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はじめに
目的
この『Cisco Prime Service Catalog アドミニストレーションおよび運用ガイド』では、Cisco Prime
Service Catalog（Service Catalog）の Organization Designer モジュールと Administration モジュール
の使用方法と基本的なシステム管理方法について説明します。
Organization Designer によって、サービス要求およびデリバリ モデルを構成するさまざまな部門お
よびサービスチームを作成できます。また、エンドユーザのロールを定義することや、ロールが
ユーザに与える機能と権限を定義することもできます。
Administration モジュールは、サービスの配信中に送信される電子メール、ユーザ インターフェイ
スの外観、サービス要求の承認を与える場合と方法に関する全体的なビジネス ルールなどのアプ
リケーションの動作に対するすべてのサイト全体の設定を制御します。さらに、企業ディレクト
リの統合を定義し、トラブルシューティングとシステム メンテナンスに有用なユーティリティへ
のアクセスを可能にします。
このアプリケーションのシステム管理者は、このガイドをシステム設定、ハウスキーピング、お
よびメンテナンス情報に関する有用なリソースとしても活用できます。

対象読者
このガイドは、製品のエンドユーザ管理およびアプリケーション アーキテクチャ全般の設定を担
当するシステム管理者、サービス設計者、およびユーザを対象としています。
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ガイドの構成
『Cisco Prime Service Catalog アドミニストレーションおよび運用ガイド』は、次の 6 つの章で構
成されています。
• 組織の構築, （169 ページ）：この章では、サービス組織を構築するための主要ツールである
Organization Designer モジュールについて説明します。
• ユーザ プロファイルのセットアップ, （1 ページ）：この章では、ユーザ情報、環境設定、
推奨言語、および作業カレンダーなどのユーザ プロファイルについて説明します。
• サイト全体の設定, （243 ページ）：この章では、Administration モジュールのサイト機能に
ついて説明します。
• カスタム テーマ, （303 ページ）：この章では、Service Catalog Web ページの外観をカスタマ
イズするための機能について説明します。
• Prime Service Catalog の保守, （7 ページ）：この章では、システム管理、設定管理、メンテ
ナンス、およびトラブルシューティング情報について説明します。
• コンテンツ展開の管理, （85 ページ）：この章では、アプリケーション エンティティを移行
するために使用するコンテンツ展開および構成管理ツールについて説明します。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

表示

太字

コマンド、キーワード、およびユーザが入力す
るテキストは、太字で示しています。

イタリック体

ドキュメント名、新規用語または強調する用
語、値を指定するための引数は、イタリック体
で記載されます。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z }

どれか 1 つを選択しなければならない必須キー
ワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示
しています。

[x|y|z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワード
は、角カッコで囲み、縦棒で区切って示してい
ます。
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表記法

表記法

表示

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後に
は引用符を使用しません。引用符を使用する
と、その引用符も含めて stringとみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山
カッコで囲んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答
は、角カッコで囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号
（#）がある場合には、コメント行であること
を示します。

[X] メニューから [メニュー項目] > [サブメ
ニュー項目] を選択します。

メニュー パスから選択する場合は、この書式を
使用します。
例：[ファイル（File）] メニューから [インポー
ト（Import）] > [形式（Formats）] を選択しま
す。

（注）

「注釈」です。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

ワンポイント アドバイス

危険

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス リクエストの送信、追加情報
の収集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

ユーザ プロファイルのセットアップ
この章は次のトピックで構成されています。
• ユーザ プロファイルのセットアップ, 1 ページ

ユーザ プロファイルのセットアップ
概要
ユーザ プロファイルを使用して、個人情報、ユーザ設定、および作業カレンダーにアクセスでき
ます。ユーザ プロファイルは随時変更できます。サイト管理者は、Organization Designer の People
コンポーネントを使用して、任意のプロファイル情報を変更することもできます。
上部バナーの [プロファイル（Profile）] リンクを使用すると、すべてのユーザがプロファイルに
アクセスしてそれを変更できます。

（注）

個人情報をインポートするようにディレクトリ統合が設定されているシステムでは、ユーザが
[情報（Information）] ページを使用してそのユーザのプログラムを変更する必要はありません。
このような変更を行っても、ユーザ プロファイルが次回リフレッシュされたときに変更が失
われる場合があります。その代わり、サイト管理者に連絡して、プロファイル情報を更新する
ためのサポートを受けてください。
• [ホーム組織単位（Home Organizational Unit）] は、通常、部門名と同じになります。要求し
たサービスがスーパーバイザまたはマネージャで確認または承認される必要がある場合、シ
ステムはこの情報を使用します。
• タイムゾーンはスケジュール上の開始日および期日の表示に使用されます。サービス実行者
の場合は、その実行者の作業時間の決定および特定のタスクにかかった作業時間の計算にも
使用されます。
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言語設定
Service Catalog モジュールは、複数の言語で利用できます。デフォルトでは、[使用する言語
（Preferred Language）] ドロップダウン リストで使用できるのは [英語（米国）（US English）] の
みです。その他の言語は、Administration モジュールの [言語（Language）] リストに追加すると使
用できるようになります。言語, （253 ページ）
追加設定なしでサポートされる言語は次のとおりです。
表 1：サポートされる言語

• 英語（米国）

• 中国語（簡体字）

• ドイツ語

• 中国語（繁体字）

• フランス語

• ポルトガル語（ブラジル）

• スペイン語

• 日本語

• オランダ語

• 韓国語

他のすべてのモジュールのローカリゼーションについては、『Cisco Prime Service Catalog Designer
Guide』の「Localizing Service Catalog Strings」の章を参照してください。

カレンダー
[サービスカタログ（Service Catalog）] > [プロファイル（Profile）] > [カレンダー（Calendar）] 設
定は、作業を実行するためのサービス チーム メンバーの可用性を規定します。
次の操作を実行できます。
• 勤務時間と勤務日の設定。
• 勤務しない休日の設定。
カレンダー情報を入力するときに、以下が適用されます。
• [勤務時間（Working Hours）] では、[開始（From）] フィールドおよび [終了（To）] フィー
ルドに 24 時間形式で新しい時刻を入力して、標準の勤務時間と勤務日を変更します。たと
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えば、午後 11:00 の場合は 23:00 と入力します。1 日 24 時間を示す場合は、開始時刻として
12:00、終了時刻として 23:59 を入力します。
• 働かない日の [開始（From）] フィールドと [終了（To）] フィールドに「0:00」と入力しま
す。
• [新しいカレンダーエントリの追加（Add New Calendar Entry）] では、勤務日から休日への変
更やその逆の変更ができます。

初期設定
[初期設定（Preferences）] では Service Catalog の動作と外観を管理します。
[サービスカタログ（Service Catalog）] > [プロファイル（Profile）] > [初期設定（Preferences）] で
は次のものを管理できます。
• 日付フォーマット。
• ログイン モジュール：ユーザはログインの直後に自動的に表示される、アクセス可能なモ
ジュールを選択できます。
• デフォルトの Service Manager ビュー：サービス実行者は、最も頻繁に使用する Service Manager
ビューに自動的に移動するようシステムを設定できます。
• デフォルトの Service Manager ステータス（タスク検索用）：サービス実行者は、最も頻繁に
使用するタスク ステータス検索条件を設定できます。
• 時刻フォーマット：12 時間表記および 24 時間表記を使用できます。
• ビュー ポートレット：Service Portal ホームページの [承認（Authorizations）] および [サービ
ス項目（Service Items）] ポートレットの表示を抑制できます。ユーザにそれらの機能へのア
クセス権限が付与されている場合、依然として、対応するタブを通じて[承認（Authorizations）
s] および [サービス項目（Service Items）] リストを使用できます。

（注）

バージョン 10.0 より前の Service Portal モジュールには、デフォルトで My Workspace および
System モジュールのページ グループが含まれていました。これらのページは、10.x で廃止さ
れ、Prime Service Catalog が 9.x バージョンからアップグレードされた場合に表示されます。管
理者が [Organization Designer] > [ロール（Roles）] > [任意のユーザ（Anyone）] ロールからペー
ジの読み取り権限を削除すると、これらのページは無効になり、すべてのユーザに対して非表
示になります。
• Service Catalog の使用：Service Catalog モジュールを使用する場合は、チェックボックスをオ
ンにします。
• 代理承認者情報：[代理開始日（Delegation Start Date）] と [代理終了日（Delegation End Date）]
フィールドを使用して指定する期間中、指定された人が代わりに承認を実行できます。
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ユーザ最後のログイン詳細の表示
IP アドレスとタイムスタンプなどのユーザの最後のログインの詳細は、[プロファイル（Profile）]
ページから Prime Service Catalog ユーザ インターフェイスで表示できます。
指定した日付形式の最後のユーザ ログイン詳細は、[プロファイル（Profile）] ページに表示され
ます。

セキュリティ監査暗号化ログ イベントの設定および表示
サービス カタログは、Prime Service Catalog インターフェイスで監査ログ ファイルを管理し、ユー
ザのログイン アクティビティを追跡します。
セキュリティ監査暗号化ログイベントは、セキュリティイベントをログに記録するオプションを
有効にすることで設定できます。これを行うには、[サービス カタログ（Service Catalog）] > [管理
（Administration）] > [設定（Settings）] に移動し、[セキュリティ イベントのログを有効化（Enable
logs for Security Events）] オプション ボタンを有効にします。デフォルトはオフです。
すべてのイベントのすべての監査ログは server.log ファイルに保存されます。セキュリティ イベ
ント ログの先頭には SEC-AUD が付けられます。
次に例を示します。
COR-ID=-4724008839792176768::SEC-AUD-Fri Jan 08 12:56:31 IST 2016 : EUI Person Not found
or Imported or password error for: fdsfdsf @ 173.39.67.7:DREDDI-WS

UI から監査ログ ファイルを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[サービス カタログ（Service Catalog）] > [管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [ログ
とプロパティ（Logs and Properties）] に移動します。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Request Center - ログ ファイル（Request Center - Log Files）] を選択し、Request
Center サーバで利用可能なすべてのログを表示します。

ステップ 3

ログから [サーバ - ログ ファイル（Server - Log Files）] を選択し、ドロップダウン リストを読み取ります。

ステップ 4

ログ ファイルを選択し、[ファイルの表示（View File）] タブをクリックして特定のログ ファイルを表示
します。

ステップ 5

[最後の行（Last line）] ドロップダウンから行数を選択し、[ファイルの表示（View File）] をクリックしま
す。
（注）
最大で 2000 行の監査ログを表示することができま
す。
以下に示すセキュリティ イベントのいずれかが発生するときは、アプリケーション サーバのログ ファイ
ルに記録されます。
• ログイン名またはパスワードが無効
• パスワードを忘れた場合およびパスワードのリセット
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• 個人プロファイルのパスワードのリセットおよび個人パスワードのリセット
• パスワードの警告期間
• パスワードの猶予期間
• パスワードの期限切れおよびアカウントのロック
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章

Prime Service Catalog の保守
この章は次のトピックで構成されています。
• Prime Service Catalog の保守, 7 ページ

Prime Service Catalog の保守
この章では、アプリケーション コンポーネントのスタートアップ手順とシャットダウン手順、推
奨バックアッププラクティス、アプリケーションコンポーネントの構成管理とカスタマイズ、継
続的な保守タスク、および重要なエラー状態、エラー メッセージ、および解決方法について説明
します。

（注）

<APP_HOME> と指定されている場合は、Service Catalog がインストールされているルート ディ
レクトリを意味します。

システムの強化
Linux Puppet Master、Linux、および Windows のターゲット VM は、直接もしくはプロキシを介し
てインターネットにアクセスできる必要があります。または、内部リポジトリに接続するよう VM
を設定することもできます。
ゲートウェイ VM は（各ガイドで）説明されているとおりにトラフィックをルーティングするよ
う設定し、設定後は制限しないようにする必要があります。
Puppet Master やエージェントをインストールした後で、特定のポートをブロックするファイア
ウォールや SELinux ルールを実装しないでください。アプリケーション固有のポートの詳細につ
いては、（引用が必要）を参照してください。
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（注）

アプリケーションをインストールするためにターゲット VM のポートをクローズすることはお
勧めしません。ゲートウェイ VM のポートは『Cisco Prime Collaboration Quick Start Guide』の
説明に従ってオープンできます。
SELinux にインストールされた Puppet Master をホスティングしている Linux VM では、デフォル
トのインストールと設定によって、IPTables ルールとともに必要なポート（8140、8139、および
5150）がオープンされます。
Puppet Agent によって VM での ポート アクセスやセキュリティ プロトコルが変更されることはあ
りません。これらのデバイスを強化すると、関連アプリケーションのインストールまたは実行が
失敗する可能性があります。VM は UCS Director のフェンスド コンテナに配置され、アプリケー
ション障害を回避するために、アクセスはゲートウェイ VM で制御されます。

バックアップの実行
完全に展開されたシステムのコンポーネントには、Service Catalog、Integration Server（Service
Link）、およびAdvanced Reporting（Cognos）が含まれています。Service Catalog および Integration
Server はそれぞれ、Catalog.war および ISEE.war の各展開パッケージ内のアプリケーション サーバ
に展開されます。

（注）

各コンポーネントは展開されているとおりにバックアップし、すべてのカスタマイゼーション
は展開時または変更時に保存することを推奨します。
• バックアップ操作は定期的にスケジュールする必要があります。
次のデータベースをバックアップする必要があります。
• トランザクション・データベース（デフォルトでは Service Catalog）。本番データのみでな
く、設定サービス、サービス コンポーネント、およびその他のアプリケーション オブジェ
クトのメタデータが保存されています。
• 分析データベース。標準レポートの作成用データおよび、Service Catalog と Demand Center の
データ マート用データが保存されています。
• コンテンツ保存データベース。ビジネス視点のレポート環境で使用可能なユーザ生成コンテ
ンツが保存されています。このようなコンテンツには、すべてのレポートの定義（Service
Catalog から提供された定義と Advanced Reporting のユーザから書き込まれた定義）、レポー
トのビュー、スケジュール、および任意のレポートから生成された保存済みのレポートが含
まれます。
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アプリケーション サーバのチューニング
チューニングに関する次の推奨事項は、多くの Servce Catalog サイトに適用されます。チューニン
グに関するこのほかの推奨事項については、各アプリケーション サーバのマニュアルを参照して
ください。

Service Catalog の圧縮の設定
組織に遠隔地のユーザが多数いる場合は、HTTP 応答の GZIP 圧縮（RFC 1952）をオンにすると役
立ちます。RFC 2616 の次のセクションを参照してください。
• セクション 3.5：Content-coding
• セクション 14.3：Accept-Encoding
• セクション 14.11：Content-Encoding
GZIP 圧縮は、低速または遅延の大きいネットワークを使用するユーザにとって有用です。ただ
し、GZIP 圧縮により、サーバとユーザのブラウザにわずかながらオーバーヘッドが発生します。
GZIP 圧縮を有効にするには、以下を実行します。

ステップ 1

RequestCenter.war/WEB-INF で web.xml を探します。たとえば、一般的な場所は次のとおりです。
例：

• C:\jboss-as-7.1.1.Final\ServiceCatalogServer\deployments\RequestCenter.war\WEB-INF
ステップ 2

次のエントリを検索します（コメントアウトされています）。
例：

• <!--filter><filter-name>CompressingFilter</filter-name><filter-class>com.planetj.servlet.filter.compression.CompressingFilter
</filter-class></filter-->

ステップ 3

コメントを削除します。エントリは次のようになります。
例：

• <filter><filter-name>CompressingFilter</filter-name><filter-class>com.planetj.servlet.filter.compression.CompressingFilter
</filter-class></filter>

ステップ 4

次のエントリを検索します（コメントアウトされています）。
例：
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• <!--filter-mapping
id="newscale_gzip_filter_1"><filter-name>CompressingFilter</filter-name><url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping-->

ステップ 5

コメントを削除します。エントリは次のようになります。
例：

• <!--filter-mapping
id="newscale_gzip_filter_1"><filter-name>CompressingFilter</filter-name><url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping-->

ステップ 6

ファイルを保存し、アプリケーション サーバを再起動します。

Java メモリ設定の変更
Java メモリ設定は、アプリケーション サーバが使用する Java 仮想マシン（JVM）専用の設定で
す。"java -h" コマンドと "java -X" コマンドを使用すると、システムで使用可能なすべてのオプショ
ンのリストが返されます。これらのコマンドを発行する場合は、ご利用中のアプリケーション
サーバが使用する JVM と同じ JVM を呼び出していることを確認してください。
• 必要に応じて -ms -mx（通常は、JVM 内のヒープとして 1 GB のメモリが予約されます）。
• -server モードが Oracle JVM に推奨されています。
• 一般的な変更として、引数 --XX:MaxPermSize=128m を指定して、ガベージ コレクタの永続
的世代の最大サイズを 128 MB に増やします。
Service Catalog で「メモリ不足」エラーが発生する場合は、JVM で使用可能な最小および最大の
ヒープ サイズを管理する Java メモリ スイッチを調整しなければならない場合があります。たと
えば、次の設定は WebLogic に正しく適用されます。
MEM_ARGS="-verbose:gc -Xms1024m -Xmx1024m-XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:MaxPermSize=256m"

JMS Queue 接続ファクトリ設定
キュー接続ファクトリの接続数は、JMS サーバの作業負荷に基づいて設定する必要があります。
1 つの Service Catalog インスタンスに推奨される設定は 25 です。必要な接続数に関して、クラス
タのサーバ数に基づいた厳格なルールはありません。アプリケーション環境に最適な接続設定を
実現するには、チューニング作業が必要となります。

JDK のアップグレードと置き換え
JDK を新しいバージョンにアップグレードするには、次の手順を実行します。
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• <APP_HOME>/bin ディレクトリで「setEnv.cmd」という名前のスクリプトを編集し、新しい
JDK へのパスを指定します。
• スタートアップ スクリプトを使用している顧客の場合は、改訂された setEnv.cmd ファイルを
保存した後、サーバを再起動します。
• Windows サービスを使用している顧客の場合は、Windows サービスを停止し、
（<APP_HOME>\bin\uninstall*.cmd のスクリプトを使用して）Windows サービスをアンインス
トールした後、（<APP_HOME>\bin\install*.cmd のスクリプトを使用して）そのサービスを再
度インストールします。

データベースのチューニング
Service Catalog データベースを設定およびチューニングする方法に関する主な FAQ のいくつかと、
それらの質問への回答を示します。これらの問題の詳細については、該当するデータベースに固
有のマニュアルを参照してください。これらの FAQ の多くは、SQLServer よりもチューニングの
機会が多い Oracle に関するものです。
• Oracle および SQLServer のどちらの場合も、RAID 5 ではなく、RAID 1+0（ストライプ化 +
ミラー化）ディスクにデータベース ファイルをインストールすることが推奨されます。これ
が、ソフトウェアのインストールに推奨される選択肢です。
• Oracleデータベースは、ローカル管理表領域（LMT）および自動セグメント領域管理（ASSM）
を使用するように設定する必要があります。これらのテクノロジーによって、テーブルまた
はテーブルスペースのパラメータ（PCTUSED、PCTFREE、INITIALEXTENT、NEXTEXTENT）
が正しく指定されないというこれまでの問題が解消されます。
• OLTP Service Catalog および OLAP データベース（標準レポートと Service Catalog データ マー
ト）用には別々のデータベースまたはインスタンスを使用します。10g よりも前のリリース
の Oracle の場合、ブロック サイズの異なるテーブルスペースを作成するには、このことが必
須でした。10g 以降の場合でも、OLTP データベースと OLAP データベースの大きく異なる
アクティビティに合わせて設定パラメータを調整できるように、このことが推奨されます。
Oracle DBA は、データ ウェアハウスのデータベース管理について詳しく書かれた Oracle の
マニュアルを読む必要があります。

Service Catalog 固有の推奨事項
• OLTP データベースの場合は、REQUESTCENTER という名前のプライマリ テーブルスペー
スを作成します。このテーブルスペースには 1 ユーザにつき 10 MB、最小サイズ 500 MB を
指定します。組織のベスト プラクティスに合ったエクステント管理の戦略をデータベース管
理者が選択する必要があります。
• 必要なデータベース ストレージを非常におおまかに見積もると、完了した要求ごとに 500 KB
となります。これは、サービス フォームの複雑さ、承認構造、および提供計画によって大き
く異なります。
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• 多数の Service Link タスクを含むサイトでは、Service Link メッセージの保存が原因でデータ
ベース サイズが非常に大きくなることがあります。最新バージョンの Service Catalog には、
これらのメッセージを圧縮するさらに効率的なアルゴリズムと、メッセージ コンテキストを
設定する方法が追加されています。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration
Guide』を参照してください。完了したタスクの Service Link メッセージを消去するデータ
ベース スクリプトが RequestCenter データベースのストアド プロシージャとして用意されて
おり、ワンタイム ジョブとして実行したり、定期的に実行したりできます。

Oracle のチューニング
Oracle データベースのパフォーマンスは次の方法で最適化できます。
• OLTP データベース（テーブルとインデックス）の統計情報を定期的に収集します。これは
Oracle Enterprise Manager（OEM）を介して自動化できます。
• カラムレベルのヒストグラム分析を実行して、Service Manager のインデックスをさらに最適
化します。
• Service Catalog データ マートがリフレッシュされた後に、データ マートの統計情報を収集し
ます。
• テーブル割り当て、テーブルスペースのフラグメンテーション、および行連鎖を確認しま
す。
• クエリーのパフォーマンスをモニタリングするために SELECT_CATALOG_ROLE へのアク
セス権を付与します。
次のような設定を適用します。
表 2：Oracle の設定

パラメータ

値

perf.__large_pool_size

16777216

*.processes

300

*.pga_aggregate_target

1059145600

*.sga_max_size

716582400 # 内部で調整されます

*.sga_target

716582400

*.sort_area_size

500000000
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データベースの統計情報の収集
RequestCenter データベースのすべてのテーブルおよびインデックスに関する統計情報を収集する
には、DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS コマンドを使用します。次の例では、"RC User"
がスキーマの所有者です。
execute DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname=>'RCUser',cascade=>TRUE);

ヒストグラム分析
「オプティマイザ統計情報の管理」に関する Oracle データベース管理の章では、次の点が推奨さ
れています。
• DBMS_STATS でテーブルの統計情報を収集する場合、テーブル内のカラムのデータ分布に
関する情報が収集されます。データ分布に関する最も基本的な情報は、列の最大値と最小値
です。ただし、カラム内のデータがスキューしている場合、このレベルの統計情報ではオプ
ティマイザのニーズからすると不十分な可能性があります。スキューしたデータ分布の場合
は、指定した列のデータ分布を記述する列統計の一部として、ヒストグラムを作成すること
もできます。
• ヒストグラムは、DBMS_STATS 収集プロシージャの METHOD_OPT 引数を使用して指定さ
れます。Oracle Corporation では、METHOD_OPT を FOR ALL COLUMNS SIZE AUTO に設定
することを推奨しています。この設定を使用すると、ヒストグラムを必要とするカラムおよ
び各ヒストグラムのバケット数（サイズ）が、Oracleによって自動的に決定されます。また、
ヒストグラムが必要なカラムと各ヒストグラムのサイズは手動で指定することもできます。
ヒストグラムレベルの統計情報の収集が不可欠なテーブルは、次のとおりです。
• TxActivity
• TxProcess
• TxRequisition
• TxRequisitionEntry
• DirPerson
• DirOrganizationalUnit
• UIEntry
各テーブルの統計情報を収集する DBMS_STATS コマンドの例は、次のようになります。
BEGIN
DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS (OWNNAME => 'RCUser',
METHOD_OPT => 'FOR ALL COLUMNS SIZE AUTO');
END;

TABNAME => 'TXACTIVITY',
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SQLServer のチューニング
次のコマンドでスナップショットを有効にします。
ALTER DATABASE <database name> SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

揮発性の Service Catalog テーブルには特に、SQLServer DBCC Reindex コマンドを推奨します。 こ
のプロセスは、勤務時間外で定期的にスケジュールする必要があります（一般的には週に 1 度）。
次に示すテーブルは最も揮発性が高く、DBCC Reindex の対象となります。
表 3：SQLServer コマンド

TxActivity

TxEventTriggerParam

TxPerformerSummary

TxActivityAssignment

TxIncident

TxProcess

TxAttribute

TxInternalOptionList

TxRequisition

TxCheckList

TxInvocation

TxRequisitionEntry

TxChecklistEntry

TxInvocationAttribute

TxRequisitionStep

TxComments

TxJMSMessage

TxRole

TxCondition

TxJoin

TxRule

TxDictionaryHTMLBindings

TxMultivalue

TxSatisfaction

TxDocument

TxObjectDataHTML

TxService

TxEmailSent

TxObjectDictionaries

TxSubscription

TxEventTrigger

TxObjectRelation

TxTimer

Cognos データベース コンポーネントのサイジング
Cognos は、すべてのレポートとキューの定義を ContentStore という名前のデータベースに格納し
ます。Cognos KnowledgeBase には、ContentStore のサイズ変更と維持に関するエントリが格納され
ます。特に重要なのは、ContentStore に必要なサイズを算出するために、予測される使用状況の統
計に基づいて発行される計算式です。
これらの計算式を組み込んだスプレッドシートは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）から
入手可能です。次に例を示します。
表 4：Cognos データベース コンポーネント

