアプリケー
ションをインストールします。
[root@puma-qe-pupm ~]# puppet module install garethr-docker

ステップ 3

インストールされたモジュールが Puppet Master で使用できることを確認します。 確認するには、次のコ
マンドを入力します。
[root@puma-qe-pupm ~]# puppet module list

次に示すものと同様の出力が Puppet Master に表示されます。
[root@puma-qe-pupm ~]# puppet module list
/etc/puppet/modules
├── adrien-alternatives (v0.3.0)
├── arioch-keepalived (v1.0.3)
├── badgerious-windows_env (v2.2.0)
├── biemond-oradb (v1.0.23)
├── blentz-selinux_types (v0.1.0)
├── cisco_enc (???)
├── cpo (v0.5.0)
├── custommysql (???)
├── cyberious-pget (v1.0.0)
├── cyberious-windows_java (v0.3.0)
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├── duritong-sysctl (v0.0.4)
├── example42-firewall (v2.1.3)
├── example42-iptables (v2.1.3)
├── example42-java (v2.0.4)
├── example42-jboss (v2.0.10)
├── example42-monitor (v2.0.1)
├── example42-puppi (v2.1.10)
├── example42-tomcat (v2.1.6)
├── garethr-docker (v2.0.0)
├── garethr-erlang (v0.3.0)
├── gini-archive (v0.2.1)
├── hajee-backport (v0.0.3)
├── hajee-easy_type (v0.15.1)
├── hajee-hacks (v0.0.2)
├── hajee-ora_rac (v0.6.3)
├── hajee-oracle (v1.2.0)
├── jriviere-windows_ad (v0.2.0)
├── jriviere-windows_isos (v0.0.4)
├── jriviere-windows_sharepoint (v0.0.5)
├── jriviere-windows_sql (v0.0.8)
├── liamjbennett-dotnet (v1.0.0)
├── liamjbennett-win_facts (v0.0.2)
├── maestrodev-ant (v1.0.5)
├── maestrodev-wget (v1.5.6)
├── mhuffnagle-curl (v0.0.2)
├── msutter-dsc (v0.1.1)
├── nanliu-staging (v1.0.2)
├── openshift-openshift_origin (v4.1.1)
├── opentable-download_file (v1.1.0) invalid
├── opentable-iis (v1.2.0)
├── opentable-iis_rewrite (v1.0.0)
├── opentable-nsclient (v1.3.0)
├── opentable-windowsfeature (v1.0.0)
├── orarac (v0.5.0)
├── puma-mssp (v0.5.0)
├── puma-mssql (v0.5.0)
├── puppetlabs-apache (v1.2.0)
├── puppetlabs-apt (v1.7.0)
├── puppetlabs-concat (v1.1.1)
├── puppetlabs-dism (v1.0.0)
├── puppetlabs-haproxy (v1.1.0)
├── puppetlabs-inifile (v1.2.0)
├── puppetlabs-mongodb (v0.8.0)
├── puppetlabs-mysql (v2.3.1)
├── puppetlabs-ntp (v3.3.0)
├── puppetlabs-passenger (v0.3.0)
├── puppetlabs-postgresql (v4.1.0)
├── puppetlabs-powershell (v1.0.3)
├── puppetlabs-puppetdb (v4.1.0)
├── puppetlabs-rabbitmq (v4.1.0)
├── puppetlabs-ruby (v0.4.0)
├── puppetlabs-stdlib (v4.3.2)
├── puppetlabs-xinetd (v1.4.0)
├── razorsedge-snmp (v3.2.0)
├── rharrison-lokkit (v0.5.0)
├── ripienaar-module_data (v0.0.3)
├── root-profile (v0.1.0)
├── root-role (v0.1.0)
├── spantree-thrift (v1.0.1)
├── stahnma-epel (v1.0.0)
├── stephenrjohnson-puppet (v1.3.1)
├── willdurand-nodejs (v1.8.3)
└── yelp-netstdlib (v0.0.1)
/usr/share/puppet/modules (no modules installed)
[root@puma-qe-pupm ~]#

ステップ 4

（任意）ロールおよびプロファイルを作成します。
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（注）

init.pp によって提供されるものの外側でインストール、インスタンス化および設定が必要な場
合は、この手順を実行します。 また、ノードに複数のアプリケーションがインストールされて
いる場合は、ロールとプロファイルが必要です。クラスを直接呼び出すことによってアプリケー
ションをインストールおよび設定できる場合は、ロールとプロファイルを作成しないでくださ
い。

a) ディレクトリ /etc/puppet/modules/root-profile/manifests 下でアプリケーション用の profile.pp ファ
イルを作成します。このディレクトリでは、ユーザ固有のパラメータが Puppet Master 上のモジュール
のクラスに渡されます。
[root@puma-qe-pupm ~]# cd /etc/puppet/modules/root-profile/manifests/
[root@puma-qe-pupm manifests]#
[root@puma-qe-pupm manifests]# cat profiledocker.pp
class root-profile::profiledocker (
$proxy = undef,
$no_proxy = undef,
$username = "root",
$hostname = "localhost.localdomain",
$dns1 = "8.8.8.8",
$dns2 = "8.8.4.4") {
anchor {'root-profile::profiledocker::begin':} ->
class { 'docker':
proxy => $proxy,
no_proxy => $no_proxy,
} ->
docker::image {'centos':} ->
docker::run { 'dockertest':
image
=> 'centos',
command
=> '/bin/sh -c "while true; do echo Docker Test; sleep 1; done"',
ports
=> ['4444', '4555'],
expose
=> ['4666', '4777'],
use_name
=> true,
volumes
=> '/var/log',
memory_limit
=> 10m,
username
=> $username,
hostname
=> $hostname,
dns
=> [$dns1,$dns2],
restart_service => true,
privileged
=> false,
} ->
anchor {'root-profile::profiledocker::end':}
}
[root@puma-qe-pupm manifests]#

b) role.pp ファイルを /etc/puppet/modules/root-role/manifests 下に作成し、プロファイルにパラメータ
を渡します。
[root@puma-qe-pupm modules]# cd /etc/puppet/modules/root-role/manifests/
[root@puma-qe-pupm manifests]# cat roledocker.pp
class root-role::roledocker (
$my_proxy = undef,
$my_no_proxy = undef,
$username = "root",
$hostname = "localhost.localdomain",
$dns1 = "8.8.8.8",
$dns2 = "8.8.4.4") {
if $my_proxy == "null" {
$proxy = undef
}
else {
$proxy = $my_proxy
}
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if $my_no_proxy == "null" {
$no_proxy = undef
}
else {
$no_proxy = $my_no_proxy
}
class {"root-profile::profiledocker":
proxy => $proxy,
no_proxy => $no_proxy,
username => $username,
hostname => $hostname,
dns1 => $dns1,
dns2 => $dns2,
}
}

このアプリケーションのインストール ファイルが共有の Samba サーバに配置される場合は、共有ファイ
ル サーバの場所を入力パラメータ（$net_iso_path）として提供し、Samba 共有をマウントするディレク
トリ /mnt/apps を作成します。 次に、部分的な設定の例を示します。入力パラメータ（$net_iso_path）は
アプリケーション ロールからアプリケーション プロファイルに渡されます。ここで、ディレクトリ
/mnt/apps を作成し、samba 共有をマウントし、モジュールのパラメータ $puppetDownloadMntPoint をマウ
ント済みのディレクトリ /mnt/apps に割り当てます。
[root@puma-qe-pupm manifests]# cat roleoracledb.pp
class root-role::roleoracledb (
$version = "12.1.0.2",
$file = undef,
$net_iso_path = undef,

[root@puma-qe-pupm manifests]# cat profileoracledb.pp
anchor {'root-profile::profileoracledb::begin':} ->
file {['/mnt','/mnt/apps']:
ensure => directory
} ->
mount {'/mnt/apps':
device => $net_iso_path,
fstype => 'cifs',
options => "username=$username,password=$password",
remounts => false,
atboot => false,
ensure => mounted,
} ->
oradb::installdb{ 'database':
version
=> $version,
file
=> $file,
databaseType
=> 'EE',
eeOptionsSelection
=> true,
eeOptionalComponents
=> $ee_op_comp,
oracleBase
=> $oracle_base,
oracleHome
=> $oracle_home,
createUser
=> true,
bashProfile
=> true,
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user
group
group_install
group_oper
downloadDir
zipExtract
puppetDownloadMntPoint

ステップ 5

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

$oracle_user,
$oracle_group,
$group_install,
$group_oper,
$download_dir,
true,
"/mnt/apps",

SSH を使用して Service Catalog のオーケストレーション サーバに接続し、次に示すようにディレクトリ
/var/www/html/hot_templates でアプリケーション用の Heat オーケストレーション テンプレートを作成し
ます。 Heat テンプレートでは、入力が Prime Service Catalog サービスのものと同じであることを確認しま
す。 テンプレートの設定セクションで、アプリケーション ロール パラメータを Prime Service Catalog 上の
このアプリケーションに対する入力とマップします。
[root@puma-qe-ibis03 ~]# cd /var/www/html/hot_templates
[root@puma-qe-ibis03 hot_templates]# cat docker_linux.template
{
"heat_template_version": "2013-05-23",
"description": "Template to provision Docker for Linux",
"resources":{
"server_config" : {
"type": "OS::Heat::StructuredConfig",
"properties" : {
"inputs": [
{ "name": "DockerProxy" },
{ "name": "DockerNoProxy" },
{ "name": "DockerUsername" },
{ "name": "DockerHostname" },
{ "name": "DockerDNS1" },
{ "name": "DockerDNS2" }
],
"config": {
"classes": {
"root-role::roledocker":{
"my_proxy":{"get_input":"DockerProxy"},
"my_no_proxy":{"get_input":"DockerNoProxy"},
"username": {"get_input": "DockerUsername"},
"hostname": {"get_input": "DockerHostname"},
"dns1": {"get_input": "DockerDNS1"},
"dns2": {"get_input": "DockerDNS2"}
}
}
}
}
}
},
"outputs":{
"config_id":{
"description": "Config ID will be required by Deployment Resource.",
"value":{
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"get_resource": "server_config"
}
}
}
}
[root@puma-qe-ibis03 hot_templates]#

ステップ 6

Prime Service Catalog が展開されているサーバで、img-apps フォルダにソフトウェアのアイコンを追加し、
ブラウザで Prime Service Catalog を起動してログインします。

ステップ 7

Service Item Manager モジュールで、インストールしたアプリケーションのプロパティを定義し、Stack
Designer リソースとしてフラグ設定します。 詳細については、「Stack Designer リソースのプロパティの
定義」を参照してください。

ステップ 8

Stack Designer モジュールで、新しいアプリケーションを UCS Director のターゲット タイプに追加しま
す。 UCS Director のターゲット タイプへの追加については、「Stack Designer へのリソースの追加 」を参
照してください。
アプリケーションがアプリケーション スタックの設計で使用できるようになりました。

次の作業
アプリケーション スタックを作成し、サービスとしてこれらのスタックを公開します。「Stack
Designer でのアプリケーション スタックの作成」を参照してください。

Stack Designer リソースのプロパティの定義
Stack Designer で Product as a Service（PaaS）のテンプレートおよびサービスを設計するために使
用できるアプリケーション コンポーネントのパラメータを定義するには、この手順を使用しま
す。 Service Item Manager でコンポーネントが Stack Designer リソースとしてフラグ設定されてい
る場合は、ここで設定するプロパティとともに Stack Designer で使用できます。

ステップ 1

このサービス項目がオーダーされたときに、さまざまな属性がサービス フォームのエンド ユーザにどの
ように表示されるかを定義します。
a) [Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] で、左側のサービス項目グルー
プを展開し、サービス項目タイプを選択します。
b) [Stack Designerリソースです（Is Stack Designer Resource）] チェック ボックスをオンにして、Stack
Designer リソースとしてこのサービス項目をフラグ設定し、[保存（Save）] をクリックします。
c) [Stack Designerリソース（Stack Designer Resource）] > [リソースプロパティ（Resource Properties）] で、
属性を選択し、表示可能、必須、読み取り専用などのマークを設定します。 また、属性に対する追加
のプロパティを指定します（たとえば、検証が失敗したときのエラー メッセージなど）。
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d) [保存] をクリックします。
ステップ 2

このサービス項目またはコンポーネントをプロビジョニングするためのオーケストレーション タイプを定
義し、CSS スタイリングなどのコンポーネントの動作を定義します。
a) [Stack Designerリソース（Stack Designer Resource）] > [リソースプロパティ（Resource Properties）] >
[ルール（Rules）] > [全般（General）] タブで、以下を指定します。
1 [イメージURL（Image URL）]：要件に応じて、次のいずれかを指定します。
• Prime Service Catalog が展開されているサーバに配置されたコンポーネント アイコンの URL。
• （スタンドアロン インストー
ル）/ServiceCatalogServer/deployments/RequestCenter.war/modules/stackdesigner/img/stack-canvas/
への相対パス
• （仮想アプライアン
ス）/opt/cisco/psc/jboss-as-.1.1.Final/ServiceCatalogServer/deployments/RequestCenter.war/modules/stackdesigner/img/stack-canvas/
への絶対パス
2 [オーケストレーションのタイプ（Type of Orchestration）]：ユーザがアプリケーション スタックを
オーダーすると、ここで選択したオーケストレーション タイプに基づいてスタック サービスがプ
ロビジョニングされます。 次のオーケストレーション タイプから 1 つ選択します。
• [標準サービス（Standard Service）]：サービス項目を大規模なアプリケーション スタックの一
部として再帰的に作成、更新、または削除できるように、Stack Designer のリソース タイプと
して Service Catalog 内でサービス項目を使用します。 標準サービスのオーケストレーション
タイプを設定する方法の詳細については、「Stack Designer への標準/再帰サービスの設定」を
参照してください。
• [VIX展開（VIX Deployment）]：UCSD API 経由で VMware VIX スクリプトを実行し、アプリ
ケーションを展開します。
• [パペット（Puppet）]：UCSD からアプリケーションを VM およびインフラストラクチャ コン
テナにプロビジョニングするためにパペットを使用します。
• [なし（None）]：他のオーケストレーション タイプが指定されていない場合はデフォルトで選
択されています。
b) [ルール（Rules）] タブ下の他のタブを使用して、コンポーネントの CSS スタイリングなどの、コン
ポーネントの動作を定義します。

次の作業
Stack Designer リソースを Stack Designer コンポーネント リストに追加します。 詳細については、
「Stack Designer へのリソースの追加 」を参照してください。
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Stack Designer への標準/再帰サービスの設定
再帰サービスには、多くのアプリケーション スタックの一部として再帰的に作成、更新、または
削除できるサービス項目が含まれます。 これらのサービス項目は、Stack Designer でリソース タ
イプと呼ばれます。

ステップ 1

再帰サービスに対するサービス項目グループを作成します。 作成および設定の手順については、「サービ
ス項目グループの作成」の項を参照してください。

ステップ 2

再帰サービスへの新しいサービス項目を作成し、新しく作成したグループに関連付けます。 手順について
は、「サービス項目の作成」の項を参照してください。

ステップ 3

再帰サービスとしてサービス項目を設定します。 [Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design
Service Items）] > [サービス項目定義（Service Item Definition）] タブで、次の手順を実行します。
1 Stack Designer コンポーネント リストに表示されるように、サービス項目を Stack Designer リソースと
してフラグ設定します。 [Stack Designerリソースです（Is Stack Designer Resource）] チェック ボックス
をオンにして、属性と定義を保存します。
2 [Stack Designerリソース（Stack Designer Resource）] タブで、次の設定を行います。
• [リソースプロパティ（Resource Properties）] サブ タブで、サービス項目属性を選択し、選択した
属性の追加プロパティを選択します。 これらの追加の設定に基づいて、サービス項目属性は [マ
イスタッフ（My Stuff）] でプロビジョニングされたアプリケーション スタックのこのコンポーネ
ント用に表示されます。 たとえば、属性 Name の場合、入力タイプはテキストが選択されます。
（注）

サービス項目属性値は、[マイスタッフ（My Stuff）] にクリア テキストで表示されま
す。 属性のいずれかがパスワードまたは機密データの場合は、[MyStuffにアクセス可能
（Accessible in MyStuff）] オプションを必ずオフにしてください。

• [ルール（Rules）] サブ タブで、再帰サービス コンポーネントに対して次の設定を行います。
• [全般（General）] サブ タブで、[標準サービス（Standard Service）] として [オーケストレー
ション（Orchestration）] を選択し、Stack Designer コンポーネント リストにこのアプリケー
ション コンポーネント用に表示されるイメージをアップロードし、[保存（Save）] をクリッ
クします。
• [設定（Configuration）] サブ タブ > [ターゲット（Target）] 領域で、[+追加（+Add）] をク
リックし、ドロップダウンからターゲット コンポーネントを 1 つ選択し、[保存（Save）] を
クリックします。 ここで選択されたターゲット コンポーネントに基づいて、再帰サービス
項目を Stack Designer でターゲット コンポーネントのみに追加できます。 たとえば、
「Performance Monitor」が再帰サービス項目の場合、UCSD テンプレート VM がターゲット
コンポーネントとなり、Performance Monitor は Stack Designer で UCSD テンプレート VM コ
ンポーネントのみに追加できます。
ターゲット コンポーネントを追加した後で、それらのターゲット コンポーネントの抑制に
もこれらの再帰サービス項目を追加してください。 上記の例の場合は、UCSD テンプレート
VM の [ルール（Rules）] タブに移動し、[抑制（Containment）] サブ タブで再帰サービス
「Performance Monitor」を追加します。
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ステップ 4

再帰サービス項目にサービスを追加します。 [Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service
Items）] > [関連付けられたサービス（Associated Services）] タブで、[サービスの追加（Add Services）] オ
プションを使用します。 既存のサービスをこの再帰サービスに関連付けたり、新しいサービスを作成でき
ます。 この関連付けられているサービスは、この再帰サービス項目へのユーザ定義の操作にすることがで
きます。 たとえば、再帰サービス項目 Performance Monitor の場合、関連付けられているサービスは「Start
Performance Monitor」や「Stop Performance Monitor」にすることができます。 関連付けられたサービスを
ユーザ定義の操作に設定するには、「再帰サービスに対する関連付けられたサービスの設定」を参照して
ください。
（注）
[サービス項目定義（Service Item Definition）] タブの他のすべてのフィールドについては、「サー
ビス項目定義の設定」の項に記載されています。

次の作業
Stack Designer へのリソースの追加 。

再帰サービスに対する関連付けられたサービスの設定
はじめる前に
• 再帰サービスに対するサービス項目グループを作成します。 サービス項目グループの作成の
詳細については、「サービス項目グループの作成」の項を参照してください。
• 再帰サービスへの新しいサービス項目を追加し、グループに関連付けます。 サービス項目を
グループに関連付ける詳細については、「サービス項目の作成」の項を参照してください。

ステップ 1

Service Designer で、次の手順を実行します。
a) ディクショナリ グループを作成して、再帰サービスへの新しいサービス項目ベースのディクショナリ
を作成し、変更内容を保存します。 このタイプのディクショナリの作成の詳細については、「サービ
ス項目ベースのディクショナリ」を参照してください。 サービス項目を選択する際は、作成した再帰
サービス項目を選択します。
b) 新しいアクティブ フォーム コンポーネントを作成し、サービス項目ベースのディクショナリをこの
フォームに追加します。 アクティブ フォーム コンポーネントの作成の詳細については、「アクティブ
フォームの作成」を参照してください。
c) 新しいサービス グループ（例：Standard Service）を作成し、新しいサービス（例：Start Performance
Monitor）をこのグループに追加します。 この新しいサービスに次の設定を行います。
• [フォーム（Forms）] タブで、上記で作成したアクティブ フォームを新たに作成したサービスに追加
します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
325

Stack Designer を使用したアプリケーション スタックの設計
Stack Designer へのリソースの追加

• [計画（Plan）] タブで、サービス項目タスクを作成します。 省略記号（…）をクリックし、操作を
ディクショナリの基となるサービス項目に関連付けます。たとえば、「作成」操作を
「Create_Performance_Monitor」サービス項目ベースのディクショナリに関連付けます。
ステップ 2

Service Item Manager で、作成/更新/削除操作をサービス項目タイプの関連付けられたサービスに割り当て
ます。 次の手順を実行します。
a) [サービス項目の設計（Design Service Items）] タブで、左側のペインに表示されているサービス項目の
リストから再帰サービス項目を選択します。
b) [関連付けられたサービス（Associated Services）] タブで、ステップ 1 で作成したサービスを追加しま
す。 そのサービスを追加するには、[サービスの追加（Add Services）] をクリックしてこのサービスを
検索し、[追加（Add）] をクリックします。
（注）
ドロップダウンからサービス タイプが [関連付けられました（Associated）] として選択され
ていることを確認します。
c) [操作（Operations）] タブをクリックし、[+追加（+ Add）] オプションをクリックして新しい操作を追
加します。 この操作を [関連付けられたサービス（Associated Services）] ドロップダウンからサービス
にマップし、[保存（Save）] をクリックます。
同様に、削除または更新サービス項目でタスクを呼び出す他の作成/更新/削除サービスを作成し、それら
を削除または更新操作に関連付けます。

次の作業
リソースを Stack Designer コンポーネント リストに追加します。 「Stack Designer へのリソースの
追加 」を参照してください。

Stack Designer へのリソースの追加
Stack Designer パレットで使用できるリソース タイプを定義するには、次の手順を使用します。
アプリケーション スタック サービスは、Service Item Manager モジュールで設定されたこれらの
リソース タイプのオーケストレーション タイプに基づいてプロビジョニングされます。

ステップ 1

Stack Designer モジュールで、[ターゲットタイプ（Target Types）] タブをクリックし、ターゲット タイプ
（たとえば UCS Director）を選択します。
[ターゲットタイプ（Target Type）] を使用して、インフラストラクチャ テンプレートまたはアプリケー
ション テンプレートのスタック コンポーネントを新しい環境にエクスポートできます。 [ターゲットタイ
プ（Target Type）] は、Catalog Deployer のカスタム パッケージにデフォルトで表示されます。

ステップ 2

新しいリソース タイプの次の情報を入力するには、[+] アイコンをクリックします。
• [データ型名（Data Type Name）]：選択したターゲット タイプに対し新しいデータ型を選択します。
対象のサービス項目名の 1 つ以上の文字を入力するか、または「*」を入力して Service Item Manager
モジュールで Stack Designer リソースとしてマークされているすべてのサービス項目を検索します。
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• [カテゴリ（Category）]：このリソース タイプに関連付けるカテゴリの名前の 1 つ以上の文字を入力
します。
• [アイコン（Icon）]：使用可能なアイコンのリストから選択します。
ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
新しく作成されたリソース タイプが Stack Designer コンポーネント リストに表示されます。

次の作業
アプリケーション テンプレートを作成し、ソフトウェアの使用可能なリストからソフトウェアを
追加します。 詳細については、「Stack Designer でのアプリケーション スタックの作成」を参照
してください。

Stack Designer でのアプリケーション スタックの作成
Stack Designer を使用してアプリケーション テンプレートを作成し、Service Catalog のネットショッ
プとしてサービスを公開するには、この手順を使用します。

はじめる前に
• UCS Director のデータが Stack Designer で使用できるようにするために、Prime Service Catalog
の UCS Director に接続します。 UCS Director に接続する手順については、『Cisco Prime Service
Catalog 11.0 Administrator Guide』を参照してください。
• リモート サーバ上で動作するオーケストレーション コンポーネントと Puppet Master または
UCS Director との間の通信に必要な SSH と CA ルート証明書が使用可能であることを確認し
ます。

ステップ 1

アプリケーション スタック テンプレートを作成します。 次の手順を実行します。
a) Stack Designer モジュールで、[アプリケーションテンプレート（Application Templates）] タブを選択し、
[+] アイコンをクリックして新しいアプリケーション テンプレートを作成します。
b) [アプリケーションテンプレートの作成（Create an Application Templates）] ページで、この新しいテン
プレートに関するアプリケーション テンプレートの情報を指定して、カルーセルからインフラストラ
クチャ テンプレートを選択します。
空のアプリケーション スタックがキャンバス ページに開くので、ここでパラメータを設定し、さまざ
まなコンポーネントを追加できます。 たとえば、ソフトウェアをアプリケーション スタックの Web
サーバ層に追加し、アプリケーション スタックの DB 層にデータベース コンポーネントを追加しま
す。
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（注）

アプリケーション スタックの階層に追加できるコンポーネントは、このサービス項目に許可
されるターゲット コンポーネントの抑制のタイプによって決まります。 サービス項目のター
ゲット コンポーネントは、[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service
Items）] > [サービス項目定義（Service Item Definition）] > [Stack Designerリソース（Stack
Designer Resource）] > [ルール（Rules）] > [設定（Configuration）] サブ タブで定義されます。

c) キャンバス ページで、[パラメータの編集（Edit Parameters）] > [パラメータの作成（Create a Parameter）]
をクリックし、このアプリケーション テンプレートのローカル、グローバル、および出力パラメータ
を追加します。 エンド ユーザがアプリケーション テンプレートをオーダーした場合にエンド ユーザ
にプロンプト表示する必要がある入力は、ここでパラメータとして定義する必要があります。 既存の
パラメータを使用することもできます。 既存のパラメータを検索するには、[パラメータの編集（Edit
Parameters）] ダイアログボックスで [検索（Search）] をクリックします。
あるプロビジョニングされたリソース（たとえば、VM やアプリケーションなど）の属性を参照する出
力パラメータの値を指定します。 サービスが生成されると、出力パラメータはサービス項目タイプの
属性として作成されます。 オーケストレーション コンポーネントがアプリケーション テンプレートの
プロビジョニングを完了すると、対応するサービス項目属性が解決された値に更新されます。 Service
Catalog モジュール > [マイスタッフ（My Stuff）] で更新された属性を確認できます。 次に例を示しま
す。
http://+GetAttr(container, UCSDContainer, VirtualMachines, DbServer1, HostName)+:8080
上記の例では、「http://」と「:8080」はリテラル文字列です。 これらは共に、UCSD コンテナの HostName
属性と連結します。
GetAttr(container, UCSDContainer, VirtualMachines, DbServer1, HostName) で、コンテナは Heat テンプレー
トで定義されたリソースです。 UCSDContainer は属性であり、サブキー DbServer1 があるサブキー
VirtualMachines などが含まれます。
d) キャンバス ページで、コンポーネントに移動し、[ソフトウェアの追加（+ Add Software）] をクリック
します。
そのコンポーネントに関連付けられているソフトウェア カテゴリのリストが表示されます。 コンポー
ネントに対し表示されるこれらのソフトウェアは、Service Item Manager モジュールでこれらのコン
ポーネントに対し選択されたサービス項目に基づいています。
e) 新しいアプリケーションに必要なパラメータを入力し、[保存（Save）] をクリックしてそのインフラス
トラクチャ コンポーネントに新しいアプリケーションを追加します。
ソフトウェアをコンポーネントに追加したら、そのコンポーネントのプロパティを表示したり、必要
に応じてソフトウェアを削除することもできます。
f) キャンバスで [保存（Save）] アイコンをクリックし、アプリケーション テンプレートの変更を保存し
ます。
ステップ 2

オーダー用のサービスを生成します。
a) キャンバスで、[サービスの作成（Build Service）] をクリックします。
b) [サービスの作成（Build Service）] ダイアログボックスで、アプリケーション スタックでライフサイク
ル管理アクションから特定のアプリケーション コンポーネント（シャットダウンなど）を除外する選
択肢などが与えられます。 続行し、[サービスの作成（Build Service）] をクリックします。
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サービスが作成されますが、Service Catalog のネットショップで公開するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 3

Service Catalog のネットショップで、サービスを公開します。 次の手順を実行します。
a) [全般（General）] タブで、このサービスのサービス名、説明、およびカテゴリを提供します。
（注）
ここで選択したカテゴリに基づいて、この新サービスは、Service Catalog モジュールでその
カテゴリの下に表示されます。
b) [プレゼンテーション（Presentation）] タブを選択し、このサービスに対するアイコンを貼り付けます。
（注）

また、イメージを貼り付けるための URL の参照を提供できます。 URL を使用して、イメー
ジを個別に管理したり、より速く WAN 展開用にイメージ配信を行うためにイメージをコン
テンツ配信ネットワーク（CDN）でホストできます。

c) [ファセット（Facets）] タブを選択します。
d) [権限（Permissions）] タブを選択し、権限を割り当てるか削除するロールを選択します。
変更を保存すると、新しいサービスがサービスに割り当てられたカテゴリに基づいて Service Catalog モ
ジュールに表示されます。

アプリケーション テンプレートのソフトウェアを追加または編集する場合は、作成したアプリ
ケーション テンプレート上にカーソルを合わせ、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。 キャンバスでテンプレートが開きます。 必要に応じて変更を加え、[サービスの編集（Edit
Service）] をクリックします。

アプリケーション プロビジョニング プロセスのトラッキングおよび
トラブルシューティング
アプリケーションテンプレートをオーダーすると、オーケストレーションコンポーネントによっ
て、[マイスタッフ（My Stuff）] 下の [コメントと履歴（Comments and History）] でテンプレート
のプロビジョニングの進行状況を追跡するためのオプションが提供されます。
Prime Service Catalog の実行時に（組み込みの）クラウド オーケストレーション サービスが再起
動すると、Prime Service Catalog に再接続され、AMQP 交換を検出し、AMQP メッセージのモニタ
リングを再開します。
一方で、クラウド オーケストレーション サービスの実行時に Prime Service Catalog が再起動する
と、クラウド オーケストレーション サービスは実行の再開時に Prime Service Catalog に再接続し
ます。
（アプリケーションテンプレートの）オーダーが送信されると、クラウドオーケストレーション
エンジン（Heat エンジン）のステータスがエンジンがアプリケーション テンプレートのプロビ
ジョニングを開始する前に確認されます。
クラウド オーケストレーション エンジンまたはクラウド オーケストレーション エンジン API サー
ビスがダウンした場合、クラウド オーケストレーション サービスは Prime Service Catalog の要求
をキャンセルし、次のように [コメント（Comments）] にその要求に関する記録を付けます：Heat
Engine service is down. Details: <More information on the service status>。
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（注）

クラウド オーケストレーション エンジンには耐障害性がありません。インフラストラクチャ
テンプレートがプロビジョニングされているときにダウンすると、そのプロビジョニングは停
止し、エンジンが後で再起動しても復旧できません。
クラウド オーケストレーション エンジンとオーケストレーション サービスの再起動
Shelladmin メニューからルートへのアクセスを有効にし、ルートとしてログイン（Shelladmin メ
ニュー オプションを使用）し、次のコマンドを実行してログ ファイルなどを表示します。 （ま
たは、[サービスステータスの表示（Display Service Status）] オプションを使用して、次のサービ
スを含むすべてのサービスのステータスを表示できます。）
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo

service
service
service
service
service
service

openstack-keystone restart
openstack-heat-api restart
openstack-heat-api-cfn restart
openstack-heat-engine restart
amqp-service restart
psc-orchestration restart

ログ ファイル
[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [ログとプロパティ（Logs and Properties）]
下で、[Request Center-ログファイル（Request Center - Log Files）] を選択して、オーケストレーショ
ン サービスおよび Heat エンジンのログを確認できます。
• オーケストレーション ログは /var/log/cisco/psc/psc-orchestration.log にあります
• クラウド オーケストレーション（Heat）エンジンのログは /var/log/heat/engine.log にあります
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第

11

章

Portal Designer を使用したポートレットおよ
びポータルの設計
この章は次のトピックで構成されています。
• Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計, 331 ページ

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータル
の設計
Portal Designer は Service Catalog モジュールであり、設計者および管理者は、このモジュールを使
用してページやポータル コンテンツを設計し、管理することができます。また、特定のコンテン
ツにアクセスできるユーザまたはユーザのグループを指定できます。
Portal Designer では、実装されるサービス カタログの外観を管理者や設計者がきめ細かに制御で
きるため、ユーザ インターフェイスの多くのカスタマイズ要件に対応できます。 同時に、この
ポータル プラットフォームでは、[サービス カタログ（Service Catalog）] 画面内で複数の外部デー
タ ソースが共存できるため、データセンターまたは一般的な IT サービスとリソースを総合的に表
示できます。
ポータル フロントエンドは、アプリケーション内のサービス、サービス項目、標準、提供サービ
ス、およびその他のコア エンティティとのやり取りを、このコンテンツを公開するポートレット
をポータルに統合することにより実現します。 Portal Designer には、アプリケーション データ、
Javascript/HTML を使用したさまざまなポートレット、アドホック リスト、または JSR 準拠の他
社製ポートレットを構築するためのインターフェイスがあります。
Portal Designer では、インターフェイス設計者は次の作業を実行できます。
• 外部またはサードパーティのソースからのポートレットの作成
• 共通のサービスを強調表示するポートレットの作成
• ユーザがすでにオーナーである項目、およびそれらの項目に関連するサービスへのリンクを
表示するポートレットの作成
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• 通知、ビデオ、またはその他のタイプのメディアの表示
• RBAC の活用による、一時ユーザのための簡易性とパワー ユーザのための拡張性を兼ね備え
た柔軟なユーザ インターフェイスの作成

（注）

Portal Designer は、Cisco Prime Service Catalog に含まれるモジュールで、個別にライセンスが
必要です。 コンテンツ管理機能を使用するには、Portal Designer を実行するライセンスを取得
する必要があります。 作成者へのメモ：前の章で「コンテンツ管理の機能」を説明している
かを確認してください。

