
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, 1 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（ServiceCatalog）]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

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。

（注）

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。

PortalDesigner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 1：ポータルエンドユーザのロール

説明ロール

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、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。

ポータルアドバンスユーザ

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。

ポータルプロフェッショナルユーザ

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 , （21
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。

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。

（注）

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PortalDesigner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, （4ページ）

•ポートレットビューの設定, （7ページ）

•ポートレットのフィルタ条件の定義, （10ページ）

•ポートレット権限の設定, （12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, （7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, （10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, （12ページ）を参照してください

表 2：ポートレットの追加に関する設定の表

説明フィールド

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）。

表示名（Display 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）。

名前（Name）

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）

作成者（Author）
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説明フィールド

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 ItemManager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）

ServiceDesigner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, （12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）

PortalDesigner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, （16ページ）
を参照してください。

コンテンツタイプ（Content Type）

[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。

ソース（Source）

ポートレットに関する任意の説明。説明（Description）

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。

自動ログイン（Automatic Login）
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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、[PortalDesigner]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 3：ポートレットビューのフィールド設定の表

説明フィールド

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。

高さ（px）（Height (px)）

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。

自動高さ調整（Auto Height）
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説明フィールド

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。

自動スクロール（Auto Scroll）

[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。

ポートレットの状態（Portlet State）

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の表示（Show 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。

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）

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。

標準ビューの列の選択（Select Columns for
Normal View）
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説明フィールド

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。

最大化ビューの列の選択（Select Columns for
Maximized View）

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ServiceCatalogエンティティの統合,
（24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。

並び替えと並び替えの方向（Sort By and Sort
Direction）

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, （12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。

[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。

（注）

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 4：ポートレットフィルタのフィルタ条件の表

説明フィルタ条件

サービスのオーダー/提供の開始を行う権限は、
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。

カテゴリ、サービス、提供サービス、および契

約

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。

ディレクトリエンティティおよびエージェント
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説明フィルタ条件

すべての属性をフィルタとして使用できます。

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）。

サービス項目、標準、およびカスタムコンテン

ツ

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、MyServicesとServiceManager
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。

要求、承認、およびタスク
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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。

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OrganizationDesignerモジュールの「任意のユー
ザ」ロールに付与します。

（注）

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 16：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。
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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

RESTAPI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。

（注）

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。
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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（ContentDefinition）]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（ContentDefinition）]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（DataType）]：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（UniqueKey）]：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（AddPermission）]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, （12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 5：カスタムコンテンツの設定の表

説明フィールド

テーブルの名前として表示する名前（自由形

式）

表示名（Display 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）

名前（Name）
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説明フィールド

カスタムコンテンツテーブルが配置されるグ

ループ

コンテンツグループ（Content Group）

カスタムコンテンツテーブルに関する任意の

説明

説明（Description）

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 PrimeServiceCatalogAdapter
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, （18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, （21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。
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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、『CiscoPrimeServiceCatalog
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 WebLogicAdministrationConsoleを使用して、ServiceCatalog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 forMyself）]、
[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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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 ReviewAsynchronously）]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。

（注）

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 1：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（MyAuthorizations）]、[自
分の割り当て済みと未割り当ての項目（MyAssignedandUnassigned）]、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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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。

（注）

詳細については、サービス項目ポリシーの理解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、ServiceCatalog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 ItemManager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 ItemManager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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説明フィールド

Portal Designerに表示されるオブジェクトの名
前。

表示名（Display 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。

名前（Name）

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。

コンテンツグループ（Content Group）

エンティティの説明。説明

定義（Definition）

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。

表示名（Display Name）

属性データを含むデータベース列の名前。名前（Name）

属性/列のデータのタイプ。データタイプ

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 6：カテゴリ

説明列（表示名）

カテゴリの内部 IDカテゴリ ID（Category ID）

カテゴリの名前カテゴリ名（Category Name）

カテゴリの説明説明

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

ルートか（isRoot）

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

TopDescriptionが有効（TopDescription Enabled）

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
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 URL
TopDescriptionの URL

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

MiddleDescriptionが有効（MiddleDescription
Enabled）

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
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 URL
MiddleDescriptionの URL

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

BottomDescriptionが有効（BottomDescription
Enabled）

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
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 URL
BottomDescriptionの URL

Request Center.war内のカテゴリイメージの相
対 URL

カテゴリイメージ（Category Image）
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説明列（表示名）

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

CatalogType ID

（未使用）説明 URL（Description URL）

[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

カテゴリ URL（My Services）（Category URL
(My Services)）

サービスの内部 IDサービス ID（Service ID）

サービスの名前サービス名（Service Name）

サービスの説明説明

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

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

[詳細（MoreDetails）]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

[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

下部の説明（Bottom Description）

サービスの内部バージョン番号改訂番号（RevisionNumber）

サービスの価格の設定方式の説明で、[概算価格
の設定（PricingSummary）]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