コンポーネント

推定値

アクティブ ユーザ数

250
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コンポーネント

推定値

ユニットあたりの領域 合計（KB）
（KB）

レポートを実行する同 50
時ユーザ数（一時ディ
スク領域要件）

100,000

5,000,000

保存されたレポート 1 500
～ 10 ページ（1 ユーザ
につき 2、Public 1、
MyFolder 1）

340

170,000

保存されたレポート 10 2250
～ 100 ページ（1 ユー
ザにつき 9、Public 4、
MyFolder 5）

440

990,000

保存されたビュー 1 ～ 750
100 行（1 ユーザにつき
3、すべて MyFolder）

250

187,500

保存されたビュー 100 2000
～ 1000 行（1 ユーザに
つき 8、すべて
MyFolder）

350

700,000

フォルダ Public
MyFolder（1 ユーザに
つき 5）

1,250

[0]

FrameMaker モデル（シ
スコが提供）

20,000

空のコンテンツ ストア 1

3,000

3,000

アクティブ スケジュー 175
ル（50 日 + 125 週）

30

5,250

合計

7,075,750

OLTP データベース テーブル
トランザクション データベースは、プレフィックス命名規則を採用した一連のリレーショナル
テーブルで構成されます。次の表は、DBA または本番データベースの保守やチューニングを行う
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必要がある人への支援として示されています。これらのテーブルの構造およびコンテンツの所有
権はシスコに帰属します。シスコでは、リリースごとにテーブルの名前または構造を自由に変更
する権利を留保します。
表 5：OLTP データベース テーブル

プレフィックス

意味

使用方法

Cnf

設定（Configuration）

Service Catalog が使用する内部
設定情報が含まれるテーブル。
一般的に、これらのテーブルは
小さく、そのコンテンツは本番
環境内でスタティックです。

Co

ポータル コンテンツ（Portal
Content）

Portal Manager のコンテンツと
ページの定義が含まれるテーブ
ル。

Def

定義（Definition）

サービスフォーム、ディクショ
ナリ、チェックリストなど、
ユーザが設定可能なオブジェク
トのユーザ定義を保持するテー
ブル。テーブル サイズは実装
のサイズによって異なります
が、本番環境では比較的安定し
ています。通常は、Catalog
Deployer の使用を介してのみ変
更されます。

Dir

ディレクトリ（Directory）

個人および組織の情報を格納す
るテーブル。ほとんどの場合、
テーブル サイズはきわめて小
さく（スキル、プロジェクト、
役職）、安定しています。個人
に関係するテーブルは、組織の
規模によって大きく異なりま
す。

JMS

Java メッセージ サービス（Java 内部で使用。
Message Service）

Mdr

メタデータ リポジトリ
（Meta-data Repository）
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プレフィックス

意味

使用方法

Si

サービス項目（Service Item）

サービス項目のデータを格納す
るテーブル。

St

標準（Standards）

標準のデータを格納するテーブ
ル。

TX

トランザクション
（Transaction）

すべてのトランザクションを格
納するテーブル。テーブルが非
常に大きくなる可能性がありま
す。テーブルのデータは揮発性
です。

Uc

ユーザ コンテンツ（User
Content）

Portal Manager のカスタム コン
テンツを格納するテーブル。

[UI]

ユーザインターフェイス（User Service Manager のビュー、ログ
Interface）
イン時に表示されるデフォルト
モジュール、Service Link フィ
ルタなど、ユーザインターフェ
イスに関するユーザ固有のカス
タマイゼーションを定義する
テーブル。

Xtr

外部（External）

XtrEUI

外部エンド ユーザ統合
ディレクトリ統合の定義に使用
（External End User Integration） されるテーブル。

Service Link が外部タスクの管
理に使用するテーブル。定義
テーブル（XtrDef）は非常に小
さい場合がありますが、外部タ
スクのメッセージを格納する
テーブルは規模が大きく、急速
に肥大化します。

消去と分割によるパフォーマンスの最適化
分割と消去を通してパフォーマンスを最適化できます。
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履歴要求の分割によるパフォーマンスの向上
履歴要求分割機能は、完了した要求（ステータスが「クローズ」、「キャンセル」、「配信キャ
ンセル」、または「拒否」の要求）を履歴トランザクション テーブルに移動します。履歴要求分
割を使用すると、現在のトランザクション テーブルのデータ量が削減されることにより、アプリ
ケーション全体のパフォーマンスが向上します。この向上は、Service Manager、My Services、お
よび Service Link の各モジュールにおけるタスク、要求、および外部メッセージのフィルタ処理や
検索で確認できます。ETL と要求ワークフロー処理は、現在のトランザクション テーブル内の
データが減少することからも恩恵を受けます。
履歴要求分割は、Administration モジュール内のシステム設定 [履歴要求スケジューラの有効化
（Enable Historical Requisitions Scheduler）] によって制御されます。これが有効になっている場合
は、365 日を超えて完了した要求がバックグラウンド プロセスによって履歴トランザクション
テーブルに移行されます。365 日の保存期間は変更可能であり、組織の特定のニーズに合わせて
変更できます。
スケジューラが無効になっている場合は、[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）]
ページで履歴要求の移行プロセスを一時的に実行することができます。
そのため、My Services と Service Manager の両方の要求ビューが [最近（Recent）] ビューと [履歴
（Historical）] ビューに分割されています。履歴トランザクション テーブルに移行された要求は、
[履歴要求ビューの有効化（Enable Historical Requisitions View）] システム設定を選択することに
よってアクセス可能にできます。これらの要求は、[マイサービス（My Services）] > [要求
（Requisitions）] ページの [履歴（Historical）] タブだけでなく、Service Manager の [履歴要求
（Historical Requisitions）] ビューにも表示されます。UI 経由で履歴要求に関連付けられたタスク
や外部メッセージを確認することはできませんが、データは Service Catalog データベースに保存
されます。

履歴要求の分割の準備
初めて履歴要求の移行を行う際には、多くの場合、大量のデータを扱います。アプリケーション
ユーザへの影響を軽減するため、オフピーク期間に Administration モジュールから手動でこのプロ
セスを実行します。
Administration モジュールに移動し、[履歴要求のスケジューラを有効にする（Enable Historical
Requisitions Scheduler）] の設定がオフになっていることを確認します。[ユーティリティ（Utilities）]
で、[プロセスの実行（Run Processes）] を開いて目的の締切日を入力します。任意で、処理する
要求のバッチ サイズと最大数を指定します。
バッチサイズを大きくすると処理時間が短縮されますが、データベースサーバにはより大きな一
時領域またはロールバック セグメントが必要になります。要求の最大数を設定するか、[停止
（Stop）] をクリックすると、履歴要求の移行プロセスの時間を制限することができます。処理の
速度と時間は、要求の平均サイズによって異なります。

（注）

移行プロセスを実行する前に、データベース管理者と協力してリハーサルを行い、初回の実行
にかかる時間を推定しておくことを推奨します。
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データマートに関する考慮事項
履歴トランザクション データは、Reporting 用の ETL プロセスでは抽出されません。履歴要求分
割機能を設定する場合は、次の点を考慮してください。
• 通常、ETL プロセスは頻繁に実行するようにスケジュールされます。そのため、要求データ
は履歴テーブルに移行される前にデータマートに収集されます。データマートでデータ損失
が発生しないことを保証するには、履歴要求保存期間を ETL プロセスの頻度を超える値に設
定します。たとえば、ETL が 30 日ごとに実行されるように設定されている場合は、履歴要
求保存期間を 31 日以上に設定する必要があります。
• 履歴トランザクション データを移行するプロセスは、最新の ETL プロセスのタイムスタン
プが締切日よりも前であることを検出すると、自動的に一時停止されます。たとえば、最後
の ETL 実行が 5 月 1 日の午後 12 時のときに、移行で 5 月 1 日の午後 12 時 30 分より前に完
了した要求が選択されると、直ちに、移行プロセスが終了します。これにより、データが、
移行前に、データマートに抽出するための現在のトランザクション テーブルに保存されるこ
とが保証されます。
• 組織で過去に遡ったデータを収集する（ディクショナリやサービスを事後報告可能にする場
合など）ためにデータマートを再構築しなければならない場合は、ETL プロセスを再実行し
ても変更が履歴トランザクションに反映されません。実際には、履歴データを消去すると
データマートで回復できなくなります。このようなデータマートの再構築プロセスが使用可
能なことを保証するには、データ保存期間を遡及的変更のプロビジョニングを含む期間に設
定します。加えて、データマートが上記理由による再構築プロセスで空にならないようにす
る必要があります。ETL の再実行中に削除してデータマートに再挿入できるのは、現在のト
ランザクション テーブルで使用可能なデータの部分だけです。

履歴要求処理の主要な設定
次の設定は履歴要求分割に適用されます。
1 newscale.properties ファイル（RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config ディレクトリにありま
す）
2 reqArchival.poller.cron：履歴データを移行するバックグラウンド プロセスの頻度を制御します。
標準の cron 構文を使用し、30 分ごとに実行するようにスケジュールされます。
3 reqArchival.process.maxRecords：実行ごとに処理する要求の最大数を制御します。定期保守でプ
ロセスをより長い時間実行させたい場合は、高い数値に設定します。
4 reqArchival.cutOffDate.days：現在のトランザクション テーブル内の完了した要求の保存期間を
制御します。デフォルトで、この保存期間は 365 日に設定されます。
5 reqArchival.process.batchSize：データベース コミットごとに含まれる履歴要求の数を制御しま
す。バッチ サイズが大きいほど処理時間は短くなりますが、データベース サーバで必要な一
時スペースまたはロールバック セグメントの容量が増えます。
1 support.properties ファイル（RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config ディレクトリにあります）
reqArchival.poller.enable：アプリケーション インスタンスを使用して履歴要求移行プロセスを実行
できるかどうかを制御します。クラスタ化された Service Catalog 環境では、常に、1 つのノードだ
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けを使用して移行プロセスが実行されます。サーバが性能の低いマシンの場合やサーバが災害復
旧用の場合は、1 つ以上のノードでこのプロパティが "false" に設定されることがあります。
上記ファイル内のその他の設定は、通常の環境では変更しないでください。

要求の消去
Service Catalog には、選択した日付よりも古いトランザクションまたはユーザが指定したその他の
条件を満たすトランザクションを削除するトランザクション消去機能があります。これを使用す
ると、アプリケーション管理者はテストユーザやサンプルサービスを削除する前にテスト要求を
削除することができます。ただし、消去機能では大量データの消去は実行できません。また、メ
ンテナンス フェーズが長引かないようにする必要があります。
ソフトウェア要件
• 消去スクリプトを実行するデータベース クライアント
• Oracle の場合は sqlplus がインストールされ、RequestCenter のデータベースに接続するように
設定されている必要があります。
• SQL Server の場合は osql です。

消去を実行するシステムの準備

ステップ 1

消去スクリプトを実行する前に RequestCenter データベースをバックアップします。

ステップ 2

消去スクリプトを実行するときは、Service Catalog および Service Link サービスを停止します。

ステップ 3

次の場所でユーティリティを探します。
<APP_HOME>\schema\util\purge
<APP_HOME> が存在するマシンにデータベース クライアント ソフトウェアがある場合は、そのマシンか
ら消去スクリプトを実行できます。そうでない場合は、RequestCenter データベースのあるマシン、または
前提条件となるデータベース クライアントのある別のマシンにpurgeフォルダ全体をコピーします。

ステップ 4

次のファイルがpurgeフォルダに含まれていることを確認します。
• AddPurgeFilter.bat
• AddPurgeFilter.sh
• ClearAllPurgeFilter.bat
• ClearAllPurgeFilter.sh
• PurgeRequisitions.bat
• PurgeRequisitions.sh

ステップ 5

Windows オペレーティング システムの場合は .bat ファイル、UNIX または Linux オペレーティング システ
ムの場合は .sh ファイルを実行します。
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注意

Service Catalog のサービス パックを適用してある場合は、ステップ 3（上記）を繰り返して、必ず
最新バージョンの消去スクリプトを使用してください。サービス パックに含まれるスクリプト
は、変更されている場合があります。

要求の消去
要求の消去は、次の手順で構成されます。

ステップ 1

消去のフィルタ条件をクリアします。

ステップ 2

消去のフィルタ条件を設定します。

ステップ 3

要求消去のリハーサルを実行します。

ステップ 4

本番の要求消去を実行します。

消去フィルタ条件のクリア
常に同じフィルタ条件を使用して要求を消去する場合（たとえば、キャンセルされた要求をすべ
て消去するなど）、この手順は不要です。ただし、混乱を避けるために前回の実行からの条件を
最初にクリアすることをお勧めします。
1 つまたはすべてのフィルタ条件をクリアするには、ClearAllPurgeFilter スクリプトを使用しま
す。[Purge Filter Name ] が指定されていない場合は、RequestCenter データベースの CnfPurgeFilter
テーブルのフィルタ エントリがすべて削除されます。そうでない場合は、[Purge Filter Name ] が
CnfPurgeFilter テーブルに存在すれば指定されたフィルタのみが削除されます。
Oracle：
ClearAllPurgeFilterORACLE [SID ] [User ] [Password ] [Purge Filter Name（任意）]
SQL Server：
ClearAllPurgeFilterSQLSERVER [Server ] [Database ] [User ] [Password ] [Purge Filter Name（任意）]
オプションの [Purge Filter Name ] に指定可能な値は次のとおりです。
• CREATIONSTARTDATE
• CREATIONENDDATE
• CLOSEDSTARTDATE
• CLOSEDENDDATE
• REQUISITIONSTATUS
• REQUISITIONID
• REQUISITIONRANGE
• SERVICEID
• SERVICENAME
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消去フィルタ条件の追加
1 つまたは複数のフィルタ条件を追加するには、AddPurgeFilter スクリプトを使用します。要求
が削除されるのは、すべての消去条件を満たす場合のみです。フィルタ条件は RequestCenter デー
タベースの CnfPurgeFilter テーブルに保存されます。
データベースのタイプに合わせて次の構文を使用します。
• [SID] は Oracle データベースの ORACLE_SID です
• [Server] は SQL Server データベースのサーバ名です
• [User] は「RCUser」です
• [Password] は「RCUser」のパスワードです
• [Purge Filter Name] および [Purge Filter Value] に指定できる値については、パラメータ表を参
照してください。
Oracle：
AddPurgeFilter ORACLE [SID ] [User ] [Password ] [Purge Filter Name ] [Purge Filter Value ]
SQL Server：
AddPurgeFilter SQLSERVER [Server ] [Database ] [User ] [Password ] [Purge Filter Name ] [Purge Filter
Value ]
表 6：消去フィルタ条件

消去フィルタ名

説明

CREATIONSTARTDATE

この日付以降に作成された消去 DD-MON-YYYY 形式の日付。
要求。

CREATIONENDDATE

この日付以前に作成された消去 DD-MON-YYYY 形式の日付。
要求。

CLOSEDSTARTDATE

この日付以降にクローズされた DD-MON-YYYY 形式の日付。
消去要求。

CLOSEDENDDATE

この日付以前にクローズされた DD-MON-YYYY 形式の日付。
消去要求。

REQUISITIONSTATUS

指定されたステータスの消去要 可能な値は、PREPARATION、
求。
OPEN、ONGOING、CLOSED、
CANCELLED、REJECTED、
DELIVERY CANCELLED、
ORDERED、または ALL です。

REQUISITIONID

要求 ID に基づいて特定の要求 要求に割り当てられた固有の番
を消去します。
号。
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消去フィルタ名

説明

消去フィルタ値

REQUISITIONRANGE

要求 ID 範囲に基づいて特定の 開始要求 ID と終了要求 ID、お
要求を消去します。
よびその間にダッシュ記号
（例：30001-39999）。

SERVICEID

サービス ID に基づいて、特定 サービスの固有識別子。サービ
のサービスを含む要求を消去し ス定義のため、Service Designer
ます。
の [一般（General）] ページに
表示されます。

SERVICENAME

サービス名に基づいて、特定の
サービスを含む要求を消去しま
す。SERVICEID および
SERVICENAME フィルタの場
合は、すべてのサービス要求を
含め、要求全体が削除されま
す。個々のエントリ（サービ
ス）レベルではなく、要求レベ
ルで消去が行われます。

"Email Service" など、二重引用
符で囲まれたサービス名。
（注）

（注）

この消去フィルタ値
は完全一致する必要
があり、大文字と小
文字を区別します。
UNIX または Linux オ
ペレーティング シス
テムでは、サービス
名にスペースが含ま
れている場合はこの
消去フィルタを使用
しないでください。

消去のフィルタ条件の検証
要求を消去する前に、任意で「リハーサル」を実行して、実際に削除することなく、消去される
要求をチェックできます。これは、フィルタ条件を検証する役割を果たします。
フィルタ条件を満たす要求のリストを表示するには、PurgeRequisitionsスクリプトを使用します。
Oracle：
PurgeRequisitionsORACLE [SID ] [User ] [Password ] DRY_RUN [UserName]
SQL Server：
PurgeRequisitionsSQLSERVER [Server ] [Database ] [User ] [Password ] DRY_RUN [UserName]
UserName は、スクリプトを実行するユーザの Service Catalog のログイン名です。
リハーサルで検出された要求のリストは、RequestCenter データベースのLogPurgeテーブルに保存
されます。ログ エントリは実行ごとに RunID が 1 ずつ増分されてテーブルに追加されます。最も
大きい RunID を指定して LogPurge テーブルのエントリをクエリーすると、消去される要求を確認
できます。
リハーサルや要求の消去を何度も実行すると、時間とともにLogPurgeテーブルが急速に大きくな
る可能性があります。したがって、定期的にLogPurge テーブルを手動で切り捨て、以前の実行の
エントリを削除することを推奨します。
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ステップ 1 から 3 を繰り返すと、消去条件を修正できます。消去フィルタ条件が確定したら、実
際の要求消去に進むことができます。
フィルタ条件に基づく要求の消去
要求消去を行うと、タスクと Service Link メッセージを含め、消去フィルタ条件を満たす要求とそ
れらの要求に関連付けられたすべてのトランザクション データが削除されます。
RequestCenter データベースのLogPurgeテーブルには実際の要求消去の結果も追加されます。実際
の要求消去を実行するには、次に示すように、PurgeRequisitionsコマンドに PURGE パラメータを
指定して使用します。
Oracle：
PurgeRequisitions ORACLE [SID ] [User ] [Password ] PURGE [UserName]
SQL Server：
PurgeRequisitions SQLSERVER [Server ] [Database ] [User ] [Password ] PURGE [UserName]
UserName は、スクリプトを実行するユーザの Service Catalog のログイン名です。

一時データの消去
ワークフロー消去ユーティリティを使用すると、ワークフロー処理に関連するデータベースから
一時データが削除されます。これらのデータが本番環境で使用されなくなった場合は、これらを
削除すればデータベースのサイズを小さくすることができます。また、消去ユーティリティを定
期的に実行すると、全体的なパフォーマンスが改善される可能性があります。
ワークフロー消去ユーティリティは、RequestCenter データベースのストアド プロシージャの形式
で提供されます。データベースの規模が大きい場合、消去ユーティリティの実行には 1 時間以上
かかる場合があります。このため、システムのダウン時またはアクティビティが少ない時間帯に
消去を行う必要があります。データベースでスクリプトの実行にかかる時間を確認するために、
サンドボックス環境でのテスト実行が推奨されます。
消去の開始/終了時間を追跡するには、ストアド プロシージャを実行する前に SQL ツールで print
ステートメントを表示する設定を有効にします。

Oracle データベースのユーティリティを使用したワークフローの消去
Oracle データベースでユーティリティを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

RequestCenter データベースをバックアップします。

ステップ 2

データベースに対応するクエリー ツール（SQL*Plus など）を使用して、RCUser として RequestCenter デー
タベースに接続します。

ステップ 3

次のコマンドを実行します。
• SET SERVEROUTPUT ON
• EXECUTE sp_PurgeWorkflowTables ([FromDate], [ToDate], [UserName]);
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日付は、DD-MON-YYYY 形式である必要があります。UserName は、スクリプトを実行するユーザの
Service Catalog のログイン名です。
実行の終了時に、総経過時間が表示されます。次に出力の例を示します。
例：
Creation/Data population of TxReq_tempSuccessful
Time taken for TxReq_Temp
: .17 s
Creation/Data population of TxReqEntry_tempSuccessful
Time taken for TxReqEntry_Temp
: .08 s
Creation/Data population of TxSubscription_Temp Successful
Time Taken for TxSubscritpion
: 5.39 s
Creation/Data population of TxProcess_Temp Successful
Creation/Data population of TxJoin_Temp Successful
Time Taken for TxJoin
: .91 s
Creation/Data population of TxCondition_Temp Successful
Time Taken for TxCondition
: 1.18 s
Creation/Data population of TxActivity_Temp Successful
Creation/Data population of TxEventTrigger_Temp Successful
Creation/Data population of TxEventTriggerParam_Temp Successful
Time Taken for TxEventTriggerParam
: .33 s
***Creation/Data population of TxEventTrigger Successful***
***Creation/Data population of TxProcess Successful***
Creation/Data population of XtrChannelInfo_Temp Successful
Creation/Data population of XtrChannelParameterSpec_Temp Successful
***Creation/Data population of XtrChannelParameterSpec Successful***
Elapsed time: 10.62 s
PL/SQL procedure successfully completed.