Portal Designer ロールおよび機能
サイト管理者は、Organization Designer モジュールを使用して、ポータル管理モジュールへのアク
セス権をユーザに付与できます。
Portal Designer によって提供される機能へのアクセスは、標準のロールベース アクセス コントロー
ル（RBAC）によって制御されます。 設計担当者には、Portal Designer のすべての機能または選択
した一部の機能へのアクセス権を付与できます。 ポータルの外観のカスタマイズ機能またはポー
トレットのコンテンツの管理機能は、ロールベース アクセス コントロール（RBAC）を使用し
て、選択したユーザ、ロール、またはグループに割り当てることができます。 これらの機能に
は、次のものが含まれます。
• ユーザ インターフェイスのドラッグ アンド ドロップ（MyYahoo ポータルと iGoogle ポータ
ルの方法を採用）
• ユーザが選択したスキン
• ユーザが選択したコンテンツ
• ユーザが独自のポータル ページを作成できる機能
ポータル関連の機能と、これらの機能をプロジェクト要員に割り当てる方法についての詳細は、
『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』に記載されており、また、ロー
ルに関しては Organization Designer のオンライン ヘルプを参照してください。
同様に、ポータル フロントエンドに対するエンドユーザのアクセス権も、RBAC を通じて制御で
きます。 「Service Portal にアクセス」機能が含まれるロールを持つユーザのみが「Service Portal」
モジュールのメニューを表示し、ポータル ページとポートレットに移動できます。
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表 66：ポータル エンド ユーザのロール

ロール

説明

ポータル ベーシック ユーザ

このロールのユーザは、ポータル フロントエン
ドにアクセスし、ポータル管理者によって定義
されたポータル ページを表示できます。
Service Portal モジュールへのアクセスを必要と
する Cisco Prime Service Catalog のエンド ユーザ
には、ポータル ベーシック ユーザ ロールを割
り当てる必要があります。

ポータル アドバンス ユーザ

このロールのユーザは、ポータル フロントエン
ドにアクセスし、自分のポータル ページのコン
テンツおよびプレゼンテーションを管理できま
す。

ポータル プロフェッショナル ユーザ

このロールのユーザは、ポータル ページを管理
し、他のユーザの使用を可能にできます。 部門
の他のユーザに代わって、サービス リクエス
ト、承認、およびサービス項目を開始および追
跡し、ポートレット内でそのトランザクション
にアクセスできます。

これらのロールのユーザが特定のポータルのページを自分のポータルに保存し、ポートレットを
表示できるようにするには、そのページとポートレットへの読み取り権限が必要です。
ポートレット上のハイパーリンクを介して他のモジュールにアクセスし、ポートレット内のコン
テンツを確認する必要がある場合、その他の機能と権限がユーザに必要な場合があります。

ポートレットの設定
ポートレットは、ポータル ページに挿入し、ページの重ならない部分として配置できるソフト
ウェア モジュールです。 ポータル ページは、1 つ以上のポートレットを含めることができます。
以下は、アプリケーションでユーザが使用可能な 2 つのタイプのポートレットです。
• 予約済みポートレット。これらは、すべてのアプリケーション インスタンスにインストール
されている事前設定されたポートレットです。 予約済みポートレットのカスタマイズ , （351
ページ）を参照してください。
• ユーザ定義ポートレット。 これらは、Portal Designer を使用して開発された JSR ポートレッ
トまたはポートレットです。 Portal Designer では、設計者がポートレットのコンテンツとプ
レゼンテーションを事前定義済みのフィルタと参照、HTML、JavaScript で定義できます。
JSR ポートレットは、JSR 168 または 286 に準拠した任意の Java 開発環境で開発できます。
また、Service Catalog Java Client を使用して、アプリケーションの公開 API を利用することも
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できます。 サードパーティ製 JSR ポートレットもポータル管理ソリューションに簡単に統合
できます。

（注）

My Services モジュールで使用可能な事前設定済みポートレットは真のポートレットではあり
ません。 それらは、Portal Designer では使用できず、ポータル ページに追加できません。 例
として、[自分の承認（My Authorizations）] と [自分の要求（My Requisitions）] があります。
ポートレットでは、アプリケーション データへの RBAC 対応アクセスをサポートする Service
Catalog REST API が活用されます。 ポータル設計者は、この API フレームワークを、ポートレッ
トの外観と動作を定義するための機能と組み合わせて使用することで、事前定義済みのコンテン
ツをポートレットに簡単に組み込むことや、そのポートレットをポータル ページに組み込むよう
に設定することができます。 ポートレット コンテンツは、Service Catalog 内で使用可能な多くの
種類のデータで構成できます。これには、次のものがあります。
• 定義データ（エージェントとサービス定義）
• ディレクトリ データ（人と組織）
• トランザクション データ（申請など）
• サービス項目とサービス標準
さらに、設計者は Portal Designer による管理が可能な独自のカスタム コンテンツを定義でき、ポー
トレットに組み込むことができます。

Portal Designer を使用したユーザ定義のポートレットの作成と設定
• 新しいポートレットの作成, （334 ページ）
• ポートレット ビューの設定, （337 ページ）
• ポートレットのフィルタ条件の定義, （340 ページ）
• ポートレット権限の設定, （342 ページ）

新しいポートレットの作成

ステップ 1

[Portal Designers] > [ポートレット（Portlets）] > [アクション（Actions）] > [新しいポートレット（New
Portlet）] の順にクリックします。

ステップ 2

次の表に示すとおりにポートレットの詳細を入力します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

要件に応じて、次を実行します。
• ポートレット ビューを設定します。 ポートレット ビューの設定, （337 ページ）を参照してくださ
い。
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• ポートレットのフィルタ基準を定義します。 ポートレットのフィルタ条件の定義, （340 ページ） を
参照してください
• ポータル権限を設定します。 ポートレット権限の設定, （342 ページ） を参照してください

表 67：ポートレットの追加に関する設定の表

フィールド

説明

表示名（Display Name）

デフォルトのポートレット タイトルとして表示
する名前（自由形式）。

名前（Name）

ポータルの内部名（文字、数字、およびアン
ダースコアのみ使用可能（スペースを入れるこ
とは不可）。

作成者（Author）

現在のユーザの姓および名にデフォルトで設定
されるテキスト文字列（編集可能）

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
335

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットの設定

フィールド

説明

コンテンツ タイプ（Content Type）

ポータルのコンテンツのタイプ。 オプションは
次のとおりです。
コアエンティティ（Core Entities）
Service Catalog で使用されるエンティティ。そ
のようなオブジェクトはすべて Portal Designer
の [参照（Reference）] タブに一覧表示されてい
ます。
サービス項目（Service Items）
Service Item Manager で定義された、システム定
義またはユーザ定義の任意のサービス項目。
標準（Standards）
Service Designer で定義された、システム定義ま
たはユーザ定義の任意の標準。
HTML/JavaScript
ポータル設計者は、HTML ポートレットと
JavaScript ポートレットの定義, （342 ページ）
で指定されたルールに従ってポートレットを設
計します。
カスタムコンテンツ（Custom Content）
Portal Designer の [カスタム コンテンツ（Custom
Content）] タブを使用して定義およびメンテナ
ンスされるユーザ定義のテーブル。 カスタム
コンテンツ ポートレットの設定, （346 ページ）
を参照してください。

ソース（Source）

[コンテンツ タイプ（Content Type）] を選択す
ると、そのタイプにおいて使用可能なデータ
ソースのドロップダウン リストが表示されま
す。 これは、ポートレット コンテンツに基づ
いて選択されます。

説明（Description）

ポートレットに関する任意の説明。

自動ログイン（Automatic Login）

サイト名を選択して [自動ログイン（Automatic
Login）] チェック ボックスをオンにし、自動承
認を使用するポートレットを外部サイトに関連
付けることができます。
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ポートレットを保存（追加）した後、その定義の残りは [全般（General）] タブのコンテンツ ポー
トレット情報ペインで使用可能なタブを使用して指定できます。 ポートレットは、そのコンテン
ツ データ ソースに対応するフォルダに割り当てられ、[Portal Designer] ウィンドウの左側にあるリ
スト ペインから選択可能になります。
• すべてのポートレットは「アクティブ」ステータスで作成されます。 ポータル ページに組
み込むことができるのは「アクティブ」のポートレットだけです。
• ポータル ページのポートレットの使用を無効にするには、ポートレットのステータスを「非
アクティブ」に設定し、組み込まれているページからポートレットを削除します。 ポータル
ページに残ったままになっている非アクティブのポートレットは、ユーザには表示されませ
ん。
• ポートレットにキーワードを任意で関連付けることにより、ユーザはポータル ページにコン
テンツを追加する際にポートレットを検索できます。 これらのキーワードは、[ポータル設
定（Portal Settings）] タブを使用して定義します。

ポートレット ビューの設定
コンテンツ ポートレットは、グリッド ビューにより実装されます。 このような Service Portal エ
ンティティを参照するポートレットの場合、設計者は [表示（View）] タブを使用して、選択した
データ ソースから表示する列を指定したり（「列の選択…（Select Columns …）」グリッドを使
用）、表示する行を（任意で）指定できます（[フィルタ（Filter）] サブタブを使用）。 ビュー プ
ロパティでは、ポータル ページに組み込まれたときのポートレットのデフォルトの外観を指定し
ます。 これらは個々のユーザごと、および個々のページ上で上書きできます。

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポートレット（Portlets）] の順にクリックします。

ステップ 2

ポータル ツリーからポートレットを選択し、[表示（View）] をクリックします。

ステップ 3

次の表に説明されているように、ビュー プロパティを入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

表 68：ポートレット ビューのフィールド設定の表

フィールド

説明

高さ（px）（Height (px)）

ポートレットの初期の高さ（ピクセル単位）。
[自動高さ調整（Auto Height）] 設定が有効な場
合には適用できません。

自動高さ調整（Auto Height）

ポートレットの高さをコンテンツに合わせて自
動的に変更するかどうかを示すチェックボック
ス。HTML ポートレットには適用されません。
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フィールド

説明

自動スクロール（Auto Scroll）

スクロール バーをポートレットに表示するかど
うかを示すチェックボックス。HTML ポート
レットには適用されません。

ポートレットの状態（Portlet State）

[標準（Normal）] または [最小化（Minimized）]
のどちらのビューでポートレットを最初に表示
するか。

ポートレットタイトルの表示（Show Portlet
Title）

ポートレット タイトル（[表示名（Display
Name）]）をポートレットの上部に表示するか
どうかを示すチェックボックス。

ポートレットタイトルにコントロールの表示
（Show Controls in Portlet Title）

タイトル バーのコントロール（[最小化
（Minimize）] ボタン、[最大化（Maximize）]
ボタンなど）を表示するかどうかを示すチェッ
ク ボックス。

標準ビューの列の選択（Select Columns for
Normal View）

ポートレット コンテンツのサマリー/概要が表
示されます。 最大 3 つの列を組み込むことがで
き、いずれかの列によりデータをソートできま
す。
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フィールド

説明

最大化ビューの列の選択（Select Columns for
Maximized View）

より詳細なポートレット コンテンツが表示さ
れ、ポートレットのデータ ソースから任意の数
の列を組み込むことができます。
• [使用可能な列（Available Columns）] ペイ
ンと [表示可能な列（Visible Columns）] ペ
インの間で 1 つ以上の列を移動するには、
列をクリックし（複数の列を選択するには
Ctrl - クリック）、上部の左右の矢印ボタ
ンをクリックします。

すべての列を移動するには、下部の左右の
矢印ボタンをクリックします

上下の矢印ボタンをクリックします

この矢印で表示可能な列が表示される順序
を入れ替えます。
並び替えと並び替えの方向（Sort By and Sort
Direction）

昇順または降順でのソートは、ビュー内で選択
したすべての列に適用できます。 指定したデー
タはユーザ設定可能なグリッドに表示され、こ
のグリッドは、ポータル ページに合わせてサイ
ズを変更できます。
Service Catalog コア エンティティを構成する列
とソートをサポートする列については、ポート
レットへの Service Catalog エンティティの統合,
（354 ページ）を参照してください。 コンテン
ツ ポートレットの他のデータ ソース（カスタ
ム コンテンツ、サービス項目、標準）はサイト
固有です。詳細については、サービス カタログ
設計者に確認してください。

HTML ポートレットまたは JavaScript ポートレットの場合、[表示（View）] サブタブには、ポー
トレットの外観およびコンテンツを定義するソース コードを設計者が入力するためのエディタが
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表示されます。 HTML ポートレットと JavaScript ポートレットの定義, （342 ページ）を参照して
ください。

ポートレットのフィルタ条件の定義
ポートレットのフィルタ条件を定義することで、設計者は指定したポートレット ソースから取得
したデータをフィルタすることができます。

（注）

[フィルタ（Filter）] サブタブは、Service Catalog エンティティを直接参照して定義されたポー
トレットにおいてのみ使用できます。

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポートレット（Portlets）] の順にクリックします。

ステップ 2

ポータル ツリーからポートレットを選択し、[フィルタ（Filter）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックしてフィルタ条件を選択します。 詳細については、次の表を参照してくださ
い。
クエリ条件は、1 つ以上のフィルタを指定して作成します。 各フィルタは、ポートレットの基盤となるエ
ンティティ内の列の値を、指定した値と比較する関係ステートメントにより構成されています。 また、
個々のフィルタの仕様を AND または OR でつなぎ、複数のフィルタを組み合わせることができます（こ
れには、優先順位のルールが適用されます）。
選択可能なフィルタリング条件は、ポートレット内で参照されるエンティティに応じて変わります。 列お
よび演算のドロップダウン リストは状況依存であり、基盤となるエンティティの REST API においてサ
ポートされる組み合わせのみが表示されます。

ステップ 4

[フィルタを保存（Save Filter）] をクリックします。

表 69：ポートレット フィルタのフィルタ条件の表

フィルタ条件

説明

カテゴリ、サービス、提供サービス、および契 サービスのオーダー/提供の開始を行う権限は、
約
フィルタリング条件よりも優先して適用されま
す。 ポータルのエンド ユーザは、MyServices
モジュールによりエンド ユーザが通常アクセス
できるデータのみを表示できます。
ディレクトリ エンティティおよびエージェント RBAC の読み取り権限は、フィルタリング条件
とともに適用されます。 ポータルのエンド ユー
ザは、Organization Designer および Service Link
に表示されるデータのみを表示できます。
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フィルタ条件

説明

サービス項目、標準、およびカスタム コンテン すべての属性をフィルタとして使用できます。
ツ
さらに、サブスクリプション ベースのフィルタ
を使用して、ユーザのアクセス権限に基づく
サービス項目を表示できます。
•

◦ My Service の項目：ポータル ユーザ
が所有する選択したサービス項目の
インスタンスまたはポータル ユーザ
の事業部（部門）が所有するインス
タンス。後者は、My Services の「部
門のサービス項目を表示」機能を持
つユーザに対してのみ適用できます。
◦ すべてのサービス項目：選択したサー
ビス項目のすべてのインスタンス
（ユーザが Service Item Manager の
「サービス項目の管理」機能を持っ
ている場合）。

要求、承認、およびタスク

状況固有のフィルタを使用して、ポータル ユー
ザがポータル内で表示できる内容を制限できま
す。 フィルタは、My Services と Service Manager
で使用可能な事前定義済みのビュー（たとえ
ば、[自分のオーダー（Ordered for Myself）]、
[自分の割り当て済みと未割り当ての承認（My
Assigned and Unassigned Authorizations）]、[担当
可能な作業（Available Work）]）と類似してい
ます。
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ポートレット権限の設定
ポートレット権限を設定することで、設計者はポートレットにアクセスできるユーザおよび付与
するアクセス権のタイプを指定できます。 指定するすべてのユーザには、「Service Portal にアク
セス」のポータル モジュール機能も付与されている必要があります。

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポートレット（Portlets）] の順に選択します。

ステップ 2

ポータル ツリーからポートレットを選択し、[権限（Permissions）] をクリックします。

ステップ 3

[権限の追加（Add Permission）] をクリックします。

ステップ 4

[オブジェクトタイプ（Object Type）] ドロップダウンリストから、[組織単位（Organizational Units）]、
[グループ（Group）]、[ユーザ（Person）]、または [役割（Role）] を選択します。

ステップ 5

オブジェクトの名前のすべてまたは一部を検索ボックスに入力し、[検索（Search）] をクリックします。
指定したタイプのすべてのオブジェクトを表示するには、検索ボックスを空白のままにします。 特定のパ
ターンと名前が一致するオブジェクトを表示するには、検索文字列にワイルドカード文字（*）を使用し
ます。

ステップ 6

権限を付与する行をクリックします。 複数の行を選択するには、Shift- クリックと Ctrl- クリックを使用
します。

ステップ 7

[権限の種類（Permission To）] ドロップダウンリストから、[読み取り（Read ）] または [読み取り/書き込
み（Read / Write）] を選択します。

ステップ 8

[追加（Add）] をクリックします。

ユーザが「ポートレットの管理」機能を持っている場合、ポートレットの権限は、ユーザが Portal
Designer においてアクセスできるポートレットも制御します。 ポートレットを作成するユーザに
は、そのポートレットに対するすべてのアクセス権限が自動的に付与されます。

（注）

RBAC フィルタリングは、権限の割り当てに使用可能なオブジェクトに適用されます。 つま
り、[権限の追加（Add Permission）] ペインで組織、人、グループ、およびロールを検索した
り、組織、人、グループ、およびロールを追加した後に権限サマリー グリッドで表示したり
するには、ポータル設計者がこれらに対する読み取り/書き込み権限を持っている必要があり
ます。 そのポートレットをすべてのユーザが表示できるようにするには、ポートレット設計
者が、すべての部門の親である「包括的な」組織に読み取り権限を割り当てます。 または、
組織設計者と連携して、ポートレットの権限を Organization Designer モジュールの「任意のユー
ザ」ロールに付与します。

HTML ポートレットと JavaScript ポートレットの定義
HTML ポートレットおよび JavaScript ポートレットでは、自由形式のポートレットを定義し、こ
れらのポートレットをポータルページ内で使用する機能が提供されます。これらのポートレット
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は、Portal Designer 内ですべての定義およびメンテナンスを行えます。 ポートレットは、この項
で説明するコーディング ルールに準拠する必要があります。
HTML ポートレットおよび JavaScript ポートレットの場合は、HTML または JavaScript コードを使
用してポートレットに表示されるすべてのデータが提供されるため、[表示（View）] および [フィ
ルタ（Filter）] サブタブは無効になっています。
HTML ポートレット
HTML ポートレットは、HTML スニペットまたは URL により構成されます。
HTML ポートレットを定義すると、[表示（View）] サブタブは、以下のようになるようにコンテ
ンツを調整します。
• [ビュータイプ（View Type）] はデフォルトで [Webページ（Web Page）] に設定されます。
• 設計者はポートレットのサブタイプ（HTML または URL）を指定できます。
• 適切なタイプのテキストのデータ入力を行うための編集ウィンドウが表示されます。
URL
URL は、指定した Web ページへのハイパーリンクです。 URL には、外部の Web サイトへの絶対
参照または Service Catalog ページへの相対参照を使用できます
（例：/RequestCenter/myservices/navigate.do?query=orderform&sid=14）。
認証設定を URLベースのポートレットに任意で関連付けることにより、外部サイトに自動ログイ
ンできます。 外部サイト認証の共通の設定は、Portal Designer の [ポータル設定（Portal Settings）]
タブで定義します。 各ユーザのクレデンシャルのメンテナンスは、ポータル フロントエンドの
[パスワードの編集（Edit Password）] タブを使用して行います。 外部サイト認証の設定に関する
さまざまなオプションの詳細については、表 81：ポータル設定オプションの表の表の認証設定
フィールドを参照してください。
HTML スニペット
HTML スニペットには次のものを含めることができます。
• ポートレットの一部にスタイルを適用するための <div> タグ
• <script> 定義や、ローカル スクリプト（HTML スニペット内に定義）に定義されている
JavaScript 関数の呼び出し。
ポータルはページ本体の一部としてレンダリングされるため、スニペットには <head> または
<body> タグが含まれていないことを確認します。
JavaScript ポートレット
JavaScript ポートレットでは、動的なコンテンツを表示し、JavaScript のすべての機能を使用でき
ます。 ExtJS はポータル フロントエンドにおいて使用する UI フレームワークであるため、JavaScript
ポートレットのユーザ インターフェイスは、ExtJS の関数を使用して記述する必要があります。
詳細については、Sencha の Web サイトを参照してください。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
343

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットの設定

コンテンツ ポートレットと同様に、JavaScript ポートレットは Service Catalog 内で使用可能なデー
タにより構成できます。このデータには、REST API を使用してアクセスできます。 使用可能な
API の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照してください。
JavaScript ポートレットを定義すると、[表示（View）] サブタブが [JavaScript] に設定され、コー
ドを入力するためのテキスト領域が設けられます。
例：REST API および EXTJS を使用したグリッド ポートレットの作成
REST API と EXTJS を使用してグリッド ポートレットを作成する場合の主要な概念については、
コード スニペットの例と共に次の各項で説明します。
1 REST API からポートレットに表示するデータを取得します。 「REST API からのデータの取
得」を参照してください。
2 ポートレットにデータを表示するためのグリッドを作成します。 「EXTJS グリッドにおける
データのレンダリング」を参照してください。
REST API からのデータの取得

ステップ 1

必要なコンテンツ タイプおよびフィルタリング方法に基づいて、使用する適切な REST API を特定しま
す。
たとえば、ポートレットを使用して特定のカテゴリのオーダー可能なサービスをすべて表示する場合、使
用する REST API は次のようになります。

ステップ 2

REST API の定義に従って、コンテンツ タイプのすべての属性を含む配列を定義します。
例：
fieldList = [ "serviceId",
"serviceName",
"description",
"topDescription",
"middleDescription",
"bottomDescription",
"pricingScheme",
"revisionNumber",
"status",
"statusId",
"expectedDuration",
"expectedDurationUnits",
"price",
"priceDisplaySchemaId",
"priceDescription",
"canStartLater",
"isBundle",
"dateQualityId",
"serviceLevelDescription",
"isOrderable",
"isReportable",
"serviceURL"];

ステップ 3

REST HTTP GET コールのプロキシを作成します。
例：
var proxy = new Ext.data.HttpProxy({
url: '/RequestCenter/nsapi/definition/servicedefs',
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method: 'GET'
});

ステップ 4

結果セットの XML データ ストアを作成します（パラメータを定義する XML リーダーを含む）。
例：
var store = new Ext.data.XmlStore({
autoDestroy: true,
storeId: 'myStore',
proxy: proxy,
root : "services",
record: 'service',
idPath: 'rowId',
totalProperty: '@totalCount',
autoLoad: true,
paramNames: {
start: 1,
limit: 10,
catName : 'Sample Category'
},
fields: fieldList

（注）

REST API 以外に、AJAX コールを呼び出して、ポートレットのコンテンツを提供する他のソー
スからデータを取得できます。
EXTJS グリッドにおけるデータのレンダリング

ステップ 1

コンテンツの表示に使用するグリッドの列および外観の配列を定義します。
例：
displayList = [
{id: 'id', header: 'Id', width: 50, sortable: true, dataIndex: 'serviceId'},
{header:'Service Id',dataIndex: 'serviceId',hidden:true},
{header:'Service Name',dataIndex: 'serviceName'},
{header:'Description',dataIndex: 'description'},
{header:'Top Description',dataIndex: 'topDescription',hidden:true},
{header:'Middle Description',dataIndex: 'middleDescription',hidden:true},
{header:'Bottom Description',dataIndex: 'bottomDescription',hidden:true},
{header:'Pricing Scheme',dataIndex: 'pricingScheme',hidden:true},
{header:'Revision Number',dataIndex: 'revisionNumber',hidden:true},
{header:'Status',dataIndex: 'status'},
{header:'Status Id',dataIndex: 'statusId',hidden:true},
{header:'Expected Duration',dataIndex: 'expectedDuration',hidden:true},
{header:'Expected Duration Units',dataIndex: 'expectedDurationUnits',hidden:true},
{header:'Price',dataIndex: 'price',hidden:true},
{header:'Price Display Schema Id',dataIndex: 'priceDisplaySchemaId',hidden:true},
{header:'Price Description',dataIndex: 'priceDescription',hidden:true},
{header:'Can Start Later',dataIndex: 'canStartLater',hidden:true},
{header:'Is Bundle',dataIndex: 'isBundle',hidden:true},
{header:'Date Quality Id',dataIndex: 'dateQualityId',hidden:true},
{header:'Service Level Description',dataIndex: 'serviceLevelDescription',hidden:true},
{header:'Is Orderable',dataIndex: 'isOrderable',hidden:true},
{header:'Is Reportable',dataIndex: 'isReportable',hidden:true},
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{header:'Service URL',dataIndex: 'serviceURL'}
];

ステップ 2

前述の手順で定義した列の配列およびデータ ストアを使用して、EXTJS グリッドを作成します。
例：
var grid = new Ext.grid.GridPanel({
store : store,
columns : displayList,
renderTo : '#divName#',
width : "100%",
autoHeight : true,
layout : 'fit',
viewConfig : {
forceFit : true
},
tbar : [combo,filterButton],
bbar : [new Ext.PagingToolbar({
store : store,
displayInfo : true,
pageSize : 5,
params:{
startRow: 1,
recordSize: 5
}
emptyMsg : "No record found"
})]
});

カスタム コンテンツ ポートレットの設定
カスタム コンテンツは、ポータルのコンテンツのソースとして機能する、ユーザ定義のテーブル
により構成されます。これらのテーブルは、標準と同様にポートレットのデータソースとして参
照されます。 これらのテーブルは Portal Designer の [カスタム コンテンツ（Custom Content）] タ
ブで定義およびメンテナンスし、コンテンツ グループに整理します。
コンテンツ グループにより、カスタム コンテンツ テーブルを論理的にグループ化できるため、
Portal Designer におけるアクセス権限のナビゲーションおよび制御をより簡単に行えます。 読み
取り/書き込み権限をグループ レベルで付与できるため、グループ内のすべてのコンテンツ テー
ブルの管理や、個々のテーブルに対するより細かいレベルでの管理を行えます。
デフォルトで「システム」コンテンツグループを使用できます。これには、一般的に使用される
2 つのカスタム コンテンツ定義であるアナウンスとリンクが含まれ、ポータル設計者にとっての
使い勝手が向上します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
346

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットの設定

カスタム コンテンツ テーブルの作成と設定

ステップ 1

新しいカスタム コンテンツ テーブルを定義するには、[Portal Designer] > [カスタムコンテンツ（Custom
Content）] > [アクション（Actions）] > [新しいコンテンツの定義（New Content Definition）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

下記の表で規定されているようにフィールドの詳細を入力し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[コンテンツ定義（Content Definition）] タブで使用可能なタブを使用して、その定義の残りを更新します。
[コンテンツ定義（Content Definition）] は、名前、説明、および次の 4 つの属性により特徴付けられるテー
ブル列により構成されています。
• [表示名（Display Name）]：ポートレットに表示されるテーブル列のラベル
• [名前（Name）]：テーブル列の内部名（1 つのテーブル内で一意）
• [データタイプ（Data Type）]：テーブル列に保存されるデータにおいて使用可能なタイプおよび最大
値/長
• [ユニークキー（Unique Key）]：テーブル列を単独で使用するか、または他の列とともに使用してテー
ブル内のデータ行を一意に識別するかを指定。テーブルに入力した行の検証に使用されます。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5

[コンテンツデータ（Content Data）] タブで、[追加（Add）] をクリックして必要な値を入力します。 入力
する値は、コンテンツ定義で指定したデータ タイプおよび一意のキーの制限に従っている必要がありま
す。

ステップ 6

[権限（Permissions）] タブで、[権限の追加（Add Permission）] をクリックし、権限の詳細を更新します。
コンテンツのアクセス権限は、ポートレットと同様に [権限（Permissions）] タブで制御できます（ポート
レット権限の設定, （342 ページ）を参照）。
ユーザがポータル ページのコンテンツを表示するには、コンテンツ定義とデータの両方に対する読み取り
権限が必要です。

表 70：カスタム コンテンツの設定の表

フィールド

説明

表示名（Display Name）

テーブルの名前として表示する名前（自由形
式）

名前（Name）

テーブルの内部名（文字、数字、およびアン
ダースコアのみ使用可能（スペースを入れるこ
とは不可）
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フィールド

説明

コンテンツ グループ（Content Group）

カスタム コンテンツ テーブルが配置されるグ
ループ

説明（Description）

カスタム コンテンツ テーブルに関する任意の
説明

JSR ポートレットの作成と設定
Java Portlet Specification（JSR168、JSR286）規格を満たす API を使用して開発されたポートレット
は、ポータル管理ソリューションに統合できます。 Service Catalog では [サードパーティポート
レット（Third-Party Portlets）] と表示されます。 ベンダー固有の実装には、承認済み API への拡
張が含まれる場合がありますが、これはサポートされません。
JSR ポータルは、Service Catalog エンティティを処理し、表示するために、Service Catalog REST
API を使用して開発することもできます。 これらの REST API とポータル管理ソリューション内
で使用する JSR ポートレットの開発ガイドラインについては、『Cisco Prime Service Catalog Adapter
Integration Guide』を参照してください。

JSR ポートレットの設定プロセス
1 JSR ポートレットを配置します。 JSR ポートレットの展開, （348 ページ）を参照してくださ
い。
2 ポータルに JSR ポートレットを追加します。 ポータルへの JSR ポートレットの追加, （351 ペー
ジ）を参照してください。

JSR ポートレットの展開
はじめる前に
• 展開のための Pluto 固有の情報をポートレットに組み込みます。 手順については、「展開記
述子」を参照してください。
• JBoss 7 アプリケーション サーバでは、pluto.tld 内の renderSingleLine のタグをコメントアウ
トする必要があります。 手順については、「依存関係」を参照してください。
• ポートレット WAR ファイルに、ポートレット WAR ファイル内の WEB-INF フォルダの下に
配置されている jboss-deployment-structure.xml というファイルを含める必要があります。 手
順については、「依存関係」を参照してください。
• （任意）ポートレットにおいて nsAPI java クライアントが使用されている場合、関連する
Service Catalog およびサードパーティ製のライブラリをアプリケーション パッケージに含め
る必要があります。 詳細については、「nsAPI Java クライアント」を参照してください。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
348

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットの設定

展開記述子
ポータル フロントエンドでは、ポータル フレームワークに Apache Pluto 1.1 ライブラリを使用し
ます。 JSR ポートレットを Service Catalog に展開するには、展開のための Pluto 固有の情報を使用
してポートレットを構築する必要があります。 具体的には、servlet および servlet マッピングを展
開記述子（web.xml）に追加します。 この servlet（org.apache.pluto.container.driver.PortletServlet）を
使用して、ポートレットの要求をポートレットアプリケーションにディスパッチします。詳細に
ついては、Apache の Web サイトで開発に関する説明を参照してください。
次に、「CategoryPortlet」という名前のポートレットの web.xml ファイルの例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
<web-app>
<display-name>CategoryPortlet</display-name>
<description>Category Portlet</description>
<servlet>
<servlet-name>CategoryPortlet</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.pluto.container.driver.PortletServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>portlet-name</param-name>
<param-value>CategoryPortlet</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>CategoryPortlet</servlet-name>
<url-pattern>/PlutoInvoker/CategoryPortlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>

依存関係
JBoss 7 アプリケーション サーバでは、pluto.tld 内の「renderSingleLine」のタグをコメントアウト
する必要があります。
<!-<tag>
<name>renderSingleLine</name>
<tagclass>org.apache.pluto.driver.tags.PortletRenderSingleLineTag</tagclass>
<bodycontent>empty</bodycontent>
</tag>
-->

さらに JBoss モジュールへの依存を説明するために、ポートレット WAR ファイルに、ポートレッ
ト WAR ファイル内の WEB-INF フォルダの下に保存されている「jboss-deployment-structure.xml」
という名前のファイルを含める必要があります。
XML ファイルの内容の例を次に示します。
<jboss-deployment-structure>
<deployment>
<dependencies>
<module name="javax.portlet" slot="main" export="true"/>
<module name="org.apache.pluto.container.om" export="true"/>
<module name="org.apache.pluto.container.driver" export="true"/>
<module name="org.apache.pluto.tags" export="true"/>
</dependencies>
</deployment>
</jboss-deployment-structure>
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nsAPI Java クライアント
ポートレットにおいて nsAPI java クライアントが使用されている場合、関連する Service Catalog
およびサードパーティ製のライブラリをアプリケーション パッケージに含める必要があります。
これらの従属ライブラリとそれぞれの場所の詳細なリストについては、『Cisco Prime Service Catalog
Adapter Integration Guide』を参照してください。
手順
• JBoss
• WebLogic
JBoss

ステップ 1

ポートレット名を使用したサブディレクトリを「<JBOSS_HOME>\requestcenterserver\deployments」フォル
ダの下に作成します。例：<JBOSS_HOME>\standalone\deployments\<portlet_name>。

ステップ 2

作成した <portlet_name> ディレクトリにポートレットの WAR ファイルを抽出します。

ステップ 3

Apache Pluto ポータル サーバに対して展開記述子を設定していない場合は、適宜 web.xml ファイルを修正
します。 「展開記述子」を参照してください。

ステップ 4

サーバがすでに実行されている場合は、<portlet_name>.dodeploy という名前のテキスト ファイルを作成し
ます。

WebLogic

ステップ 1

「<your_domain>\applications」フォルダに、ポートレット名のサブディレクトリを作成します。次に例を
示します。
<BEA_HOME>\ user_projects\domain\<your_domain>\applications\<portlet_name>

ステップ 2

作成した <portlet_name> ディレクトリにポートレットの WAR ファイルを抽出します。

ステップ 3

Apache Pluto ポータル サーバに対して展開記述子を設定していない場合は、適宜 web.xml ファイルを修正
します。 「展開記述子」を参照してください。

ステップ 4

（クラスタ化された WebLogic 環境のみ）ポートレットで Service Catalog アプリケーションの URL を参照
する場合は、jsrportlet.properties ファイルで URL を「http://localhost:<port>/RequestCenter」として指定しま
す（<port> はクラスタの各 WebLogic サーバによって使用されるポート番号）。 つまり、URL は
「http://<host_name>/RequestCenter」として指定しないでください（<host_name> は Web サーバのコンピュー
タの名前またはクラスタの特定のサーバの名前）。

ステップ 5

WebLogic Administration Console を使用して、Service Catalog アプリケーションと同じ WebLogic サーバ（ま
たはクラスタ）にポートレット アプリケーションを展開します。