価格の説明

サービスの価格設定方式で、[概算価格の設定
（PricingSummary）]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）
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説明列（表示名）

サービスがバンドルであるかどうかバンドルか（IsBundle）

サービスがオーダー可能であるかどうかオーダー可能か（IsOrderable）

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

レポート可能か（IsReportable）

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

サービスレベルの説明（Service Level
Description）

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（Status）

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）

ステータス ID（Status ID）

サービスの予定期間（時）予定期間（Expected Duration）

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）]

予定期間の単位（Expected Duration Units）

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

価格

サービスを後で提供することを許可するかどう

か

後で開始できるか（Can Start Later）

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）

日付品質 ID（Date Quality ID）

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

サービスの画像（Service Image）

[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 URL（Service URL）
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説明列（表示名）

[My Servicesサービスオーダー（My Services
ServiceOrder）]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）

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。

オーダーモード（Ordering Mode）

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。
価格の計算（Compute Price）

サービス

表 7：サービス

説明列（表示名）

サービスの内部 IDサービス ID（Service ID）

サービスの名前サービス名（Service Name）

サービスの説明説明

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

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

[詳細（MoreDetails）]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）
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説明列（表示名）

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

下部の説明（Bottom Description）

サービスの内部バージョン番号改訂番号（RevisionNumber）

サービスの価格の設定方式の説明で、[概算価格
の設定（PricingSummary）]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

価格の説明

サービスの価格設定方式で、[概算価格の設定
（PricingSummary）]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）

サービスがバンドルであるかどうかバンドルか（IsBundle）

サービスがオーダー可能であるかどうかオーダー可能か（IsOrderable）

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

レポート可能か（IsReportable）

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

サービスレベルの説明（Service Level
Description）

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（Status）

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）

ステータス ID（Status ID）

サービスの予定期間（時）予定期間（Expected Duration）

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）]

予定期間の単位（Expected Duration Units）
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説明列（表示名）

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

価格

サービスを後で提供することを許可するかどう

か

後で開始できるか（Can Start Later）

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）

日付品質 ID（Date Quality ID）

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

サービスの画像（Service Image）

[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 URL（Service URL）

[My Servicesサービスオーダー（My Services
ServiceOrder）]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）

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）

オーダーモード（Ordering Mode）

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。
価格の計算（Compute Price）
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エージェント（Agents）
エージェントは、ServiceCatalog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。

説明列（表示名）

エージェントの内部 IDエージェント ID（Agent ID）

エージェントの名前。エージェント名（Agent Name）

エージェントの説明説明

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）

ステータス ID（Status ID）

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

操作

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）

コンテキストタイプ ID（Context Type ID）

受信アクションに使用するアダプタの名前受信アダプタ名（Inbound Adapter Name）

送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）

受信ドキュメントに使用する変換の名前受信変換（InboundTransformation）

送信ドキュメントに使用する変換の名前送信変換（OutboundTransformation）

障害に使用する電子メール通知の名前失敗した電子メール（Failed Email）

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）]

ステータス（Status）

[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

エージェント URL（Agent URL）

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 8：申請

説明列（表示名）

申請の内部 ID申請

申請の表示名で、通常は申請に含まれる最初の

サービス

名前（Name）

申請の依頼者の個人 ID依頼者 ID（Initiator Id）

申請のカスタマーの個人 IDカスタマー ID（Customer Id）

（未使用）予定期間（Expected Duration）

要求を完了するまでの実際の時間（時）実際の期間（Actual Duration）

申請に対する履行完了の予定日付予定日

申請の処理完了（終了ステータスとなった）日

付

終了日（Closed Date）

申請の価格予定コスト（Expected Cost）

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）]

ステータス（Status）

申請の依頼者の姓名依頼者

申請のカスタマーの姓名カスタマー

申請のカスタマーのホーム組織の名前請求先

申請が送信された日付送信日（Submit Date）

MyServices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

申請 URL（Requisition URL）

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MyServices
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 9：承認

説明列（表示名）

タスクに関連付けられた申請 ID申請

タスクに関連付けられた申請の合計価格合計価格（Total Price）

タスクの予定日予定日（Due On）

タスクの名前タスク名（Task 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。

サービス名（Service Name）

{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

カスタマー

タスクの実行者の姓名実行者

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）]

ステータス（Status）

承認タスクの優先度で、有効値は[高（High）]、
[標準（Normal）]、[低（Low）]

[プライオリティ（Priority）]

タスクの内部 ID（タスク IDまたはアクティビ
ティ ID）

承認 ID（Authorization ID）

ServiceManager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

承認 URL（Authorization URL）

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 10：タスク

説明列（表示名）

タスクの内部 ID（akaアクティビティ ID）タスク ID（Task Id）
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説明列（表示名）