SQL Server データベースのユーティリティを使用したワークフローの消去
SQL Server データベースでユーティリティを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

RequestCenter データベースをバックアップします。

ステップ 2

データベースに対応するクエリー ツール（SQL Server Management Studio など）を使用して、RCUser とし
て RequestCenter データベースに接続します。

ステップ 3

makecall ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
• EXECUTE sp_PurgeWorkflowTables [FromDate], [ToDate], [UserName]
日付は、DD-MON-YYYY 形式である必要があります。UserName は、スクリプトを実行するユーザの
Service Catalog のログイン名です。
実行の終了時に、総経過時間が表示されます。次に出力の例を示します。
例：
(2258 row(s) affected)
Creation/Data population of TxReq_TempTime taken for TxReq_Temp
: 0 s
(2639 row(s) affected)

Successful
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Creation/Data population of TxReq_TempSuccessful
Time taken for TxReqEntry_Temp
: 0 s
(56580 row(s) affected)
(0 row(s) affected)
(56580 row(s) affected)
Creation/Data population of TxSubscription_Temp Successful
Time taken for TxSubscription_Temp
: 6 s
(4551 row(s) affected)
(2 row(s) affected)
Creation/Data population of TxProcess_Temp Successful
Time taken for TxProcess_Temp
: 0 s
(4154 row(s) affected)
(0 row(s) affected)
(4154 row(s) affected)
Creation/Data population of TxJoin_Temp Successful
Time taken for TxJoin_Temp
: 1 s
(9382 row(s) affected)
(9382 row(s) affected)
Creation/Data population of TxCondition_Temp Successful
Time taken for TxCondition_Temp
: 2 s
(7017 row(s) affected)
Creation/Data population of TxActivity_Temp Successful
Time taken for TxActivity_Temp
: 0 s
(5528 row(s) affected)
Creation/Data population of TxEventTrigger_Temp Successful
Time taken for TxEventTrigger_Temp
: 0 s
(1202 row(s) affected)
Creation/Data population of TxEventTriggerParam_Temp Successful
Time taken for TxEventTriggerParam_Temp
: 0 s
(5528 row(s) affected)
***Creation/Data population of TxEventTrigger Successful***
(1202 row(s) affected)
***Creation/Data population of TxEventTriggerParam Successful***
(4553 row(s) affected)
***Creation/Data population of TxProcess Successful***
(645 row(s) affected)
Creation/Data population of XtrChannelInfo_Temp Successful
Time taken for XtrChannelInfo_Temp
: 0 s
(8409 row(s) affected)
(8409 row(s) affected)
***Creation/Data population of XtrChannelParameterSpec Successful***
Elapsed time: 11 s

Service Link メッセージの消去
Service Link メッセージ消去ユーティリティは、データベースから Service Link メッセージを削除
します。
これらのメッセージは（サービス フォームの複雑さおよびエージェントの設定に使用されるコン
テンツタイプオプションに応じて）きわめて大きくなる可能性があるため、メッセージを削除す
ることにより、Service Link 関連のデータを保持するために必要なデータベース サイズが大幅に削
減されます。外部メッセージは変更されないままです。
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Oracle データベースのユーティリティを使用したメッセージの消去
Oracle データベースでユーティリティを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

RequestCenter データベースをバックアップします。

ステップ 2

データベースに対応するクエリー ツール（SQL*Plus など）を使用して、RCUser として RequestCenter デー
タベースに接続します。
次のコマンドを実行します。
SET SERVEROUTPUT ON
EXECUTE sp_CleanupSlMessageContent( [FromDate], [ToDate], [UserName]);
日付は、DD-MON-YYYY 形式である必要があります。UserName は、スクリプトを実行するユーザの
Service Catalog のログイン名です。
実行の終了時に、消去されたメッセージの総数および総経過時間が表示されます。
次に出力の例を示します。
例：
Updating messages with MessageStateID 2 (completed) or 3(failed) that are older than 100 daysDone
updating 3200 messagesScript Start Time 07/06/2011 02:07:11 and script End Time07/06/2011 02:09:11

SQL Server データベースのユーティリティを使用したメッセージの消去
SQL Server データベースでユーティリティを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

RequestCenter データベースをバックアップします。

ステップ 2

データベースに対応するクエリー ツール（SQL Server Management Studio など）を使用して、RCUser とし
て RequestCenter データベースに接続します。
makecall ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
EXECUTE sp_PurgeWorkflowTables [FromDate], [ToDate], [UserName]
日付は、DD-MON-YYYY 形式である必要があります。UserName は、スクリプトを実行するユーザの
Service Catalog のログイン名です。
実行の終了時に、総経過時間が表示されます。次に出力の例を示します。
例：
Purge messages with MessageStateID

2 (completed) or 3 (failed)
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Done updating 1500 messages
Script Start Time Jul 6 2011 2.57 PM and script End Time

Jul 6 2011 3.57 PM

不達電子メールの管理
配信できなかった電子メール通知は確認または再試行のためにアプリケーション内で保持されま
す。削除または再送信するには、Administrationモジュールに移動して、[ユーティリティ（Utilities）]
で [不達電子メール（Undelivered Emails）] タブを探します。情報が無効になっているメッセージ
は削除し、SMTP の一時的な障害が原因で配信されなかったメッセージは再送信します。
管理者はこのアプリケーション ページを定期的に訪問して再送信が必要なメッセージを確認する
ことをお勧めします。バックログ内に大量のメッセージが残っていると、電子メール通知プロセ
スが大幅に減速する可能性があります。

週単位使用状況レポートの週の最初の曜日の変更
デフォルトでは、週単位使用状況レポートの 1 週間は月曜日から始まります。週単位使用状況レ
ポートの週の最初の曜日を変更するには、次の操作を行います。

ステップ 1

管理者としてデータベース サーバにログインし、次のクエリを実行します。
Delete from RpWeeklyUsageDetails

ステップ 2

newscale.properties ファイルの reportsdata.import.beginnerofweek 属性を次の例のように編集します。
例：

•

reportsdata.import.beginnerofweek= Sunday

newscale.properties ファイルは RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config ディレクトリにあります。

さまざまなアプリケーション サーバの管理
ここでは、アプリケーションの保守、WebLogic および JBoss の管理について説明します。また、
データソースの使用と外部データディクショナリの「補助テーブル」の作成、キャッシュされた
データ、アプリケーションのセキュリティ、パッチの適用、およびマルチキャスト設定に関する
情報も示します。
JBoss アプリケーション サーバを使用した一般的なインストールでは、コマンド ラインまたは設
定されていれば Windows サービスから、アプリケーション サーバとともに Cisco Prime Service
Catalog を起動および停止できます。
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WebLogic の起動方法については、『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade Guide』を
参照してください。
通常の Service Catalog 動作中は、管理サーバを再起動する必要はありません。ただし、インストー
ル時にカスタム データベース ドライバをインストールする場合には再起動が必要です。

Cognos Server の再起動
Cognos コンポーネントに依存する Advanced Reporting のすべてのインストールは Windows システ
ム上にあるため、Cognos Configuration Manager から、または Windows サービスを使用して Cognos
アプリケーションを再起動する手順は、どちらも Windows 固有のタスクです。
システムを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [IBM Cognos 8-64] > [IBM Cognos 構成（IBM
Cognos Configuration）] を選択します。

ステップ 2

[アクション（Actions）] > [再起動（Restart）] を選択します。

Windows サービスを使用した再起動
次のサービスを停止して再起動します。
• IBM Cognos 10.2.1：レポーティングのオプションすべてに必要

アプリケーションの展開
Service Catalog 用の .war ファイルはファイル システムに展開されます。このファイルの正確な場
所は、アプリケーション サーバによって異なります。Service Link アプリケーションは、.war ファ
イルの ISEE.war（Integration Server Enterprise Edition）として提供されます。

起動およびシャットダウンの手順
ここでは、アプリケーション サーバの起動とシャットダウンの手順について説明します。対象と
なるサーバは次のとおりです。
• Cisco Prime Service Catalog アプリケーション
• Cisco Prime Service Catalog Integration サーバ（Service Link）
• Reporting Server
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Prime Service Catalog、Service Link、Reporting サーバの再起動
サーバを再起動するには、アプリケーションサーバのサーバコンソール、またはコマンドライン
スクリプトを適宜使用します。管理者が開発環境でスクリプトを使用できるようにしてください。

重要な設定ファイル
展開に関する詳細を参照する必要がある重要なファイルを次に示します。このマニュアルに明記
されているか、Cisco Technical Assistance Center（TAC）からの指示がないかぎり、プロパティ ファ
イルと、類似の設定ファイルはすべて読み取り専用だと見なしてください。これらのプロパティ
ファイルのいずれかを変更した場合は、サービスを再起動する必要があります。
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ファイル

説明

newscale.properties

このファイルは、インストールまたはアップグ
レード プロセス中、およびインストーラが実行
されるたびに、インストーラによって作成され
ます。インストーラによってファイルが作成さ
れると、
「RequestCenter.war\WEB-INF\classes\config」
フォルダに保存されます。そのため、.ear ファ
イルが再展開されると、このファイルも再展開
されます。Service Catalog 管理者はファイルに
含まれるデータを保持する必要があります。た
だし、新しいバージョンではインストーラに
よって新たな情報が追加される場合があるた
め、ファイルのコピーを復元しないでくださ
い。newscale.properties のエントリは次のとおり
です。
• udk.datasource.jndi：RC データベースの
JNDI 名
• udk.datamart.jndi：データ マート データベー
スの JNDI 名
• すべての登録済み EJB
• ObjectCache.Application.URL：送信された
電子メール内のアプリケーションへのURL
参照
• ObjectCache.email.host：メール リレーの
SMTP ホスト
• Container.Datasource：RequestCenter データ
ベースの JNDI 名
• Scheduler.EscalationManagerSchedule：エス
カレーション評価のスケジュール

rcjms.properties

このファイルもまた
「RequestCenter.war\WEB-INF\classes\config」
フォルダにあります。これには、アプリケー
ション内部通信用の JMS 設定が含まれます。
キュー名がアプリケーション サーバ上のキュー
名と一致することを確認してください。
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ファイル

説明

integrationserver.properties

このファイルは
「ISEE.war\WEB-INF\classes\config」フォルダに
あります。このファイルには、統合サーバ
（Service Link）の重要なプロパティが含まれて
います。

ログの管理
Service Catalog はアプリケーション サーバのログ ファイルを保持し、アプリケーションの予期さ
れたアクティビティと予期しないアクティビティをどちらも追跡します。ログは、オープン ソー
ス（Apache）のロギング メカニズムである log4j をベースとするフレームワークを使用して管理
されます。デフォルトで、ログは「ローリングアペンダー」に設定され、新しいログファイルが
毎日開かれます。アプリケーションサーバのタイプによってログファイルの内容と設定を調整す
る機能が異なるため、ログファイルの場所もアプリケーションサーバのタイプによって異なりま
す。
次のことを推奨します。
• ログを毎日ローテーション（これはデフォルトの動作です）
• 1 か月分のログを「オンライン」で維持
• 企業で指定した保持期間よりも古くなったログをバックアップまたは削除
Service Catalog はログ ファイルを保持する必要がありません。ログ ファイルは、主にエラーが発
生した場合のトラブルシューティング ツールとして有用です。ログ エントリには E（エラー）、
W（警告）、I（情報）、D（デバッグ）の 4 種類があり、この順で重大度が低下します。
デフォルト ログ ファイルの形式は Cisco Technical Assistance Center（TAC）で想定する形式である
ため、この形式を変更することは推奨しません。その代わり、顧客は自分たちのニーズを満たす
独自のアペンダーを作成できます。
Service Link はシステム全体のログ ファイルに加えて、アダプタ タイプごとに個別のログ ファイ
ルを使用するように設定されています。これらのログも log4j で管理されます。Service Link のロ
ギングはデフォルトで有効にされます。アダプタ固有のログ ファイルは ServiceLink\logs ディレク
トリに書き込まれます。
• dbadapter.log
• fileadapter.log
• httpadapter.log
• msadapter.log
• mqadapter.log
• remedyadapter.log
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• vmwareadapter.log
• wslisteneradapter.log
すべてのログを記録する DEBUG レベルを有効にすると、ログのサイズが急激に大きくなります。
このため、フルデバッグおよびトレースレベルのロギングを有効にするのは短期間にとどめる必
要があります。システムのパフォーマンスが大幅に低下する可能性があるため、本番システムで
のロギングは最小限とし、問題を再現するために必要な期間のみとする必要があります。詳細に
ついては、ログとプロパティ, （285 ページ）を参照してください。

WebLogic のロギング
WebLogic では、Cisco Prime Service Catalog は WebLogic のロギング設定に基づいてメッセージを
ルーティングします。デフォルトでは、すべてが WebLogic サーバ ログにロギングされます。通
常は次のようなパスにあります。
/apps/bea/user_projects/domains/cisco/servers/nsServer/logs/nsServer.log
デフォルトのログ レベルは INFO に設定されています。このレベルは WLS コンソール経由で調整
可能です。

JBoss のロギング
JBoss ログは、"<JBOSS_DIR>/standalone/log" フォルダに配置されています。ロギング動作を決定
する logging.properties ファイルは、"<JBOSS_DIR>\standalone\configuration" フォルダに配置されて
います。Log4j.xml は、現在はアプリケーションのロギングの制御には使用されていません。

データ ソースの設定
すべてのモジュールは、JNDI（Java Naming and Directory Interface）経由で定義された J2EE データ
ソースを利用します。これらのデータ ソースは正しいデータベースを指し、適切なログイン情報
が設定されている必要があります。
次の場合には、追加の JNDI データ ソースが必要です。
• 外部ディクショナリが使用される。
• データ取得ルールから、または SQL ステートメントかリレーショナル データベース テーブ
ルに基づくサービス定義のオプション リストから、カスタマー固有のデータ ソースにアク
セスする。
Service Catalog とは異なるデータベース タイプの外部データ ソースにアクセスすることは、サー
ビス フォームではサポートされていません（たとえば、Oracle 上で動作する Service Catalog のイ
ンスタンスから SQLServer データ ソースへのアクセスや、Service Catalog の任意のインスタンス
から Sybase データ ソースへのアクセスなど）。データ ソースを設定する手順については、『Cisco
Prime Service Catalog Installation Guide』を参照してください。この手順はアプリケーション サーバ
に固有の手順です。
データ ソースを追加する場合は、可能なかぎりシスコのドライバを使用してください。
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JBOSS 7.1.1 を使用してカスタム データ ソースを設定できます。

ステップ 1

JBOSS アプリケーション サーバの JMX 管理コンソールにログインします。

ステップ 2

[データソース（Datasources）] を選択します。

ステップ 3

[検証（Validation）] タブを選択します。

ステップ 4

[有効な接続チェッカー（Valid Connection Checker）] フィールドに次のデータを入力します。
• Select 1（SQL サーバの場合）
• Select 1 from dual;（Oracle サーバの場合）
（注）

SQL の断続的な切断を防ぐため、データ ソースを設定する際に、[有効な接続チェッカー（Valid
Connection Checker）] に入力し、このフィールドを有効にする必要があります。

ステップ 5

[一致した場合に検証する（Validate on Match）] チェックボックスをオフにして false に設定します。

ステップ 6

[バックグラウンド検証（Background Validation）] チェックボックスをオンにして true に設定します。

ステップ 7

[検証ミリ秒（Validation Millis）] に 600000 を入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

[プール（Pool）] タブを選択します。

ステップ 10 [最小プールサイズ（Min Pool Size）] に 1 と入力し、[最大プールサイズ（Max Pool Size）] に 10 を入力し
ます。
ステップ 11 [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 12 [プロパティ（Properties）] タブを選択します。
ステップ 13 [厳密な最小（Strict Minimum）] および [事前入力が有効（Prefill Enabled）] の値として true を入力します。
ステップ 14 [保存（Save）] をクリックします。

外部ディクショナリの補助テーブルの作成
Service Catalog 内の外部ディクショナリは、データベース内の物理テーブルで補助する必要があり
ます。外部ディクショナリを読み取り専用にすることはできません。すべての外部ディクショナ
リは読み取りと書き込みが可能です。外部ディクショナリに書き込むのはアプリケーションのみ
にする必要があります。
アプリケーションで要求に外部ディクショナリを関連付けるには、外部キーとして使用可能な数
値列を用意する必要があります。通常、この名前は RequisitionEntryID とします。

補助テーブルを作成する SQL リストの例
次のコードにより、各行に一意の ID を生成するシーケンスが作成されます。RequisitionEntryID カ
ラムにインデックスを作成すると、Service Manager のパフォーマンスが大幅に最適化されます。
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外部ディクショナリの補助テーブルは、Catalog Deployer によって環境間では転送されません。
service.create sequence X_SEQ のコンポーネントとして展開できるのは、ディクショナリ定義のみ
です。
create table (
X_ID INT CONSTRAINT PK_X primary key,
REQUISITION_ENTRY_ID INT,
REQUESTORLANID VARCHAR2 (10),
REQUESTORNAME VARCHAR2 (50),
FUNDINGSOURCECODE VARCHAR2 (15),
DATENEEDED DATE,
REASONFORCHANGE VARCHAR2 (50),
PROJECTNAME VARCHAR2 (50),
TOPINITIATIVE VARCHAR2 (5));
create or replace trigger X_it
before insert on X for each row
declare
seq_val number;
begin
select X_seq.nextval into seq_val from dual;
:new.X_ID := seq_val;
end;

SSL または NTLM 経由でのサービス エクスポートの設定
Service Designer のサービス エクスポート機能は、Service Catalog への接続確立、エクスポートさ
れた XML の取得、XML のファイルへの保存を行い、ユーザにリンクを返します。
アプリケーションが SSL 対応の場合は、ユーザがサービスを XML ドキュメントとしてエクスポー
トしようとするときに問題が発生します。アプリケーションに接続するにはサーバへの認証が必
要であり、Service Catalog には SSL 証明書が必要です。
Service Catalog が SSL 対応のときにエクスポート サービス 機能を有効にするには、次の手順を実
行します。

ステップ 1

Service Catalog Web サーバで使用する、信頼できるルート CA 証明書を、Base 64 符号化形式でファイルに
エクスポートします。ファイルの拡張子は「.arm」または「.cert」になります。これは、任意のテキスト
エディタで開くことのできる単純なテキスト ファイルです。

ステップ 2

使用しているアプリケーション サーバの Java インストール環境に付属する CA 証明書キーストアを検索
します。Java インストール環境の CA 証明書キーストアは、cacerts という名前のファイルです。
• JBoss の場合、cacerts は <JAVA_HOME>\jre\lib\security にあります。.

ステップ 3

Service Catalog Web サーバの信頼できるルート CA 証明書を Java の cacerts キーストアにインポートしま
す。Java の keytool ユーティリティも使用できます。
• keytool.exe プログラムは <JAVA_HOME>/bin ディレクトリにあります。
次に、Java の keytool ユーティリティのコマンドライン構文の例を示します。これにより、ルート CA 証
明書が cacerts にインポートされます。
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例：
keytool.exe -import -trustcacerts -alias RC –file <root_cert_file> -keystore
C:\jdk1.6.0_12\jre\lib\security\cacerts

ここで、<root_cert_file> は、ステップ 1 でエクスポートした Service Catalog Web サーバのルート CA 証明
書を含むファイルのフル パス名です。keytool プログラムにより、キーストア パスワードの入力が求めら
れます。Java の新規インストールの場合、cacerts ファイルのデフォルト キーストア パスワードは changeit
です。「changeit」と入力するか、このマシンに Java をインストールしてからパスワードを変更した場合
は、その値を入力します。「Trust this certificate?」という質問が表示されたら、「y」を入力します。
ステップ 4

アプリケーション サーバ インスタンスを再起動し、変更を有効にします。個々のサーバやアプリケーショ
ンではなく、このマシンの JBoss WebLogic のインスタンス全体を再起動します。

キャッシュされたデータ設定のリロード
ほとんどのサイト構成の設定は、アクセス高速化のために J2EE システムにキャッシュされます。
J2EE アプリケーションで使用される設定をリロードするには、Administration モジュールの [設定
（Settings）] ページで任意のオプションを変更し、[更新（Update）] をクリックします。これで
キャッシュが無効になり、そのページの設定がリロードされます。

Business Engine のキャッシング
Cisco Prime Service Catalog には、Business Engine と呼ばれる独自のワークフロー管理システムが組
み込まれています。Business Engine のアクション（提供計画の管理）は、アプリケーション サー
バで発生するため、アプリケーション ユーザはほとんど意識する必要がありません。ただし、シ
ステム管理者には、Business Engine の処理を確認および場合によっては調整するためのユーザ イ
ンターフェイスが提供されます。
Site Administrator システム ロールを持っているユーザは、URL の
http://<serverName:portNumber>/RequestCenter/businessengine/index.jsp を経由して Business Engine コ
ンソールにアクセスできます。このコンソールの機能は次のとおりです。
• Business Engine 設定の表示
• オブジェクト キャッシュの削除
• Escalation Manager の強制実行
• トランザクション キャッシュ ログの表示
このアプリケーションには、他のキャッシング メカニズムもあります。キャッシュされた値は、
アプリケーション データが変更されると自動的にリフレッシュされます。
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Prime Service Catalog データベースの保護
SSO 経由の外部認証が使用される場合、一般的にユーザ パスワードはデータベースに保存されま
せん。保存される場合は、一方向の AES 128 ビット ハッシュとなります。設定ファイルまたは
データベースに保存されたパスワードは、公開/秘密キー暗号化によって暗号化されます。追加の
暗号化はデータには適用されません。
コンフィギュレーション ファイル内のローカル アプリケーションのパスワードは暗号化されま
す。Service Link が設定されていると、J2EE コンテナのパスワードは暗号化されずに、いくつか
の設定ファイルにプレーン テキストとして保存されます。
URL は符号化されません。データレベルのセキュリティにより、各画面の承認が確認されます。

アプリケーションの保護
ここでは、アプリケーション セキュリティについて説明します。
• LDAP サーバからの SSL 証明書の取得。
• LDAP サーバが SLDAP 接続をサポートすることの確認（通常はポート 636）。
Service Catalog は、多数の証明書を保存できるキーストアをパスワードで保護して保持します。
Web サーバ、または Web サーバの前にあるコンテンツ スイッチでは SSL を実行することが推奨
されます（特にエクストラネットをサポートする環境の場合）。
通常、Web サーバからアプリケーション サーバへの通信を暗号化する必要はありません。

Advanced Reporting での CGI サポートの削除
いくつかのツールでは、アプリケーションをスキャンして、CGI ベースの送信（GET 形式の送信）
がアプリケーションに存在しないことを確認します。

クロスサイト スクリプティング
シスコはデータのセキュリティと安全に注目しており、XSS（クロスサイト スクリプティング）
攻撃によって発生する脅威をよく認識しています。
Service Catalog では標準の J2EE input-filter-config.xml ファイルを使用して、URL に < > " ' ( ) & ;
の文字が含まれないことをチェックします。
このファイルは RequestCenter.war\WEB-INF\config\ にあります。

フォーム データのセキュリティ
リリース 9.3.2 以降のインストールでは、悪意のあるファイルからサービス要求を保護するために
使用可能なサービス設計機能が多数用意されています。フォーム ルールとデフォルト値の設定が
適用されたフォーム データを傍受しようとする悪意のある試みを阻止するために、サーバ側ルー
ルと特定の編集制御を使用して、ブラウザ クライアントから送信されたデータをオーバーライド
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または検証することができます。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』
を参照してください。

レポートのバッチ プログラム
Reporting モジュールには、Service Catalog のデータ マートを維持し、ユーザが使用できる標準の
レポートと KPI を生成するスクリプトが必要です。
Cognos DataManager ETL から生成された Service Catalog Extract-Transform-Load（ETL）スクリプト
は、Service Catalog から提供される作成済みレポートの実行と、データ マートにあるフォームに
依存しないすべてのデータをサポートするデータベースに対する入力を制御します。
追加コマンド ファイルにより、Cognos QueryStudio と Report Studio（Ad-Hoc Reports および Report
Designer）で使用されるフレームワークの生成が完了し、Service Catalog のデータ マートでアド
ホック レポーティングが可能になります。
これらのスクリプトは、同じ呼び出しとロギングのフレームワークを共有します。これらは、
Cognos サーバに配置して実行される Windows .cmd ファイルとして使用できます。任意のエンター
プライズ スケジューラ経由で実行をスケジュールできます。Cognos サーバの
<ReportingInstalledDirectory>\logs ディレクトリには、これらのスクリプトのアクティビティのログ
が記録されます。
標準レポートおよび Key Performance Indicator（KPI）をサポートするには、次のスクリプトが必
須です。
表 7：標準レポートのサポート

プログラム

説明/使用方法

update_datamart_std.cmd Data Manager で指定した ETL ルールに従って、作成済みレポートをサポートす
るデータベース テーブルにデータを入力します。これは、データベース コン
テンツの差分リフレッシュではなく完全な再ビルドです。<cognos.root >\c8
\datamanager \log にログ ファイルが作成されます。

データ マートをサポートするには、次のプログラムが必須です。
表 8：データ マートのサポート

プログラム

説明/使用方法

update_datamart.cmd Data Manager で指定されたルールを使用して、データ マートのファクト テーブ
ルとディメンション テーブルおよび Demand Center データ マートにデータを入
力します。これは、すべてのスタティックなディメンションデータとファクト
データの差分リフレッシュです。<cognos.root >\c8 \datamanager \log にログ ファ
イルが作成されます。
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プログラム

説明/使用方法

create_model.cmd 動的に定義されたレポート可能オブジェクト（ディクショナリとサービス）お
よび標準のファクトとディメンションを含む Cognos FrameworkManager モデル
を作成します。静的に定義されたモデル（データ マートで使用される標準の
ファクトとディメンション）を、レポート可能なサービスとディクショナリを
記述する、動的に生成されたメタデータとマージしてモデルが再ビルドされま
す。
publish_fdr_pkg.cmd FrameworkManager モデルを Cognos BI サーバに Cognos ScriptPlayer ユーティリ
ティ経由でパブリッシュします。モデルを作成するプログラム
（create_model.cmd）の後に、Service Catalog データ マート リフレッシュの一部
として実行する必要があります。

フォームデータ抽出スクリプト
レポート可能として指定されたディクショナリおよびサービスは、Java プログラムによってデー
タ マートに入力されます。プログラム アクティビティは、アプリケーション サーバの現在のロ
グ ファイルに記録されます。
このプログラムは内部スケジューラ経由で実行されます。スケジュールの設定は、インストール
環境の一部として指定するか、newscale.properties ファイルを編集して変更します。次のプロパティ
によってスケジューラが設定されます。ETL（およびその他のプロセス）は毎日実行することを
推奨します。このジョブの実行中はデータ マートを使用できません。ETL プロセスはトランザク
ション ロギングを行いながら実行されます。トランザクション サイズ
（FDR_ETL_RECORDS_PER_BATCH）を増やすことを推奨します。
#Enable ETL Process: 0 or 1 (1=Yes, 0=No)
ENABLE_FDR_ETL_PROCESS=0
# FDR_ETL_TRIGGER : 1 for hourly, 2 for daily, 3 for minutes
FDR_ETL_TRIGGER=1
#Frequency Hourly
FDR_ETL_TRIGGER_FREQUENCY_HOURLY=5
#Daily Time HH:MM (22:30 for 10:30 PM)
FDR_ETL_TRIGGER_FREQUENCY_DAILY=22:30
#Frequency in minutes
FDR_ETL_TRIGGER_FREQUENCY_MINUTES=1
#Number of records per batch insertion
FDR_ETL_RECORDS_PER_BATCH=500

Escalation Manager を使用したタスクのモニタリング
Escalation Manager は、タスクがその運用レベル契約（OLA）を超過したかどうかをモニタリング
します。OLA を超過した場合、エスカレーションが設定されていれば、Escalation Manager はタス
クが超過となってから、指定された時間が経過した後に適切な通知を送信します。
Escalation Manager は内部スケジューラ経由で実行されます。スケジュールの設定は、
newscale.properties ファイルを編集して調整できます。デフォルトでは、Escalation Manager は月曜
から金曜までの営業時間中に実行されるよう設定されています。
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スケジュール設定は基本的に cron 式であり、必要なスケジュールを「秒 分 時 日 月 曜日」の形式
で記述します。たとえば、式「0 0 12 ? * WED」は、「毎週水曜日午後 12:00」を意味します。