ステップ 6

WebLogic サーバ（またはクラスタ）を再起動します。
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ポータルへの JSR ポートレットの追加
正常に展開されたすべての JSR ポートレットは、Portal Designer モジュールの [JSRポートレット
（JSR Portlets）] タブに自動的に表示されます。 ポートレットは [サードパーティポートレット
（Third-Party Portlets）] フォルダに配置され、ステータスは最初に [非アクティブ（Inactive）] に
設定されます。
コンテンツ ポートレットと同様に、アクセス権限が JSR ポートレットに適用されます。

ステップ 1

[Portal Designer] > [JSRポートレット（JSR Portlets）] の順に選択します。

ステップ 2

ポートレットのステータスを [アクティブ（Active）] に設定します。

ステップ 3

必要に応じて、分かりやすいように作成者および説明を変更します。

ステップ 4

ポートレット検索を容易にするため、ポートレットに適切なキーワードを追加します。

ステップ 5

設定を保存します。

ステップ 6

[権限（Permissions）] サブタブで、該当するエンティティに読み取り権限を付与します。

ステップ 7

コンテンツ ポートレットの場合と同様に、必要なポータル ページを編集し、そのページに JSR ポートレッ
トを追加します。

ポータルからの JSR ポートレットの削除
JSR ポートレットが使用されなくなり、アプリケーション サーバから永続的に削除する前に、そ
のポートレットに対するすべての依存関係および関連付けを削除する必要があります。 それらを
削除するには、そのポートレットを含むすべてのポータル ページからそのポートレットを削除
し、そのポートレットを [JSRポートレット（JSR Portlets）] タブから削除します。 これにより、
ポートレットの権限およびサブスクリプションの削除が可能になります。 最後に、アプリケー
ション サーバからポートレットの展開を解除できます。

ポータル間での JSR ポートレットの移行
現時点では、JSR ポートレット設定のインポート/エクスポートはサポートされていません。 Service
Catalog 環境にポートレットを初めて展開する際には、JSR ポートレットの一般情報および権限を
入力する手順を手動で繰り返す必要があります。

予約済みポートレットのカスタマイズ
Service Catalog には、多数の予約済みポートレットが含まれています。[検索（Search）]、[オー
ダー（Order）]、[承認（Approvals）]、[アカウント（Account）]、[同意（Agreement）]、[請求レー
ト（Billing Rates）]、[チャージ履歴（Charge History）]、[検索（Search）]、および [ポリシーア
ラート（Policy Alert）] ポートレットは、[Portal Designer] > [ポートレット（Portlets）] ページの
[予約済みポートレット（Reserved Portlets）] フォルダにリストされています。
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次の予約済みポートレットのフィルタリング パラメータを変更できます。
• 検索ポートレット
• オーダー ステータス ポートレット
• 承認ポートレット

検索ポートレット
検索ポートレットは、My Services の「サービスの検索」機能（[次の項目を含むサービスの検索:
（Search for services containing:）] フィールド）と同じように機能します。 詳細については、My
Services のオンライン ヘルプを参照してください。
検索を実行するには、検索条件をテキスト ボックスに入力し、[検索（Search）] アイコンをクリッ
クします。

. 下のアイコンをクリックすると、

検索ボックスがクリアされます。 ワイルドカード（*）がサポートされており、大文字と小文字
を区別しない検索として実行されます。 検索条件に一致するサービスのリストが表示されるの
で、その下でサービス名をクリックすると、[サービスの概要/サマリー（ServiceOverview/Summary）]
ページがポップアップ表示されます。または [オーダー（Order）] をクリックすると [サービスの
オーダー（Service Order）] ページがポップアップ表示されます。

オーダー ステータス ポートレット
オーダー ステータス ポートレット（オーダーの追跡と表示に使用）は、My Services の [申請
（Requisitions）] タブに似ています。 オーダー ステータス ポートレットには、申請タイプと申請
ステータスでフィルタリングされた申請のリストが表示されます。

ステップ 1

左のドロップダウン メニューから、表示する要求のタイプとして [自分のオーダー（Ordered for Myself）]、
[他者のオーダー（Ordered for Others）]、または [自分の部門のオーダー（Ordered for my unit）] を選択し
ます。

ステップ 2

右のドロップダウン メニューで、要求のステータス—[準備（Preparation）]、[発注済み（Ordered）]、[実
行中（Ongoing）]、[キャンセル済み（Cancelled）]、[クローズ（Closed）]、[拒否（Rejected）]、または
[すべて（All）] を選択します。

ステップ 3

ボタンをクリックして、上のステップの選択に基づいて要求リストをフィルタリングします。
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（注）

My Services の [要求（Requisitions）] タブでフィルタの選択が変更された場合でも、フィルタ
の選択は、そのポートレットを追加するすべてのページで、各ユーザのオーダー ステータス
ポートレットに対して記憶されます。

（注）

「発注済み（Ordered）」要求ステータスは、[非同期的に送信、承認および確認（Submit,
Approve and Review Asynchronously）] 設定が [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [カ
スタマイズ（Customizations）] の [共通（Common）] セクションでオンになっている場合にの
み要求リストに表示されます。 詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration
and Operations Guide』の「Site Administration」の章を参照してください。

承認ポートレット
承認ポートレット（承認の追跡と表示に使用）は、My Services の [承認（Authorizations）] タブに
似ています。 詳細については、My Services のオンライン ヘルプを参照してください。
図 23：承認ポートレット

承認ポートレットには、承認タイプと承認ステータスでフィルタリングされた承認のリストが表
示されます。

ステップ 1

左のドロップダウン メニューから、表示する承認のタイプとして [自分の承認（My Authorizations）]、[自
分の割り当て済みと未割り当ての項目（My Assigned and Unassigned）]、または [他の人の承認（Authorizations
for Others）] を選択します。

ステップ 2

右のドロップダウン メニューで、次の承認ステータスを選択します：[実行中（Ongoing）]、[承認取得済
み（Approved）]、[拒否（Rejected）]、[確認済み（Reviewed）]、[キャンセル済み（Cancelled）]、または
[すべて（All）]。

ステップ 3

ボタンをクリックして、上のステップの選択に基づいて承認リストをフィルタリングします。
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（注）

My Services の [承認（Authorizations）] タブでフィルタの選択が変更された場合でも、フィル
タの選択は、そのポートレットを追加するすべてのページで、各ユーザの [承認（Approvals）]
ポートレットに対して記憶されます。

（注）

「実行中」ステータスは、承認リストで [承認中（Being Approved）] または [確認中（Under
Review）] として表示されます。
詳細については、サービス項目ポリシーの理解, （35 ページ）を参照してください。

ポートレットへの Service Catalog エンティティの統合
ポータル管理ソリューションでは、Service Catalog エンティティ（オブジェクト）のビューをポー
トレットに統合できます。 このような参照データでは、次のタイプのオブジェクトがサポートさ
れています。
• カテゴリ、サービス、ディレクトリ データ（人および組織）、およびタスクおよび要求での
実際のトランザクション データなど、Service Catalog エンティティの定義を表すコア エン
ティティ。
• 対応するタイプの Portal Designer で定義されたポートレットを参照する HTML/JavaScript 参
照データ。
• Service Item Manager モジュールで定義され、サービス要求によってオーダーまたは更新され
た企業資産の追跡に使用されるサービス項目
• Service Item Manager モジュールで定義され、データ入力ルールの適応、サービス項目の標準
の参照値、他のオーダー可能な資産に使用される標準の参照値
参照データは、Service Catalog エンティティの定義をすばやく参照するために使用できます。 次
の例に示すように、参照データリストパネルでオブジェクトを選択すると、参照データを構成す
る各オブジェクト内の属性のリストが [コンテンツ定義（Content Definition）] タブに表示されま
す。
[定義（Definition）] セクションに示されるすべての属性は、ポートレット ビューで使用できま
す。 これらのカラムは、次の項で詳しく説明します。

コンテンツ定義
[Portal Designer] > [参照データ（Reference Data）] > [コンテンツ定義（Content Definition）] タブに
は、ポートレットに含めることができる各エンティティの詳細がリストされます。 このサブタブ
は読み取り専用で、このサブタブによりポータル設計者はエンティティ定義をポートレットに含
める前に確認できます。
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フィールド

説明

表示名（Display Name）

Portal Designer に表示されるオブジェクトの名
前。

名前（Name）

ポートレット コンテンツ メタデータ テーブル
に格納するときのエンティティのシステム名。

コンテンツ グループ（Content Group）

コンテンツ タイプの分類で、コア エンティティ
の場合はエンティティ タイプ（定義、ディレク
トリ、またはトランザクション）、サービス項
目の場合はサービス項目グループ、標準の場合
は標準グループ。

説明

エンティティの説明。

定義（Definition）
表示名（Display Name）

エンティティを構成する属性の名前。 これは、
Portal Designer およびポートレットで表示され
る列名です。

名前（Name）

属性データを含むデータベース列の名前。

データ タイプ

属性/列のデータのタイプ。

エンティティを構成する属性に加えて、コンテンツ定義には最後の属性として 1 つ以上の「URL」
が含まれます。
ポートレット内で、URL属性は、対応するアプリケーション モジュールでエンティティ詳細また
はポップアップ ページ上のエンティティのアクション可能なビューを表示する、クリック可能な
リンクを生成します。 ユーザ インターフェイスは、これらのモジュールでの検索ビューのナビ
ゲーションでユーザに表示されるものと同じです。 唯一の違いは、エンティティのレビュー/アク
ションが完了してポップアップ ページが閉じた後、ユーザはポータルにとどまり、コンテキスト
が失われないことです。
URL リンクを介して他のモジュールにナビゲートするには、ユーザに必須となる RBAC 機能があ
ります。この機能がない場合、権限が不足しているというエラーが表示されます。

コア エンティティ
[Portal Designer] > [参照データ（Reference Data）] > [コアエンティティ（Core Entities）] タブを使
用して、ポータル設計者はアプリケーションのトランザクション データ、定義データ、および
ディレクトリ データに関する情報をポータル ユーザに公開できます。 一般的に、使用可能な属
性は、アプリケーションモジュールの該当するユーザインターフェイスに表示されるフィールド
に対応します。
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カテゴリ
カテゴリは、サービスカタログ内のサービスを参照またはオーダーする可能性のあるエンドユー
ザへの説明用に、これらのサービスをグループ化するために使用します。
表 71：カテゴリ

列（表示名）

説明

カテゴリ ID（Category ID）

カテゴリの内部 ID

カテゴリ名（Category Name）

カテゴリの名前

説明

カテゴリの説明

ルートか（isRoot）

カテゴリがルート カテゴリ、つまり、「コン
シューマ サービス」または「提供サービス」で
あるかどうか

TopDescription が有効（TopDescription Enabled） カテゴリ詳細の上部がカテゴリ プレゼンテー
ションで有効であるかどうか
上部の説明（Top Description）

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
上部で定義された HTML

TopDescription の URL

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
上部で定義された URL

MiddleDescription が有効（MiddleDescription
Enabled）

カテゴリ プレゼンテーションでカテゴリ詳細の
中部が有効であるかどうか

中部の説明（Middle Description）

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
中部で定義された HTML

MiddleDescription の URL

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
中部で定義された URL

BottomDescription が有効（BottomDescription
Enabled）

カテゴリ プレゼンテーションでカテゴリ詳細の
下部が有効であるかどうか

下部の説明（Bottom Description）

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
下部で定義された HTML

BottomDescription の URL

カテゴリ プレゼンテーションのカテゴリ詳細の
下部で定義された URL

カテゴリ イメージ（Category Image）

Request Center.war 内のカテゴリ イメージの相
対 URL
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列（表示名）

説明

CatalogType ID

カテゴリ タイプの内部 ID で、1 はコンシュー
マ サービス カテゴリ、2 は提供サービス カテ
ゴリ

説明 URL（Description URL）

（未使用）

カテゴリ URL（My Services）（Category URL
(My Services)）

[My Services] – [カテゴリの概要（Category
Overview）] タブでカテゴリにアクセスするた
めの相対 URL リンク

サービス ID（Service ID）

サービスの内部 ID

サービス名（Service Name）

サービスの名前

説明

サービスの説明

上部の説明（Top Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[概要（Overview）] セクションで定義された
HTML で、表示を [表示（Show）] に設定した
場合のみ表示

中部の説明（Middle Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[詳細（More Details）] セクションで定義された
HTML で、表示を [表示（Show）] に設定した
場合のみ表示

下部の説明（Bottom Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[サービス フォーム（Service Form）] セクショ
ンで定義された HTML で、表示を [表示
（Show）] に設定した場合のみ表示

改訂番号（RevisionNumber）

サービスの内部バージョン番号

価格の説明

サービスの価格の設定方式の説明で、[概算価格
の設定（Pricing Summary）] の表示を [コストと
価格の両方を表示する（Display both cost and
price）] または [価格のみ表示する（Display only
price）] に設定した場合のみ表示

価格設定方式（Pricing Scheme）

サービスの価格設定方式で、[概算価格の設定
（Pricing Summary）] の表示を [コストと価格の
両方を表示する（Display both cost and price）]
または [価格のみ表示する（Display only price）]
に設定した場合のみ表示
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列（表示名）

説明

バンドルか（IsBundle）

サービスがバンドルであるかどうか

オーダー可能か（IsOrderable）

サービスがオーダー可能であるかどうか

レポート可能か（IsReportable）

サービスが Advanced Reporting モジュールでレ
ポート可能であるかどうか

サービス レベルの説明（Service Level
Description）

サービスの一般情報で定義されているサービス
レベルの説明

ステータス（Status）

サービスのステータスで、有効値は [アクティ
ブ（Active）] および [非アクティブ（Inactive）]

ステータス ID（Status ID）

サービスのステータスの内部 ID で、有効値は
1（アクティブ）、2（非アクティブ）

予定期間（Expected Duration）

サービスの予定期間（時）

予定期間の単位（Expected Duration Units）

サービスを表示するときに使用する測定単位
で、有効値は [営業日（Business Days）] および
[時間（Hours）]

価格

サービスの価格で、[概算価格の設定（Pricing
Summary）] の表示を [コストと価格の両方を表
示する（Display both cost and price）] または [価
格のみ表示する（Display only price）] に設定し
た場合のみ表示

後で開始できるか（Can Start Later）

サービスを後で提供することを許可するかどう
か

日付品質 ID（Date Quality ID）

サービスに定義された予測方式で、有効値は次
のとおりです。
2（タスクの期間から予定日を予測）
3（標準期間を使用して予定日を概算）
4（予定日を予測しない）

サービスの画像（Service Image）

RequestCenter.war 内の servlet 参照形式のサービ
ス イメージの相対 URL リンク

サービス URL（Service URL）

[My Services サービス概要（My Services Service
Overview）] ページでサービスにアクセスする
ための参照先 URL リンク
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列（表示名）

説明

サービス オーダー URL（Service Order URL）

[My Services サービス オーダー（My Services
Service Order）] ページでサービスにアクセスす
るための参照先 URL リンク

オーダーモード（Ordering Mode）

サービスに定義されたオーダー モード。 値は
次のとおりです。
• 有効なレビューを追加（Add review
enabled）
• 無効なレビューを追加（Add review
disabled）
• 1クリック（1-Click）
• 詳細については、「サービスの作成」を参
照してください。

価格の計算（Compute Price）

サービスの価格を計算するために定義された
値。 設定可能な値は [True] または [False] です。

サービス
表 72：サービス

列（表示名）

説明

サービス ID（Service ID）

サービスの内部 ID

サービス名（Service Name）

サービスの名前

説明

サービスの説明

上部の説明（Top Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[概要（Overview）] セクションで定義された
HTML で、表示を [表示（Show）] に設定した
場合のみ表示

中部の説明（Middle Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[詳細（More Details）] セクションで定義された
HTML で、表示を [表示（Show）] に設定した
場合のみ表示
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列（表示名）

説明

下部の説明（Bottom Description）

サービス プレゼンテーションのサービス詳細の
[サービス フォーム（Service Form）] セクショ
ンで定義された HTML で、表示を [表示
（Show）] に設定した場合のみ表示

改訂番号（RevisionNumber）

サービスの内部バージョン番号

価格の説明

サービスの価格の設定方式の説明で、[概算価格
の設定（Pricing Summary）] の表示を [コストと
価格の両方を表示する（Display both cost and
price）] または [価格のみ表示する（Display only
price）] に設定した場合のみ表示

価格設定方式（Pricing Scheme）

サービスの価格設定方式で、[概算価格の設定
（Pricing Summary）] の表示を [コストと価格の
両方を表示する（Display both cost and price）]
または [価格のみ表示する（Display only price）]
に設定した場合のみ表示

バンドルか（IsBundle）

サービスがバンドルであるかどうか

オーダー可能か（IsOrderable）

サービスがオーダー可能であるかどうか

レポート可能か（IsReportable）

サービスが Advanced Reporting モジュールでレ
ポート可能であるかどうか

サービス レベルの説明（Service Level
Description）

サービスの一般情報で定義されているサービス
レベルの説明

ステータス（Status）

サービスのステータスで、有効値は [アクティ
ブ（Active）] および [非アクティブ（Inactive）]

ステータス ID（Status ID）

サービスのステータスの内部 ID で、有効値は
1（アクティブ）、2（非アクティブ）

予定期間（Expected Duration）

サービスの予定期間（時）

予定期間の単位（Expected Duration Units）

サービスを表示するときに使用する測定単位
で、有効値は [営業日（Business Days）] および
[時間（Hours）]
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列（表示名）

説明

価格

サービスの価格で、[概算価格の設定（Pricing
Summary）] の表示を [コストと価格の両方を表
示する（Display both cost and price）] または [価
格のみ表示する（Display only price）] に設定し
た場合のみ表示

後で開始できるか（Can Start Later）

サービスを後で提供することを許可するかどう
か

日付品質 ID（Date Quality ID）

サービスに定義された予測方式で、有効値は次
のとおりです。
2（タスクの期間から予定日を予測）
3（標準期間を使用して予定日を概算）
4（予定日を予測しない）

サービスの画像（Service Image）

RequestCenter.war 内の servlet 参照形式のサービ
ス イメージの相対 URL リンク

サービス URL（Service URL）

[My Services サービス概要（My Services Service
Overview）] ページでサービスにアクセスする
ための参照先 URL リンク

サービス オーダー URL（Service Order URL）

[My Services サービス オーダー（My Services
Service Order）] ページでサービスにアクセスす
るための参照先 URL リンク

オーダーモード（Ordering Mode）

サービスに定義されたオーダー モード。 値は
次のとおりです。
• 有効なレビューを追加（Add review
enabled）
• 無効なレビューを追加（Add review
disabled）
• 1クリック（1-Click）

価格の計算（Compute Price）

サービスの価格を計算するために定義された
値。 設定可能な値は [True] または [False] です。
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エージェント（Agents）
エージェントは、Service Catalog サービス要求と他社製システム（ヘルプデスク、在庫制御システ
ム、購買システムなどの外部アプリケーション）の間のインターフェイスを提供するために、
Service Link（Service Catalog の統合ハブ）によって使用されます。
列（表示名）

説明

エージェント ID（Agent ID）

エージェントの内部 ID

エージェント名（Agent Name）

エージェントの名前。

説明

エージェントの説明

ステータス ID（Status ID）

エージェント ステータスの内部 ID で、有効値
は 1（アクティブ）、2（非アクティブ）

操作

Service Designer のタスク一般情報に表示され
る、エージェントが実行するアクション

コンテキスト タイプ ID（Context Type ID）

外部タスクのコンテキストの内部 ID で、有効
値は 1（サービス タスク）、2（サービス項目
タスク）

受信アダプタ名（Inbound Adapter Name）

受信アクションに使用するアダプタの名前

送信アダプタ名（Outbound Adapter Name）

送信アクションに使用するアダプタの名前

受信変換（InboundTransformation）

受信ドキュメントに使用する変換の名前

送信変換（OutboundTransformation）

送信ドキュメントに使用する変換の名前

失敗した電子メール（Failed Email）

障害に使用する電子メール通知の名前

ステータス（Status）

エージェントのステータスで、有効値は [アク
ティブ（Active）]、[非アクティブ（Inactive）]

エージェント URL（Agent URL）

[サービスリンクマネージャ統合（Service Link
Manager Integration）] タブでエージェントにア
クセスするための参照先 URL リンク

申請
要求は、Service Catalog ユーザによって送信されたサービス要求です。
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表 73：申請

列（表示名）

説明

申請

申請の内部 ID

名前（Name）

申請の表示名で、通常は申請に含まれる最初の
サービス

依頼者 ID（Initiator Id）

申請の依頼者の個人 ID

カスタマー ID（Customer Id）

申請のカスタマーの個人 ID

予定期間（Expected Duration）

（未使用）

実際の期間（Actual Duration）

要求を完了するまでの実際の時間（時）

予定日

申請に対する履行完了の予定日付

終了日（Closed Date）

申請の処理完了（終了ステータスとなった）日
付

予定コスト（Expected Cost）

申請の価格

ステータス（Status）

要求のステータスで、有効値は [実行中
（Ongoing）]、[クローズ（Closed）]、[拒否
（Rejected）]、[キャンセル済み（Cancelled）]、
[提供がキャンセルされました（Delivery
Cancelled）]

依頼者

申請の依頼者の姓名

カスタマー

申請のカスタマーの姓名

請求先

申請のカスタマーのホーム組織の名前

送信日（Submit Date）

申請が送信された日付

申請 URL（Requisition URL）

My Services で申請の詳細ページにアクセスする
ための参照先 URL リンク

承認
承認は、サービス リクエストの実施の完了と共に必要な承認またはレビューです。 列は My Services
の [承認（Authorization）] タブに表示される列をカバーしています。
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表 74：承認

列（表示名）

説明

申請

タスクに関連付けられた申請 ID

合計価格（Total Price）

タスクに関連付けられた申請の合計価格

予定日（Due On）

タスクの予定日

タスク名（Task Name）

タスクの名前

サービス名（Service Name）

承認に関連付けられたサービスの名前。 承認の
ための複数のサービスがある場合は、最初の
サービス名だけが表示されます。

カスタマー

{FirstName LastName} : {OU Name} の形式で表
される、関連付けられた申請のカスタマーの名
前とホーム組織

実行者

タスクの実行者の姓名

ステータス（Status）

承認タスクのステータスで、有効な値は [確認
中（Under review）]、[承認中（Being
approved）]、[確認済み（Reviewed）]、[承認取
得済み（Approved）]、[拒否（Rejected）]

[プライオリティ（Priority）]

承認タスクの優先度で、有効値は[高（High）]、
[標準（Normal）]、[低（Low）]

承認 ID（Authorization ID）

タスクの内部 ID（タスク ID またはアクティビ
ティ ID）

承認 URL（Authorization URL）

Service Manager でタスクのデータ ページにアク
セスするための相対 URL リンク

タスク
タスクは要求に関連付けられたアクティビティで、確認、承認、および実施のタスクを含みます。
列は Service Manager の [ホーム（Home）] タブに表示される列をカバーしています。
表 75：タスク

列（表示名）

説明

タスク ID（Task Id）

タスクの内部 ID（aka アクティビティ ID）
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列（表示名）

説明

タスク名（Task Name）

タスクの名前

申請

タスクに関連付けられた申請 ID

予定日

承認タスクの予定日

サービス名（Service Name）

タスクに関連付けられたサービスの名前

依頼者

タスクに関連付けられた申請の依頼者の姓名

カスタマー組織（Customer OU）

関連する申請のカスタマーのホーム組織の名前

カスタマーの名前（Customer Name）

タスクに関連付けられた申請の依頼者の姓名

実行者

タスクが個人に割り当てられている場合の、タ
スクの実行者の姓名

キュー（Queue）

タスクがキューに割り当てられている場合の、
タスクの実行に割り当てられたキューの名前

ステータス（Status）

タスクのステータスで、有効値は [新規
（New）]、[実行中（Ongoing）]、[確認中
（Under review）]、[承認中（Being approved）]、
[完了（Completed）]、[確認済み（Reviewed）]、
[承認取得済み（Approved）]、[拒否
（Rejected）]、[スキップされました
（Skipped）]、[キャンセルされました
（Cancelled）]、[スケジュール済み
（Scheduled）]、[確認送信済み（Review
Submitted）]、[承認送信済み（Approval
Submitted）]

開始予定日（Scheduled Start Date）

タスクの開始予定日

実行（Effort）

タスクに見積もられた工数

タスク URL（Task URL）

Service Manager でタスクのデータ ページにアク
セスするための相対 URL リンク

組織
組織は、ユーザが所属する部門およびサービス チームです。
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表 76：Organization Unit

列（表示名）

説明

組織名（OrganizationUnit Name）

組織の名前

説明

組織の説明

組織 ID（Organizational Unit ID）

組織の内部 ID

親 ID（Parent ID）

親組織の内部 ID

親名（Parent Name）

親組織の名前

組織タイプ ID（Organizational Unit Type ID）

組織単位タイプの内部 ID で、有効値は 1（営業
部門）、2（サービス チーム）

ステータス ID（Status ID）

組織のステータスの内部 ID で、有効値は 1（ア
クティブ）、2（非アクティブ）

ステータス（Status）

組織のステータスで、有効値は [アクティブ
（Active）]、[非アクティブ（Inactive）]

マネージャ ID（Manager ID）

組織のマネージャの役職に割り当てられた人の
個人 ID

マネージャ名（Manager Name）

組織のマネージャの役職に割り当てられた人の
姓名

請求可能か（isBillable）

組織が請求可能としてマーク付けされているか
どうか

組織 URL（Organizational Unit URL）

Organization Designer で組織の一般情報ページに
アクセスするための参照先 URL リンク

人物
個人は、Organization Designer で定義された個別のユーザです。
表 77：ペルソナ（Personas）

列（表示名）

説明

個人 ID（Person ID）

個人の内部 ID

名

個人の名
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列（表示名）

説明

姓

個人の姓

E メール

個人の電子メール アドレス

ホーム組織 ID（HomeOrganizationalUnit ID）

個人のホーム組織の内部 ID

ホーム組織名（HomeOrganizationalUnit Name） 個人のホーム組織の名前
タイム ゾーン ID（TimeZone ID）

個人のタイム ゾーンの内部 ID

TimeZone名前（TimeZone Name）

個人の時間帯の名前

ログイン名（Login Name）

個人のログイン名

生年月日（Birth Date）

個人の生年月日

雇用日（Hire Date）

個人の雇用日

役職（Title）

個人の役職

従業員コード（Employee Code）

個人の従業員コード

ロケール ID（Locale ID）

個人のロケールの内部 ID

言語コード（Language Code）

個人の表示言語の内部 ID

言語名（Language Name）

個人の表示言語

スーパーバイザ ID（Supervisor ID）

個人のスーパーバイザの個人 ID

スーパーバイザ名（Supervisor Name）

個人のスーパーバイザの名前

ステータス（Status）

個人のステータスで、有効値は [アクティブ
（Active）]、[非アクティブ（Inactive）]

個人 URL（Person URL）

Organization Designer で個人の一般情報ページに
アクセスするための相対 URL リンク

グループ（Groups）
グループは、組織または人のユーザ定義グループで、作業、ロール、権限の割り当てに使用でき
ます。
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表 78：グループ（Groups）

列（表示名）

説明

グループ ID（Group ID）

グループの内部 ID

グループ名（Group Name）

グループの名前。

説明

グループの説明。

ステータス ID（Status ID）

グループのステータスの内部 ID で、有効値は
1（アクティブ）、2（非アクティブ）

ステータス（Status）

グループのステータスで、有効値は [アクティ
ブ（Active）]、[非アクティブ（Inactive）]

親 ID（Parent ID）

グループの親の内部 ID

親名（Parent Name）

グループの親の名前

グループ URL（Group URL）

Organization Designer でグループの一般情報ペー
ジにアクセスするための相対 URL リンク

HTML/JavaScripts
HTML/JavaScripts オブジェクトは、Portal Designer で設計された HTML/JavaScript ポートレットで
す。

サービス項目（Service Items）
システム定義およびユーザ定義の両方のサービス項目をポートレットの表示に使用できます。
ユーザ定義サービス項目の場合、属性名とデータ タイプはサイトで定義したものに対応します—
詳細については、サービス カタログ設計チームに確認してください。

標準（Standards）
システム定義およびユーザ定義の両方の標準をポートレットの表示に使用できます。 ユーザ定義
の標準の場合、属性名とデータ型はサイトで定義したものに対応します。詳細については、サー
ビス カタログ設計チームに確認してください。
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ポータル ページの設定
ポートレットの定義、アクティブ設定および適切な権限付与によりユーザが使用できるようにな
ると、そのポートレットをポータル ページに組み込むことができます。 ポータル ページの設定
には、次の 2 つの方法を使用できます。
• ポータル設計者は、そのレイアウト特性を指定し、適切なポートレットを組み込むことによ
り、ページを事前に設定できます。
• ポータルのエンド ユーザは、権限を持つポートレットを各自のページに動的に組み込み、
ポータル ページを任意で保存できます。

ポータル ページの作成

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポータルページ（Portal Pages）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクション（Actions）] ドロップダウン矢印をクリックし、ポータル ページとページ グループの両方を
作成するための適切なオプションを選択します。 すべてのポータル ページは、1 つのポータル ページ グ
ループに含まれている必要があります。
ページ グループはポータル ページのコンテナとして機能し、これにより、Portal Designer でのアクセス権
限のナビゲーションおよび制御をより簡単に行えます。 これらのページ グループに対する読み取り権限
を持っているユーザのみが Service Portal モジュールでそれらを表示できます。
Service Catalog には、2 つの事前設定済みのページ グループが含まれており、どちらも Service Portal モ
ジュールに表示されます。
• [システム（System）]：このポータル ページ グループは、サイト全体の情報用に予約されています。
サイト ホームページは、このページ グループにあります。
• [マイワークスペース（My Workspace）]：このポータル ページ グループはすべてのユーザがアクセ
ス可能で、ユーザは自分のポータル ページを配置できます。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

要件に応じて、次の操作を実行してポータル ページを設定します。
• ページ設定の変更, （370 ページ）
• ポータル ページへのポートレットの追加, （373 ページ）
• ポータル ページ権限の付与, （374 ページ）
• 登録済みユーザの設定, （375 ページ）
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ページ設定の変更
ポータル ページを作成後、[全般（General）] タブを使用してページ設定を確認または変更しま
す。グループにすでに関連付けられた権限があるため、いったん指定したポータルページのペー
ジ グループを変更することはできません。
[一般（General）] の情報により、ページのルックアンドフィール（ページのカラー スキーム（テー
マ）やレイアウトなど）が決まります。

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポータルページ（Portal Pages）] > [全般（General）] の順に選択します。

ステップ 2

次の表にまとめられているように、ポータル ページに関する一般情報を指定するためのフィールドを設定
します。
表 79：ポータル ページの [全般（General）] タブのフィールドの説明

フィールド

説明

ステータス（Status）

ポータル ページの現在のステータス。値は [アク
ティブ（Active）] および [非アクティブ
（Inactive）]。
すべてのポータル ページは「アクティブ」ステー
タスで作成されます。 ページ ステータスを [非アク
ティブ（Inactive）] に設定すると、ポータル ページ
は、Service Catalog から非表示になります。 その時
点で、そのページをサブスクライブしているユーザ
は、ページが削除されるまでサブスクリプション
レコードに残ったままになります。 非アクティブ
なページが人または組織単位のランディング ペー
ジとしてマークされたままになっている場合、その
設定は無視され、代わりにユーザが最初に Service
Portal.Catalog に移動した際の組織単位のホームペー
ジ（定義されている場合）またはサイトホームペー
ジがランディング ページとなります。

名前（Name）
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フィールド

説明

テーマ（Theme）

ポータル ページの表示に使用されるデフォルトの
テーマ。
Portal Manager ソリューションは、一連の「テー
マ」、カラー スキーム、およびスタイルと共に配
信されます。 ポータル ページは、デフォルトでは
「Gray」テーマを使用するように設定されます。
ポータル ページは、ポータル設計者および「ポー
タルページテーマの管理」機能を持つポータルユー
ザの両方による、他の事前設定済みテーマを使用す
るように設定できます。 ポータルによって使用さ
れるテーマおよびスタイルの詳細については、
『Cisco Prime Service Catalog Administration and
Operations Guide』を参照してください。

ステップ 3

ページグループ（Page Group）

ポータルページが割り当てられたページグループ。

レイアウト（Layout）

ポータル ページのレイアウト。 使用可能なレイア
ウトの詳細については、後述の説明を参照してくだ
さい。

作成者（Author）

作成者の名前および作成者に関するその他の必要に
応じたコメントを含むテキストフィールド。デフォ
ルト値はポータル ページを作成したユーザの名前
です。

このページを公開する（Make this page public）

ポータル ページを公開すると、他のユーザに対し
てページが表示可能になります。 適切な権限を持
つユーザは、そのページをサブスクライブできま
す。

レイアウト設定を変更します。
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ポータル ページは、縦方向または縦方向と横方向の組み合わせによる、セクションおよび列に分割できま
す。 次に、使用可能なページ レイアウト形式の概要を示します。
図 24：ページ レイアウト

[レイアウト設定（Layout Configuration）] の追加のプロパティはポートレットの定義から継承され、ペー
ジ単位で上書きできます。
表 80：レイアウト設定の表

フィールド

説明

セクション0列<n>幅（Section 0 Column <n> Width） [レイアウト（Layout）] の列ごとに、列が占めるブ
ラウザの幅の割合を指定できます。 この割合は 100
パーセントを超えないようにします。
使用可能なセクションの番号は、選択したレイアウ
トに応じて異なります。
ポートレットの枠（Portlet Borders）

各ポートレットの周囲に境界線を表示する場合は
[True]（表示しない場合は [False]）。

ポートレットのヘッダー（Portlet Headers）

グリッドの列ヘッダーを表示する場合は [True]（表
示しない場合は [False]）。
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ポータル ページへのポートレットの追加
ポータル ページ上にポートレットを組み込み、ポートレットの外観の設定、ページ上のポート
レット設定の変更、またはページからのポートレットの削除を行うには、[ポートレット（Portlets）]
サブタブを使用します