タスクの名前タスク名（Task Name）

タスクに関連付けられた申請 ID申請

承認タスクの予定日予定日

タスクに関連付けられたサービスの名前サービス名（Service Name）

タスクに関連付けられた申請の依頼者の姓名依頼者

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組織（Customer OU）

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の名前（Customer Name）

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

実行者

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

キュー（Queue）

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（Beingapproved）]、
[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）]

ステータス（Status）

タスクの開始予定日開始予定日（Scheduled Start Date）

タスクに見積もられた工数実行（Effort）

ServiceManager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 URL（Task URL）

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 11：Organization Unit

説明列（表示名）

組織の名前組織名（OrganizationUnit Name）

組織の説明説明

組織の内部 ID組織 ID（Organizational Unit ID）

親組織の内部 ID親 ID（Parent ID）

親組織の名前親名（Parent Name）

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）

組織タイプ ID（Organizational Unit Type 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 ID（Status ID）

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）]

ステータス（Status）

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 ID（Manager ID）

組織のマネージャの役職に割り当てられた人の

姓名

マネージャ名（Manager Name）

組織が請求可能としてマーク付けされているか

どうか

請求可能か（isBillable）

OrganizationDesigner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

組織 URL（Organizational Unit URL）

人物

個人は、Organization Designerで定義された個別のユーザです。

表 12：ペルソナ（Personas）

説明列（表示名）

個人の内部 ID個人 ID（Person ID）

個人の名名
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説明列（表示名）

個人の姓姓

個人の電子メールアドレスEメール

個人のホーム組織の内部 IDホーム組織 ID（HomeOrganizationalUnit ID）

個人のホーム組織の名前ホーム組織名（HomeOrganizationalUnit Name）

個人のタイムゾーンの内部 IDタイムゾーン ID（TimeZone ID）

個人の時間帯の名前TimeZone名前（TimeZone Name）

個人のログイン名ログイン名（Login Name）

個人の生年月日生年月日（Birth Date）

個人の雇用日雇用日（Hire Date）

個人の役職役職（Title）

個人の従業員コード従業員コード（Employee Code）

個人のロケールの内部 IDロケール ID（Locale ID）

個人の表示言語の内部 ID言語コード（Language Code）

個人の表示言語言語名（Language Name）

個人のスーパーバイザの個人 IDスーパーバイザ ID（Supervisor ID）

個人のスーパーバイザの名前スーパーバイザ名（Supervisor Name）

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）]

ステータス（Status）

OrganizationDesigner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

個人 URL（Person URL）

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 13：グループ（Groups）

説明列（表示名）

グループの内部 IDグループ ID（Group ID）

グループの名前。グループ名（Group Name）

グループの説明。説明

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 ID（Status ID）

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）]

ステータス（Status）

グループの親の内部 ID親 ID（Parent ID）

グループの親の名前親名（Parent Name）

OrganizationDesigner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

グループ URL（Group URL）

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, （40ページ）

•ポータルページへのポートレットの追加, （43ページ）

•ポータルページ権限の付与, （44ページ）

•登録済みユーザの設定, （45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 14：ポータルページの [全般（General）] タブのフィールドの説明

説明フィールド

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。

ステータス（Status）

ページに割り当てられる名前。名前（Name）
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説明フィールド

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。

テーマ（Theme）

ポータルページが割り当てられたページグループ。ページグループ（Page Group）

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。

レイアウト（Layout）

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。

作成者（Author）

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。

このページを公開する（Make this page public）

ステップ 3 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 2：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 15：レイアウト設定の表

説明フィールド

[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。

セクション0列<n>幅（Section 0 Column <n>Width）

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]）。
ポートレットの枠（Portlet Borders）

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]）。

ポートレットのヘッダー（Portlet Headers）
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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。

Cisco Prime Service Catalog 11.0 設計者ガイド
43

Portal Designer を使用したポートレットおよびポータルの設計
ポータルページの設定



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, （12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（SubscribedUsers）]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 16：ポータル設定オプションの表

説明オプション

共通設定
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説明オプション

ポータル運用に関するサイト全体の設定。

[共通設定（CommonSettings）]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
（MaximumNumber 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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説明オプション

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 andCustomData）]：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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説明オプション

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。

組織設定

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
（CommonSettings）]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。

キーワード
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説明オプション

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 17：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。

認証設定

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 17：外部認証に関する設定の表

説明フィールド

サイトの名前。サイト名（Site Name）

サイトのログインページを識別する URL。ログイン URL（Login 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。
ホームページ URL（Home Page URL）

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。

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、ユーザのパスワードが含まれ

ます。

パスワードフィールド名（Password Field
Name）

URL、Form.GET、または Form.POST。認証タイプ（Authentication Type）

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。

その他の引数（Other Arguments）

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。

グローバル認証を使用（Use Global
Authentication）

グローバル認証でサイトに渡すユーザ IDの値。ユーザ ID値（UserID Value）

グローバル認証でサイトに渡すパスワードの

値。

パスワード値（Password Value）

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）。

説明

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（NewOnly）]：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。
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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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