Service Manager を使用したサービス要求の履行
Service Manager はタスク実行者がサービス要求を履行するために使用するモジュールです。
Service Manager を使用すると、ユーザは [フィルタ処理と検索（Filter and Search）] ポップアップ
ウィンドウで一致する一連の条件を指定して、目的のタスクまたは要求を検索できます。デフォ
ルトで、これらの条件では Contains 演算子（たとえば、指定した文字列が名前に含まれるすべて
のタスクを検索する機能）がサポートされません。
データベースに対してインデックス化されたクエリーが実行される確率を高めることで、このデ
フォルト動作でもパフォーマンスが最適化されます。Contains クエリーを実行する機能をサポー
トすることは可能ですが、特に大規模なトランザクション データベースなどでは応答時間が最適
でなくなる可能性があるため、管理者がこの設定を変更する場合には注意が必要です。変更の取
り消しは、Service Manager のカスタム ビューに影響を与えるため、お勧めしません。
Service Manager のユーザが Contains クエリーを指定できるようにするには、newscale.properties
ファイルを編集して次のプロパティ設定を追加します。
# Service Manager will use this flag to control Contains Query in Datatable Filter and
Search
ContainsQueryInFnS=true

newscale.properties ファイルに対する変更を有効にするには、[管理（Administration）] > [ユーティ
リティ（Utilities）] モジュールに移動し、ドロップダウンから [Request Center – プロパティ ファ
イル（Request Center – Property Files）] を選択して、「newscale.properties」ファイルを選択し、
[ファイルの表示（View File）] ボタンをクリックします。ファイルの内容を確認して変更が含ま
れていることを確認したら、[再読み込み（Reload）] ボタンをクリックします。再読み込みの成
功メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

インストール ログ ファイル
インストール ログは、インストーラが呼び出されるたびに mmddyyyyhhmm というタイムスタン
プ（010720111126 など）を使用して <APP_HOME>/logs フォルダに保存されます。
主なインストール ログを次に示します。
表 9：インストール ログ ファイル

ファイル名

内容

RC_Install

全般的なインストール ログ。

RC_File

ファイル システムに追加された、あるいはファ
イル システムから移動または削除されたファイ
ルに関する情報。
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ファイル名

内容

RC_DbInstall

データベースのインストールまたはアップグ
レード プロセス中に実行された SQL スクリプ
トおよび各スクリプトの実行にかかった時間に
関する情報。

RC_Sql

インストール中にデータベースで実行された
SQL ステートメントのログ。インストール中に
SQL スクリプトでエラーが発生した場合は、こ
のログが非常に有用な場合があります。ログに
は、エラーが発生したスクリプトのテキストが
含まれ、そのエラーの具体的な内容が示されて
います。

インストール設定は RequestCenter/etc フォルダに記録されます。今後の Service Catalog インストー
ラの呼び出しに備えてインストール設定が保存されるように、このフォルダを維持してください。
この設定は setup_options.txt ファイル内で参照できます。

マルチキャスト設定
Cisco Prime Service Catalog のシングル クラスタ構成のインストールでは、クラスタ内部のマルチ
キャスト通信が必要です。各ノードが同じサブネット上にあるか、スイッチでサブネット間のマ
ルチキャスト ルーティングが有効になっている必要があります。また、ホスト サーバのネット
ワーク インターフェイス設定でマルチキャストを有効にする必要があります。
Service Catalog では、複数のマルチキャスト アドレスが使用されますが、これらのアドレスは一
意にする必要があります。

マルチキャスト接続のテスト
ここでは、マルチキャスト接続をテストする方法を説明します。次のようにして、Node1 が Node2
と通信できるかどうかチェックするテストを実行できます。
1 有効な未使用のマルチキャスト アドレスおよびポートを選択します。
2 Node2：java -classpath .:./javagroups-all.jar org.javagroups.tests.McastReceiverTest -mcast_addr
224.10.10.10 -port 5555
3 Node1：java -classpath .:./javagroups-all.jar org.javagroups.tests.McastSenderTest -mcast_addr
224.10.10.10 -port 5555
4 Node1 にプロンプト「>」が表示されます。
5 何かテキストを入力して、Enter キーを押します。
6 入力したテキストが Node2 に表示されます。
Node2 が Node1 と通信できるかどうかもチェックできます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
41

Prime Service Catalog の保守
さまざまなアプリケーション サーバの管理

送信側を Node2、受信側をNode1 として、上記の手順（テスト）を繰り返します。
統合を管理するために、Service Catalog アプリケーションの設定をする際にシステム管理者がとる
べき主な統合戦略については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照してくださ
い。

ディレクトリ統合
システムでは複数の LDAP ディレクトリの統合が可能です。2 つ以上の LDAP ソースのグループ
が、照会を通じて 1 つの LDAP システムとなります。照会は、検索でのみサポートされており、
バインディングではサポートされていません。ディレクトリ統合の設定方法については、『Cisco
Prime Service Catalog Integration Guide』を参照してください。
ディレクトリ統合を利用すると、統合アーキテクトは LDAP データ ソースに Service Catalog を接
続し、個人プロファイル内の対応するフィールドにそのデータ ソースの属性をマッピングできま
す。統合により、設計者は LDAP ルックアップをトリガーするイベントと、そのルックアップに
よって Service Catalog の個人プロファイルもリフレッシュするかを指定できます。LDAP ルック
アップをトリガー可能なイベントには次のようなものがあります。
• ログイン後の認証（Service Catalog 画面経由またはシングル サインオン経由）
• 代理オーダーの個人検索
• 個人タイプ フィールド内のフォーム データの個人検索
• 代理オーダーまたは個人検索経由で事前選択された人物の上司に関する個人情報の検索
ディレクトリ統合では、事前に設定されたこれらのイベントと動作に加えて、プログラマがカス
タムディレクトリインターフェイスを実装して新しい検索機能の追加や検索ロジックの改良がで
きる API を提供します。

ディレクトリ マッピング
ディレクトリ データは次のような人員のプロファイルの要素にマッピングできます。
• 基本および拡張個人属性（場所と連絡先情報を含む）
• 1 つ以上の組織
• 1 つ以上のグループ
• 1 つ以上のロール
4 種類のマッピングを使用できます。
• 単純マッピング。ディレクトリ属性と個人フィールド間の 1 対 1 のマッピング。
• 複合マッピング。2 つ以上のディレクトリ属性を使用して、個人フィールドの値を取得しま
す。
• 表現マッピング。1 つまたは複数のディレクトリ属性に関連する正規表現を使用して、個人
フィールドの値を条件付きで取得します。
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• Directory Integration API による Java クラス経由のマッピング。現在の個人の現在のディレク
トリ データ ソースで使用できるディレクトリ属性に基づいて、Java プラグインで個人フィー
ルドの値を取得します。
ロケールおよびタイム ゾーンがマッピングされていない場合は、Service Catalog がサーバ デフォ
ルトを使用します。また、オプション フィールドがマッピングされていない場合は、個人プロ
ファイルで過去に生成された値がそのまま残ります。

カスタム マッピング
カスタム マッピングは、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』に記載されているパター
ン マッチング言語（正規表現）経由と Directory Integration API で提供されるインターフェイスに
基づくカスタム プラグイン クラス経由で作成できます。
このようなマッピングはすべて、実装ごとに LDAP 統合ドキュメント内で文書化する必要があり
ます。Service Catalog インスタンスが移行またはアップグレードされた場合、マッピングに必要な
Java クラスはすべてカスタマイゼーションとして扱われます。

カスタム コード
Directory Integration API で提供されるインターフェイスを使用すると、ディレクトリ統合イベント
によって提供される事前設定の動作をカスタム Java クラスが置き換えまたは補完できます。イン
スタンスが移行またはアップグレードされた場合、このようなクラスはカスタマイゼーションと
して扱われます。
さらに、カスタム クラスが JAR ファイルのサポートを必要とする場合は、これらをアプリケー
ション サーバにインストールし、カスタマイズとして扱う必要があります。インストールの手順
はアプリケーション サーバごとに異なります。

シングル サインオンのトラブルシューティング
シングルサインオン機能は、ディレクトリ統合の一部として提供されます。シングルサインオン
に問題が発生した場合は、次の項目をチェックしてトラブルシューティングを開始します。
• LDAP または Junction/SiteMinder エージェントの設定など、環境に関連する変更を確認しま
す。
• Service Catalog が管理目的でのオーバーライドでもアクセス可能かどうかを確認します。
• Service Catalog サービスを再起動します。

シングル サインオン：NTLM の設定
多くの環境で Windows 認証を使用しています。IIS は統合 Windows 認証（IWA）をサポートし、
ログインしたユーザの DOMAIN\UserName をパラメータとして渡します。
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要件
• IWA を有効化した後に（Windows サービスで）IIS Admin サービスを再起動する。
• Service Catalog にアクセスするときの有効なドメイン アカウント。
• DOMAIN 情報を除去する SSO の設定

対話型サービス フォーム（ISF）
ISF は Cisco Prime Service Catalog サービス フォームに統合された JavaScript API です。ISF を使用
すれば、ユーザ クレデンシャル、過去にフォームに入力されたデータ、表示された要求のライフ
サイクルなどの現在のコンテキストに基づいて、フォームのコンテンツや振る舞いを動的に変更
できます。ISF の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してくだ
さい。
ISF は、Service Catalog リポジトリに保存された JavaScript コードを補完する、アプリケーション
または Web サーバに保存された JavaScript ライブラリの使用をサポートします。このようなライ
ブラリを使用する場合は、Service Catalog サイトをアップグレードまたは移行するときに、ライブ
ラリをカスタマイゼーションとして扱う必要があります。

アクティブ フォーム コンポーネントを使用したデータの取得
アクティブフォームコンポーネント内で使用できるデータ取得ルールにより、アプリケーション
で外部リレーショナルデータベースまたはアプリケーションデータベースからデータを取得し、
サービス フォームで使用することができます。このようなデータは、フォームのフィールドへの
デフォルト値の事前入力、ドロップダウン リストの生成、および詳細情報にドリルダウンする場
合の値の動的入力に使用できます。また、ユーザのデータ入力を外部データと照合することもで
きます。
外部データベースにアクセスするルールの場合は、対応する JEE データ ソースを作成する必要が
あります。データ ソースの作成の手順については、『Cisco Prime Service Catalog Installation and
Upgrade Guide』を参照してください。Service Catalog サイトをアップグレードまたは移行する場
合、このようなデータ ソースはカスタマイゼーションとして扱われます。

Service Link を使用した外部システムとの統合
Service Link は Integration Server または ISEE（Integration Server Enterprise Edition）とも呼ばれます
が、これを使用すると Service Catalog で XML メッセージを使用して他のシステムに同期または非
同期の要求を送信できます。Service Designer で「外部」として設定されたタスクが、Service Link
によって処理されます。
Service Link は基礎となるテクノロジーとして JMS キューを使用するので、JMS 設定に問題があ
ると Service Link の動作に悪影響が出る可能性があります。ほとんどの Service Link トラブルシュー
ティングは、Service Link モジュールを使用して行うことができます。このモジュールには、送受
信された個々のメッセージとそれらのメッセージを送受信するタスクをドリルダウンする機能が
備わっています。
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インストール時のカスタム コンテンツの追加
ここでは、Service Catalog のカスタマイズされたインストール用のシステムの設定と、以降のイン
ストールまたはアップグレードでカスタム コンテンツが削除または上書きされないようにするこ
とに関する情報を示します。
Service Catalog インストール ウィザードの詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Installation
and Upgrade Guide』を参照してください。

インストーラの動作
Service Catalog インストール ウィザードは WAR を構築すると同時に、次の処理を行います。
• コア製品 WAR の展開
• インストール時に選択した設定に基づく .properties ファイルの変更
• カスタマイゼーション ファイル内のマージ（インストール パラメータの一部として指定さ
れている場合）
• WAR の再圧縮
• 宛先またはフォルダへの WAR のパブリッシュによる展開
展開手順では、WAR ファイル全体がサーバに展開されることが規定されています。WAR ファイ
ル全体が展開されると、WAR が前回展開されたディレクトリは削除され、そのディレクトリに存
在したすべての Service Catalog カスタマイゼーションは失われます。
カスタマイズが失われないようにするために、Service Catalog インストール ウィザードではカス
タム コンテンツがインストールに含まれるように指定できます。
手順

ステップ 1

カスタム コンテンツを含むアーカイブを Zip 形式で作成します。アーカイブのディレクトリ構造は展開
ディレクトリの構造と一致させる必要があります。

ステップ 2

拡張インストール タイプを使用して 『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade Guide』の説明に
従って、Service Catalog インストール ウィザードを実行します。

ステップ 3

[アプリケーションサーバの設定（Application Server Configuration）] ページの [拡張オプション（Advanced
Options）] をクリックします。

ステップ 4

[拡張オプション（Advanced Options）] ダイアログボックスで、[カスタム コンテンツ（Custom Content）]
を選択します。

ステップ 5

[カスタムコンテンツのアーカイブ（Custom content archive）] に、アーカイブ名も含めたフル パスを入力
するか、[参照（Browse）] をクリックしてカスタム コンテンツのアーカイブを探し、選択します。

ステップ 6

[閉じる（Close）] をクリックします。『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade Guide』の説明
に従って、インストールを続行します。
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Service Catalog インストール ウィザードがインストールを完了する間、アプリケーションの展開ディレク
トリ構造にカスタム コンテンツのアーカイブが抽出されます。

実装全体のカスタム ファイル
カスタマイズされたファイルはすべてカスタマイゼーション アーカイブに含まれている必要があ
ります。実装内のすべてのサイトで、次のようなカスタマイズされたファイルが必要な場合があ
ります。
表 10：カスタム コンポーネント

カスタマイズ可能なコンポーネント

ディレクトリ/ファイル

カスタム スタイル シート、ヘッダー、フッター RequestCenter.war\custom\*\custom.css
RequestCenter.war\custom\*\portal-custom-header.css
RequestCenter.war\custom\*\images\
RequestCenter.war\custom\*\header.html、
footer.html（カスタム スタイル シートがインス
トールされているすべてのディレクトリ）
ISF ライブラリ

RequestCenter.war\isfcode\*

カスタム クラス

RequestCenter.war\WEB-INF\classes\（ディレク
トリ統合カスタマイゼーションに関連するクラ
スなどのカスタム クラス）

手作業で編集されたプロパティ ファイル（この newscale.properties
ような変更もサイト固有のものである可能性が rcjms.properties
あります）
integrationserver.properties
newscalelog.properties

データベース スクリプト
シスコから提供される API 以外でデータベースを変更することはお勧めできません。ただし、デー
タベースに対して直接実行する必要のあるスクリプトもあります。
外部ディクショナリ
外部ディクショナリはデータベース テーブルとして保存されます。このディクショナリを変更し
た場合は、DDL スクリプトを実行して対応するテーブルを修正する必要があります。
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パッチ
手動による実行が必要なパッチまたはホットフィックスの一部として、SQL スクリプトがカスタ
マー サポートから提供される場合があります。ホットフィックスは、次の製品リリースに追加さ
れるまではカスタマイゼーションとして扱い、ソフトウェア アップグレードまたは再インストー
ルに含める必要があります。

Catalog Deployer を使用した設定の管理
通常、Service Catalog 実装は複数のサイトで構成され、それぞれのサイトが異なる役割を果たしま
す。
表 11：複数のサイト

サイト

使用方法

開発

サービス定義が開発され、単体テストが行われ
ます。カスタマイゼーションが最初に適用され
ます。

テスト

開発アクティビティから干渉されることのな
い、制御された環境。ここでは、品質保証また
は他の担当者が Service Catalog をテストします。

生産

ユーザ コミュニティが Service Catalog からサー
ビスを要求でき、IT チームがサービス要求を満
たすことができる本番環境。

Catalog Deployer モジュールは、メタデータ（サービス定義）およびリポジトリに保存されている
組織データ（人員、組織、および関連するエンティティ）の設定管理を行います。詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』で Catalog Deployer のマニュアルを参照してくだ
さい。

データベースのコピー
次のように、展開中に 1 つのサイトから別のサイトに Service Catalog OLTP データベースをコピー
できます。
• テスト サイトまたは本番サイトを初めてインストールするときは、開発サイト全体を新しい
環境にコピーする可能性があります。
• 本番サイトが稼働してしばらく経過したら、すべてのユーザ アクティビティをテスト環境に
コピーして、実際のパフォーマンスまたはボリュームを調査する必要があります。
1 つのサイトから別のサイトに Service Catalog OLTP データベースをコピーするには、次の手順を
実行します。
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ソース データベースのエクスポート

ステップ 1

予測されるダウンタイムをユーザに通知します。

ステップ 2

ソース環境の Service Catalog と Service Link のサービスを停止します。

ステップ 3

ソース データベースをエクスポートします。データのソースおよびエクスポートの日付を追跡できる命名
規則を決定します。

ステップ 4

システムのシャットダウンを実行できない場合は、Oracle エクスポートの -consistent フラグを使用します。

ステップ 5

Service Catalog と Service Link のサービスを再起動します。

ターゲット サイトへのデータベースのインポート

ステップ 1

ターゲット環境の Service Catalog と Service Link のサービスを停止します。

ステップ 2

ターゲット データベースの最新のバックアップ コピーがあることを確認します。

ステップ 3

必要に応じて、宛先からのエクスポート ファイルを、ターゲット データベース サーバにアクセスできる
ファイル システムにコピーします。

ステップ 4

ターゲット データベースにデータをインポートします。
（注）
SQLServer の場合は、新たにインポートされるデータベースに存在するログインおよびユーザ
が、Service Catalog のこのインスタンスに必要な資格情報と一致することを確認します。必要に
応じて新しいログインを作成したり、既存のログインをデータベース所有者に関連付けたりし
て、このユーザが適切な権限を持つようにします。Oracle の場合は、新しくインポートされる
データベースに適切なユーザが存在し、Service Catalog のインストーラで指定されたように特権
が付与されていることを確認します。
両サイトが 2 つの異なる Cognos レポート サーバにアクセスしている場合は、各サイトの「CognosServer」
の名前を指定する CnfParams テーブルのエントリを更新して、更新内容をコミットします。

ステップ 5
ステップ 6

ターゲット環境の Service Catalog と Service Link のサービスを再起動します。

ステップ 7

[管理（Administration）] > [Entity Homes] > [SiteProtectionこのサイト（SiteProtection This Site Is）] プロパ
ティを現在のサイトに設定します。[Entity Homes] の指定が異なる場合、またはサイトの保護レベルが異
なる場合は手動で変更を行い、変更を保存します。

ステップ 8

両サイトが 2 つの異なる LDAP ディレクトリに接続している場合は、ディレクトリ統合のデータ ソース
定義を適宜変更します。

ステップ 9

Service Link エージェントの接続プロパティをすべてチェックし、ターゲット環境に合わせて変更します。

ステップ 10 手作業での追加処理がある場合はそれを実行し、データを調整します。たとえば、一部のユーザ、グルー
プ、または組織に権限を追加したり、権限を取り消したりする場合があります。
ステップ 11 メンテナンスが完了したことをユーザに通知します。
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Service Link 受信ドキュメントの SSL の設定
ここでは、サービス リンクの SSL の設定について説明します。
Service Link サービスの SSL の有効化には、次の作業が必要です。
• 自己署名のデジタル証明書または VeriSign などの既知の CA が署名したデジタル証明書の取
得。
• 証明書のインストール。
• Service Link サービスが動作するアプリケーション サーバのセキュア ポート番号の設定。
VeriSign や Thawte のような既知の認証局によって署名された証明書を取得する場合は、これらの
認証局のいずれかの署名者証明書を、ほとんどのクライアント プログラムがすでに認識している
という利点があります。
Service Link サービスに自己署名証明書を使用する場合は、Web インターフェイス経由で Service
Link と通信するすべての外部システムと、署名者証明書を交換する必要があります。
たとえば、受信アダプタに http/ws アダプタを使用する Service Link エージェントに外部システム
が応答メッセージを送信する場合、その外部システムは https URL 経由で Service Link に接続する
クライアントとして機能するため、正しい SSL 接続を行うために信頼できるハンドシェイクを完
了する方法を把握している必要があります。
そのためには、Service Link サービスで使用される証明書の署名者を外部システムが認識している
必要があります。このことを実現するため、外部システムの信頼できる認証局キーストアにService
Link の署名者証明書をインポートしておきます。詳細については、この章の後半を参照してくだ
さい。

（注）

Service Link は、サーバとしては SSL ハンドシェイク時のクライアント証明書認証をサポート
していません。

Service Link の SSL の有効化
Service Link の SSL を有効にすると、Service Link のセキュア ポートはオンになりますが、非セ
キュアポートはオフになりません。非セキュアポートをオフにしない場合、外部システムは引き
続き http URL 経由で Service Link と通信できます。非セキュア ポートをオフにする場合は、Service
Link サービスとのすべての通信でhttps URL を使用する必要があります。
Service Link サービスのセキュア ポートと非セキュア ポートの両方を使用して、ファイアウォー
ルシステムなどの別のメカニズムを介して非セキュアポートへのアクセスを制御することができ
ます。
たとえば、Two-JBoss-Server トポロジでは、Service Catalog アプリケーションが（別の JBoss サー
バ上で動作している）Service Link サービスの「クライアント」でもあります。実行時に、Service
Catalog が URL の http://<SL_servername >:6080 を介して Service Link サービスに接続する必要があ
ります。非セキュア ポート 6080 が Service Link サービスに対してオフになっている場合は、https
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アドレス、つまり、https://<SL_servername >:6443 を介して Service Link に接続するように Service
Catalog を設定する必要があります。
そこで、Service Link サービスの非セキュア ポート 6080 とセキュア ポート 6443 の両方をオンに
するというシナリオが考えられます。Service Catalog は、http://<SL_servername >:6080 を介して
Service Link に接続できますが、他の外部システムは https://<SL_servername >:6443 を介して Service
Link と通信する必要があります。ファイアウォール システムを設定すると、すべての外部システ
ムからのポート 6080 へのアクセスを拒否できます。
ここでは、アプリケーション サーバの非セキュア ポートをオフにする方法や、非セキュア ポー
ト番号へのアクセスを拒否するようにファイアウォール システムを設定する方法については説明
しません。必要な情報を入手するには、システム管理者またはご使用のアプリケーション サーバ
のベンダーに問い合わせてください。
Service Link が Service Catalog とは別のアプリケーション サーバに展開されている場合（クラスタ
化された WebLogic 環境や Two-JBoss-Server トポロジの場合）に、Service Link の SSL を有効にす
るには、Service Link が動作しているアプリケーション サーバの証明書とセキュア ポート番号の
みを設定します。

証明書キーストアの作成
Service Link サービスの保護に使用可能なデジタル証明書は入手済みであるとします。この証明書
は自己署名するか、または VeriSign のようなサードパーティ認証局から取得できます。いずれの
場合も、デジタル証明書はアプリケーション サーバからアクセス可能な Java キーストア（jks ファ
イル）にインポートする必要があります。また、署名者証明書（証明書の公開キーとも呼ばれま
す）は、SSL モードで Service Link サービスと通信する外部システムに提供できるように、「Base64
エンコード ASCII」形式のファイルにエクスポートする必要があります。

（注）

このマニュアルでは、キーストア ファイルの作成方法や Web サーバまたはアプリケーション
サーバ用の証明書の要求方法は説明しません。この項の手順では、Service Link が稼動してい
るアプリケーション サーバに対して SSL を有効にするために使用されるデジタル証明書を含
むキーストア ファイルがすでに作成済みであるとします。説明を容易にするため、使用する
キーストア ファイルの名前は「slkeystore.jks」とします。証明書は「servicelink」というエイ
リアスの下に格納されています。このキーストア ファイルを開くためのパスワードは
「slpassword」です。
さらに、「slsigner.cer」という名前のファイルに「Base64 エンコード ASCII」形式で署名者証明
書がエクスポートされているものとします。「Base64 エンコード ASCII」形式の例を以下に示し
ます。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICPDCCAaUCBE17w1cwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwZTELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNB
MRIwEAYDVQQHEwlTYW4gTWF0ZW8xETAPBgNVBAoTCG5ld1NjYWxlMQswCQYDVQQLEwJRQTEVMBMG
A1UEAxMMS2hhbmcgTmd1eWVuMB4XDTExMDMxMjE5MDI0N1oXDTIxMDMwOTE5MDI0N1owZTELMAkG
A1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRIwEAYDVQQHEwlTYW4gTWF0ZW8xETAPBgNVBAoTCG5ld1Nj
YWxlMQswCQYDVQQLEwJRQTEVMBMGA1UEAxMMS2hhbmcgTmd1eWVuMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDhTxg2RwarD6Wn4iqYeOOk3ykfXzZiDArf/X63omXquTmN0Up+mg6oJmPAfqJA
l7k4+Dn7dfVtAc4h8qra7PBeBU48zrzRqZd6VAK07rz++CilQto64mHXYVomb5vWPGeKA41j9vlv
ENj/tE/6++IqbwnxAqeZtY3EvEM7dcCWDwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAAaqCnfEAovy
Uf2S+oAXYDo5N387a035APsz5iiUM5oiKR/KW3oRz/v0P0I/o3n312kDIJ01111pl6qpZRtPEsr1
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b00Tu1cXfPmizEtz0ole606qDS+DzkS1+YYz2mLL2Zq40d1EPsMolyqyUmyq3GHaEnuhWemcv2aA
wGFgbQYd
-----END CERTIFICATE-----