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポータルページ（Portal Pages）] > [ポートレット（Portlets）] の順に選択します。

ステップ 2

[ページにポートレットを追加する（Add Portlets to Page）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて、キーワードを入力し、[検索（Search）] をクリックすれば、表示されるポートレットをフィ
ルタリングできます。

ステップ 4

目的のポートレットが見つかるまで、表示するポートレット グループを展開します。 右側のペインにサ
マリー/説明を表示するには、ポートレットの名前を強調表示します。 ページにポートレットを組み込む
には、ポートレット名の左側にあるチェック ボックスを選択します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックして、選択したポートレットをページに追加します。

ページにポートレットを追加すると、デフォルトではポートレットは最初のセクションに配置さ
れ、ページ上で最後に表示されるように設定されます。 グリッドの [セクション（Section）]、[行
（Row）]、および [列（Column）] の情報は、ページ上でのポートレットの位置を示します。 こ
れらのフィールドの値は直接は変更できませんが、設計者は、[上へ移動（Move Up）] ボタンま
たは [下へ移動（Move Down）] ボタンをクリックしてポートレットを強調表示することでポート
レットの位置を変更できます。
ポートレットの位置を大幅に入れ替える必要があるときは、設計者はポータル フロントエンド
で、ページをポータルに追加し、マウス コントロールを使用してページ上の目的の場所にポート
レットをドラッグすることもできます。
複数のセクションに分かれているレイアウトのページ（たとえば、1-2 列、1-2-1 列、または 2-2
列）で、2 番目のセクションまたは 3 番目のセクションにポートレットを配置するには、ポータ
ル フロントエンドでページを編集し、マウスを使用してポートレットをページの下部にドラッグ
し、2 番目のセクションの枠が表示されたらポートレットをドロップします。 3 番目のセクショ
ンは、ページ レイアウトで使用可能な場合は、1 つ以上のポートレットが 2 番目のセクションに
配置されている場合にのみ表示されます。
表示されるプロパティの多くは、ポートレット定義から継承されます。 これらの一部（[名前
（Name）]、[ラベル（Label）]、[タイプ（Type）]、[グループ（Group）]）は、ポートレットの設
定の変更によってのみ変更できます。 これらのプロパティを変更するには、[名前（Name）] をク
リックして [ポートレット（Portlets）] タブに移動します。 継承された残りのプロパティは、ペー
ジ単位で上書きできます。
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ポータル ページ権限の付与
ポータル ページ グループまたはポータル ページを作成するユーザには、オブジェクトに対する
すべてのアクセス権限が自動的に付与されます。 ポータル ページ グループについては、読み取
り/書き込み権限以外に次の権限もユーザに付与されます。
• [グループ内のすべてのページの読み取り（Read all pages in the group）] – ユーザは Portal
Designer のページ グループ内のすべてのページを表示できます。 また、ポータル フロント
エンドでページ グループ内のすべての公開ページをサブスクライブできます。
• [グループ内のすべてのページの書き込み（Write all pages in the group）] – ユーザは Portal
Designer のページ グループ内のすべてのページの設定と定義を編集できます。 また、ユーザ
はポータル フロントエンドでページの編集モードを開始できます。
これらの権限を持たないユーザは、各自が読み取り/書き込み権限を持つ個々のページにのみアク
セスできます。 ポートレットの場合と同様に、設計者はポータル ページ グループおよびポータ
ル ページの [権限（Permissions）] サブタブを使用して、ポータル オブジェクトにアクセスできる
ユーザおよび付与するアクセスのタイプを指定できます。

ステップ 1

[Portal Designer] > [ポータルページ（Portal Pages）] > [権限（Permissions）] の順に選択します。

ステップ 2

[権限の追加（Add Permission）] をクリックします。

ステップ 3

権限を設定するには、詳細についてポートレット権限の設定, （342 ページ）を参照してください。

以前のリリースから現在のリリースにアップグレードした場合は、「任意のユーザ」ロールに次
の権限が自動的に割り当てられています。
• システム ページ グループでの読み取り権限
• [マイワークスペース（My Workspace）] ページ グループでの読み取り/書き込み権限
• [サイトホームページ（Site Home Page）] ポータル ページでの「読み取り」権限
さらに、必要に応じて、「任意のユーザ」ロールから権限を削除し、それを他のロールに割り当
てる必要があります。

サイト ホームページの設定
サイト ホームページは [システム（System）] ポータル ページ グループ内に自動的に作成されま
す。 サイト管理者ロールを持つユーザには、このポータル ページに対する Portal Designer での読
み取り/書き込み権限が付与されます。 これらのユーザはページを編集したり、他のユーザにペー
ジへのアクセス権を付与したりでき、これにより、ポータル ユーザにとって関心のあるサイト全
体の情報が含まれるようにページを設定できます。
ページに対する読み取り権限は「任意のユーザ」ロールに付与されます。 ユーザのホーム組織に
おいてデフォルトのランディング（リンク先）ページが定義されておらず、ユーザが自分のラン
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ディング（リンク先）ページの環境設定を設定していない場合、ポータルページはポータルユー
ザのランディング（リンク先）ページとしても機能します。

登録済みユーザの設定
[登録済みユーザ（Subscribed Users）] サブタブには、現在のページをポータルに追加しているポー
タル ユーザが読み取り専用で表示されます。 設計者はユーザ サブスクリプションを削除できま
せんが、ページのステータスを「非アクティブ」に設定するか、または読み取りアクセス権限を
削除することにより、ユーザによるページへのアクセスを禁止できます。

ポートレットおよびポータルのグローバル設定
[Portal Designer] > [ポータル設定（Portal Settings）] タブを使用して、設計者はすべてのポートレッ
トおよびポータル ページで使用するグローバル データおよび設定を指定できます。
使用できるオプションは次のとおりです。
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表 81：ポータル設定オプションの表

オプション
共通設定

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
376

説明

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットおよびポータルのグローバル設定

オプション

説明
ポータル運用に関するサイト全体の設定。
[共通設定（Common Settings）] では、ポータル
運用のパラメータを指定します。 デフォルト設
定が推奨設定です。 より大きい値に変更する
と、アプリケーションのパフォーマンスに影響
する場合があります。
• [Service Portalで作成されたページの最大数
（Maximum Number of Pages Created in
Service Portal）]：Service Portal からページ
グループを作成できるポータル ページの
最大数 この設定で使用可能な最大値は 10
です。
• [1ページあたりのポートレットの最大数
（Maximum Number of Portlets on a Page）]：
1 つのポータル ページに組み込むことがで
きるポートレットの最大数。 デフォルト
設定は 6 で、すべてのポータル ユーザに
適用されます。 この設定で使用可能な最
大値は 10 です。
• [1ページあたりのグリッドポートレットの
最大数（Maximum Number of Grid Portlets
on a Page）]：1 つのポータル ページに組
み込むことができるグリッド ポートレッ
トの最大数。 デフォルト設定は 4 で、す
べてのポータル ユーザに適用されます。
この設定で使用可能な最大値は 6 です。
• [トランザクションデータのnsAPIページサ
イズ（nsAPI Page Size for Transactional
Data）]：要求、要求エントリ、承認、タ
スク用のポートレットと Service Catalog
API クライアントによって返されるレコー
ドのデフォルトの数（API コールにおいて
ページ制限が指定されていない場合）。
デフォルト設定は 10 です。 この設定で使
用可能な最大値は 50 です。
• [ディレクトリデータのnsAPIページのサイ
ズ（nsAPI Page Size for Directory Data）]：
人、組織、グループ、アカウント用のポー
トレットと Service Catalog API クライアン
トによって返されるレコードのデフォルト
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オプション

説明
の数（API コールにおいてページ制限が指
定されていない場合）。 デフォルト設定
は 10 です。 この設定で使用可能な最大値
は 50 です。
• [サービス項目および標準データのnsAPI
ページのサイズ（nsAPI Page Size for Service
Item and Standard Data）]：標準およびサー
ビス項目用のポートレットと Service
Catalog API クライアントによって返され
るレコードのデフォルトの数（API コール
においてページ制限が指定されていない場
合）。 デフォルト設定は 10 です。 この設
定で使用可能な最大値は 50 です。
• [定義データおよびカスタムデータのnsAPI
ページのサイズ（nsAPI Page Size for
Definitional and Custom Data）]：カテゴリ、
サービス、提供、エージェント、契約、
ユーザ定義コンテンツ用のポートレットと
Service Catalog API クライアントによって
返されるレコードのデフォルトの数（API
コールにおいてページ制限が指定されてい
ない場合）。 デフォルト設定は 10 です。
この設定で使用可能な最大値は 50 です。
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オプション

説明

組織設定

個々の組織に関するデフォルト設定。
[組織単位の設定（Organizational Unit Settings）]
ページを使用すると、個々の組織単位（OU）
のホーム ページを設定できます。 このように
設計されたポータル ページは、組織単位をホー
ム OU として設定しているユーザのポータルに
必ず表示されます。
ホーム OU に定義されたホームページを持って
いるユーザには、[マイワークスペース（My
Workspace）] ページ グループに 2 つのページ
[OUホームページ（OU Homepage）] と [サイト
ホームページ（Site Homepage）] が表示されま
す。 これらのユーザは、他のページを追加/作
成し、目的のページを各自のランディング ペー
ジとして設定して、異なるポータル ページをラ
ンディング ページとして表示することもできま
す。 Service Portal のエンド ユーザ ビューの詳
細については、XREF を参照してください。

キーワード

ポートレットに関連付けることができるキー
ワードを使用して、ユーザはポータル ページの
設計時にポートレットを検索できます。
[キーワード（Keywords）] を使用すると、設計
者またはポータル ユーザがポータル ページの
コンテンツを探している際に、柔軟性の高い
ポートレット検索を行えます。 [共通設定
（Common Settings）] で定義した後には、[キー
ワード（Keyword）] ページ自体またはポート
レットの [一般情報（General Information）] サブ
タブで、キーワードをポートレットに関連付け
ることができます。
ポートレットに使用されるキーワードは、サー
ビス（サービス定義）に使用される/関連付けら
れるキーワードとは区別/分離されます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
379

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポートレットおよびポータルのグローバル設定

オプション

説明

認証設定

外部サイトに対して使用する認証の詳細。エン
タープライズ ログイン アカウントからの個々
のポートレットへのシングル サインオン
（SSO）を可能にしたり、グループ アカウント
の資格情報を使用してこれらのサイトに自動的
にログインしたりできます。
ログインが必要なサイトに接続するには、次の
手順を実行します。
1 [Portal Designer] > [ポータル設定（Portal
Settings）] > [承認設定（Authentication
Settings）] の順に選択します。
2 [外部サイトの追加（Add External Site）] を
クリックします。
3 サイト名およびログイン URL を指定し、
ユーザによるユーザ名とパスワードの入力
が必要なログイン ページ上のフィールドを
特定し、認証タイプを指定して、外部サイ
ト プロファイルを作成します。
4 ポータルを介してサイトにアクセスするす
べてのユーザに同じ接続基準を使用できる
場合は、グローバル認証基準を指定します。
5 自動ログインが設定され、外部サイトを使
用するポートレットを設計します。
6 ポートレットはポータル ページに組み込む
ことができます。 グローバル認証の引数が
指定されている場合は、認証用の外部サイ
トに自動的に渡されます。 グローバル認証
が使用されていない場合、ユーザはポータ
ルの編集モードでアクセスできるポータル
の [パスワードの編集（Edit Password）] タブ
でサイト接続のクレデンシャルを入力でき
ます。
7 表 82：外部認証に関する設定の表を使用し
て認証の詳細を追加します。

次の表に、外部サイトの認証設定の定義に使用するフィールドを記載します。
次の表に、外部サイトの認証設定の定義に使用するフィールドを記載します。
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表 82：外部認証に関する設定の表

フィールド

説明

サイト名（Site Name）

サイトの名前。

ログイン URL（Login URL）

サイトのログイン ページを識別する URL。

ホーム ページ URL（Home Page URL）

表示するアプリケーションのランディング ペー
ジを識別する URL。

ユーザ ID フィールド名（UserID Field Name）

ログイン URL ページによって指定されたペー
ジのフィールド、ユーザ ID/ユーザ名が含まれ
ます。

パスワード フィールド名（Password Field
Name）

ログイン URL ページによって指定されたペー
ジのフィールド、ユーザのパスワードが含まれ
ます。

認証タイプ（Authentication Type）

URL、Form.GET、または Form.POST。

その他の引数（Other Arguments）

サイトに渡す必要がある追加の引数。 これら
は、認証タイプに応じた形式で渡されます。 一
般的な形式は arg1=value1&arg2=value2 です。

グローバル認証を使用（Use Global
Authentication）

指定された以下のユーザ ID とパスワードの値
を、サイトに接続するすべてのユーザに使用す
ることを示すチェック ボックス。

ユーザ ID 値（UserID Value）

グローバル認証でサイトに渡すユーザ ID の値。

パスワード値（Password Value）

グローバル認証でサイトに渡すパスワードの
値。

説明

このサイトを説明する自由形式のテキスト（ド
キュメント専用）。

ポータル コンテンツのインポートおよびエクスポート
ポータル コンテンツおよびポートレット定義は、Service Catalog インスタンスで開発され、これ
らのオブジェクトの基となるメタデータは Content Management リポジトリに格納されます。 オブ
ジェクト定義を、ソース コードの制御システムや他のファイルベースのストレージにバックアッ
プすることができます。 開発システムでコンテンツを開発し、テストまたは検証を行うためにコ
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ンテンツをテストシステムに転送してから、エンドユーザが日常使用する本番システムに転送す
ることができます。
これを行うには、Portal Designer のインポート/エクスポート機能を使用します。

エクスポートされたファイルのコンテンツ
エクスポート ファイルは、業界標準の CIM（共通情報モデル）互換フォーマット、バージョン
2.3.1 の XML ファイルです。 CIM はオブジェクト指向モデルに基づいており、統一モデリング言
語（UML）で作成された用語を使用します。

ポートレット コンテンツ
含まれる内容：
• HTML と JavaScript コードを含む、ポートレットの一般情報、ビューとフィルタの定義
• 関連するカスタム コンテンツ定義とデータ
• 関連するキーワード
• 関連する認証設定
含まれない内容：
• すべてのオブジェクト権限
• 他のコンテンツ タイプ（コア エンティティ、サービス項目、標準）の定義とデータ

ポータル コンテンツ
含まれる内容：
• ポータル ページの一般情報、設定とコンテンツ定義
• 関連するポータル ページ グループ
• 関連するポートレット定義
• 関連するカスタム コンテンツ定義とデータ
• 関連するキーワード
• 関連する認証設定
含まれない内容：
• すべてのオブジェクト権限
• 他のコンテンツ タイプ（コア エンティティ、サービス項目、標準）の定義とデータ
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ポータル コンテンツおよびポータル ページのエクスポート
ポータルおよび非 JSR ポートレットの定義をローカル ファイル システムにエクスポートできま
す。

ステップ 1

Portal Designer を開きます。

ステップ 2

要件に応じて、ポートレットまたはポータル ページを開きます。

ステップ 3

[アクション（Actions）] > [エクスポート（Export）] の順にクリックします。

ステップ 4

エクスポートするポータル ページまたはポートレットを選択します。

ステップ 5

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ポータル コンテンツのインポート
インポートユーティリティを使用してポータルオブジェクトを作成する機能は、このようなアク
ションに対応する機能および権限によって引き続いて制御されています。 インポートを正常に実
行するには、ファイル インポートを実行するユーザに適切なロールが与えられている必要があり
ます。
はじめる前に
エクスポート ポートレットおよびエクスポート ポータル ページ機能を使用して、作成された有
効な XML ファイルがあることを確認します。

ステップ 1

Portal Designer を開きます。

ステップ 2

要件に応じて、ポートレットまたはポータル ページを開きます。

ステップ 3

ポータル オブジェクトを、エクスポートした同じ環境、またはこれらのオブジェクトを含まない別の環境
にインポートするには、[アクション（Actions）] > [インポート（Import）] の順にクリックします。

ステップ 4

選択する競合解決を選択します。
• [上書き（Overwrite）]：インポートにより、環境内で同じ名前を持つオブジェクトの既存の定義が、
XML ファイルに含まれる定義に置換されます。
• [新規のみ（New Only）]：ポータル オブジェクトがすでに存在する場合、インポートは失敗します。

インポートが完了すると、要約のページが表示されます。 また、作成/更新されたポータル オブ
ジェクトの名前を示す詳細なログも使用可能です。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
383

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポータル コンテンツのインポートおよびエクスポート

インポート エラーのトラブルシューティング
権限の不足が原因で、インポートが失敗する可能性があります。
• 新しいポートレットを含むポータル ページのインポート時に、ユーザが「ポートレットの管
理」機能を持っていない。 この場合、ポートレットは作成されず、新しいポートレットを含
むポータル ページのインポートも失敗します。
• 新しいカスタム コンテンツに基づいたポートレットをインポートしているときに、ユーザが
「カスタム コンテンツの管理」機能を持っていない。 この場合、カスタム コンテンツ テー
ブルは作成されず、カスタム コンテンツを利用するポートレットのインポートも失敗しま
す。
• 新しいポータル ページに指定されたポータル ページ グループに対する書き込み権限をユー
ザが持っていない。 この場合、ポータル ページは作成されません。
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章

Service Catalog のローカライズ
この章は次のトピックで構成されています。
• Service Catalog のローカライズ, 385 ページ

Service Catalog のローカライズ
概要
Cisco Prime Service Catalog は通常、表示言語が異なるユーザにサービスを利用できるようにした
い多国籍企業に展開されます。 ユーザが自分の表示言語でアプリケーションを使用したいと思っ
た場合、アプリケーションはローカライズする必要があります。 ローカリゼーションは、さまざ
まな目的で使用されます。
• サービス設計者はサービスを設計、管理、公開でき、翻訳者はローカライゼーションモジュー
ルを使用してサービスを表示言語に翻訳できます。 翻訳の完了後、ローカライズされたコン
テンツはローカライゼーション モジュールのエクスポート/インポート機能を使用して開発
環境からテスト環境、そして実稼働環境に移行できます。
• エンド ユーザは、表示言語を選択して選択した言語でアプリケーションを表示できます。
• Prime Service Catalog のローカライゼーション モジュールでは、アプリケーションにアクセ
スするユーザが自分の表示言語で実行できるように文字列をローカライズして有効にする方
法を提供しています。
• 特定の文字列を翻訳していなければ、その文字列はデフォルトの英語で表示されます。
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（注）

管理者または分散サービス設計者のロールがあれば、ローカライゼーション モジュールにア
クセスできます。 ローカライゼーション モジュールにアクセスするためのロールの詳細につ
いては、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』の「Assigning Role
Capabilities」の項を参照してください。

ローカリゼーションのワークフロー
ローカリゼーションのワークフローによって、Cisco Prime Service Catalog で文字列の翻訳に必要
なさまざまな手順を理解できます。

ステップ 1

サイト管理者は翻訳アプリケーションを準備します。
a) ローカライゼーション モジュールにアクセスするためのアクセス権限をサービス設計者/翻訳者に提供
します。 ローカリゼーションの管理機能の追加に関する詳細については、ローカライゼーション モ
ジュールへのアクセス, （387 ページ）を参照してください。
b) ローカライゼーション モジュールに要求された言語を追加します。 翻訳者は、この言語を使用して文
字列を翻訳します。 アプリケーションへの言語の追加の詳細については、言語の追加, （389 ページ）
を参照してください。
c) アプリケーションにアクセスするユーザが新しい言語でアクセスできるように、その言語をエンドユー
ザに有効にします。 エンド ユーザに対する言語の有効化の詳細については、エンド ユーザへの言語の
有効化, （390 ページ）を参照してください。

ステップ 2

サービス設計者がサービス フォームを設計します。 サービスの設計に関する詳細については、サービス
のセットアップ, （6 ページ）を参照してください。

ステップ 3

翻訳者またはローカライズのエキスパートは、エクスポートされた CSV ファイルを使用して複数の文字
列を翻訳し、ローカライゼーション モジュールを使用して文字列をインラインで翻訳します。 さまざま
な文字列の翻訳の詳細については、文字列の翻訳, （391 ページ）を参照してください。 翻訳時に、翻訳
者が翻訳のために文字列のリソース ID を知る必要がある場合は、管理者モジュールで設定を有効にし、
対応する製品文字列を検索できるようにします。 リソース ID の検索の詳細については、文字列のリソー
ス ID の検索, （389 ページ）を参照してください。
（注）
エクスポートされた CSV ファイルは、オープン ソース スプレッドシート エディタ LibreOffice
を使用してのみ編集する必要があります。 Microsoft Excel はファイルの破損を招くため、この
CSV ファイルの編集に使用しないでください。 これらの CSV ファイルの編集時の設定につい
ては、LibreOffice によるエクスポートされた CSV ファイルの編集, （394 ページ）を参照してく
ださい。
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ステップ 4

アプリケーションで文字列を翻訳した後、翻訳されたコンテンツは開発環境からテスト環境、そして実稼
働環境に移行できます。 翻訳済みコンテンツのさまざまな環境間の移行に関する詳細については、翻訳済
みコンテンツの移行, （395 ページ）を参照してください。

ステップ 5

エンド ユーザが表示言語でアプリケーションにアクセスできるようになりました。 表示言語でのアプリ
ケーションへのアクセスに関する詳細については、表示言語によるアプリケーションの使用, （396 ペー
ジ）を参照してください。

継続的に実行したほうがよい他のタスクは次のとおりです。
• 文字列はシステムに定義されているため、英語の文字列が変更されると、一部の翻訳が非同
期になる可能性があります。 非同期の文字列の検索とその更新の詳細については、非同期文
字列の確認と更新 , （395 ページ）を参照してください。
• 言語をアクティブ化または非アクティブ化できます。 ユーザが特定の言語でアプリケーショ
ンにアクセスするのを禁止する方法や、言語アクセスを有効にする方法の詳細については、
言語のアクティブ化と非アクティブ化, （396 ページ）を参照してください。
• 特定の言語に対するサポートを停止する場合は、その言語を削除できます。 削除する前に、
その言語を非アクティブにしていることを確認します。 言語の削除の詳細については、言語
の削除, （396 ページ）を参照してください。
• グリッドで 1 ページあたりに表示するレコードの数を設定できます。 詳細については、製品
文字列のページ ビューの設定, （396 ページ）を参照してください。

ローカライゼーション モジュールへのアクセス
管理者または分散サービス設計者のロールがあれば、ローカライゼーション モジュールにアクセ
スできます。ローカライゼーションモジュールにアクセスするためのロールの詳細については、
『Cisco Prime Service Catalog 11.0 Administration and Operations Guide』の「Assigning Role Capabilities」
の項を参照してください。

アプリケーション文字列の翻訳
この項では、アプリケーションの文字列を翻訳するワークフローについて説明します。
• ローカリゼーション用にサポートされている文字列, （388 ページ）
• 文字列のリソース ID の検索, （389 ページ）
• 言語の追加, （389 ページ）
• エンド ユーザへの言語の有効化, （390 ページ）
• 文字列の翻訳, （391 ページ）
• 非同期文字列の確認と更新 , （395 ページ）
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ローカリゼーション用にサポートされている文字列
次の文字列は、ローカリゼーションに対してサポートされています。 各文字列はローカライゼー
ション モジュールのタブとして表示されます。
• 製品文字列：システム定義された文字列。 これらの文字列はアプリケーションの外部で作成
され、アプリケーション内で使用され、ローカライズされます。
• コンテンツ文字列：アプリケーションのエンド ユーザによって定義されるカタログおよび
ポータル コンテンツ。 コンテンツ文字列には次のものがあります。
◦ キーワード インスタンス
◦ アクティブ フォーム コンポーネント用のディクショナリ属性
◦ ポータル用のページ グループ名
◦ カテゴリ属性とカテゴリの拡張
◦ 選択されたサービスに対するサービス属性とサービスの拡張
◦ サービス項目グループ名属性
◦ 標準、標準グループ名およびその属性
◦ nsAPI には次のものが含まれます。
サービス（/nsapi/definition/servicedefs）
カテゴリ（/nsapi/definition/categories）
サービス項目（/nsapi/serviceitems）
標準（/nsapi/standards）
• 電子メール テンプレート：ローカライズされた電子メール テンプレートを使用して、ユー
ザは自分の言語で通知を表示できます。 電子メール テンプレート内で参照される名前空間
はローカライズされません。 また、名前空間式が解決され、値が使用可能になると、それら
はローカライズされず、名前空間式はそのままで使用されます。
• JavaScript 文字列：Service Designer スクリプトまたはカスタム JavaScript ライブラリまたは
ポートレットで参照されるユーザ定義のテキスト文字列（ラベルまたはアラート）。 カスタ
ム スクリプトの開発者は、JQuery ライブラリを使用して、たとえば、jQuery.i18n.prop('js4')
（ここで js4 は JavaScript ソース標準（/nsapi/standards）の ID）などの JavaScript 文字列をロー
カライズする所定のフォーマットでこれらの JavaScript 文字列を参照できます。 カスタマイ
ズ中に、JavaScript リソース ID を参照するサービス フォームがある場合、アプリケーション
はエンド ユーザが言語を設定したとおりにローカライズされた文字列を呼び出します。
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文字列のリソース ID の検索
各文字列には一意のリソース ID があります。 文字列のリソース ID によって、翻訳者は翻訳中に
文字列を容易に検索することができます。翻訳される文字列のリソース ID を検索するには、[管
理（Administration）] > [設定（Settings）] > [リソース文字列IDを表示（Show Resource String ID）]
内の [リソース文字列IDを表示（Show Resource String ID）] オプションを有効にします。 コンテ
ンツ文字列にはリソース ID がありません。 コンテンツ文字列を翻訳するには、コンテンツ文字
列の翻訳, （389 ページ）を参照してください。

コンテンツ文字列の翻訳

ステップ 1

翻訳が必要なコンテンツ文字列を識別します。

ステップ 2

エクスポートされたファイルにコンテンツ文字列が含まれていることを確認します。 これを行うには、コ
ンテンツ文字列の翻訳, （391 ページ）で説明したように、エクスポート中に文字列に移動します。

ステップ 3

エクスポートされたファイルで、特定のサービスおよびディクショナリまたはそれが属しているアクティ
ブ フォーム コンポーネントのコンテンツ文字列を検索します。

ステップ 4

対応するコンテンツ文字列の翻訳されたエントリでファイルを更新し、インポートします。
（注）
または、翻訳するコンテンツ文字列が少ない場合は、インライン編集オプションを使用できま
す。 String Id 11915 などの特定の文字列の翻訳時は、文字 \'、"、>、<、または改行文字は式で
使用できません。 ローカライゼーション モジュール（UI）を使用して翻訳する場合は、一重引
用符（'）の代わりに \' を使用します。 CSV から翻訳する場合は、一重引用符（'）の代わりに
\\' を使用します。

言語の追加
Cisco Prime Service Catalog には、ユーザがすぐに使えるいくつかの言語が付属しています。 out-of-box
提供されていない特定の言語を追加するには、ローカリゼーション モジュールで言語を追加する
必要があります。
言語を追加する場合：
• 翻訳者は、翻訳対象の言語にアクセスできます。 追加した言語がローカリゼーションの [言
語の選択（Select Language）] リストに表示されます。 詳細については、文字列の翻訳, （391
ページ）を参照してください。
• [エンドユーザに言語を有効にする（Enable the Language for End Users）] リンクは有効です。
言語を有効にする場合：
◦ 既存のユーザは、アプリケーションにアクセスするための言語をプロファイルから選択
できます。
◦ 管理者は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [アプリケーションロケール
（Application Locale）] を使用してすべての新規ユーザに言語を有効にできます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
389

Service Catalog のローカライズ
アプリケーション文字列の翻訳

詳細については、エンド ユーザへの言語の有効化, （390 ページ）を参照してください。

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [設定（Settings）] > [言語設定（Language Settings）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[言語（Language）] ドロップダウンリストから言語を選択します。

ステップ 3

必要に応じて、言語のバリアントを入力します。 言語のバリアントは、言語の横にカッコで囲まれて表示
されます。
（注）
任意の言語のコードは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [アプリケーションロ
ケール（Application Locale）] で言語の横に表示されます。
たとえば、親言語はフランス語であり、この言語には 2 つのバリアント、すなわちフランス語（カナダ）
とフランス語（スイス）があります。 翻訳時にユーザがフランス語（カナダ）を使用していて、ツールに
フランス語（カナダ）での文字列の翻訳がない場合、ツールはその親言語、すなわちフランス語で対応す
る翻訳を検索します。 翻訳がフランス語で使用できない場合、ツールは文字列を英語に置換します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

エンド ユーザへの言語の有効化
管理者が言語を追加した後、翻訳者はアプリケーションの文字列を翻訳し、翻訳されたコンテン
ツが仕上げられ実稼働環境に移行されます。管理者はその後、エンドユーザが自分の表示言語で
アプリケーションにアクセスできるように、すべてのエンド ユーザに対し新しい言語を有効にで
きます。
手順

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [設定（Settings）] > [言語設定（Language Setting）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

言語の前にあるチェック ボックスを選択し、[エンドユーザに言語を有効にする（Enable the Language for
End Users）] をクリックします。 これにより、[管理（Administration）] > [リスト（Lists）] > [言語
（Language）] にある言語リスト内の言語が有効になります。
（注）
管理モジュールの言語リストに言語を追加するには、リストを管理する機能があることを確認
してください。 詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations
Guide』の「Capabilities for Administration」の項を参照してください。
管理者は、アップロードされた言語をサイト設定で有効にすることで、すべての新しいユーザに有効にで
きるようになりました。 詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』
の「Application Locale Site Settings」を参照してください。また、言語は、ユーザのプロファイルの言語リ
ストで使用できます。

ステップ 3

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
390

Service Catalog のローカライズ
アプリケーション文字列の翻訳

文字列の翻訳
あなたが翻訳者であって特定の言語にアプリケーションをローカライズする必要がある場合は、
アプリケーションをローカライズする言語がローカライゼーション モジュールにすでに追加され
ていることを確認します。 詳細については、言語の追加, （389 ページ）を参照してください。
言語を追加すると、エクスポート/インポート オプションを使用してインラインまたは一括で文字
列をローカライズできます。 ローカリゼーション中に、一部の文字列がローカライズされて他の
部分はローカライズされていない場合、ローカライズされていない文字列はデフォルトで異なる
言語または英語に設定されます。
ローカリゼーションでサポートされる文字列をローカリゼーション用にサポートされている文字
列, （388 ページ）に示します。 各文字列はローカライゼーション モジュールのタブとして表示
されます。

（注）

翻訳された文字列を編集するには、更新する文字列をダブルクリックし、文字列を更新し、[保
存（Save）] をクリックします。

製品文字列の翻訳

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [製品文字列（Product Strings）] の順に選択します。

ステップ 2

[言語の選択（Select Language）] ドロップダウンリストで、更新する言語の前にあるチェック ボックスを
選択し、[適用（Apply）] をクリックします。 選択した言語がグリッドに表示されます。
（注）
グリッドは、最大 3 つの言語をサポートしていま
す。
更新する文字列の行を強調表示し、[<language>] 列の [コンテンツ文字列（content string）] フィールドをダ
ブル クリックします。

ステップ 3
ステップ 4

フィールドを更新し、[保存（Save）] をクリックします。
（注）
変更を保存したら、変更を有効にするためにいったんログアウトして、再度ログインする必要
があります。

コンテンツ文字列の翻訳

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [コンテンツ文字列（Content Strings）] の順に選択します。

ステップ 2

[言語の選択（Select Language）] ドロップダウンリストで、更新する言語の前にあるチェック ボックスを
選択し、[適用（Apply）] をクリックします。 選択した言語がグリッドに表示されます。

ステップ 3

[エンティティ（Entity）] ドロップダウンリストで、プレ カタログまたはポータル コンテンツを選択しま
す。 選択したエンティティに基づいて、対応するフィールドが表示されます。 たとえば、アクティブ
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フォーム コンポーネントを選択すると、[ディクショナリ（Dictionaries）] および [属性（Attributes）] フィー
ルドが表示され、ポータルを選択すると、[ポータルグループ（Portal Groups）] および [ポータルページ
（Portal Pages）] フィールドが表示されます。
ステップ 4

ステップ 5
ステップ 6

翻訳する必要がある必須のフィールド属性を選択します。
（注）
グリッドは、最大 3 つの言語をサポートしていま
す。
更新する文字列の行を強調表示し、[<language>] 列の [コンテンツ文字列（content string）] フィールドをダ
ブル クリックします。
フィールドを更新し、[保存（Save）] をクリックします。
（注）
翻訳された文字列を編集するには、更新する文字列をダブルクリックし、文字列を更新し、[保
存（Save）] をクリックします。

電子メール テンプレートの翻訳

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [Eメールテンプレート（Email Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

[言語の選択（Select Language）] ドロップダウンリストで、更新する言語の前にあるチェック ボックスを
選択し、[適用（Apply）] をクリックします。 選択した言語がグリッドに表示されます。

ステップ 3

名前およびサブジェクト属性の場合は、更新する文字列の行を強調表示し、[<language>] 列の [コンテンツ
文字列（content string）] フィールドをダブル クリックします。

ステップ 4

[完了（Done）] をクリックします。

ステップ 5

メイン ページに戻り、[保存（Save）] をクリックします。
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JavaScript 文字列の翻訳
製品文字列とコンテンツ文字列は、アプリケーションでローカライズされるとすぐに更新されま
す。 JavaScript 文字列は、アプリケーションで使用できるようにするには公開する必要がありま
す。

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [JavaScript文字列（JavaScript Strings）] の順に選択します。

ステップ 2

[JavaScript文字列（JavaScript Strings）] タブで [追加（Add）] をクリックし、新しい文字列を動的に追加し
ます。

ステップ 3

[言語の選択（Select Language）] ドロップダウンリストで、更新する言語の前にあるチェック ボックスを
選択し、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 4

名前およびサブジェクト属性の場合は、更新する文字列の行を強調表示し、[<language>] 列の [コンテンツ
文字列（content string）] フィールドをダブル クリックします。

ステップ 5

[公開（Publish）] タブで、公開する言語の前にあるチェック ボックスを選択し、[適用（Apply）] をクリッ
クします。

ステップ 6

Service Designer または Portal Designer で JavaScript プログラム コードに戻り、ここで定義または翻訳され
たリソース ID を参照します。 詳細については、Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの
設計, （331 ページ）を参照してください。

複数の文字列の翻訳
多数のサービスの翻訳が必要な大規模な翻訳を実行する場合は、言語を選択し、ファイルをエク
スポートし、文字列を翻訳し、アプリケーションに再度インポートすることができます。 次の手
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順では、<String> を製品文字列、コンテンツ文字列、電子メール テンプレート、または JavaScript
文字列に適宜置き換えてください。

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] を選択します。

ステップ 2

更新する [<String>] タブを選択します。

ステップ 3

[言語の選択（SelectLanguage）]タブで更新する言語の前にあるチェックボックスを選択し、[適用（Apply）]
をクリックします。

ステップ 4

[アクションの選択（Select Action）] > [エクスポート（Export）] の順に選択します。

ステップ 5

エクスポートする言語ファイルに対するチェック ボックスを選択します。

ステップ 6

ファイルが CSV ファイルとして表示され対応するリソース文字列が含まれています。 文字列を更新し、
保存します。

ステップ 7

[ローカリゼーション（Localization）] > [< String>] > [アクションの選択（Select Action）] > [インポート
（Import）] の順に選択します。

ステップ 8

CSV ファイルを参照し、[インポート（Import）] をクリックします。 Prime Service Catalog にインポート
する CSV ファイルの最大サイズは 2 MB を超えてはいけません。
（注）
また、エクスポートまたはインポート機能を使用して、翻訳済みファイルを実稼働環境から開
発環境へ、またはその逆に移動することができます。

（注）

エクスポートされた CSV ファイルは、オープン ソース スプレッドシート エディタ LibreOffice
を使用してのみ編集する必要があります。 Microsoft Excel はファイルの破損を招くため、この
CSV ファイルの編集に使用しないでください。 LibreOffice Calc を使用して CSV ファイルを編
集するときは、LibreOffice によるエクスポートされた CSV ファイルの編集, （394 ページ）に
記載する設定を使用します。

LibreOffice によるエクスポートされた CSV ファイルの編集
LibreOffice Calc を使用して CSV ファイルを編集するときは、次の設定を使用します。
• ファイルを開くときは、次の設定を行っていることを確認してください。
◦ 文字セットが Unicode（UTF-8）
◦ 言語がデフォルトの英語（米国）
◦ 区切りオプションが [カンマ（Comma）]
• ファイルの保存時は、次の設定を行っていることを確認してください。
◦ ファイル拡張子を .csv に設定している。
◦ [フィルタ設定の編集（Edit Filter Settings）] および [テキストCSV形式を使用（Use Text
CSV Format）] オプションを使用している。
• エクスポート時は、次の設定を行っていることを確認してください。
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◦ 文字セットを Unicode（UTF-8） に設定している

フィールドの設定デリミタはカンマに設定されます
•

◦ テキストの設定デリミタは二重引用符に設定されます
◦ [すべてのテキストセルを見積もる（Quote all text cells）] が選択されました

翻訳済みコンテンツの移行
ローカライゼーション モジュールによって、実稼働環境で文字列を翻訳し、テスト環境でそれを
テストして、実稼働環境に配置できます。翻訳済みコンテンツの移行はローカライゼーションモ
ジュールのエクスポート/インポート オプションを使用して行われます。 サービス設計やポータ
ル設計のような他の場合とは異なり、コンテンツの移行は Catalog Deployer モジュールによって処
理されます。 翻訳済みコンテンツのエクスポートまたはインポートの詳細については、複数の文
字列の翻訳, （393 ページ）を参照してください。

非同期文字列の確認と更新
文字列はシステムに定義されているため、英語の文字列が変更されると、一部の翻訳が非同期に
なる可能性があります。 アプリケーションでは、ユーザのアクションを必要とする非同期のエン
ティティ/インスタンスがユーザに表示されます。 また、エクスポート機能を実行すると、翻訳者
は非同期の文字列の数に関する詳細なレポートを取得できます。
たとえば、サービスの名前などのコンテンツ文字列が Order a Desktop から Order a Laptop に変わ
り、コンテンツ文字列「Order a Desktop」に対して行われた対応するフランス語翻訳があります。
サービスの名前が変更されるとすぐに、アプリケーションは言語の列ヘッダーを赤色で強調表示
します。 翻訳者は元の言語への変更があったことをすぐに認識し、文字列をフランス語でも更新
する必要があることがわかります。
次の図に、文字列がどのように表示されるかを示します。

ステップ 1

[ローカリゼーション（Localization）] > [コンテンツ文字列（Content Strings）] の順に選択し、エンティ
ティのドロップダウンリストから [サービス（Service）] を選択します。

ステップ 2

[アクションの選択（Select Action）] ドロップダウンリストから [エクスポート（Export）] を選択し、エク
スポートするエンティティとインスタンスを選択し、[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

エクスポートしたファイルを CSV 形式で保存し、Microsoft Excel で開きます。
エクスポートされたファイルには、見出し [確認が必要（非同期）（Requires Review (Out of Sync)）] が付
いている列があります。 翻訳者は、非同期の文字列を更新し、ファイルをインポートできます。
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ローカリゼーションの管理
ここでは、管理者または設計者が実行できるタスクについて説明します。
• 言語のアクティブ化と非アクティブ化, （396 ページ）
• 言語の削除, （396 ページ）
• 製品文字列のページ ビューの設定, （396 ページ）

言語のアクティブ化と非アクティブ化
追加された言語はデフォルトでアクティブになっています。 言語を非アクティブ化すると、プロ
ファイル設定にその言語が含まれているすべてのユーザがデフォルトの英語に設定されます。 非
アクティブ化された言語を選択してアクティブ化できます。 言語を再アクティブ化すると、プロ
ファイル設定に非アクティブ化された言語が含まれているユーザはその言語でアプリケーション
にアクセスできます。 [ローカリゼーション（Localization）] > [設定（Settings）] > [言語設定
（Language Settings）] で言語を選択することで、言語を再アクティブ化/非アクティブ化できま
す。

言語の削除
言語を削除する前に、その言語を非アクティブにする必要があります。 削除された言語は再アク
ティブ化できません。 言語を削除するには、[ローカリゼーション（Localization）] > [設定
（Settings）] > [言語設定（Language Settings）] で非アクティブ化された言語を選択し、[削除
（Remove）] をクリックします。

（注）

Prime Service Catalog では、カスタム言語のみを削除でき、追加設定なしで使用可能な事前に
定義されている言語は削除できません。

製品文字列のページ ビューの設定
製品文字列についてのみ、グリッドで 1 ページあたりに表示するレコードの数を設定できます。
この設定の有効な値は、20 ～ 100 で、各ページに適用されます。 1 ページあたりのレコード数を
カスタマイズするには、[ローカリゼーション（Localization）] > [設定（Settings）] > [カスタマイ
ズ（Customization）] > [製品文字列（Product Strings）] の順に選択し、[設定値（Setting Value）]
フィールドに値を入力して [更新（Update）] をクリックします。

表示言語によるアプリケーションの使用
すべての既存のユーザは、ユーザ プロファイルの [表示言語（Preferred Language）] リストにある
言語を有効にして、ローカリゼーション機能にアクセスできます。 [表示言語（PreferredLanguage）]
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リストに言語があることを確認します。 詳細については、エンド ユーザへの言語の有効化, （390
ページ）を参照してください。
あなたがエンド ユーザであり、アプリケーションにアクセスする言語を選択する場合は、[プロ
ファイル（Profile）] > [ホーム（Home）] > [表示言語（Preferred Language）] の順に選択し、言語
を選択してから [保存（Save）] をクリックします。
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ラップトップを選択するためのサービスの
設計の使用例
この付録は、次の内容で構成されています。
• ラップトップを選択するためのサービスの設計の使用例, 399 ページ

ラップトップを選択するためのサービスの設計の使用例
ラップトップの選択の例では、グリッド内でドロップダウン メニューからフィールドが選択され
た場合に、グリッド サービス項目ディクショナリとデータ取得ルールを使用して、サービス項目
データを自動的に取得する方法を示します。また、データ取得ルールには、データインスタンス
を検索から除外する検索条件が含まれます。
次の例に、手順を示します。

ステップ 1

[Service Item Manager] > [サービス項目の設計（Design Service Items）] で、新しいサービス項目グループと
サービス項目を作成します。 詳細な手順またはグループおよびサービス項目の作成については、サービス
項目グループの作成, （27 ページ）およびサービス項目の作成, （28 ページ）を参照してください。
a) 新しいサービス項目を作成後、グループの下の左側の [サービス項目（Service Item）] パネルに表示さ
れるので、ページの一番下にある [追加（Add）] をクリックし、以下に示すように属性をラップトッ
プ サービス項目に追加します。 各属性または行は、サービス項目インスタンスです。 各インスタンス
の [表示名（Display Name）] は、グリッドの列ヘッダーになります。
b) すべての属性を追加したら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 2

Service Designer モジュールの [ディクショナリ（Dictionaries）] コンポーネントで、新しいディクショナリ
グループとグリッド ディクショナリを作成します。 詳細な手順については、ディクショナリ グループの
作成, （63 ページ）およびディクショナリの作成, （63 ページ）を参照してください。
a) 新しいディクショナリの作成時に、[新しい内部ディクショナリを追加する（Add New Internal Dictionary）]
セクションの [サービス項目（Service Item）] フィールドに Laptops と入力して、作成したラップトッ
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プ サービス項目を検索し、次に示すように、表示されるポップアップ ウィンドウから [ラップトップ
（Laptops）] をクリックします。
b) 結果の [ディクショナリ（Dictionary）] ウィンドウで、[ディクショナリ名（Dictionary Name）] および
[デフォルトキャプション（Default Caption）] フィールドに Laptops と入力します。 [デフォルトキャ
プション（Default Caption）] は、グリッドのタイトルとして表示されます。 [グループ名（Group Name）]
ドロップダウン メニューから、作成したディクショナリ グループを選択します。 [使用（Use）] 列と
[グリッドで表示（Show in Grid）] 列で、自分が作成したラップトップ サービスの 5 つのインスタンス
のみをオンにします。 [使用（Use）] と [グリッドで表示（Show in Grid）] をオンにすることにより、
そのインスタンスがグリッド内に列として表示されます。 デフォルトで、[名前（Name）] フィールド
はすでにオンになっており、変更はできません。
c) [ディクショナリを保存（Save Dictionary）] をクリックします。
ステップ 3

新しいフォーム グループとフォームを作成します。
a) Service Designer モジュールの [アクティブフォームコンポーネント（Active Forms Components）] コン
ポーネントをクリックし、[新規（New）] > [フォームグループ（Form Group）] の順に選択します。 左
側の [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Components）] ツリーに、新しいフォーム グ
ループが表示されます。
b) [新規（New）] > [アクティブフォームコンポーネント（Active Form Component）] の順に選択し、新し
いフォームに必要な詳細を入力してフォームを保存します。

ステップ 4

グリッド ディクショナリをフォームに追加し、表示プロパティを編集します。
a) [検索（Search）] フィールドで [ディクショナリの追加（Add Dictionaries）] をクリックし、Laptops と
入力して作成したラップトップ ディクショナリを検索します。 表示されるラップトップ ディクショナ
リで、[名前（Name）] 列と [グリッドとして表示（Display as Grid）] 列をオンにします。 [グリッドと
して表示（Display as Grid）] をオンにすると、[グリッドで表示（Show in Grid）] がオンになっている
ラップトップ ディクショナリのフィールドが、グリッド内に列として表示されます。
b) [追加（Add）] をクリックして、ラップトップ ディクショナリをフォームに追加します。 ラップトッ
プの選択フォームの [フォームコンテンツ（Form Content）] タブに、[グリッドとして表示（Display as
Grid）] がオンにされた状態でラップトップ ディクショナリが表示されます。 ここではグレーアウト
されており、変更できないことに注意してください。 変更する唯一の方法は、削除した後、[グリッド
として表示（Display as Grid）] をオンにせずにもう一度追加することです。
c) ラップトップの選択フォームの [表示プロパティ（Display Properties）] タブをクリックします。
d) 次に示すように、[サービス項目インスタンスデータの自動取得を有効にする（Enable automatic retrieval
of service item instance data）] をオンにします。 このオプションはデフォルトでは無効になっています。
このオプションを使用すると、既存のサービス項目インスタンスに関するデータを自動的に取得およ
び事前に入力できるようになります。 この例では、グリッド オプションをデフォルトの選択および値
のままにします。 特に、ユーザがグリッド行を追加できるようにするために、編集アクセス制御を付
与したい場合があります。
e) 左側のペインのラップトップ ディクショナリの下で、[名前（Name）] フィールドをクリックして HTML
表現のウィンドウを表示します。 [入力タイプ（Input Type）] フィールドで、ドロップダウン メニュー
から [選択（単一）（select (single)）] を選択します。 「単一選択」の入力タイプでは、[名前（Name）]
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フィールドは、ユーザが単一の値のみを選択できるドロップダウン メニューとしてレンダリングされ
ます。 また、[列（Columns）] の値を 32 に変更すると、[名前（Name）] 列の幅が小さくなります。
ステップ 5

新しいデータ取得ルールを作成します。ラップトップの選択フォームの[アクティブフォームルール（Active
Form Rules）] タブをクリックします。
a) [新しいルール（New Rule）] > [新しいデータ取得ルール（New Data Retrieval Rule）] の順に選択しま
す。
b) ウィザードで、次の手順を実行します。
•

◦ [ルールタイプ（Rule Type）] を [配布ルール（Distributing Rule）] に設定し、[クエリーのタ
イプ（Query Type）] が [データベーステーブルルックアップ（Database Table Lookup）] に設
定されたままにします。
◦ 次に示すように、トリガー イベントとして [フォームのロード（Form Load）] をオンにしま
す。
◦ [データソース（Datasource）] ドロップダウン メニューから [サービス項目（Service Items）]
を選択し、[テーブル名（Table Name）] ドロップダウン メニューから [ラップトップ
（Laptops）] を選択します。
◦ [ブランド名（Brand_Name）] フィールドでデータ インスタンス「HP」を選択から除外する
検索条件を作成するには、次に示すように、[テーブル列名（Table Column Name）] ドロップ
ダウン メニューから [ブランド名（Brand_Name）] を選択し、[演算子（Operator）] ドロップ
ダウン メニューから [以下に等しくない（is not equal to）] を選択し、さらに [リテラル値
（Literal Value）] フィールドに HP と入力します（そのオプション ボタンをオンにする）。
[OK] をクリックします。
◦ ラップトップ サービス項目の [名前（Name）] 列をラップトップ ディクショナリの [名前
（Name）] フィールドにマッピングし、3 つのドロップダウン メニューからそれらを選択
し、[OK] をクリックします。

ラップトップの横の「*」は、ラップトップがグリッド ディクショナリであることを示して
います。
新しいサービス グループと新しいサービスを作成します。 Service Designer モジュールの [サービス
（Services）] コンポーネントを選択します。
（注）

ステップ 6

a) [新規（New）] > [新しいサービスグループ（New Service Group）] の順に選択し、グループ名を入力
し、サービス チームを選択して説明を入力します。
b) [このサービスグループを追加（Add This Service Group）] をクリックします。 左側の [サービス
（Services）] ツリーに、新しいグループが表示されます。
c) [新規（New）] > [新規サービス（New Service）] の順に選択します。 表示される [新規サービス（New
Service）] ウィンドウの [名前（Name）] フィールドに、この例では Laptop Upgrade と入力します。
説明として、「Upgrade one or more laptops.」と入力します。 [サービスグループ（Service Group）] ド
ロップダウン メニューから、今作成したサービス グループ [Daveサービスグループ（Dave Service
Group）] を選択します。
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d) [このサービスを追加（Add This Service）] をクリックします。 ラップトップ アップグレード サービス
の [全般（General）] タブが表示されます。
ステップ 7

フォームをサービスに追加し、My Services でサービスを表示します。
a) ステップ 6 d でサービスを追加後に表示されたラップトップ アップグレード サービスの [フォーム
（Form）] タブをクリックします。
b) ウィンドウの左下の [フォームの追加（Add Forms）] をクリックします。 [フォームの追加（Add Form）]
ポップアップ ウィンドウが表示されます。
c) [検索（Search）] フィールドで、Laptops Selection と入力して、以前作成したラップトップの選択フォー
ムを検索します。
d) ラップトップの選択フォームをオンにし、[追加（Add）] をクリックします。
e) ラップトップの選択フォームがラップトップ アップグレード サービスに追加されます。
f) Service Catalog の My Services モジュールを選択します。
g) [次の項目を含むサービスの検索:（Search for Services containing:）] フィールドに Laptop Upgrade と入
力して、[検索（Search）] をクリックします。 ラップトップ アップグレード サービスが表示されま
す。
h) [オーダー（Order）] をクリックして、作成したグリッドを表示します。
グリッドは、ディクショナリのデフォルト名から取った「Laptops」というヘッダー付きで表示されま
す。 列ヘッダー名は、ディクショナリ フィールドの [HTML表現ラベル（HTML Representation Label）]
フィールドから取得されます。
[名前（Name）] フィールドの [入力タイプ（Input Type）] に [選択（単一）（select (single)）] を選択し
たため、[名前（Name）] フィールドは、単一の値のみ選択できるドロップダウン メニューとして表示
されます。 [名前（Name）] 列の最初の行内をクリックし、ドロップダウン メニューから名前を選択し
ます。残りのフィールドには、自動的に値が投入されます。 これは、フォーム ディクショナリの [サー
ビス項目インスタンスデータの自動取得を有効にする（Enable automatic retrieval of service item instance
data）] をオンにし、ラップトップ サービス項目の [名前（Name）] 列をラップトップ ディクショナリ
の [名前（Name）] フィールドにマッピングしたために行われます。
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名前空間
この付録は、次の内容で構成されています。
• 名前空間, 403 ページ

名前空間
Business Engine には、サービス設計者およびシステム管理者が条件付きワークフローを指定する
ことで、承認および提供プロセスによって電子メールの内容をカスタマイズし、要求の進行を動
的に設定する機能が用意されています。
この機能を実行するために、Service Catalog では、要求の発信者や要求に関連するサービス フォー
ムデータなど、データ要素の値にアクセスするための一元化された方法を用意しています。この
一元化された方法は Business Engine 名前空間と呼ばれます。
名前空間機能は、名前空間変数の現在の値に応じて条件付きで実行される承認またはタスクを提
供計画に組み込んだり、提供計画で特定のタスクのルーティングを動的に調整できるようにして、
サービス設計の柔軟性を高めます。 また、電子メールの内容、件名、アドレスを動的に調整する
こともできます。

（注）

Business Engine 名前空間に対するグリッド ディクショナリ フィールドの使用はサポートされ
ていません。
名前空間とは、Service Catalog 内で使用されるデータ オブジェクトを示す、一連の有効な名前を
表すために使用される用語です。サービス設計者には、そのオブジェクトがその名前で提示され
ます。 これにより、設計者は次のコンテキストでこれらの要素を使用できます。
• 電子メールの中で、受信者、件名、または電子メール本文中の参照先を動的に解決する場
合。
• 提供計画の中で、確認、承認、またはタスクを条件に応じて実行する場合。
• 承認または提供タスクの割り当て先となる個人またはキューを判定する式の中。
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• タスク名の中。
名前空間は階層構造になっています。 名前空間名は、サービスを定義するデータ、およびサービ
スが要求される際にサービスフォームに入力されるデータの構造を反映しています。名前空間変
数の操作で重要となるのは、Service Catalog のデータを定義する階層構造、および特定の名前空間
変数を使用可能なコンテキストに関する知識です。
階層構造内の各要素では大文字と小文字が区別されません。 要素はピリオド（「.」）で区切られ
ます。最後の要素は「プロパティ」と呼ばれることもあります。最後の要素の前にあるすべての
要素は階層の「ノード」です。
この章では、名前空間の詳細、規格、および実装について説明します。

参照
電子メールテンプレートや割り当て式に見られるようなテキストコンテキストで名前空間を使用
する場合、名前空間と周囲のテキストを区別するためにデリミタが必要です。 その場合はデリミ
タとして「#」文字で名前空間参照を囲みます。
次に、例を示します。
表 83：参照

電子メール：

#Customer.Firstname# 様、あなたが依頼したサー
ビスが承認されたことをお知らせします ...

式：

CN=#Service.Data.Initiator_Information.First_Name#

条件：

ActualCost > 2000.00

ノード
階層構造内のすべてのノードにはノードタイプがあります。このタイプによって、その要素で使
用可能なサブノードとプロパティが決まります。
次の表に、ノード タイプの概要を示します。
表 84：ノード

ノード タイプ

説明

アクティビティ（Activity）

アクティビティ（タスク）に関する情報（優先
度、ステータス、予定および実際の開始日、完
了日、期間など）
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ノード タイプ

説明

サービス フォーム データ

サービスで使用されるディクショナリ内の
フィールドのデータ

OrganizationalUnit

組織単位に関する情報

Person

担当者またはキューに関する情報（名前、担当
者の場合は会社の所属先や連絡先情報など）

Process

プロセス（タスク）に関する情報（予定および
実際の日付と期間、現在のステータス、エスカ
レーション レベルなど）

申請

サービス要求（ショッピング カート）に関する
情報（開始日、予想期間など）

サービス

要求されたサービスの定義に関する情報
（フォーム データなど）

メッセージ

失敗した Service Link タスクに関する情報

OrganizationalUnit（OU）および個人ノード タイプには、名前空間内に複数のインスタンスがあり
ます。 たとえば、個人ノードは、他の多くのコンテキストの場合と同様に、要求のカスタマーお
よび発信者として表示されます。 この場合、該当する個人のデータの参照には「PersonType」が
使用されます。
サービスノードおよびその子は、特定のサービス要求に関連付けられます。これらのノードの要
素は、現在サービス要求が存在する場合のコンテキストにだけ使用できます。特に、サイトレベ
ルおよび組織レベルの承認に関連する電子メールおよび設計設定の詳細が広くショッピング カー
トに当てはまる場合（個々の要求ではなく）は、サービス ノードを含めるべきではありません。
同様に、オーダーの確認電子メール テンプレートが注文要求（Requisition）に広く関係する場合
（個々のサービス要求ではなく）も、サービス ノードを含めるべきではありません。
PersonType の詳細、および名前空間の階層構造と、各ノードで使用可能なプロパティおよびサブ
ノードについては、Person-Based 名前空間, （436 ページ）に概要を示します。
すべての日付はグリニッジ標準時（GMT）で維持されます。 日付データには日付と時刻の両方が
含まれます。 すべての日付は次の形式で示されます。
YYYY-MM-DD mm:HH:ss SSS
つまり、4 桁の年、2 桁の月、2 桁（ゼロ埋め）の日に続き、24 時間表記で分、時、秒、および秒
以下を表します。 たとえば、「2007-06-27 23:19:39.197」は 2007 年 6 月 27 日、午後 11:19 を表し
ています。
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承認、確認、および提供タスクは、担当者またはキューに割り当てることができ、また式を使用
して割り当てることもできます。 式は、Organization Designer 内に格納され、タスクの動的割り当
て先となる個人またはキューを識別する手段として利用できます。

式の設定
担当者/キューは、次の 4 つの割り当てタイプのいずれかを使用して識別できます。
表 85：割り当てのタイプ

割り当てタイプ

意味

CN

「共通名」：名と姓で表現されたユーザのフル
ネーム

ID

ユーザ ID。ユーザ固有の識別番号

LOGINNAME

ユーザのログイン名

QUEUE

Organization Designer で定義されたキューの名前

式ベースのタスクの割り当てでは次の書式を使用します。
AssignmentType=#Namespace_Expression#

割り当て文は、次のルールに従う必要があります。
• 割り当て演算子（=）は、AssignmentType の直後かつ Namespace_Expression の直前に置く必
要があります。このとき、スペースは使用できません。
• Namespace_Expression に使用する名前空間は、ハッシュ記号（#）で囲む必要があります。
• 名前空間と定数データの組み合わせで式を構成して、担当者の氏名またはキューの名前を作
成できます。 式の要素は 1 つのスペースで区切ります。
• 式が適切に評価できるように、変数および役職名にスペースを入れないでください。
• 式の結果を使用したすべてのデータベース ルックアップでは大文字と小文字が区別されませ
ん。 たとえば、代入タイプ LOGINNAME で式が「Ann」と「ann」のどちらに評価された場
合も同じ結果となり、ログイン名が「ann」、「Ann」、または「ANN」という個人が検索さ
れます。
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CN（共通名）割り当て
CN 代入タイプでは、指定されたフルネームと、Organization Designer に格納されたデータを照合
することで、個人が検索されます。
次に、例を示します。
CN=#Service.Data.Customer_Information.First_Name#
#Service.Data.Customer_Information.Last_Name#
CN=#Customer.FirstName# #Customer.LastName#

名前空間式内の値は、Organization Designer に格納された該当ユーザの名前と完全に一致している
必要があります。 たとえば、値が「Carroll Hastings」という CN 式は、Organization Designer での
名前が「Carol Hastings」というユーザと一致しません。 そのため、データを自由形式のテキスト
で入力できるディクショナリ フィールドを使用しないようにします。 代わりに、Person データ型
を使用して入力済みのディクショナリ フィールドを使用します。これにより、ダイアログボック
スからユーザを選択できるので、入力ミスを防ぐことができます。 または、該当する場合は
Customer、Initiator、Performer などの他の名前空間を使用することもできます。
CN 割り当てを使用する場合には注意が必要です。 2 名の担当者が同じ姓と名の可能性がある場合
は、使用できません。 この割り当てでは、常に指定された名前の 1 人目（PersonID が最も小さい
人）が選択されます。
ディクショナリのフィールドが、個人ベースのディクショナリの [人を選択します（Select_Person）]
フィールドと同様に、Person データ型で定義されている場合は、[人を選択します（Select Person）]
検索ボックスで個人を選択すると、そのフィールドの値が入力されます。 その値は、Organization
Designer 内の個人の固有識別子に設定されます。 この「ID」値は CN 代入で参照できます。
次に、例を示します。
CN=#Service.Data.Approver.Select_Person#

ID（識別子）割り当て
名前空間で使用可能ないずれかの個人ノードの PersonID は、ID 割り当てで参照できます。 また
は、PersonID がコピーされているか、割り当てられているテキスト フィールドを使用できます。
次に、例を示します。
ID=#Service.Data.TT_Contact.SupervisorID#

LOGINNAME 割り当て
ログイン名はアプリケーション内で個人を一意に識別し、代入に安全に使用することができます。
次に、例を示します。
LOGINNAME=#Service.Data.Customer_Information.Login_ID#
LOGINNAME=#Customer.HomeOU.Manager.LoginName#
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QUEUE 割り当て
キューは、サービス チームだけでなく、カスタマーのロケーションにも基づいて割り当てなけれ
ばならない場合があります。 このようなロケーション ベースのキューには、QUEUE 割り当てを
使用して対応できます。
次に、例を示します。
QUEUE=#Service.Data.RC_Queue.Location# Desktop Services

この割り当ては、タスクまたは許可を「Location Desktop Services」という名前のキューに指定し
ます。Location は、サービス フォームの RC_Queue ディクショナリ内の [ロケーション（Location）]
フィールドの現在の値です。 その結果得られる QUEUE の値は、Organization Designer で定義され
たキューに割り当てられた名前と完全に一致している必要があります。 この一致では大文字小文
字が区別されます。 一致するものが見つからなかった場合、そのタスクは未代入作業キューに割
り当てられます。

電子メール テンプレートでの名前空間の使用
名前空間は電子メール テンプレートの次のセクションで使用できます。
• [件名（Subject）]：電子メールの件名
• [宛先（To(s)）]：電子メールのアドレス/受信者
• [本文（Body）]：電子メールのテキスト
使用可能な名前空間データは、電子メールが送信されるコンテキストによって異なります。 たと
えば、タスクレベル データ（プロセスやアクティビティの詳細など）は、財務承認などの要求レ
ベルのイベントによってトリガーされる電子メールでは使用できません。 どの電子メールでどの
名前空間が使用可能かの詳細については、名前空間の参考資料, （430 ページ）を参照してくださ
い。

電子メール テンプレートの定義
電子メール テンプレートの定義ページには、[管理（Administration）] メニューからアクセスしま
す。
[管理（Administration）] > [通知（Notifications）] > [Eメールテンプレート（Email Templates）] の
順に選択します。
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電子メール テンプレートをプレビューする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

Service Designer モジュールを起動します。

ステップ 2

サービス コンポーネントで、画面左側からサービスを選択します。

ステップ 3

[計画（Plan）] タブをクリックします。

ステップ 4

[電子メール（Email）] サブタブをクリックします。

ステップ 5

プレビューする電子メール テンプレートを [電子メール（Email）] サブタブ エリアにあるドロップダウン
リストに示されている時点のいずれかに割り当てます。

ステップ 6

割り当てた電子メール テンプレートの右にある対応する [プレビュー（Preview）] ボタンをクリックしま
す。

電子メール テンプレートのイメージのホワイトリスト
Service Catalog から生成される通知メール用の電子メール テンプレートに外部イメージを追加で
きます。生成された電子メールテンプレートに欠落したイメージが見つかった場合は、イメージ
を表示するための認証の必要がないように、リソースをホワイトリストする必要があります。
ImageServlet は、Request Center でアップロードされたすべてのイメージの documentId が含まれる
URL を生成します。 この documentId に基づいて、これらのイメージをホワイトリストできます。
電子メール テンプレートにイメージを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

パス ../Cisco Service Portal/deployments/RequestCenter.war/WEB-INF/classes/xml/ からファイル
「signon-resources.xml」を開きます。

ステップ 2

「ExcludedResources」を検索します。

ステップ 3

ExcludedResources 下で xml ファイルに次の ResourceDefinitions を追加します。
例：
<ResourceDefinition> /* For imageservlet */
<Name>ImageServlet</Name>
<UrlPattern>/RequestCenter/imageServlet.img?tenantId=1&amp;type=def&amp;documentId=1</UrlPattern>
</ResourceDefinition>
<ResourceDefinition> /* For other images */
<Name>Common PNG</Name>
<UrlPattern>/RequestCenter/images/<file name>.png</UrlPattern>
</ResourceDefinition>

ステップ 4

データベース テーブルから CnfFile テーブル エントリを確実に削除します。 クエリ「Delete from CnfFile
where LogicName = 'signon-resources.config'」を実行します。

ステップ 5

xml ファイルを保存して閉じます。

ステップ 6

サーバを再起動し、変更を有効にします。
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（注）

認証から除外するには、ImageServlet から個々のイメージ ファイルのみを追加します。イメー
ジ フォルダ全体を追加するとセキュリティに問題が発生するので避けてください。 特定のイ
メージの documentId を検索するには、イメージがアップロードされた後に電子メール テンプ
レート エディタで [ソース（Source）] をクリックします。

Recipients
要求に関係がある人に名前空間を使用して電子メールを送信できます。
表 86：Recipients

名前空間例

説明

#Requisition.Customer.Email#

カスタマーの電子メール。管理モジュールの
[通知（Notifications）] タブにある [宛先
（To(s):）] フィールドで保持されます。

#Requisition.Customer.Supervisor.Email#

カスタマーのスーパーバイザの電子メール。

#Alternate.Email#

承認者の代理承認者。 代理承認者は、ユーザの
プロファイルから割り当てることができます。

#Performer.Email#

タスク実行者の電子メール。実行者とは担当者
またはキューのいずれかです。 担当者および
キューの電子メールは、管理モジュールの [通
知（Notifications）] タブにある [宛先（To(s):）]
フィールドにあります。

#Position.EscalationManager.Email#

エスカレーション マネージャの電子メール。エ
スカレーション マネージャは、サービス グルー
プなどに関連付けられ、サービス チームの個人
が割り当てられたユーザ定義の役職です。

#Service.Data.DictionaryName.FieldName#

サービス フォームの指定されたディクショナリ
の指定されたフィールドの現在の値。 この
フィールドには電子メール アドレスが入力され
ていることを確認する必要があります。
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Subject
名前空間を使用すると、電子メールテンプレートの件名をハードコーディングできるほか、テン
プレートを要求に合わせて、より特定かつ具体的に構成できます（同時にサービス全体で引き続
き一貫した外観を維持します）。
表 87：Subject 名前空間

名前空間例

説明

#Requisition.RequisitionID#

要求番号

#Requisition.Customer.FirstName#

カスタマーの名

#Service.ServiceDefinition.Name#

サービス名

本文（Body）
件名のフィールドと同様に、電子メールの本文も要求データ、タスクデータ、サービスデータ、
またはサービス フォーム データを含めるよう設定できます。
表 88：Body 名前空間

名前空間例

説明

#Requisition.RequisitionID#

要求番号。

#Service.Data.DictionaryName.FieldName#

現在のサービス フォーム内の指定されたディク
ショナリにある、指定されたフィールドの現在
の値。

#Site.URL#

Service Catalog にアクセスするための URL。[プ
ロファイル（Profiles）] > [設定（Preferences）]
で設定された、ユーザのデフォルト ビューに解
決されます。

#Site.URL#myservices/myservice.do?