証明書検証の省略
SSL 接続の場合に証明書の検証を省略するには、[証明書の検証を省略（Skip Certificate Validation）]
オプションをオンにします。このオプションが選択されていると、証明書の検証は省略され、証
明書キーストア情報なしで接続が確立されます。

アプリケーション サーバ用のキーストアのインストール
ここでは、証明書ファイルをインストールする手順および各種アプリケーション サーバの SSL を
設定する手順について説明します。

JBoss 7.1.1 の場合

ステップ 1

Service Link アプリケーションが稼働している JBoss サーバを停止します。

ステップ 2

「<JBOSS_DIR>\ServiceLinkServer\configuration」ディレクトリに「slkeystore.jks」ファイルをコピーしま
す。ここで、<JBOSS_DIR> は、Service Link アプリケーションが展開される JBoss サーバのインストール
ディレクトリです。

ステップ 3

ファイル「<JBOSS_DIR>\ServiceLinkServer\configuration\standalone-full.xml」のバックアップを作成します。
テキスト エディタを使用してファイル「standalone-full.xml」を開きます。特殊なキャリッジ リターン文字
またはその他の書式設定文字をファイルに挿入しないテキスト エディタを使用してください。

ステップ 4

ファイル「standalone-full.xml」で次の行を検索します：
例：
<connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-binding="http"/>

その行のすぐ下に次の 3 行を挿入します：
例：
<connector name="https" protocol="HTTP/1.1" scheme="https" socket-binding="https" secure="true">
<ssl name="ssl" key-alias="servicelink" password="slpassword"
certificate-key-file="../ServiceLinkServer/configuration/slkeystore.jks"/>
</connector>

上記のエントリでは、キーストア ファイル名は「slkeystore.jks」、証明書のエイリアスは
「servicelink」、キーストア ファイルを開くパスワードは「slpassword」であると仮定していま
す。
ファイル「standalone-full.xml」で次の文字列を検索します：
（注）
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例：
<socket-binding name="https" port=

ステップ 5

ポート番号の値を書き留めます。これは、SSL モードで JBoss サーバによって使用されるセキュア ポート
番号です。

ステップ 6

Service Catalog アプリケーションが実行されている JBoss サーバを停止し、
「<JBOSS_DIR>\ServiceCatalogServer\deployments\RequestCenter.war\WEB-INF\classes\config」ディレクトリ
に移動します。

ステップ 7

テキスト エディタを使用してファイル「newscale.properties」を開き、次のパラメータを検索します：
例：
isee.base.url=

Service Catalog アプリケーションは、この URL を介して Service Link アプリケーションと通信し
ます。この Service Link の URL が SSL 対応になったため、アドレスを https アドレスに変更する
必要があります。また、ポート番号は Service Link 用に JBoss サーバによって使用されるセキュ
ア ポート番号に変更する必要があります。
このパラメータの値を http://<hostname>:<nonsecure_port_number> から
https://<hostname>:<secure_port_number> に変更します。
（注）

ステップ 8
ステップ 9

ファイル「slsigner.cer」を「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」ディレクトリにコピーします。ここで、
<JAVA_HOME> は JDK 6 のインストール ディレクトリです。
ファイル「slsigner.cer」に CA 証明書が含まれていると仮定しています。

ステップ 10 コマンド プロンプト ウィンドウまたはコンソール ウィンドウを開き、「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」
ディレクトリに移動します。
ステップ 11 次のコマンドを実行して、JDK 6 によって使用される信頼できる証明書キーストアに CA ルート証明書を
インポートします。
例：
<JAVA_HOME>\bin\keytool -import -trustcacerts -file slsigner.cer -alias servicelink -keystore
cacerts -storepass changeit

上記のエントリでは、「slsigner.cer」は CA ルート証明書を含むファイルの名前、「servicelink」
はエイリアス、「cacerts」は JDK 6 の信頼できるキーストア ファイルの名前、「changeit」は
キーストア ファイル「cacerts」を開くパスワードであると仮定しています。
ステップ 12 ServiceCatalogServer と ServiceLinkServers の両方を起動し、管理者ユーザとして、または Service Link モ
ジュールにアクセスできるユーザーとして Service Catalog URL に接続します。
（注）

ステップ 13 Service Link のホームページを開き、「Service Link Status」のセクションで、接続が緑色のステータスであ
り、SSL アイコンとセキュア ポート番号の両方が表示されていることを確認します。
ステップ 14 HTTP/WS アダプタを使用する Service Link エージェントに受信ドキュメントを送信する外部システムは、
すべて次のように更新する必要があります：
a) 受信ルーティング URL では、https アドレスおよびセキュア ポート番号を使用する必要があります。
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b) Service Link の署名者証明書（ファイル slsigner.cer に含まれる）は、外部システムの信頼できる CA ルー
ト証明書キーストアにインポートする必要があります。

WebLogic 10.3.6 の場合
WebLogic 管理コンソールにアクセスできるユーザで次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Link が動作している WebLogic マシンの「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」ディレクトリに、証明書
キーストア ファイル「slkeystore.jks」をコピーします。
（注）
クラスタ化された WebLogic 環境では、クラスタに属していない WebLogic サーバに Service Link
を展開する必要があります。したがって、必ず Service Link に適した WebLogic サーバを特定し
てください。
<JAVA_HOME> が、WebLogic アプリケーション サーバが使用する正しい Java ディレクトリであることを
確認してください。「<WL_HOME>\common\bin」ディレクトリの下にある「commEnv.cmd」ファイル内の
JAVA_HOME 設定を検索します（UNIX または Linux では「commEnv.sh」を検索します）。例：set
JAVA_HOME= C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\

ステップ 2

WebLogic 管理コンソールにログインし、[<ドメイン>] > [環境（Environment）] > [サーバ（Servers）] に移
動します。

ステップ 3

Service Link の WebLogic サーバの名前をクリックし、設定を開きます。それから [設定（Configuration）]
>[キーストア（Keystores）] サブタブをクリックします。

ステップ 4

[キーストア（Keystores）] ページで次の値を入力します。
（注）

<JAVA_HOME> を Java ディレクトリのフル パス名で置き換えます。（読み取り専用フィールド
の場合、表示される値が正しいことを確認します）。

表 12：キーストア フィールド

フィールド

値

キーストア（Keystores）

カスタム ID および Java 標準トラスト

カスタムIDキーストア（Custom Identity Keystore）

<JAVA_HOME>\lib\security\slkeystore

カスタムIDキーストアタイプ（Custom Identity
Keystore Type）

jks

カスタムIDキーストアパスフレーズ（Custom Identity slpassword
Keystore Passphrase）
カスタムIDキーストアパスフレーズの確認（Confirm slpassword
Custom Identity Keystore Passphrase）
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フィールド

値

Java標準トラストキーストア（Java Standard Trust
Keystore）

<JAVA_HOME>\lib\security\cacerts

Java標準トラストキーストアタイプ（Java Standard
Trust Keystore Type）

jks

Java標準トラストキーストアパスフレーズ（Java
Standard Trust Keystore Passphrase）

changeit

Java標準トラストキーストアパスフレーズの確認
（Confirm Java Standard Trust Keystore Passphrase）

changeit

[Java標準トラストキーストアパスフレーズ（Java Standard Trust Keystore Passphrase）] については、
「cacerts」キーストア ファイルのパスワードがまだデフォルト値の「changeit」であると仮定しています。
使用する環境で「cacerts」のパスワードが変更されている場合は、それを適切な値に置き換えてくださ
い。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、[設定（Configuration）]>[SSL] サブタブをクリックします。

ステップ 6

[SSL] ページで次の値を入力します。
表 13：SSL フィールド

フィールド

値

IDとトラストの場所（Identity and Trust Locations）

キーストア（Keystores）

公開キーエイリアス（Private Key Alias）

servicelink

公開キーパスフレーズ（Private Key Passphrase）

slpassword

公開キーパスフレーズの確認（Confirm Private Key
Passphrase）

slpassword

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックし、[設定（Configuration）]>General サブタブをクリックします。

ステップ 8

[一般（General）] ページで次の値を入力します。
• [SSL リッスン ポート有効（SSL Listen Port Enabled）] をオンにします。
• [SSLリスニングポート（SSL Listen Port）] = <9443 など、使用できるポート番号を入力>
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ステップ 9

[保存（Save）] をクリックし、Service Link が展開されている WebLogic サーバを再起動します。

ステップ 10 ログ ファイル「<WL_servername>.out」に次のようなメッセージがあることを確認し、WebLogic サーバが
セキュア ポート（9443）で起動したことを確認します。
例：
<Notice> <Security> <BEA-090171> <Loading the identity certificate and private key stored under
the alias hydra2 from the jks keystore file C:\jdk160_23\jre\lib\security\slkeystore.>
<Notice> <Server> <BEA-002613> <Channel "DefaultSecure" is now listening on 192.168.21.72:9443 for
protocols iiops, t3s, ldaps, https.>

YourServiceLinkserviceisnowSSL-enabled.
ステップ 11 servicelink 証明書用の署名者証明書を含む「slsigner.cer」ファイルをすでに作成済みの場合は、このステッ
プを省略します。そうでない場合は、次の手順を実行して署名者証明書をエクスポートできます。署名者
証明書をエクスポートするには、いくつかの方法があります。次の手順は、Sun JDK 6 インストールに付
属する「keytool.exe」ユーティリティを使用して証明書をエクスポートする方法の 1 つに過ぎません。
a) コマンド プロンプト ウィンドウで次のコマンドを実行します。
例：
cd <JAVA_HOME>\jre\lib\security
<JAVA_HOME>\bin\keytool -export -rfc -file slsigner.cer -alias servicelink -keystore slkeystore.jks
-storepass slpassword

b) 「slsigner.cer」ファイルが有効であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
例：
<JAVA_HOME>\bin\keytool –printcert –file slsigner.cer

ステップ 12 Service Link サービスの非セキュア ポートを無効にする場合は、Service Link サービスと通信する外部シス
テムを管理するシステム管理者に「slsigner.cer」ファイルを送信します。その外部システムでは、2 つの
設定を行う必要があります。
a) Service Link URL は、セキュア ポート番号とともに http からhttpsアドレスに変更する必要があります。
たとえば、変更前は次のような Service Link URL であるとします。
例：
http://<sl_servername>:9001/IntegrationServer/ishttplistener/ <agent_name>

これを次のように変更する必要があります。
例：
https
://<sl_servername>:9443
/IntegrationServer/ishttplistener/<agent_name>

b) Service Link サービスとの SSL 接続時に信頼できるハンドシェイクを確立できるように、servicelink 証
明書の署名者証明書（つまり、「slsigner.cer」ファイルの内容）を外部システムの信頼できる Java 認
証局キーストアにインポートする必要があります。
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クラスタ化された WebLogic 環境の場合

ステップ 1

Service Link サービスの非セキュア ポートを無効にするには、Service Catalog サービスの信頼できる Java
認証局キーストアに署名者証明書をインポートする必要があります。
これは、クラスタに属していない、独立した WebLogic サーバで Service Link が動作するためです（クラ
スタにはサービス カタログとビジネス エンジンのみをインストールできます。）サービス カタログは、
実行時に Service Link サービスに接続する「クライアント」として機能します。

ステップ 2

Service Catalog の信頼できる Java CA キーストアに署名者証明書をインポートするには、次の手順を実行
します。
a) Service Catalog アプリケーションが動作している WebLogic クラスタ ノードのいずれかにログインしま
す。
b) 「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」ディレクトリで「cacerts」ファイルを探します。ここで、
<JAVA_HOME> は Sun JDK 6 インストール環境のルート ディレクトリです。このファイルは、Sun JDK
6 インストールに同梱されている、信頼できる CA キーストアです。
<JAVA_HOME> が、WebLogic アプリケーション サーバが使用する正しい Java ディレクトリであるこ
とを確認してください。これを確認するには、「<WL_HOME>\common\bin」ディレクトリの下にある
「commEnv.cmd」ファイル内の JAVA_HOME 設定を検索します（UNIX または Linux では「commEnv.sh」
を検索します）。次に例を示します。
例：
set JAVA_HOME=C:\jdk170

c) 「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」ディレクトリに「slsigner.cert」ファイルをコピーします。
d) コマンド プロンプト ウィンドウで次のコマンドを実行して、署名者証明書を「cacerts」キーストアに
インポートします。
例：
cd <JAVA_HOME>\jre\lib\security
<JAVA_HOME>\bin\keytool -import -trustcacerts -alias servicelink –noprompt -file slsigner.cer
-keystore cacerts -storepass changeit

上記のコマンドでは、「cacerts」キーストア ファイルのパスワードはまだデフォルト値の「changeit」
です。使用する環境で「cacerts」のパスワードが変更されている場合は、それを適切な値に置き換え
てください。
e) Service Catalog が展開されている WebLogic クラスタのすべてのノードの「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」
ディレクトリに、前のステップで更新した「cacerts」ファイルをコピーします。たとえば、WebLogic
クラスタに 3 つのノードが含まれており、各ノードが別のマシンである場合は、このマシンから
「cacerts」ファイルを他の 2 つのマシンにコピーします。
f) 「<BEA_HOME>\user_projects\domains\<domain_name>\servers\<servername>\stage\RequestCenter\config」
ディレクトリの下にある「newscale.properties」ファイルを次のように変更します。
次のパラメータを検索します。
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例：
isee.base.url=http://<hostname>:9001

これを次のように変更します。
例：
isee.base.url=https
://<hostname>:9443

g) Service Catalog が展開されている WebLogic クラスタのノードごとにステップ（f）を繰り返します。
h) Service Catalog の WebLogic クラスタを再起動します。
ステップ 1 を実行しないようにするために、Service Link サービスの非セキュア ポートおよびセキュア
ポートをどちらもオンにする場合があります。この方法では、Service Catalog アプリケーションは非セ
キュアな URL （http://<hostname>:9001）を使用しても Service Link に接続できますが、すべての外部シ
ステムからの非セキュア ポートへのアクセスをブロックする手段（ファイアウォール システムなど）
を検討することをお勧めします。

Service Link 送信ドキュメントの SSL の設定
Service Link エージェントが HTTP/WS アダプタを使用して外部システムに送信メッセージを送信
する場合、エージェントは外部 Web サーバに http 要求または Web サービス要求を送信するクラ
イアントとして機能します。外部 Web サーバが SSL 対応の場合、この Web サーバとセキュアな
接続を確立するためには、Service Link にある設定が必要な場合があります。
• Service Link エージェントの送信 URL は、外部 Web サーバの https アドレスおよびセキュア
ポート番号を指す必要があります。
• SSL 経由で信頼できるハンドシェイクを確立するには、外部 Web サーバのデジタル証明書を
検証できる有効な署名者証明書（公開キー証明書）がクライアント（つまり、Service Link
サービス）に必要です。外部 Web サーバの証明書が VeriSign などの既知の認証局（CA）に
よって署名されていないと、多くの場合は SSL ハンドシェイク時に Service Link が外部 Web
サーバ証明書を検証できず、接続に失敗します。この場合は、Service Link サービスが使用す
る信頼できる認証局キーストアを署名者証明書にインポートする必要があります。

（注）

Service Link が複数の SSL 対応 Web サーバに接続している場合は、外部 Web サーバごとに 1
つずつの複数の署名者証明書をインポートする必要があります。クライアントとしての Service
Link は、SSL ハンドシェイク時にクライアント証明書認証をサポートしません。
以降の項で、設定手順について詳しく説明します。
• SSL の発信 URL の指定, （58 ページ）
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• 信頼できる CA キーストアへの署名者証明書のインポート, （58 ページ）
• JBoss 7.1.1 の設定, （59 ページ）
• WebLogic 10.3.6（11g）の設定, （59 ページ）

SSL の発信 URL の指定

ステップ 1

Service Link にアクセスできるユーザとして Cisco Prime Service Catalog にログインし、Service Link モジュー
ルに移動して [統合の管理（ManageIntegrations）] タブをクリックします。

ステップ 2

設定するエージェントを選択し、そのエージェントの [発信プロパティ（Outbound Properties）] ページを
開きます。

ステップ 3

[HttpOutboundAdapter.RoutingURL] フィールドで、https アドレスおよびセキュア ポート番号を入力しま
す（たとえば、https://192.168.21.202:8444/HTTPSimulator/ など）。

ステップ 4

[HttpOutboundAdapter.AcceptUntrustedURL] フィールドの値を [false] に設定して、セキュアな接続が行
われるようにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、[エージェントの制御（Control Agents）] タブを開いてエージェントを再起
動します。

信頼できる CA キーストアへの署名者証明書のインポート
アプリケーション サーバ固有の手順を実行する前に、次の手順を実行する必要があります。

（注）

外部 Web サーバ証明書の署名者が VeriSign や Thawte などの既知の認証局の場合は、Sun JDK
で認識されている可能性が高いため、この手順を省略することができます。
• 外部 Web サーバの署名者証明書をファイルで取得します。これを行うには、外部 Web サー
バを管理するシステム管理者に連絡し、その Web サーバのセキュリティ保護に使用するデジ
タル証明書の署名者証明書（公開キー）をエクスポートするよう依頼します。署名者証明書
は、「Base64-encodedASCII」の形式でエクスポートする必要があります。次に、Base64 エ
ンコード署名者証明書の例を示します。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICPDCCAaUCBE17w1cwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwZTELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNB
MRIwEAYDVQQHEwlTYW4gTWF0ZW8xETAPBgNVBAoTCG5ld1NjYWxlMQswCQYDVQQLEwJRQTEVMBMG
A1UEAxMMS2hhbmcgTmd1eWVuMB4XDTExMDMxMjE5MDI0N1oXDTIxMDMwOTE5MDI0N1owZTELMAkG
A1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRIwEAYDVQQHEwlTYW4gTWF0ZW8xETAPBgNVBAoTCG5ld1Nj
YWxlMQswCQYDVQQLEwJRQTEVMBMGA1UEAxMMS2hhbmcgTmd1eWVuMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDhTxg2RwarD6Wn4iqYeOOk3ykfXzZiDArf/X63omXquTmN0Up+mg6oJmPAfqJA
l7k4+Dn7dfVtAc4h8qra7PBeBU48zrzRqZd6VAK07rz++CilQto64mHXYVomb5vWPGeKA41j9vlv
ENj/tE/6++IqbwnxAqeZtY3EvEM7dcCWDwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAAaqCnfEAovy
Uf2S+oAXYDo5N387a035APsz5iiUM5oiKR/KW3oRz/v0P0I/o3n312kDIJ01111pl6qpZRtPEsr1
b00Tu1cXfPmizEtz0ole606qDS+DzkS1+YYz2mLL2Zq40d1EPsMolyqyUmyq3GHaEnuhWemcv2aA
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wGFgbQYd
-----END CERTIFICATE-----

署名者証明書をインポートする手順は、Service Link が動作しているアプリケーション サーバ
（JBoss 7.1.1 の設定, （59 ページ）、WebLogic 10.3.6（11g）の設定, （59 ページ）またはトラブ
ルシューティング, （60 ページ））によって異なります。

JBoss 7.1.1 の設定
Service Link マシンの「管理者」ユーザとして、次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Link マシンの一時ディレクトリに（外部システムの）署名者証明書ファイルをコピーします。た
とえば、署名者証明書ファイルが「extws.cer」の場合は、このファイルを Service Link マシンの
「C:\temp\extws.cer」にコピーします。

ステップ 2

Service Link マシンのディレクトリ「<JAVA_HOME >\jre\lib\security」で、ファイル「cacerts」を見つけま
す。ここで、<JAVA_HOME > は Sun JDK 6 インストールのルート ディレクトリです。このファイルは、
Sun JDK 6 インストールに同梱されている、信頼できる CA キーストアです。

ステップ 3

コマンド プロンプト ウィンドウまたはコンソール ウィンドウで次のコマンドを実行して、署名者証明書
を「cacerts」キーストアにインポートします。
例：
cd <JAVA_HOME>\jre\lib\security
<JAVA_HOME>\bin\keytool -import -trustcacerts -alias extws –noprompt
-keystore cacerts -storepass changeit

（注）

ステップ 4

-file C:\temp\extws.cer

上記の「keytool」コマンドでは、「cacerts」キーストア ファイルのパスワードがまだデフォル
ト値の「changeit」であると仮定しています。使用している環境で、パスワードを正しい値に置
き換えます。–alias パラメータについては、値「extws」を、この署名者証明書に使用する適切
なエイリアスに置き換えることができます。複数の署名者証明書をインポートする場合は、署
名者証明書ごとに一意のエイリアス名を割り当てる必要があります。

Service Link サービスを再起動します。

WebLogic 10.3.6（11g）の設定
WebLogic マシンの「ルート」ユーザ（UNIX と Linux の場合）または「管理者」ユーザ（Windows
の場合）として、次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Link サービスが稼働している WebLogic マシンの一時ディレクトリに（外部システムの）署名者証
明書ファイルをコピーします。たとえば、署名者証明書ファイルが「extws.cer」の場合は、このファイル
を Service Link マシンの「/tmp/extws.cer」にコピーします。
クラスタ化された WebLogic 環境では、クラスタに属していない WebLogic サーバに Service Link を展開す
る必要があります。したがって、必ず Service Link に適した WebLogic サーバを特定してください。
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ステップ 2

Service Link マシンのディレクトリ「<JAVA_HOME>\jre\lib\security」で、ファイル「cacerts」を見つけま
す。ここで、<JAVA_HOME > は Sun JDK 6 インストールのルート ディレクトリです。このファイルは、
Sun JDK 6 インストールに同梱されている、信頼できる CA キーストアです。
<JAVA_HOME> が、WebLogic アプリケーション サーバが使用する正しい Java ディレクトリであること
を確認してください。これを行うには、「<WL_HOME>/common/bin」ディレクトリにある「commEnv.sh」
（Windows の場合は「commEnv.cmd」）で、JAVA_HOME 設定を探します。たとえば、
JAVA_HOME="/opt/jdk1.6.0_23" などが該当します。

ステップ 3

コマンド プロンプト ウィンドウで次のコマンドを実行して、署名者証明書を「cacerts」キーストアにイン
ポートします。
例：
cd <JAVA_HOME>/jre/lib/security
<JAVA_HOME>/bin/keytool -import -trustcacerts -alias extws –noprompt
cacerts -storepass changeit

（注）

ステップ 4

-file /tmp/extws.cer -keystore

上記の「keytool」コマンドでは、「cacerts」キーストア ファイルのパスワードがまだデフォル
ト値の「changeit」であると仮定しています。使用している環境で、パスワードを正しい値に置
き換えます。–alias パラメータについては、値「extws」を、この署名者証明書に使用する適切
なエイリアスに置き換えることができます。複数の署名者証明書をインポートする場合は、署
名者証明書ごとに一意のエイリアス名を割り当てる必要があります。

Service Link が展開されている WebLogic サーバを再起動します。

トラブルシューティング
ここでは、送信電子メールを制限する方法、および電子メールの生成を制御する方法について説
明します。また、サポートに関するご質問や、システム環境およびエラー情報の追跡方法につい
てシスコに連絡する場合の情報も記載しています。

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。
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（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>。

（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

一般的にモニタリングされるトレース
次のトレースが一般的にモニタリングされます。
データベースの相互作用

com.newscale.bfw.udkernel.udsql.UdSqlBean
com.newscale.bfw.udkernel.util.UdKernelUtil

LDAP の相互作用

com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPApi

クラスタリングの問題

net.sf.ehcache.distribution.jgroups.JGroupsCacheManagerPeerProvider
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送信電子メールの制限
サービス設計のテスト時や非本番環境では、送信電子メールを制限することがあります。
送信電子メール機能を制限することにより、実際の実行者やサービスをオーダーした顧客に対し
て電子メールの送信を制限したり、禁止したりすることができます。
開発環境ですべての電子メール テンプレートを「仮のアドレス」に変更することは、実際には行
うべきではありません。まず、これには非常に時間がかかります。さらに重要なのは、テンプレー
ト アドレスを元に戻したときに、多くのテストが無効になってしまう点です。このため、正しい
受信者が適切な電子メールを受け取ることを確認する必要があります。
テンプレートで名前空間変数のみを使用し、非本番環境のユーザがディレクトリ統合によってリ
フレッシュされる場合は、LDAP マッピングを変更して、同じ電子メール アドレスまたは類似し
た仮のアドレスをユーザ全員に与えることができます。次に例を示します。
User@<company>.com または
reqcentertest@<company>.com
これには、次のようなマッピングを使用します。
expr:#cn#=(cannotmatch)?(neverthis):requestcenter@<company>.com

ただし、この方法でも、電子メールが正確に配信されることを十分にテストすることはできませ
ん。
より確実な対応策は、開発インスタンスや他のインスタンス専用に、電子メールがボックスの外
部には配信されない SMTP（電子メール）サーバを使用することです。開発サーバおよびテスト
サーバに対して、（仮であるかどうかにかかわらず）すべての電子メールを標準メールボックス
（rctestmailbox@company.com など）に配信する SMTP サーバを設定できます。この方法では、
Service Catalog 設定を変更する必要がないため、電子メールのテストが非常に簡単になります。プ
ロジェクト チームは、そのテスト メールボックスを開くことができるだけで十分です。
この方法では、受信者をオーバーライドしてテスト用の電子メール ボックスに転送する別個のテ
スト SMTP サーバをユーザが設定する必要があります。本番環境では、本番 SMTP サーバを指定
する必要があります。
この方法を使用する場合は、これらのフィールドの名前空間式や他のロジックをテスターが検証
できるようにするために、宛先および CC のアドレスを <!-- Comment --> タグで囲んで電子メール
テンプレートの HTML 本文に追加します。

電子メール生成の制御
Service Catalog では、送信電子メールのエンベロープが制御され、デフォルトで 1 つのメッセージ
が複数の受信者に送信されます。複数受信者のメッセージが同じ SMTP サーバに送信されます。
代わりに、単一受信者の電子メールを送信すると、CPU とネットワーク帯域幅の使用率への悪影
響を最小限に抑えることができます。これは、newscale.properties ファイルの次の設定によって有
効になります。
Email.One.Per.Recipient=true
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この設定は、1 人の受信者が無効であるためにメッセージ全体が拒否される SMTP サーバの問題
を避けるためにだけ使用します。
SMTP 接続は、10 回（デフォルト）試行され、Email.ServerDownCount プロパティで設定されま
す。SMTP ホストへの接続再試行は Email.RescheduleOffset プロパティで指定された時間（ミリ秒）
だけ一時停止されます。
加えて、設定限度を超えるように設定されたメールボックス、電子メール バウンスなどの配信に
関する問題が発生した場合は、Email.RetryCount プロパティのデフォルト設定（現在のデフォルト
は 4）に基づいて再試行されます。

環境/プラットフォームの概要
環境マトリクスの例, （78 ページ）に示すようなマトリクスを使用して、使用している環境のシ
ステムを文書に記録しておくことを推奨します。
シスコでは、各バージョンの Service Catalog が認定されているソフトウェアの詳細を示すサポー
ト マトリクスを発行しています。Cisco Technical Assistance Center（TAC）に、このマトリクスの
最新バージョンが常に用意されており、各リリースおよびサービス パックに合わせて調整されて
います。

Cisco Technical Assistance Center（TAC）へのお問い合わせ
以下に影響する可能性のあるシステム メンテナンス作業を実施する前に、Cisco Technical Assistance
Center（TAC）に連絡することができます。
• サーバ オペレーティング システムのパッチおよびアップグレード
• データベース サーバのパッチおよびアップグレード
• Service Catalog アプリケーション サーバのパッチおよびアップグレード：更新がシスコでサ
ポートされていることを最初に確認してください。
• LDAP ディレクトリ ツリー構造の変更
• シングル サインオン システムのアップグレード

トラブルシューティング情報の収集
ここでは、さまざまな状況でトラブルシューティング情報を収集する方法について説明します。
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サイトのデバッグ
「Our Apologies」例外が発生した場合、Administration モジュールの [設定（Settings）] の [デバッ
グ（Debugging）] オプションでサイトの「デバッグ」をオンにすることができます。
図 1：[デバッグ（Debugging）] ページ

[デバッグ（Debugging）] により、現在のページの URL がページ下部に追加されます。URL をク
リックすると、シスコのサポート担当者にとって有用な追加情報のリンクが表示されます。
図 2：下部の URL

終了したら、エンド ユーザを混乱させないよう、デバッグをオフにします。また、パフォーマン
スに悪影響を与える可能性もあります。
アプリケーション ログは、トラブルシューティングを行うための重要なメカニズムです。このロ
グで「例外」（ボトムアップ方式）を調べることにより、該当するエラー メッセージが見つかる
ことがあります。
クラスタ化された環境では、クラスタ内のすべてのマシンで対象期間内のログ ファイルを参照す
ると効果的です。
Service Link のログ ファイル
Service Link サーバのログには、その日のすべての Service Link トランザクションの詳細が表示さ
れます。Business Engine と Service Link 間のインタラクションに関係する問題をトラブルシュー
ティングする場合は、このファイルと Service Catalog サーバ ログを相互に関連付けると有用です。
Performance
ログおよび native_stderr.log ファイルからパフォーマンス情報を収集します。
サービス設計およびプラットフォームの依存性
サービス設計時に発生する問題は、誤ったサービス設定に関係していることがあります。本番環
境でのみ発生する問題は、データまたはプラットフォームに依存していることがあります。
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Cisco Technical Assistance Center（TAC）から、データベースのダンプを送信するよう依頼される
ことがあります。このダンプをテスト ラボでインストールすることにより、エラーが発生した環
境を正確にエミュレートできます。顧客には、データベースをシスコ サポート サイトにアップ
ロードして調査できるようにするためのログインおよび資格情報が必要です。
Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してください。
• 解決策について
◦ ドキュメント ライブラリへのアクセスを取得する
◦ アップグレードおよびパッチを確認する
◦ 一般的な問題に対する回答を確認する
• ケースについて
◦ 新しいケースを記録する
◦ ケースのステータスを確認する
◦ ケースの調査に関するコメントを確認および更新する
◦ ログおよびファイルを添付する

ServiceLink アプリケーションのアダプタ ログ ファイルの有効化
WebLogic では、ServiceLink アダプタのログ ファイルがデフォルトで有効にされません。デフォ
ルトでは、ServiceLink アダプタのすべてのロギングが WebLogic サーバの server.log ファイルに書
き込まれます。
ここでは、ServiceLink のアダプタ ログ ファイルを有効にする設定手順について説明します。この
設定手順は、ユーザが ServiceLink WAR の展開後に手動で行う必要があります。

（注）

この項は、Service Catalog Installer がインストール時に自動的に ServiceLink アダプタ ログ ファ
イルを設定する JBoss には適用されません。

WebLogic 11g の場合

ステップ 1

ServiceLink アプリケーションが展開され、WebLogic サーバで実行されている場合は、WebLogic サーバを
停止します。
ServiceLink アプリケーションだけを停止することはできません。WebLogic サーバ全体を停止する必要が
あります。
ServiceLink アプリケーションを展開していない場合、ServiceLink ディレクトリに「ISEE.war」を抽出する
まで以下の手順に従います（抽出された WAR 形式で ServiceLink を展開する必要があります）。次に、展
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開を開始する前に、抽出された ServiceLink ディレクトリでこのセクションで説明した手順を実行します。
つまり、下記のステップ 3 でステージング ディレクトリの代わりに、抽出した ServiceLink ディレクトリ
に移動します。
ステップ 2

ServiceLink WAR を展開したマシンにログインします。

ステップ 3

次のディレクトリに移動します。
<BEA_HOME>\user_projects\domains\<domain_name>\servers\<server_name>\stage\ServiceLink\WEB-INF\classes\config

ステップ 4

テキスト エディタを使用して、次のようにファイル「newscalelog.properties」を変更します。
1 「logger.class.name=com.newscale.bfw.logging.LogUtilCommonsImpl」の行がコメントアウトされていない
ことを確認します。
2 「logger.directory=」の前のコメント記号を削除し、ServiceLink アプリケーションが展開されている
WebLogic サーバの正しいログ ディレクトリを入力します。これは WebLogic サーバの「server.log」が
存在するディレクトリである必要があります。次に例を示します。
UNIX または Linux の場合：
logger.directory=/opt/bea/user_projects/domains/mydomain/servers/server1/logs
Windows の場合：
logger.directory=C:/bea/user_projects/domains/mydomain/servers/server1/logs
Windows では、ディレクトリの区切り文字としてバックスラッシュ（\）ではなく、スラッシュ
を使用します。
WebLogic サーバを起動します。
（注）

ステップ 5

「server1.log」と同じディレクトリに、「isee.log」という新しいログ ファイルといくつかの追加のログ
ファイル（ServiceLink アダプタごとに 1 ファイル）が存在しています。

エラー
ここでは、重大なエラー状態に関する情報を記載しています。この情報は、個別のエラー メッ
セージに基づいて示されており、状態ごとに次の情報を示します。
• エラー状態
• エラー メッセージ
• 考えられる原因
• エラー ログの場所
• 推奨される解決策
ログの管理, （32 ページ）も参照してください。
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エラー ログの場所
Service Catalog および関連コンポーネントのエラー ログは、次の場所にあります。
表 14：エラー ログのパス

コンポーネント

エラー ログの場所

アプリケーション サーバ
WebLogic

<BEA_HOME>/user_projects/domains/<domain>/servers/
<server>/logs/<server>.log

JBoss

<JBOSS_HOME>/ServiceCatalogServer/log,
<JBOSS_HOME>/ServiceLinkServer/log

Administration モジュールのサポート ユーティリティを設定してアプリケーション ログ ファイル
への GUI アクセスを有効にしている場合は、前述のログファイルを参照してダウンロードできま
す。

エラー状態とエラー コード
次のエラー状態は、エラー状態または関連するエラー メッセージに基づいて示されます。
エラー自体はシステム内のいくつかの異なるエラー状態が原因であっても、複数のエラー状態が
同じシステム動作を引き起こすことがあります。たとえば、LDAP サーバに接続できない場合、
次に示すいくつかのエラー状態が該当することがあります。発生しているエラーとエラー メッ
セージを一致させることが重要です。
すべてのエラーは、Service Catalog サーバ ログ ファイルに書き込まれます。このファイルの動作
と場所については、上記の説明を参照してください。

非同期送信/承認を実行できない
表 15：送信/承認エラー

カテゴリ

説明

エラー状態

Service Catalog は、要求の送信後またはサービ
ス内の最終承認/確認後に、タスク計画を非同期
にインスタンス化することができません。
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カテゴリ

説明

エラー メッセージ

Requisition xxx [Task “<name of task here >”]: We’re
sorry but his approval/review cannot be completed at
this time because the Service Catalog queue that
processes these tasks is temporarily unavailable.Please
try again later or contact your Service Catalog system
administrator.

解決策

非同期送信/最終承認プロセスを処理する JMS
キューが、メッセージを受信するために使用可
能かどうかを確認します。

アプリケーション サーバでデータベースへの接続が失われる
表 16：接続損失エラー

カテゴリ

説明

エラー状態

アプリケーション サーバでデータベースへの接
続が失われました。

エラー メッセージ

ERROR [com.celosis.logger.FatalerrorChannel]
(8000)SQLException in getConnection:Could not
create connection; - nested throwable:
(java.sql.SQLException: [newScale][SQLServer
JDBC Driver]Error establishing socket.Connection
refused: connect); - nested throwable:
(org.jboss.resource.JBossResourceException: Could
not create connection; - nested throwable:
(java.sql.SQLException: [newScale][SQLServer
JDBC Driver]Error establishing socket.Connection
refused: connect)) Code: 0 State: null.

解決策

RequestCenter データベースを確認します。
RequestCenter データベースが実行されていない
場合は、起動します。このデータベースが起動
すると、アプリケーション サーバが自動的に接
続されます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
68

Prime Service Catalog の保守
エラー

LDAP サーバに接続できない - 不正なポート
表 17：

カテゴリ

説明

エラー コード

LDAPException 91.

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。LDAP サーバ
が停止しているか、ポート番号が正しくない可
能性があります。

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPNonSSLConnection]
LDAPException in NON-SSL Connection:
LDAPException: Unable to connect to server
<hostname>:<port> (91) Connect Error
java.net.ConnectException: Connection refused:
connect

解決策

LDAP サーバが実行されているかどうかを確認
します。実行されていない場合は、LDAP サー
バを起動します。
[管理（Administration）] > [ディレクトリ
（Directories）] で、[LDAP システム接続パラ
メータ（LDAP System Connection Parameters）]
を確認します。Connection Port の値が正しいこ
とを確認します。
Service Catalog アプリケーションを再起動する
必要はありません。

LDAP サーバに接続できない - 不正なホスト名
表 18：

カテゴリ

説明

エラー コード

LDAPException 91

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。ホスト名が正
しくない可能性があります。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
69

Prime Service Catalog の保守
エラー

カテゴリ

説明

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPNonSSLConnection]
LDAPException in NON-SSL Connection:
LDAPException: Unable to connect to server
<hostname>:<port> (91) Connect Error
java.net.UnknownHostException: <hostname>

解決策

[管理（Administration）] > [ディレクトリ
（Directories）] で、[LDAP システム接続パラ
メータ（LDAP System Connection Parameters）]
を確認します。LDAP Host の値が正しいことを
確認します。

LDAP サーバに接続できない - LDAPException 32
表 19：

カテゴリ

説明

エラー コード

LDAPException 32

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。認証済みユー
ザ ID が正しくない可能性があります。

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPSimpleAuth]
LDAPException in Simple Auth:
LDAPException: No Such Object (32) No Such
Object
LDAPException: Matched DN:

解決策
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LDAP サーバに接続できない - LDAPException 49
表 20：

カテゴリ

説明

エラー コード

LDAPException 49

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。認証済みパス
ワードが正しくない可能性があります。

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPSimpleAuth]
LDAPException in Simple Auth:
LDAPException: Invalid Credentials (49) Invalid
Credentials

解決策

[管理（Administration）] > [ディレクトリ
（Directories）] で、[LDAP システム認証パラ
メータ（LDAP System Authentication
Parameters）] を確認します。[パスワード
（Password）] フィールドは暗号化されている
ため、既存の値を確認できません。パスワード
の正しい値を入力して、[更新（Update）] をク
リックします。

LDAP サーバに接続できない
表 21：

カテゴリ

説明

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。

エラー メッセージ

FATAL [LDAPBase] LDAP instance cannot be
created netscape.ldap.LDAPException: no host for
connection (89)

解決策

LDAP サーバが実行されているかどうかを確認
します。実行されていない場合は、LDAP サー
バを起動します。
Service Catalog アプリケーション サーバを再起
動する必要はありません。
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LDAP サーバに接続できない
表 22：

カテゴリ

説明

エラー状態

LDAP サーバに接続できません。

エラー メッセージ

ERROR [com.newscale.bfw.ldap.LDAPQuery] LDAP
netscape.ldap.LDAPException: failed to connect to
server ldap://<hostname>:<port> (91)

解決策

LDAP サーバが実行されているかどうかを確認
します。実行されていない場合は、LDAP サー
バを起動します。
Service Catalog アプリケーション サーバを再起
動する必要はありません。

LDAP サーバで認証できない
表 23：

カテゴリ

説明

エラー状態

LDAP サーバで認証に失敗します。

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.comps.user.dao.LDAPUserDataSource]
Single Person search failure, exception thrown: null
com.newscale.bfw.dataaccess.DataAccessException

解決策

[管理（Administration）]>[ディレクトリ
（Directories）] ページで [データソース設定
（Data Source Configuration）] を確認します。
次のパラメータを確認して、必要に応じて修正
します。
• BindDN
• Password
• User BaseDN
Service Catalog アプリケーション サーバを再起
動する必要はありません。
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属性名のマッピングに誤りがある
表 24：

カテゴリ

説明

エラー状態

いずれかの必須属性のマッピングに誤りがあり
ます。そのため、LDAP サーバで個人を検索で
きません。

エラー メッセージ

ERROR [com.newscale.bfw.ldap.LDAPQuery] LDAP
java.lang.RuntimeException: Required LDAP
attribute <attribute_name> is missing from the LDAP
system.

解決策

ディレクトリ データ マッピング内の属性名を
修正します。Service Catalog アプリケーション
サーバを再起動する必要はありません。

LDAP サーバでユーザのベース DN が欠落している
表 25：

カテゴリ

説明

エラー コード

LDAPException 32

エラー状態

LDAP サーバでユーザのベース DN が見つかり
ません。

エラー メッセージ

ERROR [com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPApi]
Referral Exception during Result Set iteration:
LDAPException: No Such Object (32) No Such
Object

解決策

[管理（Administration）] > [ディレクトリ
（Directories）]Administrationページで>[LDAP
システムの認証パラメータ（LDAP System
Authentication Parameters）]Directoriesを確認し
ます。[LDAPユーザのベースDN（LDAP User
BaseDN）] の値が正しいことを確認します。
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SSL モードで LDAP サーバに接続できない
表 26：

カテゴリ

説明

エラー状態

（SSL 接続のみ）SSL 証明書のキーストアが作
成されていないため、SSL モードで LDAP サー
バに接続できません。

エラー メッセージ

DEBUG [com.newscale.bfw.ldap.util.LDAPConfUtil]
The LDAP configuration file
“config/<LDAP_System>_TrustCertDB.keystore”
does not exist.

解決策

[管理（Administration）] > [ディレクトリ
（Directories）] ページで LDAP システムに適
切なサーバ証明書を追加します。

SSL モードで LDAP サーバに接続できない
表 27：

カテゴリ

説明

エラー状態

（SSL 接続のみ）キーストアのサーバ証明書が
正しくないため、SSL モードで LDAP サーバに
接続できません。

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPSimpleAuth]
LDAPException in Simple Auth:
LDAPException: I/O Exception on host <hostname>,
port <port number> (91) Connect Error
javax.net.ssl.SSLException: Connection has been
shutdown: javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
sun.security.validator.ValidatorException: No trusted
certificate found
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カテゴリ

説明

解決策

証明書のキーストアはすでに存在しています
が、この LDAP サーバで使用する正しい証明書
が含まれていません。LDAP サーバに使用する
正しい証明書を取得し、[管理
（Administration）] > [サイト設定
（SiteConfiguration）] ページでその証明書を同
じ LDAP システムに追加します。

[新しいユーザの共通OU（Common OU for new users）] の設定値が欠落している
表 28：

カテゴリ

説明

エラー状態

[新しいユーザの共通OU（Common OU for new users）] の設定値が
欠落しているか、RequestCenter データベースに存在しません。

エラー メッセージ

ERROR [com.newscale.comps.user.dao.LDAPUserDataSource] Error
getting Person from Ldap
java.lang.NullPointerException
at com.newscale.comps.user.dao.LDAPUserDataSource.
transferOrgUnitVOToBO(LDAPUserDataSource.java:676)

解決策

[管理（Administration）] > [サイト設定（SiteConfiguration）] ペー
ジで、[LDAP システム ルックアップ設定（LDAP System Lookup
Configuration）] を確認します。[新しいユーザの共通 OU（Common
OU for new users）] フィールドで、正しい値を選択します。

LDAP サーバでユーザが見つからない
表 29：

カテゴリ

説明

エラー状態

<attribute_name> のマッピングに誤りがありま
す。このため、LDAP サーバで個人を検出でき
ません。
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カテゴリ

説明

エラー メッセージ

WARN [com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPApi]
Required LDAP attribute <attribute_name> is missing
from the LDAP system, for DN : ...

解決策

該当する LDAP システムに対して、[ディレク
トリマッピング（Directory Mapping）] ページで
属性名を修正します。

参照 LDAP システムに接続できない
表 30：

カテゴリ

説明

エラー状態

いずれかの参照 LDAP システムに接続できませ
ん。
（設定フラグが SkipErrorOnLDAPSystem=true で
あるため、Service Catalog システムではこのエ
ラーが無視されます）。

エラー メッセージ

WARN [com.newscale.bfw.ldap.jldap.JLDAPApi]
Referral Exception during Result Set iteration:
LDAPReferralException: Search result reference
received, and referral following is off (10)

解決策

参照 LDAP サーバが実行されているかどうかを
確認します。
参照 LDAP システムの認証と接続を確認しま
す。

外部データ ディクショナリ データベースに接続できない
表 31：

カテゴリ

説明

エラー状態

外部データ ディクショナリ データベースに接
続できません。
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カテゴリ

説明

エラー メッセージ

ERROR [STDERR] SQLException while attempting
to connect: java.sql.SQLException:
[Macromedia][SQLServer JDBC Driver]Error
establishing socket.Connection refused: connect.

解決策

外部データ ディクショナリ データベースを確
認します。外部データ ディクショナリ データ
ベースが実行されていない場合は、起動しま
す。
Service Catalog アプリケーションを再起動する
必要はありません。

データベースへの接続が失われた
表 32：

カテゴリ

説明

エラー状態

データベースへの接続が失われました。

エラー メッセージ

ERROR [com.celosis.logger.FatalerrorChannel]
(8000)SQLException in getConnection: Could not
create connection; - nested throwable:
(java.sql.SQLException: [newScale ][SQLServer
JDBC Driver]Error establishing socket.Connection
refused: connect)

解決策

データベースを確認します。データベースが実
行されていない場合は起動します。このデータ
ベースが起動すると、アプリケーション サーバ
が自動的に接続されます。

外部データ ディクショナリ データベースに接続できない
表 33：

カテゴリ

説明

エラー状態

外部データ ディクショナリ データベースに接
続できません。
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カテゴリ

説明

エラー メッセージ

ERROR
[com.newscale.bfw.udkernel.udsql.UdSqlBean]
Message: [newScale][SQLServer JDBC
Driver]Connection reset by peer: socket write error.

解決策

外部データ ディクショナリ データベースを確
認します。外部データ ディクショナリ データ
ベースが実行されていない場合は、起動しま
す。
Service Catalog アプリケーションを再起動する
必要はありません。

環境マトリクスの例
Universal Development Methodology（UDM）の標準処理では、サイトがオンラインになった時点
で、実装されたサイトごとにこのマトリクスの列を完成させます。通常、シスコの拡張サービス
の成果物には、このマトリクスのソフト コピーが含まれており、管理者はそれを最新に保つ必要
があります。
表 34：クライアント サービス カタログの構成

カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

WebServer
フロント ドア Cisco Prime Service Catalog のURL https://scdev/RequestCenter/
管理 Cisco Prime Service Catalog の URL
Host1：ポート
共有環境かどうか
ハードウェア
使用可能ディスク
オペレーティング システム
OS ログイン/パスワード
WebServer タイプ/バージョン
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カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

AppServer
ホスト 1
共有環境かどうか
ハードウェア
使用可能ディスク
オペレーティング システム
サポート ログイン/パスワード

rcsupport/rc

インストーラ ログイン/パスワード

requestcenter/rc

RC パス

/apps/rc

RC.ear パス

/apps/rc/RC.ear

ISEE.war パス

/apps/rc/ISEE.war

ログ パス

/logs/rc

キュー接続ファクトリ

RCQueueConnectionFactory

BE 要求キュー

BEEERequisitionsQueue

BE 承認キュー

BEEEAuthorizationsQueue

BE 受信キュー

BEEEInboundQueue

JDK
JDK パス

/usr/local/java

アプリケーション コンテナ
タイプ/バージョン
AppHost1 RC/SL JNDI のポート
メール（Mail）
SMTP サーバ

smtpserver.domain.com
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カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

管理者の電子メール アドレス
送信元の電子メール アドレス

ServicePortalDev@mailserver.company.com

WebLogic
コンソール URL
ユーザ名/パスワード
ノード名
アプリケーション サーバ

RequestCenter

仮想ホスト

requestcenter_host

サービス カタログ（Service Catalog）
インストールされるコンポーネント

すべて（All）

マルチキャスト IP

225.2.2.2

インストールされるビルド

11.2.1.0151

Admin ログイン/パスワード
カスタマイゼーション
適用されるパッチ/ホットフィックス
その他のカスタマイゼーション

データベース
Host1：ポート
共有環境かどうか
ハードウェア
使用可能ディスク
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カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

オペレーティング システム
OS ログイン/パスワード
DB タイプ/バージョン
DB SID/データベース

RQSTDEV

テーブルスペース

RequestCenter（GB 数）

REDO ログ
DB SA のユーザ名/パスワード

sa/pwd

DB RC スキーマ/パスワード

RCUser/rc

DB アプリケーションのユーザ名/パスワード

アドバンス レポート
Cognos ホスト：ポート
Cognos ハードウェア
使用可能ディスク
Cognos OS

Windows 2008

Windows ログイン/パスワード

rcuser/c1$c0

Admin ログイン/パスワード

admin/admin1234

サービス アカウント
パス
ゲートウェイ タイプ
Web プロトコル

データ マートおよびコンテンツ ストア
JNDI 名

java:/DATAMARTDS
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カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

DB タイプ/バージョン
DB サーバ：ポート
DB SID/名

RCDMDEV

データ マートのユーザ名/パスワード

DMUser/dm

コンテンツ ストア SID/名

RCCSDEV

コンテンツ ストアのユーザ名/パスワード

CSUser/cs

テーブルスペース

RCDataMart（500M）

Advanced Reporting のオプション
ディクショナリ テーブル

150

サービス テーブル

50

ディクショナリ テーブル パターン

DM_FDR_DICTIONARYTABLE_

サービス テーブル パターン

DM_FDR_SERVICETABLE_

フィールド パターン

FIELD

ディクショナリのテキスト タイプ フィールド

40

ディクショナリの数値タイプ フィールド

10

ディクショナリの日付タイプ フィールド

10

サービスのテキスト タイプ フィールド

80

サービスの数値タイプ フィールド

20

サービスの日付タイプ フィールド

20

テキスト フィールドの最大サイズ

200

更新に対する WDDX のリフレッシュ

はい/いいえ（Yes/No）

サービス リンク
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カテゴリ

サイト名および使用法（開発など）

ホスト

localhost

キュー ホスト：ポート

localhost:5099

ベース URL

http://subdomain.domain.com:80

キュー接続ファクトリ

RCQueueConnectionFactory

送信キュー

SLOutboundQueue

受信キュー

SLInboundQueue

JMS キューのユーザ名/パスワード

guest/guest

JMS ファイル ストア（WLS 専用）

ServiceLinkFileStore

JMS ファイル ストア（WLS 専用）
JMS サーバ

RCServer

LDAP
サーバ タイプ（Server Type）
LDAP 認証

[シンプル（Simple）]