My Services モジュールへのリンク。

#Site.URL#servicemanager/homepage.do

Service Manager モジュールへのリンク。

#URL#

Service Manager 内のタスクの [タスクの詳細
（Task Details）]（サービス フォーム）ページ
へのリンク。
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サイト URL 名前空間
名前空間 #Site.URL# は、Service Catalog にアクセスするための URL を指定します。 この URL パ
スには、実行する特定のモジュール、およびそのモジュールに渡すパラメータ（とそれに続く疑
問符）が含まれることがあります。 上記の例では、ユーザを My Services モジュール、Service
Manager モジュール、またはそれらのモジュールで利用可能な機能に移動するハイパーリンクが、
電子メール本文に生成されます。
My Services または Service Manager の任意のページに単純にリンクする、名前空間参照を作成する
ことが可能です。 正しい URL の判別で重要なことは、サイト管理者に一時的にサイトのデバッ
グを有効にしてもらい（ただし『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』
の警告をよくお読みください）、目的のページに移動したときに表示される URLを確認すること
です。 電子メールにその URL を埋め込む場合、アンパサンド（&）など、文字の符号化表現を使
用する必要があります。
名前空間参照のその他の例を次に示します。
名前空間例

説明

現在の承認また
はレビュー タス
status&amp;reqid=#Service.Requisition.RequisitionID#&amp;reqentryid=
クが選択された
#Service.RequisitionEntryID#&amp;formAction=
状態の、My
displayEntryStatus&amp;serviceid=#Service.ServiceID#&amp;requisitionId=
Services 内の
#Service.Requisition.RequisitionID#&amp;waiting=0&amp;authTaskType=4&amp;activityId= サービス承認
ページへのリン
#ActivityID#&amp;buttonsPresent=true&amp;
ク。
#Site.URL#myservices/navigate.do?query=requisitionentry

承認タスク タイ
プ 4 はサービス
グループ承認を
参照します。
#Site.URL#myservices/navigate.do?query=authorizationtask&amp;taskId=#ActivityID ActivityID で識
別されるサービ
#&amp;return_to_url=authorizationslist&
ス グループ承認
へのリンク。承
認を求めている
サービスが含ま
れた要求に、
ユーザが直接移
動します。
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名前空間例

説明

#Site.URL#myservices/navigate.do?query=authorizationlist&amp;return_to_url=portal My Services 内の
承認リスト ペー
ジへのリンク。
承認を待ってい
るすべての認証
が、ユーザに表
示されます。
#Site.URL#myservices/navigate.do?query=requisition&amp;requisitionId=
#Requisition.RequisitionID#

My Services 内の
要求確認ページ
へのリンク。

サイト URL の設定
インストール プロセスの一環として、管理者は Service Catalog の URL を指定します。 この URL
は設定ファイル be.properties に保存されます。 入力例を次に示します。
!------------------------------------------------------------------!Define the URL for the application
!This is used in emails for constructing the various urls
!------------------------------------------------------------------ObjectCache.Application.URL=http://appsrv01.celosis.com/RequestCenter/

ObjectCache.Application.URL のエントリは名前空間 #Site.URL# and #URL# の値です。 通常、URL
は末尾が「/RequestCenter/」になりますが、要求を /RequestCenter/ に自動的に転送するようアプリ
ケーションサーバを設定することが可能なため、プロパティファイルにはパスのこの部分がない
場合があります。
この場合、単語 /RequestCenter/ は、#Site.URL#/RequestCenter/myservices/myservice.do? などのよう
に #Site.URL# の後に追加したり、 #URL#/RequestCenter/myservices/myservice.do? などのように
#URL# に追加する必要があります。 これは、名前空間のリンクが正しい URL に確実に解決され
るようにするためです。
/RequestCenter 参照を挿入する必要があるかどうかを判断するには、be.properties ファイルを参照
します（またはアプリケーションサーバ管理者にその内容を問い合わせます）。または、次の代
替方法があります。
• 電子メールに #Site.URL# または #URL# 自体を入力し、たとえばタスクが開始されたときに
電子メールを送信します。
• 電子メールを受信したとき、URL が http://www.mycompany.com または
http://www.mycompany.com/RequestCenter/ に解決されるかどうかを確認します。
• 解決された URL に /RequestCenter/ が含まれていない場合、#Site.URL# または #URL# の後に
/RequestCenter/ をそれぞれ追加します。
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Service Link メッセージ名前空間
名前空間ノード #Message# を使用できるのは、Service Link で発信メッセージの配信に失敗した結
果生成された電子メール メッセージの本文内だけです。 使用するテンプレートは、Service Link
エージェント定義に「失敗した電子メール（Failed Email）」として指定されます。 このノードの
要素は、管理者が失敗の原因を診断するときに役立ちます。

Service Manager タスク詳細 URL
#URL# 名前空間では、ユーザが Service Manager 内のタスクのフォーム データに直接移動します。
これはアドホック タスク、および Service Catalog でほとんどタスクを実行しないチームに最適で
す。 承認タスクにも使用できますが、承認者がサービスを承認または拒否後、Service Manager に
自分が移動したことに気付き、混乱の元となることがあります。
カスタマーによっては、この名前空間の方が複数のステップのプロセスよりも好まれます。
#Site.URL#myservices/navigate.do?query=authorizationtask&amp;taskId=#ActivityID# 名前空間で承認
する場合はフォームデータを表示するために複数のステップのプロセスが必要です。実際には、
承認者がフォーム データを見ることなく承認することができ、そのデータが承認するうえで重要
な場合は、監査上でやや問題となることがあります。サービスの名前をクリックするとフォーム
データを確認できることを、承認者が知っておく必要があります。
be.properties ファイルの ObjectCache.Application.URL への変更は、#Site.URL# と同様に #URL# 名
前空間にも影響を与えます。

名前空間の処理と代替値
名前空間要素が参照されると、Service Catalog はその値を現在のコンテキストから取得し、電子
メール内の名前空間への参照を、解決された値で置換します。 要求のカスタマーや発信者に関連
する名前空間要素など、一部の名前空間要素は常に存在し、有効な値を持っています。 その他の
名前空間要素は、場合によっては定義されないことがあります。 たとえば、役職が空席である、
代理承認者が指定されていない、従業員に一時的に上司がいないなどです。
未定義の名前空間への参照はブランクになります。 Email 名前空間を除いて、代替値を提供する
ことができます。これには、名前空間要素名の直後にスラッシュ（/）を使用し、代替値を割り当
てます。
次に、例を示します。
TO: #Alternate.email# #Performer.email#

• 電子メールが指定された確認者と代理人（代理承認者）の両方に送信されるように設定しま
す。 現在代理承認者が指定されていない場合は、#Alternate.email# はブランクになります。
#Supervisor.LastName/Your current supervisor#

• 現在、参照されている個人に上司がいる場合は、その上司の姓が電子メールに表示されま
す。いない場合は、「あなたの現在の上司（Your current supervisor）」という文字列が表示
されます。
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ポリシー設定での名前空間の使用方法
名前空間は、サービス項目ポリシーのアクションを設定する場合に使用されます。 名前空間を使
用するアクションは、ポリシーアラート、電子メールの送信、サービスのオーダーです。これら
の名前空間は実行中に解決します。
ポリシーの詳細については、サービス項目ポリシーの理解, （35 ページ）を参照してください。
表 89：名前空間例

名前空間例
#SI.Subscription.ID#
#SI.Subscription.OrganizationalUnit.ID#
#SI.Subscription.OrganizationalUnit.Name#
#SI.Subscription.Customer.Name#
#SI.Subscription.Customer.LoginName#
#SI.Subscription.Customer.Email#
#SI.Subscription.AssignedDate#
#SI.Subscription.SubmittedDate#
#SI.Subscription.RequisitionID#
#SI.Subscription.RequisitionEntryID#
#SI.Subscription.Operation#
Account 名前空間
#SI.Subscription.Account.ID#
#SI.Subscription.Account.Name#
#SI.Subscription.Account.FunctionalPosition.<FPName>#.ID
#SI.Subscription.Account.FunctionalPosition.<FPName>#.Name
#SI.Subscription.Account.FunctionalPosition.<FPName>#.LoginName
#SI.Subscription.Account.FunctionalPosition.<FPName>#.Email
Agreement 名前空間
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名前空間例
#SI.Subscription.Agreement.ID#
#SI.Subscription.Agreement.Name#
Service Item Attributes 名前空間
#SI.Type.ID#
#SI.Type.Name#
#SI.Type.DisplayName#
#SI.Type.Classification.ID#
#SI.Type.Classification.Name#
#SI.Attribute.<AttributeName>#
ポリシー属性
#Policy.ID#
#Policy.Name#
#Policy.Type#
#Policy.Parameter.Attribute#
#Policy.Parameter.Threshold#
#Policy.Parameter.Operator#
#Policy.Parameter.Hours#
#Policy.Parameter.Value#
Account 名前空間
#Policy.Account.ID#
#Policy.Account.Name#
#Policy.Account.FunctionalPosition<FPName>.ID#
#Policy.Account.FunctionalPosition<FPName>.Name#
#Policy.Account.FunctionalPosition<FPName>.LoginName#
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名前空間例
#Policy.Account.FunctionalPosition<FPName>.Email#

承認および確認における名前空間の使用方法
名前空間は、承認/確認定義の次のコンポーネントで使用できます。
• [件名（Subject）]：名前空間を使用してタスク名にフォーム データを含めることができます。
• [割り当て先（Assign to）]：承認/確認を式から割り当てることができます。
• [条件（Condition）]：承認/確認タスクを条件付きで実行できます。
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承認または確認の詳細を指定するサブタブは次の図のようになります。
図 25：承認の詳細に関するサービス定義のサブタブ

Subject
承認または確認タスクの件名は名前空間を使用して要求データを反映するように構成して、カス
タマーのオーダーに固有の件名にすることができます。 これには、[件名（Subject）] フィールド
に名前空間を含めるだけです。
最も頻繁に使用される名前空間は、現在の確認/承認が適用されるサービスの名前です。 これは通
常、他の説明文に連結して使われます。次に例を示します。
Group Review for #Name#

名前空間 #Name# は、サービス名の短縮形として使用できます。
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サービス フォームの内容ではなく、サービスの特定の属性を参照する名前空間だけが組織単位の
確認/承認および財務承認に使用できます。 たとえば、名前空間を使用してカスタマーの名を参照
する場合は、次のようになります。
#Requisition.Customer.FirstName# -- CORRECT
#Service.Data.Customer_Information.First_Name# -- INCORRECT

サービス グループの確認および承認には #Service.Data# 名前空間を使用できます。 この確認/承認
は個々のサービスに適用されるため、サービス（フォーム）データを使用できます。 財務承認お
よび組織単位の確認/承認は、要求全体に適用されます。これには複数のサービス（要求エント
リ）が含まれることがあるため、個々のサービスのサービス データは使用できません。

式による割り当て
承認および確認タスクは、次に割り当てることができます。
• Organization Designer で定義された役職を現在果たしている個人。
• 固定の個人またはキュー。
• 式の値で識別される個人またはキュー
多くの場合、事前定義済みの役職、個人、またはキューへのタスクの割り当ては、あまり実現的
な方法ではありません。たとえば、同じサービスが要求者のロケーションに応じて、異なるキュー
で処理されることがあります。 このようなケースでは、場合によってはオーダー時点に入力また
は提供された要求データに基づいてタスクをルーティングする必要があります。

ステップ 1

[割り当て（Assign）] ドロップダウンリストで [式による割り当て（From an expression）] を選択します。

ステップ 2

[割り当て先（Assign to）] フィールドに、必要な式を入力します。
例：
ID=#Service.Data.Customer_Information.SupervisorID#

ステップ 3

[更新（Update）] をクリックして保存します。
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提供計画とタスク
提供計画は、[Service Designer] > [サービス（Services）] の [計画（Plan）] タブで設定します。
図 26：タスク定義のモニタ

各タスクを設定するには、タスクのリストからタスクを選択し（または [新規（New）] をクリッ
クして新しいタスクを作成し）、タスクに関連するサブタブに入力します。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
420

名前空間
電子メール テンプレートでの名前空間の使用

提供計画の詳細については、外部システムにサービス要求を発行するための AMQP タスクの設定,
（249 ページ）を参照してください。

提供タスクでの名前空間の使用方法
サービスの提供計画およびコンポーネント タスクの設定により、複数の機会に式と名前空間を使
用できます。
名前空間は、承認/確認定義の次のコンポーネントで使用できます。
• [プロジェクト マネージャ（Project Manager）]：名前空間式から割り当てることができます。
• [モニタ計画の件名（Subject for Monitor Plan）]：名前空間およびリテラル テキストを含める
ことができます。
• [タスク名（Task name）]：名前空間およびリテラル テキストを含めることができます。
• [参加者（Participants）]：実行者およびスーパーバイザを名前空間式から割り当てることがで
きます。
• [条件（Condition）]：名前空間を使用して指定された条件が true の場合にだけタスクを実行
できます。

提供計画のプロジェクト マネージャ
プロジェクトマネージャは、担当者、キュー、または式から割り当てることができます。この式
では、Organization Designer 内の個人を識別する任意の割り当てタイプを使用できます。
次に、例を示します。
LOGINNAME=#Service.Data.Project.ManagerLogin#
ID=#Customer.Supervisor.ID#

監視タスクの件名
監視タスクの件名には通常 #Name# 名前空間を含めて、監視されるサービスの名前を参照します。
Monitor Plan for #Name#

実行者（担当者またはキュー）を参照する名前空間は使用できません。
サービス フォームの内容を参照する名前空間は使用できますが、次の「提供タスク名」で説明さ
れているように悪影響が生じる場合があります。

提供タスク名
提供タスク名には通常、#Name# 名前空間を使用してサービス名を含めます。 サービス データ
（#Service.Data....#）も使用できます。 すべてのタスクはフォームが送信された時に作成されるた
め、指定されたフィールドの値は発注時点で入力されている必要があります。
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（注）

レポート環境ではタスク名でタスクをグループ化できなくなっていることがあるため、タスク
名にフォーム データを使用するのはよい方法ではありません。 また、Service Manager クエリ
で「次を含む（contains）」演算子を使用して、タスク名の残りの部分を取得する必要がある
ため、パフォーマンスが低下することがあります。

タスクへのロール（実行者およびスーパーバイザ）の割り当て
承認の場合と同様に、提供計画のタスクに割り当てられるサービス チームまたは担当者は、カス
タマーのロケーションなどの各要求に関するデータによって異なります。 シナリオごとに異なる
フォームやワークフローを作成するのではなく、式を使用してタスクをインテリジェントにルー
ティングできます。
動的にルーティングできる計画タスクには、各タスクの [参加者（Participants）] タグにある実行
者とスーパーバイザのロールが含まれます。
図 27：提供計画タスクの参加者

「式を使って」割り当てるには、[割り当て（Assign）] ドロップダウンリストからそのオプション
を選択し、[割り当て先（Assign to）] フィールドの横にある省略記号（...）をクリックします。
[式の編集（Edit Expression）] ウィンドウが開き、ここで式を入力し検証できます。

条件文
条件文により、条件に基づいてタスクを開始または省略でき、承認、確認、および提供計画のさ
まざま時点で評価されるように設定できます。
条件文で使用される名前空間は # 記号で囲みません。
Service.Data.DictionaryName.FieldName=”Yes” -- CORRECT
#Service.Data.DictionaryName.FieldName#=”Yes” -- INCORRECT
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条件付き承認および確認タスク
承認および確認は、特定の条件が存在する場合にだけ必要になることがあります。 たとえば、単
価が指定されたしきい値を超えた場合にだけ承認が必要になることがあります。 条件付き承認ま
たは確認タスクを定義する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

設定する承認または確認をクリックします。 図 28：確認の詳細ウィンドウに示すように、[確認/承認の詳
細（Review/Authorization Details）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

特定の承認または確認タスクの実行が必要な条件を入力します。

ステップ 3

[検証（Validate）] をクリックして、条件を検証します。
[検証（Validate）] ウィンドウが表示されます。 「予期しないトークン（unexpected token）」というメッ
セージは、使用されている名前空間がこのコンテキスト内で無効であるということか、アルファベット文
字を引用符で囲むのを忘れた可能性があるということを示します。

ステップ 4

[OK] をクリックして [検証（Validate）] ウィンドウを閉じます。

ステップ 5

[更新（Update）] をクリックして確認/承認の詳細を保存します。
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図 28：確認の詳細ウィンドウ

[検証（Validate）] 機能により、指定された名前空間が、ディクショナリ フィールド
（Data.DictionaryName.FieldName）を除いて、現在のスコープ（特定のレベルの確認/承認または
タスク）で有効であるかを検証できます。 これは、確認/承認が、統合されるサービスに関係な
く、サイトレベルまたは組織レベルで定義されても、適正を確保できます。 ただし、指定された
名前空間（たとえば、Data.EUIT_ACCESS.Access_Type）が存在しない場合、ランタイム エラーが
発生することがあります。
検証では、正しい関係演算子および算術演算子が使用されていることも確認されます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
424

名前空間
電子メール テンプレートでの名前空間の使用

条件付き提供計画タスク
承認および確認タスクと同様に、サービス提供時点の計画タスクも条件付きにすることができま
す。
図 29：タスク定義の [全般（General）] タブ

条件の評価
条件を入力したら、ステートメントが評価される時期を決定する必要があります。 条件付きの各
タスク（許可、確認、または提供）は、次のいずれかで評価できます。
• フェーズ（承認または提供時点）の開始時、または
• アクティビティがアクティブになったとき
承認/提供フェーズが開始されたときに条件を評価する
設計者は、前述の提供タスクで示されているように、特定のタスクで [提供フェーズが開始された
ときに条件を評価する（条件が「false」と評価された場合、時間はゼロとして計算されます）
（Evaluate condition when delivery phase starts (if condition evaluates to "false", times will be computed as
zero)）] オプションを選択することでフェーズが開始されたときに条件文を評価するよう選択でき
ます。 「フェーズ」とは、要求を処理するために定義されたシステムの任意のタイミングに対応
しています。 各承認または確認には固有の時点があり、すべての提供タスクはサービス提供時に
実行されます。
承認タスクは常に直列に実行されます。 たとえば、field= "somevalue" で別の条件が field<>
"somevalue" のように、1 つのタスクに 1 つの条件を配置できます。 そうすることで、常に 1 つの
承認タスクが実行されます。「承認フェーズが開始されたとき（when authorization phase starts）」
を選択した場合、プロセス ビューに表示される承認タスクは 1 つだけです。 「タスクがアクティ
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ブになったとき（when task becomes active）」を選択した場合、両方のタスクが表示されますが、
1 つは省略されます。
[条件が「false」と評価された場合、時間はゼロとして計算されます（if conditions evaluate to "false",
times will be computed as zero）] 文は、Service Catalog がフェーズの開始時に条件を評価することを
表しています。 これらの条件が false の場合、対応するタスクは実行されず、サービスの実行期日
はこれらのタスクの期間を含めずに計算されます。
アクティビティがアクティブになったときに条件を評価する
別の方法として、設計者は [アクティビティがアクティブになったときに条件を評価する（時間は
影響を受けず、スケジューリングはこれらのエフォートを使用して実行する）（Evaluate condition
when activity becomes active (times will not be affected, scheduling will be done by using these efforts)）]
オプションを選択することで、タスクが開始されたときに条件文を評価するよう選択できます。
Service Catalog は、各タスクの開始時に条件を評価します。 条件が false の場合、対応するタスク
は実行されません。 このオプションで設定されているタスクの期間を使用して送信時に実行期日
が計算されます。
計画が進展したときに式を再評価する
式の再評価機能は、複数の承認が行われる設計に役立ちます。 承認タスクを行う担当者は、サー
ビス フォームに情報を入力できます。これは、それ以降の承認タスクの実行者の割り当てに使用
される式の再評価に使用されます。 このオプションが選択されていない場合、承認タスクの式に
使用されるすべての情報がオーダー時点で存在している必要があります。
この機能を使用すると、許可または確認タスクを動的にユーザ（担当者またはキュー）に割り当
てることができ、承認または確認時点で動的にタスクのタイトルを調整できます。 承認/確認がア
クティブになると、式が評価され、タスクが適切に割り当てられます。 この機能を使用できるの
は承認および確認タスクだけで、提供タスクには使用できません。
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段階の開始とタスクの開始
次の図に、フェーズの開始とタスクの開始およびその違いを示します。
図 30：段階の開始とタスクの開始

[1]

段階の開始

2

タスクの開始

条件文の構文
条件文には、算術演算子および関係（論理）演算子を含めることができます。
使用可能な論理演算子のタイプは、テスト対象のフィールドの HTML 表現によって異なります。
ほとんどのフィールドには、1 つの値だけを割り当て可能な（入力要素）があります。そのよう
なものとしては、テキスト、テキスト領域、オプション ボタン、単一選択（ドロップダウン）リ
スト、オプションボタンなどがあります。このようなフィールドに適用される条件文には、次の
論理演算子を使用できます。
表 90：条件文の構文

演算子

使用方法

<

次の値より小さい。

>

次の値より大きい。

<=

右辺と比較して小さいか等しい。

>=

右辺と比較して大きいか等しい。
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演算子

使用方法

<>

次の値と等しくない。

=

次の値と等しい。

OR

複数の文の論理 OR を実行します。 すべての文
が true の場合、結果は true になります。文のい
ずれかが false の場合、結果は false になります。

AND

複数の文の論理 AND を実行します。 いずれか
の文が True の場合は結果が True となり、それ
以外の場合は False となります。

条件の演算子の標準的な演算順序は次のとおりです。
- (negative)
* (multiplication), / (division)
+ (addition),
- (subtraction)
<, >, >=, <=, <> (not equal), =
NOT
OR
AND

カッコを使用して演算子の優先順位を変更したり、条件を明確にすることができます。
次に、例を示します。
ActivityID >= 50
Customer.FirstName = "Ann"
Requisition.ActualCost >= 2000
Service.Quantity * Service.PricePerUnit <= 1000
Data.Approver.Custom_2 = "VP" OR Data.Approver.Custom_2 = “Director”

INCLUDES 演算子は、複数の値を入力できるフィールドに適用できます。 これには、複数選択
（ドロップダウン ボックス）およびチェック ボックスが含まれます。 このようなフィールドに
適用される条件文には、次の論理演算子を使用できます。
演算子

使用方法

OR

複数の文の論理 OR を実行します。 すべての文
が true の場合、結果は true になります。文のい
ずれかが false の場合、結果は false になります。

AND

複数の文の論理 AND を実行します。 いずれか
の文が True の場合は結果が True となり、それ
以外の場合は False となります。

NOT

条件の値を否定。
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演算子

使用方法

INCLUDES

指定された値が名前空間変数の現在選択されて
いるオプションである場合は true です。ディク
ショナリで「複数値」として指定されている
フィールド（通常は複数選択およびチェック
ボックスの HTML 表現のフィールド）にだけ適
用できます。

次に、例を示します。
Data.EUIT_ACCESS.AccessType INCLUDES “DSL” AND NOT
Data.EUIT_ACCESS.AccessType INCLUDES “Dial-Up”

（注）

名前空間を囲む際に「#」記号は使用しません。
• 条件に含める英数値は二重引用符（""）で囲む必要があります。
• 名前空間名では、大文字と小文字が区別されません。 推奨される基準は先頭文字の大文字の
指定（すべての単語の最初の文字を大文字にする）を使用することです。
• すべての英数字比較では、大文字と小文字が区別されます。 たとえば、条件
「Data.MoveIndividual.FirstName=”Matt」 は、MoveIndividual ディクショナリの [FirstName]
フィールドの値が「Matt」（最初の文字が大文字で残りが小文字）である場合にのみ true と
なります。
• すべてのブール名前空間（名前が「Is」で始まるもの）は、その元となるデータベースに応
じて異なる値を持ちます。 SQLServer では、ブール値は true または false です。 Oracle では、
対応する値は 1（true）および 0（false）です。
• 数値比較用の小なりおよび大なり演算子は、ディクショナリ フィールドでサポートされませ
ん。 比較時にテキストとして扱われます。 たとえば、条件「Service.Data.VM.MemoryGB >
4」は、ディクショナリ フィールド VM.MemoryGB の値が 16 の場合に false と評価されます。
• テキスト文字列比較では、マルチバイト文字がサポートされません。
• リテラルに含まれるアンパサンド（「&」）は「&amp;」として符号化する必要があります。
たとえば、値「2 & 3」は式では「2 &amp; 3」になります。
• 次の演算子はブール値フィールドでサポートされていません。
◦ が次より大きい（is greater than）
◦ が次より小さい（is less than）
◦ 大文字と小文字を区別しないと等しい（is equal to ignore case）
◦ が次の文字列で始まる（begins with）
◦ が次の文字列で終わる（ends with）
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◦ が次の文字列を含む（contains）
◦ 含まない（does not contain）

ヒントと手法
条件文で常に false と評価する条件（たとえば、「1=2」）を使用して、自動的に省略されるタス
クを指定します。
この場合の最も一般的な使用例は次のとおりです。
• いずれかのタスクが完了してなくても、サービスが「自動完了」する必要がある場合。 省略
されたタスクは提供計画の終了を示し、要求は完了としてマークされます。
• 次のように、タスクを完了せずに電子メールを送信する必要がある場合、または特定の時点
で複数の電子メールが必要な場合。
◦ 親タスクを作成する。 [電子メール（email）] タブで、完了時に送信する電子メールを
選択します（アクティビティがアクティブになったときに送信される電子メールを設定
することもできます）。
◦ 1=2 の条件で子タスクを作成する。 アクティビティがアクティブになったときに評価す
る条件を設定します。

名前空間の参考資料
ここでは、すべての名前空間と、それぞれを使用可能なコンテキストについて説明します。

名前空間オブジェクトとその関係
次の図に、名前空間のノードおよびノード間の関係を示します。 ノードのタイプによって、固有
のプロパティだけでなく、アクセスを提供するサブコンテキスト（他のノード）も決まります。
この図のラベル付きボックスは、名前空間ノードのタイプを表します。 ラベル付き矢印は、1 つ
のノードのプロパティに別のノードからアクセスできる名前空間要素を示します。 この図は、名
前空間をナビゲートして Service Catalog のデータにアクセスする必要のある、サービス設計者お
よび管理者のガイドとして利用できます。 たとえば、プロセス ノードから「Customer」というラ
ベルが付いた矢印を追跡すると、「Customer」要素がプロセス ノードに個人ノードのプロパティ
へのアクセスを提供していることがわかります。 したがって、たとえば提供計画のタスク用の条
件文にあるカスタマーのログイン名にアクセスするには、条件は次の名前空間を参照します。
Requisition.Customer.LoginName

提供計画の電子メールで同じ名前空間にアクセスする場合、名前空間参照は次のようになります。
#Service.Requisition.Customer.LoginName#

ノード関係は双方向ではありません。プロセスノードが個人ノードのプロパティにアクセスでき
ることは、個人ノードがプロセス ノードのプロパティにアクセスできることを意味しません。
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フォーマッティングされた電子メールまたは条件文で Service Catalog のデータを使用する、サー
ビス設計者または管理者から見て、ノード間のパスには複数の「エントリ ポイント」がありま
す。
• 要求エントリ（サービス）に関連付けられたアクティビティ。提供計画タスク、サービス グ
ループ承認、サービス グループ確認、そうしたアクティビティで生成された電子メールな
ど。
• 要求に関連付けられたアクティビティ。部門承認、部門確認、財務承認など。
このようなエントリ ポイントによって、サービス設計者または管理者がアクティビティから送信
される電子メールを設定するとき、または条件付き実行文を定義するときに適用される、名前空
間コンテキストが決まります。 これらはノード間のパス内を移動するための開始点と考えてくだ
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さい。 名前空間を入力する場所によって、その特定のアクティビティから使用できるノード、お
よび最終的には、プロパティとデータ値が決まります。
図 31：名前空間オブジェクトとその関係

電子メール名前空間要素
# 文字を使用して電子メール通知の名前空間要素を区切る必要があります。
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OU ベースの承認および確認
組織レベルでの承認および確認によって、電子メールを送信できます。
• 組織単位の承認
• 組織単位の確認
• ファイナンシャル承認
これらの電子メール エントリ ポイントは、次に示す名前空間要素をサポートします。
#ActivityID#
#Priority# - priority assigned to the task: 1=high, 2=normal, 3=low
#DueOn#
#Subject# - the name of the task
#Waiting#
#ScheduledStart#
#StartedOn#
#CompletedOn#
#ExpectedDuration# - typical task duration, in hours
#ExpectedDurationUnits# - units in which task duration is displayed
#ActualDuration# - actual task duration, in hours
#CurrentDate#
#StateName# - the status of the task
#URL#
#Customer.*# - where * denotes any Customer element
#Performer.*# - where * denotes any Performer element
#PerformerQueue.*# where * denotes any PerformerQueue element
#Process.*# -- where * denotes any Process (task) element
#Requisition.*# - where * denotes any Requisition element

タスクおよびサービス グループの承認/確認
提供計画に含まれるタスク、およびサービス グループの承認および確認によって、電子メールを
送信できます。
• サービス グループの承認
• サービス グループの確認
• 計画タスク
• 遅延タスク
• アドホック タスク
• 失敗した Service Link タスク
これらの電子メール エントリ ポイントは、次に示す名前空間要素をサポートします。
#ActivityID#
#Priority#
#DueOn#
#Subject#
#Waiting#
#ScheduledStart#
#StartedOn#
#CompletedOn#
#ExpectedDuration#
#ActualDuration#
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#Instructions# -- for Adhoc tasks only
#CurrentDate# -- the current date and time in GMT
#StateName# -- the current status (state) of the activity
#URL# -- the URL for directly accessing Task Details for this activity
#Customer.*# -- all Customer elements; for an adhoc task only, this
refers to the service
performer who created the task
#Performer.*# -- all Performer elements
#PerformerQueue.*# -- all Queue elements
#Process.*# - all Process elements
#Service.ServiceID#
#Service.ProcessTrackingID#
#Service.Quantity#
#Service.PricePerUnit#
#Service.HasPrice# -- false (0) if the service has no price, 1 (true)otherwise
#Service.Bundled# -- true (1)if the service is a child service in a
bundle, false (0)
otherwise
#Service.isBundle# -- true (1) if the service is itself a bundle, false (0) otherwise
#Service.BundledServices# -- the number of child services bundled with the current service
#Service.ServiceDefinition.Name#
#Service.ServiceDefinition.IsEntitlement#
#Service.ServiceDefinition.DescriptionURL#
#Service.ServiceDefinition.ExpectedDuration#
#Service.ServiceDefinition.FunctionalPosition.PersonTypeElement#
#Service.ServiceDefinition.ServiceGroup.Name#
#Service.ServiceDefinition.ServiceGroup.FunctionalPosition
.PersonElement#
#Service.RequisitionEntryID#
#Service.Requisition.URL#
#Service.Requisition.ProcessTrackingID#
#Service.Requisition.ExpectedDuration#
#Service.Requisition.StartedDate#
#Service.Requisition.ActualCost#
#Service.Requisition.ExpectedCost#
#Service.Requisition.RequisitionID#
#Service.Requisition.Name#
#Service.Requisition.Customer.*# --all Customer elements
#Service.Requisition.Initiator.*# -- all Initiator element
#Service.Requisition.ClientOU.*# -- all ClientOU elements
#Service.Data.DictionaryName.FieldName#

通常、サービス データの名前空間の書式は次のとおりです。
#Service.Data.DictionaryName.FieldName#

条件付き名前空間要素
# 文字は条件内の変数へのアクセスには使用しません。 条件の左側に #、“、&、+、– などの文字
を使用すると、データベースの問題が発生します。

OU ベースの承認および確認
組織内レベルでの承認および確認は条件付きで実行できます。
• 組織単位の承認
• 組織単位の確認
• ファイナンシャル承認
これらの条件付きエントリ ポイントは、次の名前空間をサポートします。
Site.URL
Customer.*
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Initiator.*
ClientOU.*

タスクおよびサービス グループの承認/確認
サービス グループの承認と確認、および提供計画に含まれるタスクでは、条件によりタスク/確認
を実行するかどうかを決定できます。
• サービス グループの承認
• サービス グループの確認
• 計画タスク
• 遅延タスク
これらの条件付きエントリ ポイントは、次の名前空間をサポートします。
Requisition.*
Data.DictionaryName.FieldName

Organizational Unit-Based 名前空間
組織単位に関する名前空間から情報を利用できます。 組織単位は多くのコンテキストで使用で
き、次の名前空間エンティティ タイプによって示されます。
表 91：Organizational Unit-Based 名前空間

エンティティ タイプ

説明

例

ClientOU

要求のクライアントの組織単位 #Requisition.HomeOU.OrgElementType#

HomeOU

実行者、実行者キュー、カスタ #Performer.HomeOU.OrgElementType#
マー、またはこれらの人のマ
ネージャのホーム組織単位

ParentOU

現在の OU の親組織単位

#Customer.HomeOU.ParentOU.OrgElementType#

ClientOU のコンテキスト内の組織単位要素タイプ（OrgElementType）を次に示します。
#ClientOU.Name#
#ClientOU.Description#
#ClientOU.OrganizationalUnitID#
#ClientOU.OrganizationalUnitTypeID#
#ClientOU.CostCenterCode#
#ClientOU.FunctionalPosition.PersonElementType#
#ClientOU.Manager.PersonTypeElement#
#ClientOU.ParentOU.Name#
#ClientOU.ParentOU.Description#
#ClientOU.ParentOU.OrganizationalUnitID#
#ClientOU.ParentOU.OrganizationalUnitTypeID#
#ClientOU.ParentOU.CostCenterCode#
#ClientOU.ParentOU.FunctionalPosition.PersonElementType#
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Person-Based 名前空間
Customer、Initiator、Alternate、および Performer 名前空間要素は、Organization Designer に格納され
た個人に関する情報を提示します。 そのため、すべてのエントリ タイプは同じ変数をサポート
し、エントリ タイプを表す要素（「Customer」、「Initiator」、「Alternate」、「Person」）のみ
が変化します。
Person-Based 名前空間ノードの一覧を次に示します。 名前空間は、すべての基本および拡張担当
者属性に使用できます。 有効な名前空間変数を作成するには、これらを名前空間名の最後の部分
に使用します。最初の部分はエンティティ タイプです。 名前空間を電子メールで使用する場合
は、ハッシュ記号（#）で囲む必要があります。
PersonType
オプション（Alternate）