SASL メカニズム

—

BindDN
BindDN のパスワード
接続メカニズム

非 SSL

SSL タイプ

—

LDAP ホスト
接続ポート

389

セキュア ポート

—

LDAP ユーザのベース DN
オプションの LDAP フィルタ
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第

3

章

コンテンツ展開の管理
この章は次のトピックで構成されています。
• コンテンツ展開の管理, 85 ページ

コンテンツ展開の管理
概要
Catalog Deployer は、サービス設計者、カタログ発行者、財務管理者、および組織構築リソースが
開発サイト、テストサイト、および本番サイト間でアプリケーションエンティティを移行するた
めのコンテンツ展開と構成管理に使用できます。
また、Catalog Deployer は変更管理プロセスと変更履歴を顧客に提供することによって、コンテン
ツの変更や Service Catalog のすべてのモジュールで使用される組織エンティティの変更に対する
信頼性の高い制御を可能にします。
Catalog Deployer では、シスコによりブランド化コンテンツ ライブラリ内にパッケージされた事前
設定サービスの展開もサポートされています。このようなサービスは、そのままの状態で、また
は組織要件に対してサービス定義をカスタマイズするためのテンプレートとして使用できるため、
実行可能なサービス カタログの実装に必要な時間と労力が大幅に削減されます。

Catalog Deployer を使用したコンテンツ展開
Catalog Deployer には 2 つのコンテンツ展開方法が用意されています。
• ソース サイトは Catalog Deployer を使用して、ターゲット サイトへの送信やそこでの展開用
にサービス定義とエンティティのパッケージを「抽出」したり組み立てたりできます。この
場合、すべてのオペレーションを Catalog Deployer モジュール内で実行でき、外部プログラ
ムは不要です。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
85

コンテンツ展開の管理
概要

• また、パッケージはエクスポート用に生成できます。エクスポートされたファイルは、Catalog
Deployer 経由でターゲット サイトの Service Catalog のインスタンスにインポートされます。
これらはテキスト形式の XML ファイルであるため、構成管理またはソース コード制御シス
テムにも格納できます。ブランド化コンテンツ ライブラリはエクスポート ファイルの形で
配布されるため、標準的な Catalog Deployer 機能を使用して、ライブラリで使用可能なサー
ビスをインポートしたり展開したりできます。
他のすべての Service Catalog モジュールと同様に、Catalog Deployer は使用のための権限を付与で
きます。ユーザには、展開履歴の表示、展開パッケージの作成と組み立て、特定のサイトへのパッ
ケージのインポートや展開を行う権限、またはこれらをユーザの責務に最適になるように組み合
わせた権限を持たせることができます。このような機能はすべて、Organization Designer モジュー
ル内の標準ロールまたはカスタム ロール経由で割り当てることができます。

主な特徴と機能
主な機能は次のとおりです。
• ユーザ インターフェイスによる使用が簡単。展開用パッケージが作成され、データ入力、対
象サイトに送信、またはファイル システムにエクスポートできます。
• 2 つのコンテンツ転送方法。サイト間の XML パッケージ送信またはエクスポート/インポー
ト機能によるファイルベース送信。
• 1 つ以上のターゲット サイトでのサービス展開（関連エンティティを含む）。
• ターゲット サイトにおける組織展開（OU、グループ、キュー、ロール、人員、役職）。
• ターゲット サイトにおける電子メール テンプレートおよび Service Link エージェントの展
開。
• 変更管理サポート（コンテンツ開発者/管理者およびカタログ パブリッシャ間の責務の分離
が選択可能）。
• ホット展開：ユーザがアプリケーションを使用可能なときにコンテンツを展開可能。
• オンライン オプションによる抽出/展開履歴の表示。
• サイト保護レベルおよび Entity Homes のサポート。
• ブランド化コンテンツ ライブラリからターゲット サイトに展開する前に、サービス定義の
プレビューが可能。
Catalog Deployer は、カスタマイズされたサービス カタログの基礎を形成するためのテンプレート
コンテンツを提供する Service Catalog の試みの最初で使用することができます。また、Catalog
Deployer は開発作業のビルドおよびメンテナンスの段階で使用して、テスト済みコンテンツを開
発から他の環境にプロモートしたり、複数の環境を同期させたりもできます。
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構成管理
以降の項で、Catalog Deployer を使用したリリースと構成の管理に関連した機能について説明しま
す。
• アプリケーションのロールおよび機能, （92 ページ）
• Catalog Deployer の設定, （96 ページ）
• Catalog Deployer パッケージ, （103 ページ）
• サンプルの展開シナリオ, （119 ページ）

サービス カタログおよびポートフォリオの開発
この章の次の項では、シスコ コンテンツ ライブラリをインストールしてサービス カタログやサー
ビス ポートフォリオの基礎を提供するための Catalog Deployer の使用に関連する機能を説明しま
す。
• Catalog Deployer パッケージ, （103 ページ） （コンテンツのインポートおよび展開に関する
項のみ。）
• ブランド化コンテンツ ライブラリ, （127 ページ）

Catalog Deployer のアーキテクチャ
Catalog Deployer には、アプリケーションにある論理エンティティに基づいて編成された、データ
ベース中立のデータ転送インフラストラクチャおよびインターフェイスがあります。論理エンティ
ティの例としては、サービス定義、データ ディクショナリ、人員、および組織単位などがありま
す。完全なリストは、この項の最後にあります。ただし、異なるデータベースやアプリケーショ
ン環境間のカスタム コンテンツのサポートは制限されています。Catalog Deployer でサポートされ
ないエンティティのリストについては、サポートされていないエンティティ, （90 ページ）を参
照してください。
実装、サイト、およびエンティティ ホームについては、表 44：主な用語, （132 ページ）に説明
があり、これらは Catalog Deployer の操作に不可欠です。
特に、論理エンティティのホーム サイトは Catalog Deployer での構成管理に欠かせない部分です。
Catalog Deployer ではオプションですが、論理エンティティに対してホーム サイトのシステムを作
成することによって、サイト間の論理エンティティの参照整合性と、サイト間の設定情報の整合
性の両方の管理が可能になります。
論理エンティティホームサイトの背後にある概念は、特定のサイトは、他のサイトに比べ、論理
エンティティ タイプについて、より信頼性の高いバージョンのデータを持っているというもので
す。たとえば、ユーザ情報の認証および収集に自分の LDAP ディレクトリを使用しているカスタ
マーの場合、人員と組織単位について最も正確なデータがあるのは本番サイトということになり
ます。このため、本番サイトが、人員および組織単位のホーム サイト（記録のサイト）になりま
す。もし、本番サイト以外のサイトで人員の作成や組織単位の編集が可能な場合、このデータを
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他のシステムに展開すると、記録システムとの同期が失われ、実装におけるデータの品質が低下
します。
そのため、アプリケーション フレームワークは、エンティティのホーム サイト以外のサイトで
ユーザがこれらのエンティティを修正することがないように、保護レベルを論理エンティティに
割り当てることができるように設計されています。サイト管理者は、Catalog Deployer の設定, （
96 ページ）に説明されているように、4 つの設定から 1 つを選択することにより、論理エンティ
ティに提供する保護のレベルを選択できます。
Catalog Deployer はエンティティの一部としてエンティティの権限を展開します。権限がそのホー
ム サイトのエンティティから除去された場合、このアプリケーションは、Catalog Deployer がこの
除去の複製のために使用できる削除スタブ（またはトランザクション ログ）を残しません。たと
えば、サービスをオーダーする権限がサービス定義の組織単位から除去されたとき、Service Catalog
はこの事実を保持せず、権限を除去するだけです。
権限が変更されたサービスを展開すると、サービス定義とその権限の間のすべての関連付けが対
象サイトにドロップされ、ソース サイトで有効な権限に従って再作成されます。ただし、権限が
カスタムロールまたはグループに付与されている場合に、ロールまたはグループがソースサイト
から削除されても、ロールまたはグループは対象サイトから削除されません。Catalog Deployer は
エンティティの削除をプロパゲートできません。

Catalog Deployer でサポートされている/サポートされていないエンティティ
次の表は、Catalog Deployer によってサポートされているすべての論理エンティティと、それらに
関連付けられたアプリケーション モジュールの一覧を示したものです。
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表 35：サポートされている/サポートされていないエンティティ

モジュール

サポートされているエンティティ

Service Designer

サービス定義（提供、フォーム、フォーム セク
ション、計画、承認、権限）
サービス定義とともに自動的に展開されるコン
ポーネント エンティティ。
• サービス グループ
• ディクショナリおよびディクショナリ グ
ループ
• アクティブ フォーム コンポーネントおよ
びコンポーネント グループ
• キーワード、カテゴリ、およびプレゼン
テーションの各要素
• スクリプト機能およびライブラリ
サービス定義によって参照されるエンティ
ティ。
• 電子メール テンプレート
• Organization Designer のエンティティ
• Service Link のエージェントおよび変換

Service Item Manager

サービス定義とともに自動的に展開されるコン
ポーネント エンティティ。
• サービス項目（サービス項目ベースのディ
クショナリまたはテーブルベースのデータ
取得ルールによって参照される場合）
• 標準（テーブルベースのデータ取得ルール
によって参照される場合）サービス項目と
標準を別々に展開することもできます。

Service Link

• エージェント（Agents）
• 選択されたエージェントに関連付けられた
変換も展開されます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
89

コンテンツ展開の管理
概要

モジュール
Organization Designer

サポートされているエンティティ
• キュー
• 組織
• グループ（Groups）
• ロール
• 役職
• 人員（People）

Administration

• 電子メール テンプレート
• ターゲット タイプを使用して、インフラ
ストラクチャ/アプリケーションのテンプ
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。カスタム
パッケージでは、ターゲット タイプはデ
フォルトで表示されます。

Demand Management

• アカウント定義
• 契約テンプレート
• 課金料率

Catalog Deployer は、上記のエンティティをソース サイトのデータベースからターゲット サイト
のデータベースにコピーします。Catalog Deployer は、ファイル システムに格納されている情報の
移動、コピーは行いません。Catalog Deployer は、JavaScript 関数に関連付けられたライブラリの
定義をコピーします。

サポートされていないエンティティ
Catalog Deployer は、同じバージョンの Service Catalog を使用して実装されている 2 サイト間でト
ランザクション データベースに格納されている論理エンティティを移行します。エンティティは
.xml の形式でテキスト ストリームに抽出されます。これは展開用パッケージの一部であり、パッ
ケージの作成に使用される仕様（任意）も含まれています。そのパッケージは、バックアップ メ
カニズムとして、および別のサイトのターゲット データベースにエンティティ定義を展開するた
めのソースとして機能させるために、ソース データベースから抽出できます。エンティティ定義
は変更されずに対象環境に展開されます。
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（注）

Catalog Deployer は、.bmp 形式のイメージ（プレゼンテーション要素）の展開をサポートして
いません。Service Designer は現在、このようなイメージの指定ができないようになっていま
す。古い形式のイメージは、.jpg または .gif など、Web 上のプレゼンテーションに最適化され
た別の形式に変換する必要があります。
Catalog Deployer は論理エンティティ以外の Service Catalog のいずれのコンポーネントにも影響し
ません。これらのコンポーネントのいくつかに対する変更は、Service Link によって処理される構
成管理シナリオ（カスタマーが設計および構成した設定項目の実装間での同期）の一部でないた
め、これ以上ここでは検討する必要がありません。次に例を示します。
• ソフトウェア コンポーネントは Service Catalog インストーラでインストールして設定する必
要があります。
• データ マートおよびレポーティング テーブルのコンテンツは Service Catalog インストーラで
作成して Extract-Transform-Load（ETL）プロセスで入力する必要があります。
• スキーマは Service Catalog のインストールの一部としてアップグレードされます。
• カスタマイズされたすべての Service Catalog コンポーネント、または追加コンポーネントは
Service Catalog インストーラの [カスタマイゼーション（Customizations）] オプションにより、
このガイドに記載されている手順ですべてのサーバにインストールする必要があります。こ
のようなカスタマイズには一般に、拡張サービス組織によって提供される API や、ディレク
トリ統合で使用されるカスタム マッピングのサポートが含まれます。
ただし、追加の設定項目は、Catalog Deployer によって処理される論理エンティティに対する変更
と組み合わせて展開しなければならない場合があります。これらの詳細を、影響を受ける論理エ
ンティティとともに、以下の表に示します。
表 36：サポートされていないエンティティ

設定項目

制御および移行する追加のアーティファクト

外部ディクショナリ

データベースで実行される DML および DDL ス
クリプト

データソース

外部ディレクトリや、データ取得ルールで参照
される SQL ベースのオプション リストまたは
テーブルを参照するデータソースの指定

データ取得ルール

ルールに直接入力される SQL ステートメント
（異なるデータベース タイプ間では互換性がな
い場合がある）

ISF スクリプト ライブラリ

アプリケーション サーバに展開されるライブラ
リ（JavaScript）テキスト ファイル
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設定項目

制御および移行する追加のアーティファクト

カスタム アダプタ

Service Link の Adapter Development Kit（ADK）
によって生成される展開ファイル

アプリケーションのロールおよび機能
重要なロールは次のように定義されます。
表 37：重要なロール

ロール

定義

Catalog Publisher

サービス カタログの作成と管理、ランタイム アプリケーションへのカタロ
グ コンテンツの展開、カタログのルック アンド フィールと構造の設定を行
います。また、サービス定義と提供計画の変更に従って、展開されたカタロ
グ コンテンツの継続的な更新を行います。

Service Designer

カスタマー サイトでサービス定義を設計します。サービス設計者は、カスタ
マー IT チームのカスタマーに提供されるサービスについて豊富な専門知識
を持ち、Service Designer および Organization Designer の使用法に習熟してい
ます。サービス設計者は、技術的には中級ですが、一般的にはエンジニアと
いうよりはビジネス アナリストです。
サービス設計者は、開発サイトでサービス定義を頻繁に作成したり変更した
りしなければならない場合があります。ステージング サイトまたは本番サイ
トへ作業をパブリッシュするために Catalog Deployer の使用が許可される人
もいます。

Organization
Builder

カスタマー サイトで Organization Designer の組織エンティティを設計します。
組織ビルダーは、Service Catalog を正常に展開して使用するために必要な組
織単位、グループ、およびロールの設定に関する組織のニーズについて豊富
な専門知識を持っています。
組織ビルダーは、Organization Designer モジュールの使用法に習熟している必
要があります。組織ビルダーは、技術的に高度である必要はありませんが、
アプリケーション管理の IT リソースである必要があります。

Site Administrator

カスタマー サイトでアプリケーションの権限を管理します。この担当者は、
システムの最初のユーザになる場合があります。Global Configurations の設定
など、アプリケーションのバック エンドのすべてにアクセスできます。言語
や課金カテゴリなどのリストの管理も行います。
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ロール

定義

Change Manager

カスタマー サイトで実装の変更要求を承認します。この担当者は、通常、本
番サイトの安定性に責任を負っています。本番サイトへの展開に先立ち、す
べての変更内容を理解しておく必要があります。このロールはオプションで
すが、正式な変更制御プロセスが確立されたカスタマー サイトで必要になり
ます。

Service
Administrator

作成および UCSD、CloudCenter、および UCS PM の統合を作成および管理し
ます。この担当者は、UCSD サービスおよび CloudCenter アプリケーション
のためのカスタム テンプレートの作成およびマッピングも行います。サービ
ス管理者は、次のモジュールにアクセスできます。Service Catalog、Service
Designer、Order Management、Administration-Manage Connections、および
Integrations。

Team Administrator チームの作成と管理を行います。チーム管理者は、担当するチームとその
チームに関連付けられたサブチームのすべてのユーザに関連するサーバ、展
開、およびオーダー管理を表示できます。チーム管理者は、サブチームの作
成/更新/削除に加え、それらの親チームの変更を行う権限を有します。この
担当者は、下の階層のチームおよびユーザを、そのサブチームを誰が作成し
たかに関係なく、すべて表示することができます。

次の表は、Catalog Deployer モジュールに関して、システム定義のロールおよび各ロールに付与さ
れるデフォルト機能を説明したものです。
表 38：事前定義されたロールおよび機能

定義済みの 機能
役割
基本サービス展開 拡張サービ カスタム展 展開のイン 展開用パッ ブランド コ
の管理
ス展開の管 開の管理
ポート
ケージの展 ンテンツ ラ
理
開
イブラリの
パッケージ
ング
Catalog
Designer
and
Administrator
Organization
Designer
Site
Administrator

P
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定義済みの 機能
役割
Catalog
Publisher
Licensed
Content
Publisher

Service Catalog の実装と構成管理
この項では、Service Catalog の実装方法と、業界標準の構成（または変更）管理プラクティスをサ
ポートする関連プロセスの設計方法を説明します。
以下では、一般的な方法と（Catalog Deployer 設定管理など）Service Catalog アプリケーションで
使用可能な方法について説明し、両者を比較します。初期開発からテスト、展開、およびメンテ
ナンスまで、展開の段階に一致した、構成管理に対するさまざまなアプローチを説明します。

Catalog Deployer のベスト プラクティス
Catalog Deployer は、IT 業界標準の構成管理方法およびテクノロジーで採用されているベスト プ
ラクティスを実装します。そのため、これらのプラクティスを確認しておくと役に立ちます。
• ソフトウェア設定項目（つまり、ITアプリケーションを構成する個々のソフトウェアモジュー
ルまたはコンポーネント）に対する変更は開発環境で行われます。
• 同じ（開発）環境において、変更されたソフトウェアは一般に予備テスト（単体テスト）を
受けます。
• 単体テストにソフトウェアが合格すると、ソフトウェアの「ソース」のコピーがソース コー
ド管理システムにチェックインされ、リリース候補のラベルが付けられます。「ソース」
は、テキスト エディタで作成されて保守されるコードを含む、複数のタイプのアーティファ
クトで構成される場合や、あるいは、ますます一般的になりつつあるものとして、統合開発
環境の一部になっているメタデータ リポジトリ内に、または XML ファイルに格納された仕
様で構成される場合があります。
• 保存されたソースは、厳重に制御されたテスト環境に展開され、そこで厳しいテストが行わ
れます。テスト環境は、異なるテストの実行結果を確実に比較できるようにするため、テス
トの各セットの前に再初期化される場合があります。
• テスト実行者は、問題を見つける責任はありますが、それを診断または修正する責任はあり
ません。すべての問題は、開発チームに報告されます。開発チームは、開発環境を使用し
て、問題の修正、コードの再テスト、および修正されたソースのコピーの保存を行います。
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• 修正、抽出、展開、テストの各ステップは、ソフトウェアがすべてのテスト条件（これらは
パフォーマンス対策または機能要件またはその組み合わせの場合があります）を満たすこと
をテスト チームが認定するまで繰り返されます。
• テスト環境に展開され（そしてテストされ）た同じソースが、本番環境に展開されます。

構成管理
Service Catalog アプリケーションの場合は、開発されるソフトウェアの多くが、カテゴリ、グルー
プ、タスク、チェックリストなどの関連要素を含むサービス定義です。
Catalog Deployer は、お客様が、サービス定義などのコンテンツや関連サービスを展開するために
使用できます。
一般的な構成管理シナリオと Catalog Deployer が果たす役割には次のようなものがあります。
• 新規のサービス定義または拡張されたサービス定義を開発環境で開発して単体テストを行い
ます。
• Catalog Deployer を使用して、開発環境から新規のサービス定義または更新されたサービス定
義を抽出します。作成された展開パッケージは、必要に応じて、エクスポートされ、ソース
コードの制御下に置かれます。
• Service Catalog データベースにない他のコード リソース（JavaScript ライブラリなど）もソー
ス コードの制御下に置く場合があります。
• Catalog Deployer を使用して、テスト環境または品質管理（QA）環境にサービス定義を展開
します。
• サービスをテストします。問題が見つかった場合は、サービスが指定要件を満たしたものと
認定されるまで、前のステップを繰り返します。つまり、開発でコードを修正して、抽出
し、テスト環境に再展開します。
• テスト環境で受け入れられると、サービスは、コードをテスト環境に最初に展開した同じ手
順に従って本番環境に展開されます。
このシナリオは業界標準に従ったものです。業界標準では、開発環境においてのみ、サービス定
義の変更が行われます。また、テスト環境および本番環境にソース コードの制御されたセットを
展開するには、自動化されたプロセスが使用されます。
ただし、このシナリオは不完全です。ほとんどの実装では、人員と事業単位（組織のタイプ）が、
本番環境に動的に追加されたり、人員が初めて Service Catalog にログインしたときに彼らのため
にサービスをオーダーしたり、審査または承認を実施するために割り当てられたりします。した
がって、Catalog Deployer は、これらのエンティティを本番サイトから開発に戻す移行のときも使
用しなければなりません。それにより、まだ開発中のサービス定義または他の Service Catalog 設
定項目（たとえば、承認）でそれらのエンティティを使用できます。さらに、サービス定義は、
電子メールテンプレート、グループ、キュー、サービスチーム組織、およびロールなどの関連エ
ンティティを参照する場合があります。これらのいずれかが対象環境に存在しない場合、足りな
いものを対象環境に展開しなければ、サービスの展開パッケージは正常に展開されません。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
95

コンテンツ展開の管理
Catalog Deployer の設定

Catalog Deployer の設定
Catalog Deployer の設定には次の作業が含まれます。
1 Service Catalog をインストールして、Catalog Deployer をサポートするようにクライアント ワー
クステーションを設定するための前提条件を満たす。
2 Catalog Deployer を含む Service Catalog のバージョンをインストールする。Catalog Deployer は
すべての Service Catalog サイトの一部として自動的にインストールされます。

（注）

サービス パックを含むすべてのサイトで、同じ Service Catalog のバージョンを使用する必要が
あります。
3 開発と本番の Service Catalog インスタンス内で実装とサイトを設定する。
4 ソース サイトとターゲット サイトでアプリケーション サーバ JDBC データ ソースを設定す
る。
5 Administration モジュールと Organization Designer モジュールを使用して、実装での働きに適し
た Catalog Deployer 機能に担当者がアクセスできるようにする。

（注）

さまざまなデータベースからインポート（Catalog Deployer または REX を使用して）された
「個人」と「エージェント」データのパスワードをターゲット 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。「個人」と「エージェント」のパスワードがリセットされなかった場
合は、それらをターゲット データベースで正しく復号化できません。

クライアント ワークステーションの設定
Catalog Deployer によって生成される展開パッケージは、含まれるエンティティの圧縮された XML
表現を含みます。Catalog Deployer はパッケージのファイルベース送信を使用します。その中で、
パッケージ コンテンツは、パッケージのエクスポートおよびターゲット サイトへの以降のイン
ポートにより、あるサイトから別のサイトへ転送されます。
このファイル ベースの転送をサポートするには、暗号化されたページをディスクに保存できるよ
うユーザのブラウザを設定する必要があります。次の手順を実行します。

ステップ 1

[ツール（Tools）] > [インターネットオプション（Internet Options）] > [詳細設定（Advanced）] を選択しま
す。

ステップ 2

[暗号化されたページをディスクに保存しない（Do Not Save Encrypted Package to Disk）] チェック ボック
スをオンにします。

ステップ 3

[OK] をクリックします。
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（注）

すべての展開がサイト間の直接送信で行われている場合、この設定は不要です。

実装とサイトの設定
Catalog Deployer を使用する前に、開発インスタンスおよび本番インスタンスを使用して実装を設
定する必要があります。実装は、Catalog Deployer が Service Catalog サービス定義とその他の Service
Catalog エンティティを移行するサイトを集めたものです。
実装とサイトの設定手順の概要は以下のとおりです。詳細は以降のセクションで説明します。

ステップ 1

実装に名前を割り当てます。この名前は一般に会社やプロジェクトを表します。この名前はマニュアル記
載のみを目的とし、Catalog Deployer によって使用されることはありません。

ステップ 2

実装内のサイトに名前を付けます。
実装内では、各サイトに一意の名前を付ける必要があります。Service Catalog は、エンティティの変更（追
加、修正、削除）をユーザに許可する保護レベルを Service Designer および Organization Designer のページ
に割り当てるために、この固有の名前を使用してサイトを識別します。
通常、開発（DEV）と本番（PROD）の 2 つのサイトが必要です。設定管理および移行計画で必要になっ
た場合は、追加のサイト（STAGE、TEST、QA など）を使用できます。