現在の承認タスク実行者に対する指定代理人。
次は、Alternate 名前空間でサポートされる唯一
の名前空間です。
#Alternate.FirstName#
#Alternate.LastName#
#Alternate.Title#
#Alternate.TimeZoneID#
#Alternate.Email#

カスタマー

一般的に、現在の要求がオーダーされた個人。
タスクベースの電子メールおよびエスカレー
ションでは、タスク実行者の上司。アドホック
タスクでは、そのアドホック タスクを作成した
タスク実行者。

Customer.Supervisor

現在の注文のカスタマーの上司。

Customer.HomeOU.Manager

現在の注文に対するカスタマーのホーム組織単
位のマネージャ。

依頼者

現在の要求を注文した個人。

Initiator.Supervisor

現在の要求を注文した個人の上司。

Initiator.HomeOU.Manager

現在の要求を注文した個人のホーム組織単位の
マネージャ。

実行者

現在のタスクの実行を担当する個人。

Performer.Supervisor

タスク実行者の上司。
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PersonType
Performer.HomeOU.Manager

タスク実行者のホーム組織単位のマネージャ。

ClientOU.Manager

組織単位の確認または承認が実行されている組
織単位のマネージャ。

FunctionalPosition

組織、サービス、またはサービス グループ内
で、Service Catalog で定義された役職。

Position.FunctionalPosition

組織、サービス、またはサービス グループ内で
ユーザが定義した役職。

Person-type 名前空間ノードの要素を次に示します。 要素が指定されなかった場合、式はデータ
ベース内のその個人の固有識別子を返します。
#PersonType
.FirstName#
#PersonType
.LastName#
#PersonType
.Title#
#PersonType
.Birthdate#
#PersonType
.Hiredate#
#PersonType
.SSN#
#PersonType
.EmployeeCode#
#PersonType
.IsOffice#
#PersonType
.TimeZoneID#
#PersonType
.Email#
#PersonType
.CompanyAddress# -- a concatenation of all lines of the company address, including formatting
into multiple lines
#PersonType
.PersonalAddress# -- a concatenation of all lines of the personal address, including
formatting into multiple lines
#PersonType
.SimpleCompanyAddress# -- a concatenation of all lines of the company (business) address
#PersonType
.SimplePersonalAddress# -- a concatenation of all lines of the personal address
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.Street1#
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.Street2#
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.City#
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.StateProvince#
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.Zip#
#PersonType
.DetailedCompanyAddress.Country#
#PersonType
.DetailedPersonalAddress.Street1#
#PersonType
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.DetailedPersonalAddress.Street2#
#PersonType
.DetailedPersonalAddress.City#
#PersonType
.DetailedPersonalAddress.StateProvince#
#PersonType
.DetailedPersonalAddress.Zip#
#PersonType
.DetailedPersonalAddress.Country#
#PersonType
.Location# - a concatenation of all aspects of the location, with formatting to place
elements on separate lines
#PersonType
.DetailedLocation.Building#
#PersonType
.DetailedLocation.BuildingLevel#
#PersonType
.DetailedLocation.Office#
#PersonType
.DetailedLocation.Cubicle#
#PersonType
.SimpleLocation# -- a concatenation of all aspects of the location, with spaces separating
the elements
#PersonType
.WorkPhone#
#PersonType
.HomePhone#
#PersonType
.Fax#
#PersonType
.Mobile#
#PersonType
.Pager#
#PersonType
.LoginName#
#PersonType
.TimeZone#
#PersonType
.ExtManager#
#PersonType
.CompanyCode#
#PersonType
.Division#
#PersonType
.BusinessUnit#
#PersonType
.DepartmentNumber#
#PersonType
.CostCenter#
#PersonType
.ManagementLevel#
#PersonType
.Region#
#PersonType
.EmployeeType#
#PersonType
.LocationCode#
#PersonType
.Custom1#
#PersonType
.Custom2#
#PersonType
.Custom3#
#PersonType
.Custom4#
#PersonType
.Custom5#
#PersonType
.Custom6#
#PersonType
.Custom7#
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#PersonType
.Custom8#
#PersonType
.Custom9#
#PersonType
.Custom10#

次に、例を示します。
#Person.FirstName# #Person.LastName#
#Customer.Supervisor.Fax#

Customer 名前空間
エスカレーションを含む提供タスクでは、カスタマーはタスクスーパーバイザです。アドホック
タスクでは、カスタマーとはそのアドホックタスクを開始したタスク実行者です。その他のすべ
てのタスクおよび要求の場合は、カスタマーはサービスが要求されている担当者です。 Customer
名前空間では、次のようなカスタマー情報にアクセスできます。
• 個人のプロファイルで定義され、[Organization Designer] > [ユーザ（People）] でアクセス可
能なカスタマー（個人）情報
• カスタマーのスーパーバイザ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
• カスタマーのホーム組織単位に関する情報
• カスタマーのホーム OU のマネージャ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
次の名前空間は、電子メールに使用する場合はハッシュ記号（#）で囲む必要がありますが、式に
使用する場合はハッシュ記号で囲まずに入力します。 個人タイプの名前空間の完全なリストを
Person-Based 名前空間, （436 ページ）に示します。
Customer 名前空間。
#Customer.PersonTypeElement#
#Customer.Supervisor.PersonTypeElement#
#Customer.HomeOU.Name#
#Customer.HomeOU.OrganizationalUnitID#
#Customer.HomeOU.OrganizationalUnitTypeID# -- the type of unit, where 1=service team, and
2=business unit
#Customer.HomeOU.CostCenterCode#
#Customer.HomeOU.Manager.PersonTypeElement#
#Customer.HomeOU.ParentOU.Name#
#Customer.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitID#
#Customer.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitTypeID# -- the type of unit, where 1=service
team, and 2=business unit
#Customer.HomeOU.ParentOU.CostCenterCode#

Performer 名前空間
実行者は、サービスの提供計画でタスクを実行する担当者です。 Performer 名前空間は、現在のタ
スクがないコンテキストでは使用できません。たとえば、組織単位確認および承認の電子メール、
および財務承認などがあります。
Performer 名前空間では、次のような実行者情報にアクセスできます。
• 個人のプロファイルで定義され、Organization Designer > ユーザ（People）でアクセス可能
な発信者（個人）情報
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• 実行者のスーパーバイザ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
• 実行者のホーム組織単位に関する情報
• 実行者のホーム OU のマネージャ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
次の名前空間は、電子メールに使用する場合はハッシュ記号（#）で囲む必要がありますが、式に
使用する場合はハッシュ記号で囲まずに入力します。 個人タイプの名前空間の完全なリストを
Person-Based 名前空間, （436 ページ）に示します。
#Performer.PersonTypeElement#
#Performer.Supervisor.PersonTypeElement#
#Performer.HomeOU.Name#
#Performer.HomeOU.OrganizationalUnitID#
#Performer.HomeOU.OrganizationalUnitTypeID#
#Performer.HomeOU.CostCenterCode#
#Performer.HomeOU.Manager.PersonTypeElement#

PeformerQueue 名前空間
Performer Queue 名前空間は、確認、承認、またはタスクが割り当てられたキューに関する情報を
提供します。 Person-Based 名前空間要素およびプロパティのサブセットには意味があります。こ
れらは、Organization Designer でクエリを維持するため、ユーザ インターフェイスに提示されま
す。
#PerformerQueue.FirstName#
#PerformerQueue.LastName#
#PerformerQueue.TimeZoneID#
#PerformerQueue.Email#
#PerformerQueue.WorkPhone#
#PerformerQueue.HomePhone#
#PerformerQueue.Fax#
#PerformerQueue.Mobile#
#PerformerQueue.Pager#
#PerformerQueue.TimeZone#
#PerformerQueue.HomeOU.Name#
#PerformerQueue.HomeOU.OrganizationalUnitID#
#PerformerQueue.HomeOU.OrganizationalUnitTypeID#
#PerformerQueue.HomeOU.CostCenterCode#
#PerformerQueue.HomeOU.ParentOU.Name#
#PerformerQueue.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitID#
#PerformerQueue.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitTypeID#
#PerformerQueue.HomeOU.ParentOU.CostCenterCode#
#PerformerQueue.HomeOU.Manager.PersonTypeElement#

Initiator 名前空間
発信者とはサービスをオーダーする担当者です。
Initiator 名前空間では、次のような依頼者情報にアクセスできます。
• 個人のプロファイルで定義され、[Organization Designer] > [ユーザ（People）] でアクセス可
能な発信者（個人）情報
• 発信者のスーパーバイザ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
• 発信者のホーム組織単位に関する情報
• 発信者のホーム OU のマネージャ用に定義されたすべての担当者/プロファイル情報
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次の名前空間は、電子メールに使用する場合はハッシュ記号（#）で囲む必要がありますが、式に
使用する場合はハッシュ記号で囲まずに入力します。 個人タイプの名前空間の完全なリストを
Person-Based 名前空間, （436 ページ）に示します。
#Initiator.PersonTypeElement#
#Initiator.Supervisor.PersonTypeElement#
#Initiator.HomeOU.Name#
#Initiator.HomeOU.OrganizationalUnitID#
#Initiator.HomeOU.OrganizationalUnitTypeID#
#Initiator.HomeOU.CostCenterCode#
#Initiator.HomeOU.Manager.PersonTypeElement#
#Initiator.HomeOU.ParentOU.Name#
#Initiator.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitID#
#Initiator.HomeOU.ParentOU.OrganizationalUnitTypeID#
#Initiator.HomeOU.ParentOU.CostCenterCode#

役職
[役職（Functional positions）] を使用して、役職に割り当てられている個人の担当者情報にアクセ
スできます。 アクセスできるのは、デフォルトの役職と、特定の実装に対して設定された役職の
両方の情報です。
役職は、モジュール選択の [Organization Designer] > [役職（Functional Positions）] で定義されま
す。 役職はそれぞれ特定のエンティティに割り当てられます。そのエンティティとしては、サー
ビス、サービス グループ、組織単位があります。
地位の定義後、組織単位の [地位（Positions）] ページまたは、サービスあるいはサービス グルー
プの [全般（General）] タブで個人をその地位に割り当てます。 次に使用例を示します。
カスタマーのホーム組織単位の Budget Manager の電子メール アドレスにアクセスするには、
Requisition.Customer.HomeOU.BudgetManager.Email を使用します。
タスク実行者のホーム組織単位の親組織単位のマネージャのファーストネーム（名）にアクセス
するには、Performer.HomeOU.ParentOU.Manager.FirstName を使用します。
デフォルトの役職には、「Budget Manager」のように地位名の間に空白が入っているものがありま
す。 名前空間参照で使用される役職ではスペースは省略します。
ユーザ指定の役職にはスペースを入れることはできません。 名前空間参照は、次の例のように役
職の前にキーワード「Position」を付ける必要があります。
#Service.ServiceDefinition.Position.EscalationManager.Email#

すべての役職において、上記の Person 表で定義されているすべての変数を利用できます。 担当者
の変数が含まれていない場合、式は担当者のデータベース ID を返します。
要求またはサービスのコンテキストでアクセスできる担当者のロールから、ホーム OU、親 OU、
またはクライアント OU の役職に関する情報にアクセスできます。 サービスまたはサービス グ
ループの役職に関する情報は、サービスのコンテキストだけで利用できます。
これらの式を使用して電子メールおよびタスク名に動的データを含める場合、式の最初と最後に
ポンド記号の区切り文字（「#」）を追加する必要があります。次に例を示します。
#Customer.HomeOU.Manager.Email#
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バンドルされたサービスの名前空間変数
名前空間とは、Service Catalog 内で使用されるデータ オブジェクトを示す、一連の有効な名前を
表すために使用される用語です。サービス設計者には、そのオブジェクトがその名前で提示され
ます。 これにより、設計者は次のコンテキストでこれらの要素を使用できます。
• 電子メールの中で、受信者、件名、または電子メール本文中の参照先を動的に解決する場合
• 提供計画の中で、確認、承認、またはタスクを条件に応じて実行する場合
• 承認または提供タスクの割り当て先となる個人またはキューを判定する式の中
• タスク名の中
名前空間は階層構造になっています。 名前空間名は、サービスを定義するデータ、およびサービ
スが要求される際にサービスフォームに入力されるデータの構造を反映しています。名前空間変
数の操作で重要となるのは、Service Catalog のデータを定義する階層構造、および特定の名前空間
変数を使用可能なコンテキストに関する知識です。
階層構造内の各要素では大文字と小文字が区別されません。 要素はピリオド（「.」）で区切りま
す。最後の要素は「プロパティ」と呼ばれることもあります。最後の要素の前にある要素はすべ
て、階層構造内の「ノード」です。
システムには、バンドルされたサービスでデータを処理する場合に使用できる多数の名前空間変
数が備わっています。
名前空間変数

データ タイプ

目的/使用法

Service.Bundled

ブール値

サービスがバンドル上の子であ
る場合、要求に対して True。

Service.IsBundle

ブール値

サービス自体がバンドルである
場合、要求エントリに対して
True。

Service.BundledServices

Numeric

親に属する子サービスの数を示
す。

Requisition.Services

Numeric

要求内のサービス数を示す。

ParentService.Data.DictionaryName.FieldName

バンドル内のデータ要素を参照
するための構文。

• サイト設定パラメータ ShowBundleData の値が On である場合、
ParentService.Data.DictionaryName.FieldName は Data.DictionaryName.FieldName と同等になり
ます。
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• ShowBundleData の値が Off である場合、ParentService.Data.DictionaryName.FieldName は親
サービス内のデータ要素を参照するために必要な構文です。

Lightweight 名前空間
使用または評価するフィールドの値に動的にアクセスするには、名前空間に相当するアクティブ
フォーム ルールが必要です。 たとえば、ユーザが前のフィールドで「Other」と入力した場合、
サービスは追加のディクショナリまたはフィールドを表示する必要があります。また、サービス
提供の有効な場所を表示するためのドロップダウン リストを作成する条件として、現在のカスタ
マー組織の使用が必要になることがあります。あるいは、カスタマーおよび発信者データに対す
るデフォルト値を提供する必要があります。
Lightweight 名前空間にはこうした機能があります。 これらの機能は、ルール内では、フォームに
アクセス可能な情報だけ（サービスの提供計画やタスク実行者に関する詳細などではありません）
を使用できるため「軽量」です。
個人ベースのディクショナリが含まれたすべてのフォームでは、選択された個人のプロファイル
に格納されたフィールドの対応する値に基づき、Lightweight 名前空間を使用してフォーム フィー
ルドに値を提供します。 これには、Customer-Initiator フォームおよびユーザ定義フォームの両方
が含まれます。 Lightweight 名前空間には #Customer.FieldName# または #Initiator.FieldName# の書
式があります。
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（注）

Lightweight 名前空間に対するグリッド ディクショナリ フィールドの使用はサポートされてい
ません。

図 32：グリッド ディクショナリの表示

名前空間は、フィールドのデフォルト値として自動的に入力されます。 必要に応じて、初期割り
当てを置き換えることができます。
カスタマー データまたは発信者データを参照する Lightweight 名前空間は、個人ベースではない
ディクショナリ内のフィールドのデフォルト値として使用することもできます。 この場合、サー
ビス設計者がディクショナリフィールドから適切な個人属性へのマッピングを担当します。この
機能により、個人ベースのデータとその他のデータの両方が含まれるディクショナリを定義でき
ます。

Customer-Based 名前空間
カスタマー情報が予約されたディクショナリに使用する Customer-Based 名前空間を、以下にまと
めます。
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表 92：Customer-Based 名前空間

ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

名（FIRST_NAME）

テキスト（Text）

#Customer.FirstName#

姓（LAST_NAME）

テキスト（Text）

#Customer.LastName#

ログインID（Login_ID）

テキスト（Text）

#Customer.LoginID#

個人ID（Person_ID）

番号（Number）

#Customer.PersonID#

個人識別
（Personal_Identification）

テキスト（Text）

#Customer.PersonIdentification#

電子メールアドレス
（Email_Address）

テキスト（Text）

#Customer.Email#

ホーム組織単位
（Home_Organizational_Unit）

テキスト（Text）

#Customer.HomeOU.Name#

役職（Title）

テキスト（Text）

#Customer.Title#

社会保障番号
（Social_Security_Number）

テキスト（Text）

#Customer.SSN#

生年月日（Birthdate）

日付（Date）

#Customer.Birthdate#

雇用日（Hiredate）

日付（Date）

#Customer.Hiredate#

タイムゾーン（Timezone）

テキスト（Text）

#Customer.TimeZoneID#

ロケール（Locale）

テキスト（Text）

#Customer.LocaleID#

スーパーバイザ（Supervisor）

テキスト（Text）

#Customer.Supervisor.Name#

従業員コード
（Employee_Code）

テキスト（Text）

#Customer.EmployeeCode#

スーパーバイザの電子メール
（Supervisor_Email）

テキスト（Text）

#Customer.Supervisor.Email#

スーパーバイザID
（Supervisor_ID）

番号（Number）

#Customer.Supervisor.PersonID#

スーパーバイザの電話番号
（Supervisor_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.Supervisor.Phone#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

注記（Notes）

テキスト（Text）

#Customer.Notes#

会社の番地1
（Company_Street_1）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.Street1#

会社の番地2
（Company_Street_2）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.Street2#

会社の市区町村
（Company_City）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.City#

会社の都道府県
（Company_State）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.StateProvince#

会社の国（Company_Country） テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.Country#

会社の郵便番号
（Company_Postal_Code）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedCompanyAddress.Zip#

建物

テキスト（Text）

#Customer.DetailedLocation.Building#

水準器

テキスト（Text）

#Customer.DetailedLocation.BuildingLevel#

オフィス（Office）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedLocation.Office#

パーティション（Cubicle）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedLocation.Cubicle#

個人の番地1
（Personal_Street_1）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.Street1#

個人の番地2（Personal_Street2） テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.Street2#

個人の市区町村
（Personal_City）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.City#

個人の都道府県
（Personal_State）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.StateProvince#

個人の国（Personal_Country）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.Country#

個人の郵便番号
（Personal_Postal_Code）

テキスト（Text）

#Customer.DetailedPersonalAddress.Zip#

勤務先電話（Work_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.WorkPhone#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

自宅電話（Home_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.HomePhone#

ファクス（Fax）

テキスト（Text）

#Customer.Fax#

携帯電話（Mobile_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.Mobile#

ポケットベル（Pager）

テキスト（Text）

#Customer.Pager#

その他

テキスト（Text）

#Customer.OtherPhone#

メイン電話（Main_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.MainPhone#

プライマリPhone
（Primary_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.PrimaryPhone#

プライマリファクス
（Primary_Fax）

テキスト（Text）

#Customer.PrimaryFax#

営業電話（Sales_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.SalesPhone#

サポート電話（Support_Phone） テキスト（Text）

#Customer.SupportPhone#

請求電話（Billing_Phone）

テキスト（Text）

#Customer.BillingPhone#

その他の連絡先情報
（Other_Contact_Information）

テキスト（Text）

#Customer.OtherContactInfo#

会社コード（Company_Code） テキスト（Text）

#Customer.CompanyCode#

部門（Division）

テキスト（Text）

#Customer.Division#

営業部門（Business_Unit）

テキスト（Text）

#Customer.BusinessUnit#

部署番号
（Department_Number）

テキスト（Text）

#Customer.DepartmentNumber#

コストセンター（Cost_Center） テキスト（Text）

#Customer.CostCenter#

管理レベル
（Management_Level）

テキスト（Text）

#Customer.ManagementLevel#

地域

テキスト（Text）

#Customer.Region#

従業員タイプ
（Employee_Type）

テキスト（Text）

#Customer.EmployeeType#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

カスタム1（Custom_1）

テキスト（Text）

#Customer.Custom1#

ロケーションコード
（Location_Code）

テキスト（Text）

#Customer.LocationCode#

カスタム2（Custom_2）

テキスト（Text）

#Customer.Custom2#

カスタム3（Custom_3）

テキスト（Text）

#Customer.Custom3#

カスタム4（Custom_4）

テキスト（Text）

#Customer.Custom4#

カスタム5（Custom_5）

テキスト（Text）

#Customer.Custom5#

カスタム6（Custom_6）

テキスト（Text）

#Customer.Custom6#

カスタム7（Custom_7）

テキスト（Text）

#Customer.Custom7#

カスタム8（Custom_8）

テキスト（Text）

#Customer.Custom8#

カスタム9（Custom_9）

テキスト（Text）

#Customer.Custom9#

カスタム10（Custom_10）

テキスト（Text）

#Customer.Custom10#

Initiator-Based 名前空間
発信者情報が予約されたディクショナリに使用する Initiator-Based 名前空間を、以下にまとめま
す。
表 93：Initiator-Based 名前空間

ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

名（FIRST_NAME）

テキスト（Text）

#Initiator.FirstName#

姓（LAST_NAME）

テキスト（Text）

#Initiator.LastName#

ログインID（Login_ID）

テキスト（Text）

#Initiator.LoginID#

個人ID（Person_ID）

番号（Number）

#Initiator.PersonID#

電子メールアドレス
（Email_Address）

テキスト（Text）

#Initiator.Email#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

個人識別
（Personal_Identification）

テキスト（Text）

#Initiator.PersonIdentification#

ホーム組織単位
（Home_Organizational_Unit）

テキスト（Text）

#Initiator.HomeOU.Name#

役職（Title）

テキスト（Text）

#Initiator.Title#

社会保障番号
（Social_Security_Number）

テキスト（Text）

#Initiator.SSN#

生年月日（Birthdate）

日付（Date）

#Initiator.Birthdate#

雇用日（Hiredate）

日付（Date）

#Initiator.Hiredate#

タイムゾーン（Timezone）

テキスト（Text）

#Initiator.TimeZoneID#

ロケール（Locale）

テキスト（Text）

#Initiator.LocaleID#

従業員コード
（Employee_Code）

テキスト（Text）

#Initiator.EmployeeCode#

スーパーバイザ（Supervisor）

テキスト（Text）

#Initiator.Supervisor.Name#

スーパーバイザID
（Supervisor_ID）

番号（Number）

#Initiator.Supervisor.ID#

スーパーバイザの電話番号
（Supervisor_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.Supervisor.Phone#

スーパーバイザの電子メール
（Supervisor_Email）

テキスト（Text）

#Initiator.Supervisor.Email#

注記（Notes）

テキスト（Text）

#Initiator.Notes#

会社の番地1
（Company_Street_1）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.Street1#

会社の番地2
（Company_Street_2）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.Street2#

会社の市区町村
（Company_City）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.City#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

会社の都道府県
（Company_State）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.StateProvince#

会社の国（Company_Country） テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.Country#

会社の郵便番号
（Company_Postal_Code）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedCompanyAddress.Zip#

建物

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedLocation.Building#

水準器

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedLocation.BuildingLevel#

オフィス（Office）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedLocation.Office#

パーティション（Cubicle）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedLocation.Cubicle#

個人の番地1
（Personal_Street_1）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.Street1#

個人の番地2（Personal_Street2） テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.Street2#

個人の市区町村
（Personal_City）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.City#

個人の都道府県
（Personal_State）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.StateProvince#

個人の国（Personal_Country）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.Country#

個人の郵便番号
（Personal_Postal_Code）

テキスト（Text）

#Initiator.DetailedPersonalAddress.Zip#

勤務先電話（Work_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.WorkPhone#

自宅電話（Home_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.HomePhone#

ファクス（Fax）

テキスト（Text）

#Initiator.Fax#

携帯電話（Mobile_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.Mobile#

ポケットベル（Pager）

テキスト（Text）

#Initiator.Pager#

その他

テキスト（Text）

#Initiator.OtherPhone#

メイン電話（Main_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.MainPhone#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

プライマリPhone
（Primary_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.PrimaryPhone#

プライマリファクス
（Primary_Fax）

テキスト（Text）

#Initiator.PrimaryFax#

営業電話（Sales_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.SalesPhone#

サポート電話（Support_Phone） テキスト（Text）

#Initiator.SupportPhone#

請求電話（Billing_Phone）

テキスト（Text）

#Initiator.BillingPhone#

その他の連絡先情報
（Other_Contact_Information）

テキスト（Text）

#Initiator.OtherContactInfo#

会社コード（Company_Code） テキスト（Text）

#Initiator.CompanyCode#

部門（Division）

テキスト（Text）

#Initiator.Division#

営業部門（Business_Unit）

テキスト（Text）

#Initiator.BusinessUnit#

部署番号
（Department_Number）

テキスト（Text）

#Initiator.DepartmentNumber#

コストセンター（Cost_Center） テキスト（Text）

#Initiator.CostCenter#

管理レベル
（Management_Level）

テキスト（Text）

#Initiator.ManagementLevel#

地域

テキスト（Text）

#Initiator.Region#

従業員タイプ
（Employee_Type）

テキスト（Text）

#Initiator.EmployeeType#

ロケーションコード
（Location_Code）

テキスト（Text）

#Initiator.LocationCode#

カスタム1（Custom_1）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom1#

カスタム2（Custom_2）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom2#

カスタム3（Custom_3）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom3#

カスタム4（Custom_4）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom4#
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ディクショナリ フィールド名

フィールド タイプ

Lightweight 名前空間

カスタム5（Custom_5）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom5#

カスタム6（Custom_6）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom6#

カスタム7（Custom_7）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom7#

カスタム8（Custom_8）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom8#

カスタム9（Custom_9）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom9#

カスタム10（Custom_10）

テキスト（Text）

#Initiator.Custom10#

Process 名前空間
Process 名前空間は電子メールだけに使用できます。 条件には使用できません。 Process オブジェ
クトには、カスタマーおよび要求に関するすべての名前空間が含まれます。 プロセスは現在のタ
スクを参照します。
#Process.Name#
#Process.Status#
#Process.StatusID#
#Process.StartedOn#
#Process.CompletedOn#
#Process.ExpectedDuration#
#Process.ActualDuration#
#Process.CostCenterID#
#Process.DueOn#
#Process.EscalationLevel#
#Process.TicketID#
#Process.TicketObjectID#
#Process.DueOnTZ#
#Process.StartedOnTZ#
#Process.DateNow# -- the current date and time in GMT
#Process.Customer.*# -- any Customer element
#Process.Requisition.*# -- any Requisition element

Requisition 名前空間
#Requisition.URL#
#Requisition.ProcessTrackingID#
#Requisition.ExpectedDuration#
#Requisition.StartedDate#
#Requisition.ActualCost#
#Requisition.ExpectedCost#
#Requisition.RequisitionID#
#Requisition.Name#
#Requisition.Services# -- The number of requisition entries in the requisition
#Requisition.Customer.*# -- Any Customer element
#Requisition.ClientOU.*# -- Any ClientOU element
#Requisition.Initiator.*# -- Any Initiator element
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Message 名前空間
Message 名前空間は、Service Link タスクが失敗した結果生成された電子メール内だけで使用でき
ます。 その他の電子メールや条件には使用できません。 Message 要素は Service Link 失敗の診断
に役立つことがあり、診断のためにログ ファイルを調べる必要がなくなります。
##Message.ExternalContent# -- Co

表 94：アクティブ フォームのフィールド タイプ

タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

テキスト（Text）

デフォルトのデータ型であり、英数字データを
サポートします。単一行または複数行テキスト
として表されるフィールドで使用する必要があ
ります。

番号（Number）

整数と自然数を含む、すべての数値のデータ
型。アプリケーションは長さだけでなく 10 進
精度を確認するため、[10進数（Decimals）] 列
内に精度を指定することが重要です。

アカウント（Account）

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

日付（Date）

データベース固有の日時型と互換性のあるデー
タ。ただし、表示は日付に制限され、データ入
力用にカレンダー ウィジェットが提供されま
す。

ブール値

取り得る値が、「はい（Yes）」と「いいえ
（No）」で表される「true」と「false」である
データ オブジェクト。

電話

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

SSN（社会保障番号）

ドキュメント専用。データは、英数字として扱
われます。

資金

データに有効な数のみ含まれるか検証されま
す。通貨記号とカンマは入力できません。数字
のみ入力でき、小数点以下 3 桁まで入力できま
す。
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タイプ

説明とアクティブ フォームの意味

Person

データは個人プロファイル内の個人 ID に対し
て検証されます。検証にはサービス フォームに
自動的にレンダリングされる [検索（Search）]
ボタンを通して、[個人検索（Person Search）]
ダイアログボックスを使用します。 Person デー
タ型は、基本的には下位互換性のために提供さ
れています。この機能が必要な場合には、個人
ベースのディクショナリを作成する必要があり
ます。

URL

英数字で保存されるデータ。保存された値は、
テキストと値の HTML 表現の両方で示され、指
定された URL へのリンクを提供します。

日付および時刻（Date and Time）

日付および時刻として保存されるデータ。デー
タ入力用に提供されるカレンダー ウィジェット
には、時間選択ウィジェットが含まれます。
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付録

C

フォーム ルールおよび ISF Javascript の使用
例の分析
この付録は、次の内容で構成されています。
• フォーム ルールおよび ISF Javascript の使用例の分析, 455 ページ

フォーム ルールおよび ISF Javascript の使用例の分析
複雑なサービス カタログでは、数百ものインスタンスを容易に入手できます。ここで、アクティ
ブ フォーム ルールまたは ISF 関数を使用して、サービス フォームの使用性と対話性を向上させる
ことができます。
1 どのルールが必要でそれらがいつ起動するかを判断するために、使用例の分析を実行します。
2 詳細設計分析を実行して、指定された使用例のサポートに必要なディクショナリとフィール
ド、ディクショナリをフォームに組み込む方法、および要件の実装に必要なツールを判断しま
す。
3 ディクショナリとフォームを定義します。 フォームの表示とアクセス制御のプロパティを指定
します。
4 アクティブ フォーム ルールを記述し、詳細設計の条件を満たすように並べます。 必要に応じ
て、JavaScript 関数とライブラリを記述して、関数を適切な HTML イベントまたはイベント群
にアタッチします。
5 以前定義した再使用可能なフォーム コンポーネントを使用するサービスを定義します。
6 必要に応じてテストを実施し、修正を行います。
この項では、サービス フォームに統合されたルールと ISF コードの両方の例、および要件を満た
すための実装上の各判断を示します。 これらの例では、次のようないくつかの一般的な設計パ
ターンを示します。
• 特定のタスクに基づいて、ディクショナリの外観または動作を調整する
• サービス フォームがロードされた場合、またはユーザが別のフィールドの値を変更した場合
に、ディクショナリまたはフィールドを表示/非表示にする
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• マネージャが [ユーザ（Person）] フィールドの変更を検索する
• ドリル ダウンする
• 提供時点で、選択リストに値が入力されていることを確認する
• 値が現在のコンテキストに関連していない場合は、ディクショナリを非表示にしてフィール
ドをクリアする

使用例の分析
ユーザ要件を確認し、サービス フォームのデフォルトの動作および外観を、ルールまたは ISF に
よって補完する必要がある場合を判断します。 これらのユーザ要件は不定形の文書にまとめるこ
ともできますが、動作とそのトリガー イベントを明示的に定義した表を使用することを推奨しま
す。 次に例を示します。
表 95：例

サービス名

使用例の説明

時点

すべて

個人が高プロファイルの場合 オーダー
は、ステータスを読み取り専用
で表示し、そうでない場合はス
テータスを非表示にする

ここで、
サービス名は、要件による影響を受ける「すべて」のサービス、またはサービスのリストのいず
れかです。
使用例の説明は、ビジネスユーザがアクセス可能な言語で、サービスフォームが目的とする動作
を指定します。
時点は、要求の実施中に発生する「すべて」の時点、または 1 つ以上の時点のいずれかです。
現在のプロジェクトの使用例をすべて収集すると、関連する作業のスコープを予測できます。

詳細な設計
詳細設計フェーズでは、プログラマは、以前定義した使用例を確認し、記述する必要のあるルー
ルや JavaScript コンポーネント、およびこれらのルール/関数のトリガー イベントをおおまかに指
定する必要があります。 設計には、関連するフォーム、ディクショナリ、およびフィールドの詳
細な仕様が組み込まれます。 特に、次の点に注意して分析を実行する必要があります。
• ISF を使用して、フォーム ルールを補完する必要があるか。 補完する必要がある場合には、
自身の開発環境が ISF（JavaScript）の開発、テスト、およびデバッグをサポートするように
設定され、必要なスキル セットを備えた担当者が作業できることを確認してください。
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• データ取得ルールまたは SQL オプション リストを使用する必要があるか。 使用する必要が
ある場合は、開発環境に SQL クエリーをテストおよびデバッグする手段が含まれること、目
的のデータにアクセスできるようにデータソースが定義されていること、ソース データの構
造に関する知識および必要なスキル セットを備えた担当者が作業できることを確認してくだ
さい。

シナリオ 1：フォームの外観と動作の動的な調整
機能要件
データベースの作成を要求する場合には、データベース サーバのタイプを、Oracle、SQLServer、
または「その他」のデータベースから選択する必要があります。 他の非エンタープライズの標準
データベースを選択する場合は、ユーザから追加情報を収集する必要があります。そうしないと、
追加フィールドが非表示になります。
シナリオ
表 96：フォームの外観と動作の動的な調整

データベース ディクショナリ内の [DatabaseType] その場合には、同じディクショナリ内の [説明
フィールドの現在値が「その他（Other）」に等 （Description）] フィールドを表示し、ユーザに
しいか。
対して追加情報を入力するように要求します。

ディクショナリ/フォームの設計
たとえば、NewDatabase という名前のディクショナリを定義します。
• ディクショナリには、オプション ボタンとしてレンダリングされた DatabaseType という名前
のフィールドが含まれており、これを使用して、ユーザは Oracle、SQLServer、またはその他
のデータベースを指定できます。
• [その他（Other）] を選択すると、必ずデータベースのタイプを指定する必要があります。 そ
れ以外の場合は、このフィールドは非表示になります。

詳細ルールの設計
この使用例は、条件付きルールを使用して完全に実装できます。
[AIT_DATABASE.DatabaseServer] フィールドには、フィールドの値が変更された際に起動するルー
ルが必要です。
• ユーザが選択した値が「Other」の場合、ルールによって、「Other」に依存したディクショ
ナリ フィールドを表示し、そのようなすべてのフィールドを必須にする必要があります。
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• ユーザが選択した値が「Other」ではない場合、ルールによって、「Other」に依存するフィー
ルドが表示されないようにする必要があります。
残念なことに、このリリースの Service Catalog では、if/then/else ロジックがルールに含まれていな
いため、この設計を実装するには 2 つのルールが必要です。

条件付きルールの実装
2 つの条件付きルールを、次のように定義します。
図 33：条件付きルールの実装

トリガー イベント
このルールは、いつ適用すべきでしょうか。より技術的な用語では、ユーザがサービスフォーム
にデータを入力する過程で「トリガー イベント」とは何であり、このルールを「起動」するタイ
ミングはいつでしょうか。
ユーザが [DatabaseServer] オプション ボタンから値を選択した場合、明らかにルールを実行する必
要があります。 したがって、このフォームの [アクティブフォームの動作（Active Form Behavior）]
タブを使用して、これら 2 つのルールを「フィールドの変更時」イベントに関連付けます。 この
場合は、ルールを適用する順序は関係ありません。いずれかのルールが起動しますが、両方では
ありません。

サービス定義の構築
このシナリオをテストするには、定義したばかりのアクティブ フォームが含まれているサービス
の定義を完了する必要があります。 簡単なテストを実行するため、そのフォームだけを含むサー
ビスを最初に作成できますが、これは最初のステップにすぎないことは明らかです。 フォームと
そのルールは、他のフォームおよびそのルールと相互作用できるため、最も現実的なテストが最
良のテストになります。
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テスト
複数のブラウザ ウィンドウを使用すると、このシナリオを最も容易にテストできます。 1 つのブ
ラウザで Service Designer を開いた状態で、[アクティブフォームコンポーネント（Active Form
Components）] オプションを表示します。 次に、新しいセッションを開始し、サービスをオーダー
する権限を持つ My Services ユーザとしてログインします。 何が起きるか観察します。

その後のテストと結果
以前定義したルールは、正しく機能するはずです。ただし、カスタマーがオペレーティングシス
テムを変更（または最初に選択）した場合にのみ動作がトリガーされるため、実装は不完全です。
ディクショナリが編集可能な場合に、それ以降のシステム時点でフォームを保存して確認、また
は送信して表示する場合は、[DatabaseServer] フィールドの保存された値を使用してフォームの外
観を調整する必要があります。 したがって、フォームがロードされた際に起動させるには、追加
のトリガー イベントが必要です。

シナリオ 2：カスタマー情報と発信者情報の操作
機能要件
使用方法に関しては、Customer ディクショナリに影響を与えるシナリオと、Customer-Initiator
フォームに影響を与えるシナリオの、2 つの異なるシナリオを考慮する必要があります。
シナリオ
表 97：カスタマー情報と発信者情報の操作

サービスを電子的に提供する場合 …

カスタマー情報の収集に必要な、標準的な
フィールドのセットを表示します。

サービスを特定の物理的な場所に提供する必要 標準的なフィールドに加えて、カスタマー プロ
がある場合 …
ファイルに格納されたカスタマー ロケーション
に関するフィールドを表示しますが、たとえ
ば、ファイル上のロケーションが古い場合や、
カスタマーが一時的に別の場所にいる場合のた
めに、代替サービス ロケーションを指定できま
す。

ディクショナリの設計
設計は、次の 3 つのディクショナリを使用して実装できます。
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• 両方のタイプのサービスで使用可能にする必要のあるすべてのフィールドを含むように、
Customer ディクショナリを設計します。これらのフィールドには、常に必須のフィールド、
および要求者がサービスの提供先のロケーションを指定または確認する必要がある場合のみ
必須のフィールドがあります。
• 本人に直接提供されるサービスに対してのみ表示される Perform Work ディクショナリを設計
します。 このフォームには、作業がカスタマー ロケーションで実行されたか、別の（サー
ビス）ロケーションで実行されたかを問い合わせるフィールドが 1 つあります。
• デフォルトでは、カスタマーのプロファイルからロケーション情報が入力される Service
Location ディクショナリを設計します。ただし、要求者が、この情報とプロファイル内の情
報が異なることを指摘した場合には、上書きすることができます。

フォームの設計
Customer ディクショナリと Initiator ディクショナリは、通常、すべての時点で読み取り専用です。
つまり、データは個人のプロファイルから表示され、カスタマーとタスク実行者のいずれによっ
ても変更できません。
ディクショナリ内のすべてのフィールドを読み取り専用にするには、少なくとも次の 3 つの方法
があります。
• フォームの [アクセス制御（Access Control）] タブを使用して、該当する時点と参加者に対し
てディクショナリを表示可能（編集可能ではない）に指定します。 この制御は、ルールと
ISF のいずれでも上書きできません。表示可能ディクショナリは非表示にできますが、編集
可能にはできません。 また、フィールド値は、入力フィールド内ではなく、定型文として表
示されます （Q：Lightweight 名前空間は機能しますか。）
• ディクショナリを [アクセス制御（Access Control）] タブで編集可能にしますが、デフォルト
フィールドを読み取り専用の HTML 入力タイプを持つように、またロケーション関連フィー
ルドを非表示の入力タイプを持つように定義します。非表示フィールドと読み取り専用フィー
ルドの両方が、関連付けられた Lightweight 名前空間から値を提供されます。
• [アクセス制御（Access Control）] タブでディクショナリを編集可能にし、適切な入力タイプ
を標準フィールドに割り当てますが、フォームがロードされるときに適用されるルールを作
成し、ディクショナリ内のすべてのフィールドを読み取り専用にします。 このルールは、非
表示フィールドには影響しません。
この場合には、2 番目のオプションが最も大きな意味を持ちます。 たとえば、ユーザが自分の個
人ファイルの古いデータを更新できる場合、フィールドを潜在的に書き込み可能にすることがで
きます。 また、追跡をやめるための追加のルールもありません。 これは、Customer-Initiator フォー
ムに対処します。
また、PerformWork ディクショナリと ServiceLocation ディクショナリが使用されているフォーム
も必要です。 このフォームを ServiceLocation と呼びます。 （Q：名前付け規則?) PerformWork ディ
クショナリ内のフィールドは、チェックボックスとして実装できますか。（作業は、カスタマー
サイトで実行されますか。）ServiceLocation ディクショナリには、Customer ディクショナリに含
まれる個人フィールドに対応するフィールドが存在する可能性があります。
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詳細ルールの設計
ここで、サービスロケーションが必要なサービスに対するルールが必要になります。ルールは、
次のことを行う場合に必要になります。
• デフォルトのロケーション値を Customer ディクショナリから ServiceLocation ディクショナリ
にコピーする場合。 これは、onLoad イベントで実行できます。
• ユーザが異なるサービス ロケーションを必要とする場合、ServiceLocation フィールドを書き
込み可能にします。 これは、[PerformWork] フィールドの onChange イベントで実行する必要
があります。 （Q：名称、再度。）
ルールは、ServiceLocation フォームに取り込まれます。

条件付きルールの実装
COBOL を覚えている人はいますか。 多くの場合、COBOL でのコーディングは耐えがたいほど冗
長でしたが、本当に簡潔なコマンドが 1 つ存在しました。それは、COPY CORR（esponding）で
す。 COPY CORR コマンドは、名前によって、1 つの構造体からすべての値を、別の構造体の対
応する名前の値にコピーしました。 COPY CORR Dictionary1 TO Dictionary2 を実行できればよい
のですが、これは不可能です。 したがって、最初のルール（ServiceLocation_onLoad）をオーダー
時点で適用し、すべてのロケーション フィールドに対して値のコピーを実行します。
2 番目のルール（PerformWork_onChange）は直接的であり、最初のシナリオで記述したルールを
想起させます。

サービス定義とテストの構築
このシナリオをテストするには、2 つのサービスが必要です。1 つには ServiceLocation フォームが
含まれず、もう 1 つには含まれます。

シナリオ 3：機密性の高いデータの保護
機能要件
サービスは、「知る必要がある」人物のみ使用可能であり、サービスの実行に関係するすべての
承認者またはタスク実行者は使用できない、社会保障番号やクレジット カード情報のような機密
性の高いデータを指定するようユーザに要求します。 これらのデータは、ハッカー行為からも保
護する必要があります。

アプローチ 1：ディクショナリとフィールドを非表示にします
デフォルトでは、ディクショナリの表示プロパティが Service Designer で「なし（none）」に設定
されている場合、ディクショナリおよび以前入力されたフィールドの値は、生成されユーザに表
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示されるサービス フォームには含まれません。 （この設定は、2007 よりも前のバージョンの
Service Catalog の動作に対する下位互換性のため、変更される可能性があります。
dictionary.permission.none.show newScale プロパティの設定については、Service Catalog 管理者に確
認してください）。そのため、フィールドのデータは、ブラウザからページ ソースを表示するた
めに十分な知識も持っているユーザに対しても表示されなくなります。
最初にユーザがフィールド値を入力できるようにするには、（当然ながら）フィールドをフォー
ムで表示する必要があります。また、ディクショナリの表示設定は読み取り/書き込みに設定しま
す。 フィールドの HTML 表現は、「パスワード（password）」に設定できます。 フィールド値
は、一連のアスタリスクとして表示されます。
図 34：ディクショナリとフィールドの非表示

これにより、背後から覗き見する人から値を保護できます。 しかし、ページのソースを表示する
と、フィールドの値が表示されます。 フィールドの値は ISF の getValue() 関数ではアクセスでき
ず、「未定義（undefined）」が返されます。フィールドの値は、DOM、つまり次のようなJavaScript
メソッドを通して使用できます。
document.getElementById('Dictionary.PasswordField').value.

フィールドの値は、Service Link からもアクセス可能です。
サービスフォームで既存の要求を確認する場合やパスワードフィールド値があるタスクを実行す
る場合のように、パスワード フィールド値はブラウザに送り返されたときにユーザから見えない
ようになっています。

アプローチ 2：暗号化を使用します
暗号化と上記の方法のいくつかを組み合わせて使用することにより、機密性の高いデータの保護
を強化できます。パスワードフィールドを使用する代わりに（または、それに加えて）、機密性
の高いデータを保存する前に JavaScript 関数を使用して暗号化し、フォームで表示する前に復号化
します。 「Tiny Encryption Algorithm」と呼ばれる Web 上のオープンソース アルゴリズムを使用
できます。
// Algorithm: David Wheeler & Roger Needham, Cambridge University Computer Lab
//
http://www.cl.cam.ac.uk/ftp/papers/djw-rmn/djw-rmn-tea.html (1994)
//
http://www.cl.cam.ac.uk/ftp/users/djw3/xtea.ps (1997)
//
// JavaScript implementation: Chris Veness, Movable Type Ltd

スクリプトでコードを暗号化/複合化する関数を定義した場合、ユーザが [ソースの表示（View
Source）] を実行するとフォームに関数が表示されます。 しかし、ライブラリに関数をインクルー
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ドした場合、ソースを表示しようとするユーザに対して関数が表示されず、リバース エンジニア
リングの対象になりません。

アプローチ 3：セキュアな文字列を使用します
アプローチ 4：サーバ側のルールを使用します
悪意のある試行によってフォーム データがサーバに送信される前に操作されるという権限の違反
を防ぐために、権限付与または RBAC 権限によって管理されるデータ要素にはサーバ側で再検証
された値が必要です。 ルールが送信後に実行される場合を除き、データ取得ルールの暗黙的検証
を常に有効にします。 詳細については、「最適なサービス フォームの設計に関するガイドライ
ン」の項を参照してください。

シナリオ 4：フォーム内の値の計算
機能要件
サービスは、オーダーするアイテムの「数量」と「価格」を指定するようユーザに要求します。
サービスは、「合計価格」を計算し、サービス フォームにこの値を表示する必要があります。

ディクショナリ/フォームの設計要件
3 つの数字フィールドを含む、SVC_PRICE と呼ばれるディクショナリを作成する必要がありま
す。 要件の詳細に応じて、フィールドは 10 進数精度の場合とそれ以外の場合があります。 ディ
クショナリはサービス フォームに含まれており、オーダー時点でカスタマーによる書き込みが可
能です。 すべてのフィールドは、テキスト フィールドとしてレンダリングされます。

ISF の詳細設計
[合計（Total）] フィールドは、ユーザによる値の入力が許可されていないため、読み取り専用の
必要があります。計算された値が入力されます。 ユーザが価格または数量のいずれかを変更する
と、計算を実行する必要があります。
このタスクには、次の 3 つのカスタム イベントが必要です。
• SVC_PRICE_onLoad イベントは、[ExtendedPrice] フィールドを読み取り専用に設定します。
• SVC_PRICE_Quantity_onChange イベントは、[ExtendedPrice] を計算します。
• SVC_PRICE_Price_onChange イベントも、[ExtendedPrice] を計算します。
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JavaScript コードとイベント
最初のタスクは、初めてフォームをロードした際に実行するよう推奨します。 そのためには、
Script Manager で SVC_PRICE_onLoad と呼ばれる関数を作成します。
SVC_PRICE_onLoad ()
{
serviceForm.SVC_PRICE.ExtendedPrice.setReadOnly(true);
}

このコードは、[動作（Behavior）] タブの「フォームのロード時（ブラウザ側）」イベントに関連
付けられています。
2 番目のタスクでは、数量と価格に基づいて ExtendedPrice を計算します。 数量と価格の両方に対
して、「項目の変更時」イベントを使用します。 コードは、両方のフィールドに有効な値がある
ことを確認して ExtendedPrice を計算する必要があります。 この関数は、SVCPRICE_Price_onChange
と呼ばれます。
SVC_PRICE_Price_onChange ()
{
serviceForm.SVC_PRICE.Total.setReadOnly(true);
var Price = serviceForm.SVC_PRICE.Price.getValue()[0];
var Quantity = serviceForm.SVC_PRICE.Quantity.getValue()[0];
/* Blank out current value (if any) of ExtendedPrice */
serviceForm.SVC_PRICE.Total.setValue(['']);
/* Check is required, since check for Numeric data happens only on Submit. */
if (isNaN (Price))
{
alert ('Price is not a number');
serviceForm.SVC_PRICE.Price.setFocus(true);
return;
}
if (isNaN (Quantity))
{
alert ('Quantity is not a number');
serviceForm.SVC_PRICE.Quantity.setFocus(true);
return;
}
var Total = Price * Quantity;
serviceForm.SVC_PRICE.Total.setValue([Total]);
}

リファクタリングされた JavaScript コード
Service Designer でスクリプトとして定義された上記のコードは、[価格（Price）] フィールドと [数
量（Quantity）] フィールドの 2 つの異なるフィールドの onChange イベントにアタッチできます。
実際に、これは、コードを最初にテストする場合に効率的な方法です。 ただし、このアプローチ
は、この使用方法を反映しない関数名を持ち、ライブラリを使用しない場合には、長期的に維持
することは困難です。 したがって、次のリファクタリングを実行することを推奨します。
• 関数コードを編集して、関数名を「ComputeExtendedPrice」などの汎用な名前に変更し、ス
クリプトからコードを抽出してアプリケーションのカスタム ライブラリに配置します。
• カスタム ライブラリが [スクリプト（Scripts）] > [ライブラリ（Libraries）] で定義され、こ
の関数が要求された際にサービス フォームに取り込まれることを確認してください。
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• 次のような 2 つのスクリプトを作成します。
SVC_PRICE_Price_onChange ()
{
ComputeExtendedPrice();
}
SVC_PRICE_Quantity_onChange ()
{
ComputeExtendedPrice();
}

• これらの関数を、それぞれ [価格（Price）] フィールドと [数量（Quantity）] フィールドの
onChange イベントにアタッチします。
• 改訂したライブラリをアプリケーション サーバにアップロードすることを忘れないでくださ
い。

シナリオ 5：フォーム内の 2 つのフィールドの書式設定
要件
JavaScript 関数を作成し、フォームにある社会保障番号と電話番号の 2 つのフィールドの書式を設
定します。 SSN は、「999-99-9999」のように書式化された 9 桁の番号があることを確認する必要
があります。ユーザによって作成された書式は無視されます。 電話番号は、「(999) 999-9999」の
ように書式化された 10 桁の番号である必要があります。

JavaScript
1 つは formatSSN、もう 1 つは formatPhoneNo と呼ばれる 2 つの関数を作成します。 両方の関数
を「isfprimerlib.js」という名前のファイルに入れます。 ISF コーディングとベスト プラクティス,
（154 ページ）で説明したように、このファイルは、アプリケーション サーバの RequestCenter.war
ディレクトリ下の任意のディレクトリに存在する可能性があります。慣例では、ISF ライブラリは
「isfcode」という名前のディレクトリに配置されます。
Script Manager 内の JavaScript ファイルに、ライブラリ参照を作成します。 [ライブラリ（Libraries）]
タブで、サービスにアタッチされる JavaScript 関数のライブラリを必ず指定してください。
結果のコードは次のとおりです。
function getOnlyDigits (inValue)
{
var outValue = '';
var aChar;
for (i=0; i < inValue.length; i++)
{
aChar = inValue.charAt (i);
if ('0' <= aChar && aChar <= '9')
{
outValue = outValue + aChar;
}
}
return outValue;
}

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
465

フォーム ルールおよび ISF Javascript の使用例の分析
シナリオ 5：フォーム内の 2 つのフィールドの書式設定

function testValueLength (inValue, inLen, obField, fieldName)
{
if ((inValue.length > inLen) || (inValue.length < inLen))
{
alert (fieldName + ' must have ' + inLen + ' digits and it has ' + inValue.length);
eval('serviceForm.'+obField).setFocus(true);
return false;
}
return true;
}
function formatSSN (obField)
{
var SSNString = getOnlyDigits (eval('serviceForm.'+obField).getValue()[0]);
if (testValueLength (SSNString, 9, obField, 'SSN'))
{
eval('serviceForm.'+obField).setValue([SSNString.slice (0,3) +
'-' + SSNString.slice (3,5) + '-' + SSNString.slice (5)]);
}
}
function formatPhoneNo (obField)
{
var phoneString = getOnlyDigits (eval('serviceForm.'+obField).getValue()[0]);
if (testValueLength (phoneString, 10, obField, 'Phone Number'))
{
eval('serviceForm.'+obField).setValue(['(' + phoneString.slice (0,3) + ') '
+ phoneString.slice (3,6) + '-' + phoneString.slice (6)]);
}
For the field SSN create a function called Customer_SSN_onChange
that calls formatSSN
:
Customer_SSN_onChange ()
{
formatSSN('Customer.SSN');
}

[PhoneNo] フィールドに対して、フィールドの値が変更された場合に formatPhoneNo を呼び出す、
Customer_PhoneNo_onChange と呼ばれる別の関数を作成します。 単に別の実装方法を示すため、
これらの関数はフィールドの名前を渡して、「値によって」ではなく「参照によって」機能しま
す。
Customer_PhoneNo_onChange ()
{
formatPhoneNo ('Customer.PhoneNo');
}

それぞれのフィールドの値が変更される場合は、両方の関数が呼び出されます。

サーバ側の関連付けられたコントロール
この項では、外部サーバとの間で、HTTP 要求を介してサービス フォーム データを相互に転送す
る方法を説明します。 この機能の目的は、アプリケーション サーバとは別の Web サーバに存在
する Web ウィジェットを、Service Designer で使用できるようにすることです。 この項では、サー
ビス フォーム データの実際の転送および処理についてのみ説明します。
サービス フォーム データは、HTTP フォーム ポストを介して外部の Web ウィジェットに送信さ
れます。 データは、WDDX パケットとして WDDXData 変数で wddxdataform フォームに渡され
ます。 WDDX は、シリアル化されたパケットにデータ構造を保存するための XML スキーマで
す。 これにより、使用するプログラミング言語に依存せずに、データを Service Catalog に渡すか、
Service Catalog から渡すことができます。 Service Catalog ページに対する HTTP 要求を使用して、
サービス フォームに結果のデータ セットを戻すことができます。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
466

付録
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主な用語
この付録は、次の内容で構成されています。
• 主な用語, 467 ページ

主な用語
Service Designer を使用する際に熟知しておく必要のあるいくつかの主な用語を以下に示します。
表 98：主な用語の表

用語

定義

アクティブ フォーム コンポーネント

1 つ以上のディクショナリから作成され、1 つ
以上のサービス フォームで使用するように設定
された再利用可能なフォーム。 アクティブ
フォーム コンポーネントは、サービス フォー
ムの構成要素であり、ディクショナリとアク
ティブ フォーム ルールは、フォーム コンポー
ネントの構成要素です。

許可

実行者が要求されたサービスを確認、承認、ま
たは拒否する間のタスク。

権限

「権限」は、オブジェクトを操作できる権利を
与えます。 例：他人のためのオーダー（個人ま
たは組織単位が対象）

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
467

主な用語
主な用語

用語

定義

検索ファセット

検索ファセットでは、サービス設計者は各サー
ビスが値を割り当てることができる 1 つ以上の
ファセットを指定できます。 たとえば、「使用
可能なロケーション」ファセットの場合、ある
サービスにはヨーロッパと南・北・中央アメリ
カの値があり、別のサービスには日本という値
がある場合があります。 エンド ユーザはビュー
で使用可能なサービスのリストを絞り込むこと
ができますが、希望するファセット値を選択す
ることができます。

カスタマー

サービスの提供先となる個人。 カスタマーと発
信者は通常同一人物です。ただし、役員補佐が
役員のためにサービスをオーダーするなど、発
信者が他の人のためにサービスをオーダーする
場合は除きます。

ディクショナリ

フォーム コンポーネントで使用するように作成
された再利用可能なフィールドのグループであ
り、同様に複数のサービス フォームで使用する
こともできます。 ディクショナリは、サービス
要求で使用される個々のデータ項目を定義しま
す。

電子メール テンプレート

特定のタスクに関連付けられた開始、完了、ま
たは他のマイルストーンのタイミングで送信で
きる標準の電子メール。 電子メール テンプレー
トは、特定のサービスに関連付けることができ
ます。

エスカレーション

あるタスクが実行期日までに完了しなかった後
に、指定した間隔でトリガーされる通知。

依頼者

サービス カタログからのサービスの要求をする
人、またはサービスをオーダーする人。 カスタ
マーと発信者は同一人物である場合がありま
す。

インタラクティブ サービス フォーム（ISF）

JavaScript を使用して、サービス フォームの動
作を設計者がカスタマイズできるようにする
JavaScript API。 ISF コーディングは、アクティ
ブ フォーム ルールの使用を補足し、サービス
フォームの対話性を高め、より高度なユーザ イ
ンターフェイスを提供します。
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時点

Service Catalog は、個別のシステムの時点また
はフェーズのシーケンスとしてオーダーから
サービス完了までのイベントを管理します。 あ
る時点の完了は、シーケンス内の次の時点を開
始するための前提条件になります。

システム モーメント（System Moment）

要求が行われた要求ライフ サイクルの段階を追
跡します。 システム モーメントは、次に示す
ようにオーダー状態から最終的にサービスの完
了状態に変化します。
[オーダー（Ordering）] > [価格設定（Pricing）]
> [承認（Authorizations）] > [サービスの提供
（Service Delivery）] > [サービスの完了（Service
Completed）]

サービス

製品としてパッケージ化して提示されるプロセ
ス。エンド ユーザはこれをオーダー/要求でき
ます。

サービス リンク

外部システムとの統合を定義するモジュール。
そのような統合は、提供計画内で外部タスク、
確認、または承認として使用できます。

サービス グループ

同様のサービスのグループを含むフォルダ。
サービスは、サービス設計プロセスを促進する
方法として、サービス グループに編成されま
す。

サービス項目（Service Item）

サービス要求を介してプロビジョニングできる
製品または無形資産。これらの履歴は My
Services モジュールと Service Item Manager モ
ジュールで追跡できます。
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サービス チーム（Service Team）

サービスを提供するステップを実行する個人
（または個人のグループ）。
サービス チームは、Organization Designer モ
ジュールで作成および管理される組織単位で
す。
サービス グループに対して適切なサービス チー
ムを指定することが重要です。 「サービス チー
ム」は、ディクショナリのアクセス制御を設定
するときに、デフォルトの参加者としてリスト
されます。 これにより、サービス チームのメ
ンバーは、サービス実施のサービス提供時点
で、ディクショナリを表示または編集できるよ
うになります。 サービス チームのメンバー全
員、自動的に、サービス グループ内のサービス
に定義されているすべてのタスクが実行できま
す。 他のサービス チームがサービス内のタス
クを実行するには、サービスに使用されている
フォーム コンポーネントの [アクセス制御
（Access Control）] サブタブで、[追加の参加者
（Additional Participants）] としてリストされる
必要があります。
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役職（Functional Position）

役職は、その地位に現在割り当てられている指
定したサービス チームのサービス グループお
よびそれらのメンバーに関連付けられます。
役職は、次のいずれかに関連付けられたジョブ
の記述です。
• 組織
• サービス
• サービス グループ
Service Designer モジュールでは、役職を承認、
確認および提供の各プロセスでのアクティビ
ティの実行者に割り当てて、人やキューを直接
参照することを回避できます。 役職を使用し
て、エスカレーション通知の受信者を特定する
こともできます。
たとえば、電子メールを、特定の人やキューに
ルーティングするのではなく、特定の組織また
はサービス グループの「エスカレーション管理
者」に指定できます。 あるいは、単にいくつか
の役職を使用して、特定のサービス グループま
たはサービスに責任のある人や他のエンティ
ティを文書化することができます。
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暗号化（Encryption） 462

O
Organizational Unit-Based 名前空間 435

P
PeformerQueue 名前空間 440
Performer 名前空間 439
Person-Based 名前空間 436
Portal Designer 331
Portal Manager 331, 354
参照データ 354
Portal ModulesService Designer 1
コンポーネント 1
Process 名前空間 293, 452

い
引数、JavaScript 関数への追加 144
インポート 48
標準（Standards） 48
インポート ファイルの形式 170

え
エージェント（Agents） 362
エスカレーション 189

お
R
Requisition API（RAPI） 161
Requisition 名前空間 452
RIA。 Rich Internet Application（RIA）を参照してくださ
い。 80
Rich Internet Application（RIA） 80

S
Select_Person 属性 85
Service Item Manager 235
定義 235
SIBD。 サービス項目ベースのディクショナリ（SIBD）を
参照してください。 235

あ
アカウント（Unused Voice Mail Accounts） 368
アクション 109
グリッドでサポートされる 109
アクセス制御 75
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オーダー ステータス ポートレット 352
親サービス（Parent Service） 205, 442

か
外部タスク 238
価格設定（Pricing） 288
オプション 288
ダイナミック 288
カスタム コンテンツ（Custom Content） 346, 347
仮想マシン 56
操作フィールド 56
カテゴリ 12, 23
削除 23
作成 12
機能 110, 129, 144, 147
JavaScript 129
引数の追加 144
グリッドでサポートされる 110
ディクショナリ レベル 129
フィールド レベル 129
フォームへの追加 147

索引

関連付けられたコントロール 152, 466
サーバ側 466
[関連付けられたサービス（Associated Services）] サブタ
ブ 33

き
キーワード 197, 300
関連付け 300
関連付けの削除 300
新規追加 300
機密データの保護 161, 461

く
組み込み参加者 205
グリッド 109, 110
サポートされる ISF 110
サポートされるアクション 109
グリッドで表示 399
グリッドとして表示 90, 399
グループ（Groups） 367

け
ケース分析 456
権限 189, 342, 374
サービス グループ 189
ポータル ページ 374
ポートレット 342
[権限（Permissions）] タブ 216
権限付与（Entitlement） 197
検索ポートレット 352

こ
コア エンティティ 334, 354, 355
構成管理データベース（CMDB） 24
コーディング基準 156
子サービス 205, 442
個人ベースのディクショナリ 55
個人ベースのフィールド 139
コンテンツ定義 354
コンテンツ ポートレット 342

さ
サーバ側イベント 161
サービス 197, 203, 216, 295, 297, 311, 312
一般情報 203
エクスポートされた XML ファイルの編集 311
オーダーのための権限 216
コピー 312
ステータス 197
バンドル 295
フォーマット設定の概観 297
プレビュー（Preview） 297
サービス グループ 189
権限 189
承認 StructureService グループ 189
承認タイプ 189
サービス項目（Service Item） 26, 33
アクセス設定 26
サービスとの関連付け 33
サービス項目インスタンス 122
自動取得の有効化 122
サービス項目ベースのディクショナリ（SIBD） 56, 122, 235
事前入力データ 122
表示プロパティ 122
サービス フォーム（Service Form） 142, 161
ISF の統合 142
PerformanceSecurity 161
サービス リンク 186
サービス項目と標準のインポート 186
サイト承認スキーム 274
サイト ホームページ 374
参加者、組み込み 205

し
式 222, 406
検証 222
設定 406
式の検証 222
実行期日、予測 203
実行期日の予測 197, 203
実行中ステータス 252
自動取得、サービス項目インスタンス データ 122, 399
条件付き承認および確認タスク 423
条件付き提供計画タスク 425
条件付き名前空間要素 434
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条件付きルール 109
グリッドに適用される 109
条件文 422, 427, 430
演算子 427
承認 270, 363, 417
タイプ 270
ネームスペースの使用 417
[承認（Authorizations）] タブ 269, 275
承認ポートレット 353
人物 366

す
スクリプト、JavaScripts 143
開始スケジュール済みタスク（Scheduled Start Task） 252
作成 252
システム動作 252
スケジュール済みステータス 252
ステータス 197, 252
サービス 197
実行中 252
スケジュール済み（Scheduled） 252

せ
セキュリティ 461
設計ガイドライン 403

そ
組織 365

た
タスク 254, 256, 364
実行者 254
スーパーバイザ（Supervisor） 256
[タスク（Tasks）] サブタブ 218, 221
監視タスク 218
フィールド 221
[タスクの指示（Task Instructions）] サブタブ 257
タスク プライオリティ 222
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ち
[チェックリスト（Checklist）] サブタブ 258

つ
追加の URL 197

て
提供プラン 420
提供サービス 359
提供タスク 421, 422
ネームスペースの使用 421, 422
ディクショナリ 55, 60, 62, 63, 90, 399, 453, 461
カスタマーと発信者 60
グリッドとして表示 90, 399
個人ベース 55
使用するフィールドの選択 60
データ タイプ 63, 453
統合 62
非表示 461
リザーブ 55, 60
ディクショナリ レベル関数 110, 129
グリッド内の用途 110
ディレクトリ タスク（Directory Task） 240
設定 240
データ取得ルール 399
新規追加 399
データ セキュリティ 461
データソース 112
データ タイプ 63, 453
テスト、ISF コード 160
電子メール テンプレート 408
定義 408
電子メール名前空間要素電子メール名前空間要素 432

と
統合ウィザード 62
統合ディクショナリ 62
統合ディクショナリ 62
動的価格設定 288
登録済みユーザ 374
特殊なフィールド レベル関数 139

索引

標準期間（Standard Duration） 197

な
名前空間 161, 404, 430, 432, 434, 435, 436, 439, 440, 443, 444, 448, 452,
453

Customer-Based 444
Demand Center 453
Initiator-Based 448
Lightweight 161, 443
Organizational Unit-Based 名前空間 435
Peforrmer 439
PerformerQueue 440
Person-Based 436
カスタマー 439
参照 404
条件付き名前空間要素 434
申請 452
電子メール名前空間要素 432
名前空間の参考資料 430, 453
ノード 404
ノード タイプ 404
依頼者 440
メッセージ 453

ふ
[ファイルからインポート（Import from File）] サブタブ 48,
79

フィールド 139, 460, 461
個人ベース 139
非表示 461
読み取り専用にする 460
フィールド レベル関数 110, 129, 139
グリッド内の用途 110
専用 139
フィルタ、ポートレット 340
フォーム（Form） 75
アクセス制御 75
プロジェクト マネージャ、定義 218
文書型定義（DTD） 186

ほ
に
入力タイプ 399
選択（単一） 399

の
ノード 404

は
バンドル 295, 442
名前空間変数 442

ひ
日付および時刻（Date and Time） 63, 453
人、役職への割り当て 189
非同期送信 203
標準（Standards） 48, 156
インポート 48
コーディングと命名 156

ポータル コンテンツ 383
インポート 383
エクスポート 383
ポータルのアクセス制御 332
ポータル ページ 369, 370, 374, 382
一般情報 370
エクスポート（Export） 382
権限 374
作成 369
登録済みユーザ 374
ポートレットの追加 370
ポータル ページ グループ 369
System 369
マイ ワークスペース 369
ポータルページのエクスポート 382
ポータル ページのコンテンツ 370
ポートレット 51, 333, 334, 337, 340, 342, 343, 348, 351, 375
HTML 343
JavaScript 343
JSR 348, 351
1 ページあたりのポートレットの最大数 375
権限 342
コア エンティティ 334
表示（View） 337
フィルタ 340
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ポートレット (続き)
マイアイテム 51
ユーザ定義 333
リザーブ 351
ボタン 153

ら
ライブラリ 147, 155, 157
構成化と使用 155
作成 157
新規追加 147
定義 147

ま
[マイアイテム（My Items）] ポートレット 51
[マイサービス項目（My Service Items）] ポートレット、有
効化 26
マイ ワークスペース モジュール 369

り
リンク 153

れ
め
命名基準 156
メタデータ リポジトリ（MDR） 24

レビュー 417
ネームスペースの使用 417
レポート可能 197

や

ろ

役職（Functional Position） 197

ロール 26, 50, 333
My Services 360-Degree Consumer 50
My Services 360-Degree Professional 26
My Services Consumer 50
ポータル エンド ユーザ 333
ロールベース アクセス コントロール（RBAC） 332

ゆ
ユーザ定義ポートレット 333

わ

よ
予期せぬトークン メッセージ 222
読み取り専用フィールド 460
予約済みディクショナリ 55, 60
予約済みポートレット 351
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ワークフロー 222, 238, 240
外部タスク 238
タイプ 222
ディレクトリ タスク 240
割り当てのタイプ 406