ステップ 3

各論理エンティティのホーム サイトの指定
各論理エンティティにホームサイトを（1つ）指定します。論理エンティティのホームサイトを決定する
際に、以下のルールが役立ちます。
• 論理エンティティのホームは、一般に、1 つのサイトのみにすべきです。これにより、エンティティ
インスタンスに対する変更をよりよく管理できます。
• サービスの定義に関係する論理エンティティのホームは、明らかに開発インスタンスにすべきです。
• システムの本番使用によって作成されるエンティティのホームは、本番サイトにすべきです。Import
Person イベントを含むシングル サインオン（SSO）またはディレクトリ統合が有効な場合、本番の論
理エンティティ ホームは人を含みます（したがって、同じテーブルにあるキューも含みます）。自
動化されたユーザ作成ファシリティによって組織単位が作成された場合、組織単位のホームも本番サ
イトに置く必要があります。
論理エンティティのホームがテスト サイトやステージ サイトに置かれることは、ほぼありませ
ん。これは、このようなサイトは通常、公開データおよびテスト対象の新しく開発されたコー
ドを使用して再構築されるためです。
各サイトのデータ ソースの作成
Catalog Deployer でコンテンツをサイトに展開するためには、Service Catalog アプリケーションを実行して
いるアプリケーション サーバで、そのサイトの JDBC データ ソースを設定する必要があります。たとえ
ば、開発サイトで開発したサービスをテストおよび本番に展開するには、開発サイトは本番サイトおよび
（注）

ステップ 4
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テスト サイトの両方のデータ ソースを含んでいなければなりません。本番サイトから開発に組織エンティ
ティを展開するには、本番インスタンスは開発インスタンスのデータ ソースを含んでいなければなりませ
ん。
クラスタ化されたサイトの場合、サイトを構成する各ノードがデータ ソースにアクセスできる必要があり
ます。
ステップ 5

各サイトでのプロセスの繰り返し
実装、サイト、および論理エンティティを指定するデータは、順番に、論理エンティティ内に格納されま
す。
これらの仕様は、実装を構成するすべての Service Catalog インスタンスに存在しなければなりません。
また、すべてのサイトで適切なデータ ソースを作成する必要があります。

Administration モジュールでの実装の設定
Catalog Deployer を使い始めるには、Administration モジュールで実装環境の設定を行う必要があり
ます。Administration で設定した値により、ソース サイトは対象サイトを認識できるようになりま
す。
アプリケーション サーバ コンソールの JDBC データ ソースのページでデータ ソースを定義した
後で、次の手順を実行する必要があります。
実装を設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1

Administration 特権を持ったユーザとして開発インスタンスにログインします。

ステップ 2

モジュールのドロップダウン メニューから、[管理（Administration）] を選択します。

ステップ 3

[設定（Settings）] タブをクリックします。

ステップ 4

右側のメニューから、[EntityHomes] を選択します。
[論理エンティティのホームの仕様（Logical Entity Home Specification）] ページが表示されます。
これらの設定は、Catalog Deployer と Service Designer モジュールおよび Organization Designer モジュールの
動作に影響します。設定が正しくないと、間違ったデータが本番サイトを含む Service Catalog アプリケー
ション サイトに書き込まれる可能性があります。これらの設定の変更は、システム管理者だけが行うよう
にする必要があります。

ステップ 5

[実装サイト（Implementation Sites）] セクションのページ下部にあるテキスト フィールドに、サイト名を
入力します（例：「Development」）。

ステップ 6

[データソースの選択（Select a Data Source）] ドロップダウン メニューからデータ ソースを選択し、[新規
追加（AddNew）] をクリックします。
サイト名のリストにこのサイト名が追加されます。
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ステップ 7

他のサイトとして、本番サイトの名前を追加します。

ステップ 8

QA または Test など、Catalog Deployer でリフレッシュする必要のある他のサイトが実装に含まれる場合
は、これらも追加します。

ステップ 9

ページ上部にある [実装名（Implementation Name）] フィールドに実装名を入力します（例：My Cloud や
Data Center Management）。

ステップ 10 現在のサイトを識別するために [このサイト（This Site is）] ドロップダウン メニューから開発サイトを選
択し、[[更新（Update）]] をクリックします。
ステップ 11 エンティティの [ホーム サイト（HomeSite）] の割り当てを確認し、要件に合わないところを変更します。
完了したら、[更新（Update）] をクリックします。
ステップ 12 定義した各サイトに適切な [サイト保護レベル（SiteProtectionLevel）] を割り当てます。完了したら、[更
新（Update）] をクリックします。これらの保護レベルは、対応する論理エンティティの保守を行う Service
Designer、Organization Designer、および Administration のページの動作を変更します。
表 39：保護レベル

保護レベル

ホーム以外のサイトのユーザ インターフェイスに
対する影響

なし（None）

なし：エンティティを作成および変更するための
UI 要素がすべて使用可能なままになります。
保護レベル [なし（none）] は、実装の初期段階の開
発サイトでのみ使用すべきです。このレベルでは、
適切なロールを持つユーザなら、サイト内のすべて
のエンティティを作成、変更、削除することができ
ます。

作成のみ（Create only）

新しい論理エンティティの作成の制御が無効になり
ます。

作成、変更（Create, Modify）

論理エンティティの作成、更新の制御が無効になり
ます。
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保護レベル

ホーム以外のサイトのユーザ インターフェイスに
対する影響

作成、変更、削除（Create, Modify, Delete）

論理エンティティの作成、編集、および削除のすべ
ての制御が無効になります。
保護レベル [作成、変更、削除（Create, Modify,
Delete）] は、一般にすべてのテスト、ステージン
グ、または QA サイトに適用すべきです。これらの
サイトは、通常、（たとえば、パフォーマンス テ
ストやボリューム テストをサポートするために）
公開から完全なデータベースをコピーする、また
は、公開に昇格する前の機能テストのために開発か
らサービスを展開することによって、リフレッシュ
されます。
保護レベル [作成、変更、削除（Create, Modify,
Delete）] は、一般に本番サイトに適用すべきです。
保護レベル [作成のみ（Create only）] では、エン
ティティ名の変更などのマイナー修正を保護エン
ティティに適用できます。

（注）

1 つの実装内のすべてのサイトで、同じサイト名、エンティティ ホーム設定、保護レベルを指
定する必要があります。これは、ユーザがエンティティを誤って間違ったサイト（そこでは、
エンティティが「同じ」エンティティの次の展開によって上書きされ、異なるサイトで開発お
よび保守される可能性があります）で作成または修正することを防止します。

サイトのデータ ソースの設定
Catalog Deployer がパッケージを別のサイトに送信するためには、ターゲット サイトに対応する
JDBC データ ソースがソース サイトと同じアプリケーション サーバ上で設定されている必要があ
ります。JDBC データ ソースを設定する手順は、『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade
Guide』に記載されている RequestCenter データ ソースを設定する手順と同じです。
Service Catalog でデータ ソースを検出するには、同じ JNDI 名プレフィックスを使用する必要があ
ります。検出されたデータ ソースのリストが [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [デー
タソースレジストリ（Data Source Registry）] に表示されます。
特定のデータ ソースは、レポートを作成する目的で使用され、Service Designer や Catalog Deployer
のユーザに表示するためには使用されません。データ ソースをこれらのユーザーに必要なものだ
けに制限するには、これらのデータ ソースの [エンティティホーム定義に使用（Use for Entity Home
Definition）] チェックボックスをオンにしてから、[更新（Update）] をクリックします。
サイトの設定
最初に、1 つのサイトを設定します。通常は、開発サイトから始めます。開発サイトは、ソース
サイトに表示される他のターゲットサイトに移行されたサービス定義のソースサイトです。実装
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全体の構成に応じて、どのサイトでもソースサイトまたはターゲットサイトとして、あるいは潜
在的に両方のサイトとして、設定できます。
たとえば、テスト サイトと本番サイトが見えるように開発サイトを設定、および開発サイトとテ
スト サイトが見えるように本番サイトを設定します。このシナリオでは、まず開発からテストに
エンティティを展開します。次にテストが成功したと仮定し、開発から本番にエンティティを展
開します。次に、組織情報を本番サイトから、テスト サイトと開発サイトの両方に移行します。
必要なデータ ソースの定義を含め、潜在的なターゲット サイトの設定をすべてのソース サイト
で繰り返します。
設定が正しいことを確認するには、各サイトにログインして、Catalog Deployer に移動し、[アク
ション（Action）] ペインで [送信（Transmit）] をクリックすることによって、パッケージを、今
設定したターゲット サイトの 1 つに送信します。ドロップダウン メニューに選択可能なターゲッ
ト サイトの 1 つとして自分のサイトが表示されます。
図 3：ターゲット サイト

Catalog Deployer のパフォーマンスの考慮事項
Catalog Deployer は、ソース サイトまたはターゲット サイトがオンラインで使用中の場合に実行
する必要があります。ただし、この使用には何らかの制限を設けることをお勧めします。
Catalog Deployer の同時使用
Catalog Deployer は、パッケージの組み立てや展開だけでなく、サービスのプレビューにも大量の
メモリを消費します。メモリ消費から生じる問題を避けるために、Catalog Deployer では、6 人以
上のユーザが同時にパッケージの組み立て、インポート、またはプレビューを行うことができな
いようになっています。6 人目のユーザがパッケージの組み立て、インポート、またはプレビュー
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を行おうとすると、Catalog Deployer からその旨のアラートが表示され、後で再試行するように
ユーザに通知されます。通常、本番展開は 1 人の担当者が処理するため、このような状態が本番
環境で発生する可能性はあまりありません。しかし、開発環境やテスト環境で、複数のサービス
設計者がそれぞれのコンテンツを展開のためにパッケージ化している場合は、この状態が発生す
ることがあります。
ブラウザ セッションのタイムアウト
パッケージの組み立てまたは展開は、まだブラウザを介した操作と見なされています。そのため、
Administration モジュールで設定された非活動用のセッション タイムアウトで、大規模なパッケー
ジの組み立てや展開がタイムアウトすることはありません。
パッケージ サイズ
Catalog Deployer は、エンティティが複数のプライマリ エンティティに必要な場合に、関連付けら
れたエンティティをパッケージ内で 1 回作成/更新するだけです。たとえば、展開パッケージ内の
20 のサービスにディクショナリ「IT Software Configuration」が必要な場合、Catalog Deployer はそ
のディクショナリをターゲット サイトで 1 回作成/更新するだけです。共通コンポーネントを持つ
サービスを同じパッケージにまとめることで、パッケージのサイズと、Catalog Deployer が行う必
要のある冗長な作成/更新の数を減らすことができます。
大きいパッケージ（サイズによって定義）のパフォーマンスは時間がかかることが予想されます。
また、このようなパッケージのアセンブリや展開は失敗する可能性があることにも留意してくだ
さい。この場合、解決するには、パッケージをプライマリ エンティティの比較的小さいセットに
分けます。たとえば、20 個のサービスで構成される 1 つのパッケージを作成する代わりに、各 10
個のサービスのパッケージを 2 個作成します。
ホット展開
原則として、Catalog Deployer は 1 回のデータベース トランザクションで完全なパッケージを展開
できます。その場合、1 つのコンポーネントの展開に失敗すると（たとえば、指定されたキュー
がターゲット内に存在しないために拡張パッケージ内のサービス定義を展開できない）、全体の
パッケージ内容がロール バックされます。対象サイトのリポジトリは、展開が開始する前と同じ
状態で維持されます。
ただし、実際には、この全か無かという展開によって問題が発生することがあります。一度エン
ティティが展開されると、完全なパッケージが展開され、データベース トランザクションがコ
ミットされるまで、オンライン ユーザはこれを使用できません。この間に、ユーザが進行中の展
開によって更新されたサービスのオーダーを試みると、ユーザのセッションはハングし、サービ
ス定義が使用可能になるまで待機することになります。最終的に、エラー メッセージが表示され
るか（最悪の場合）、遅延の後サービスをオーダーできるようになります（最良の場合）。（こ
のエラーが発生する可能性があるのは、ユーザが最初にサービスをオーダーする場合のみです。
タスク実行者や承認者がこのサービスで作業する場合には発生しません）。
このシナリオを回避する確実な方法の 1 つは、公開システムが使用中は展開を許可しないことで
す。これは、定期的にスケジュールされたメンテナンス期間に公開システムに対する更新を行う
という、業界で受け入れられているベスト プラクティスに準拠しています。ただし、定期メンテ
ナンスが実行されるまで展開を待機させることができない場合もあります。Service Catalog が稼働
中に展開を実施しなければならない場合に問題が発生する可能性を最小限に抑えるために、サー
ビスをより小さな論理パッケージにグループ化することをお勧めします。サービス設計者は、関

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
102

コンテンツ展開の管理
Catalog Deployer パッケージ

連するサービスを同じパッケージにグループ化することによって、共有コンポーネントの小さく
なったパッケージ サイズの恩恵を受けることもできます。

Catalog Deployer パッケージ
ここでは、Catalog Deployer の機能を簡単に説明します。展開パッケージ タイプ（基本サービス、
拡張サービス、およびカスタム）には、展開可能なプライマリ エンティティと、関連エンティ
ティの管理展開に使用可能なオプションに違いがあります。

基本サービス展開用パッケージ
基本サービス展開用パッケージは、Service Designer でのサービス定義のインポートと同様の機能
を果たします。ターゲット サイトで関連するエンティティ（キューや組織単位など）が見つから
なかった場合は、それらのエンティティが展開で省略されるだけです。基本パッケージにはバン
ドルされたサービスを含めることができません。
サービス展開用パッケージは標準とサービス項目も収集します。ルックアップ Dynamic Data Retrieval
（DDR）とサービス項目ベースのディクショナリで参照されたものが自動的にパッケージに含ま
れます。標準エントリも展開するかどうかを制御する Administration グローバル設定があります
（標準エントリは必ず収集され、制御は展開ターゲットにのみ適用されます）。
必要に応じ、DDR によってサービス フォームなどに取得された空白/空の値のレンダリングを制
御するには、newscale.properties ファイル内のプロパティ serviceform.ddr.null.value.as.empty を
true に設定します。
デフォルトの動作として、基本的なサービスにより、ターゲットサイトにカテゴリがあるかチェッ
クされます。ソース サイトのカテゴリがターゲット サイトに存在する場合、サービスは、ター
ゲットサイト上の関連カテゴリに追加されます。これらのカテゴリがターゲットサイトに存在し
ない場合は、ターゲット サイトに新しいカテゴリが作成され、ソース サイト エンティティとマー
ジされます。

（注）

Catalog Deployer で展開用のサービスを表示または選択するために Service Designer の権限は必
要ありません。
基本サービス展開用パッケージの内容とその関連するエンティティを以下に示します。
表 40：基本サービス展開用パッケージ

コンテンツ タイプ

操作

エンティティ タイプ/説明

プライマリ エンティティ

[サービスの内容（Services
サービス定義：Service Designer
content）] タブ経由で選択され の [サービスカタログ（Service
る
Catalog）] オプションで定義さ
れたサービス定義のすべての側
面

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
103

コンテンツ展開の管理
Catalog Deployer パッケージ

コンテンツ タイプ

操作

エンティティ タイプ/説明

コンポーネント エンティティ

自動展開

サービス定義によって参照され
るすべてのエンティティ：
• カテゴリ（Categories）
• データ ディクショナリ
• ディクショナリ グループ
• 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 コン
ポーネント グループ
• キーワード
• 目的
• プレゼンテーション要素
• スクリプト機能
• スクリプト ライブラリ
• サービス グループ
• サービス項目とサービス
項目グループ
• 標準と標準グループ
• 内線番号（Extensions）

関連エンティティ

展開では、ターゲット サイト サービス定義によって参照され
に存在しないエンティティ関連 るすべてのエンティティ：
付けが省略されます。
• エージェント（Agents）
• 電子メール テンプレート
• 役職
• グループ（Groups）
• 組織
• 人員（People）
• ロール
• キュー
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デフォルトで、Catalog Deployer は標準データと標準定義を展開します。この動作を無効にするに
は、Administration 設定を [標準テーブルのエントリ(データ)の展開（Deploy Entries (data) in Standards
Tables）] に設定します。さまざまな環境でさまざまなデータ セットを使用しなければならない場
合や、データが外部ソースからファイル インポートを介して提供される場合などにこの方法を選
択します。

拡張サービス展開用パッケージ
拡張サービス展開用パッケージは、指定したサービス定義とそのコンポーネントを展開します。
このパッケージ タイプでは、対象サイトでの展開中にサービス定義の関連エンティティを処理す
る方法のオプションを制御する機能が提供されます。
拡張サービス展開は、基本展開とは次の 2 つの点で大きく異なります。
• 親サービスを選択してそれがバンドルであることを示すことによって、バンドルを構成して
いるすべてのサービスを自動的に展開できます。
• ユーザは、関連付けられたエンティティが展開時にターゲット サイトに存在しないときに実
行するアクションを指定できます。これは、基本サービス展開の動作を上書きするため、関
連エンティティが 1 つも存在しない場合、自動的に失敗します。
関連付けられたエンティティまたは関連付けられたカテゴリがターゲット サイトに存在しないと
きの拡張サービス展開パッケージにおける Catalog Deployer の動作を制御するオプションについ
て、次に要約を示します。
表 41：関連エンティティのための拡張サービス展開パッケージ

関連エンティティのオプション
エンティティ

使用可能なオプション

結果

サービス アクセサリおよび 省略（Skip）
前提条件（Service
Accessories and
失敗（Fail）
Prerequisites）
エージェント（Agent）

電子メール テンプレート
（Email Template）

省略（Skip）

エージェントの参照が、提供タスク
または承認タスクから削除されます

失敗（Fail）

展開が失敗します

省略（Skip）

テンプレートの参照が、提供タスク
または承認タスクから削除されます

失敗（Fail）

展開が失敗します
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関連エンティティのオプション
エンティティ

使用可能なオプション

役職（Functional Position） 省略（Skip）

グループ（Group）

キュー（Queues）

ロール（Roles）

役職との関連付けが削除されます。
割り当てはデフォルト サービス
キューに入ります

失敗（Fail）

展開が失敗します

省略（Skip）

グループとの関連付けが削除されま
す。割り当てはデフォルト サービス
キューに入ります

失敗（Fail）

展開が失敗します

組織（Organizational Unit） 省略（Skip）

人員（People）

結果

タスクがデフォルト サービス キュー
に割り当てられます

失敗（Fail）

展開が失敗します

省略（Skip）

タスクがデフォルト サービス キュー
に割り当てられます

失敗（Fail）

展開が失敗します

省略（Skip）

タスクがデフォルト サービス キュー
に割り当てられます

失敗（Fail）

展開が失敗します

省略（Skip）

タスクがデフォルト サービス キュー
に割り当てられます

失敗（Fail）

展開が失敗します

表 42：関連カテゴリのための拡張サービス展開パッケージ

関連カテゴリのオプション

結果

カテゴリの更新（Update Category）

このオプションは、カテゴリがターゲット サイトに存
在している場合のみ、ターゲット サイト上のカテゴリ
の関連付けを追加または省略します。ターゲット サイ
トにカテゴリが存在しない場合、関連付けは省略されま
す。
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関連カテゴリのオプション

結果

カテゴリの包含（Include Categories）

このオプションを使用して、ターゲットサイト上でソー
ス カテゴリを包含します。カテゴリがまだ存在しない
場合、このオプションは、ターゲット システム上にカ
テゴリを作成します。
• マージ（Merge）：マージでは、ターゲット シス
テム上のカテゴリおよび関連付けが、ソース シス
テムからのカテゴリおよび関連付けとマージされ
ます。たとえば、ソース システムにはカテゴリ C1
を持つサービス（S1）があり、ターゲット システ
ムには、同じサービス S1 が異なるカテゴリ（C2）
で存在するとします。マージを行うと、ターゲッ
ト システムには、両方のカテゴリ（C1 および C2）
を持つ S1 が含まれるようになります。あるカテゴ
リの関連エンティティがターゲット サイト上に存
在しない場合は、次の操作を行います。
◦ 失敗（Fail）：展開を停止します。
◦ 省略（Skip）：ターゲット システムからの関
連エンティティを省略します。
• 置換（Replace）：ターゲット システム上にカテゴ
リがすでに存在する場合、そのカテゴリの既存の
関連付けは、ソース システムからの関連エンティ
ティに置き換えられます。
◦ 失敗（Fail）：展開を停止します。
◦ 省略（Skip）：ターゲット システムからの関
連エンティティを省略します。
• 省略（Skip）：ターゲット システムからの関連エ
ンティティをそのまま保持します。

サービスの定義を実質的に変更するので、[省略（Skip）] オプションおよび [作成（Create）] オプ
ション（選択したエンティティ タイプにのみ使用可能）は、「クイック アンド ダーティ」展開
にのみ有用と見なすべきです。サービスのフォーム コンポーネントはそのまま転送されますが、
提供計画に大幅な変更をもたらす可能性があります。

カスタム展開用パッケージ
カスタム展開用パッケージを使用すれば、展開中に、エンティティを個別に選択して、関連エン
ティティを処理する方法に関するオプションを制御することができます。カスタム展開は、人員、
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キュー、ロール、組織単位、エージェント、サービス項目、標準、課金レート、アカウント定義、
契約テンプレート、カテゴリ、グループなどの組織エンティティ、役職、電子メール テンプレー
トに使用されるのが一般的です。
顧客の展開パッケージでは、サービス定義全体を置き換えることはせず、ターゲット サイト上の
サービスの特定の属性のみを置き換えることができます。[サービス展開（Service Deployment）]
の各オプションで、ターゲット サイト上で更新できるオプションを選択します。
サービス項目と標準展開の振る舞いを制御するよりきめの細かいオプションが用意されています。
オプションで、サービス項目インスタンスと標準エントリを展開の一部として含めることができ
ます。ただし、このオプションはパッケージ内のすべてのサービス項目タイプと標準に適用され
ます。一部の標準またはサービス項目のエントリだけを含めて他のエントリは含めないようにす
るには、それらを別々のパッケージに分離する必要があります。
インポート中に、[デマンド管理（Demand Management）] > [課金レート（Billing Rate）] > [課金
レート定義（Billing Rate Definition）] で [単位レート（Unit rate）] フラグが設定されている場合
（ソース XML）、Catalog Deployer でカスタム パッケージを作成する際に、課金レートに「マー
ジ」オプションが選択されます。レート表がターゲット内に存在する場合は、「マージ」オプショ
ンが無視され、ターゲット内の既存のデータ レコードを削除することによって「上書き」として
実行されます。
「単位レート」フラグが設定されたレート表に対して、次の検証を実施する必要があります。こ
れは、需要管理、NSAPI、および REX フローにも実施する必要があります。
• 1 つの属性だけを課金可能にする必要があります。
• 1 つのデータ レコードだけがレート表データ内に存在する必要があります。
• 単一の請求可能な属性は、データ型「Number」だけにする必要があります
（Integer/Long/Double/Money）。
• データ タブ内に複数のレコードが存在する場合は、ユーザが最初のタブの「単位レート」フ
ラグをチェックできないようにしてください。
カスタム展開を使用してカテゴリを展開すると、ソース サイトのカテゴリ構造のすべてまたは一
部を、ターゲット サイトに再作成できます。選択したカテゴリとそれらのサブカテゴリが展開さ
れ、カテゴリが関連付けられているサービスとカテゴリの関係が、ソース サイトでの関係と一致
するように再確立されます。これは、基本展開パッケージで提供される機能を補完します。基本
展開パッケージでは、展開しているサービスに関連付けられているカテゴリのみがパッケージに
含まれます。
ターゲット側にカテゴリを展開する際には、以下をいずれかを選択できます。
• ソース側の関連付けを含めず、ターゲット サイトのエンティティのみを保持する。
• または、カテゴリがターゲット サイトにすでに存在する場合、ソース側の関連付けを含め、
ターゲットの関連付けをマージ/置換/省略する。
1 つのパッケージには、エンティティ間に相互依存性がある 2 つ以上のエンティティ タイプを含
めることができます。たとえば、人員は既存の組織に関連付ける必要があります。Catalog Deployer
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は正しい順序で自動的にエンティティを展開します。そのため、これらの相互依存関係は維持で
きます。
さらに、同じタイプのエンティティ間に相互依存関係が存在することもあり、ある人員が別の人
員をスーパーバイザとして指名したり、組織階層が存在したりします。このような場合も、Catalog
Deployer によってエンティティは正しい順序で（たとえば、スーパーバイザ エンティティが最初
に）展開されるため、関係を再設定できます。
展開する各エンティティ（役職以外）に対して、パッケージに含まれる新しい定義で対象サイト
のエンティティ定義を上書きする、または展開を省略するオプションを選択できます。
Catalog Deployer はターゲット サイトにエンティティが存在するかどうかを調べるのみで、（たと
えば、ソースがターゲットよりも新しいかどうかを確認するために）コンテンツの検査を行わな
いので、エンティティ展開をスキップすることは危険です。[スキップ（Skip）] オプションは、
すでに存在するエンティティの再インストールを行わないでパフォーマンスを最適化できますが、
その使用は限定された状況（たとえば、エンティティが存在するか不明であるターゲット サイト
に大きいパッケージを初めて展開する場合など）で行ってください。いずれかの面で展開に失敗
する（たとえば、ホーム OU がターゲット サイトと現在の展開パッケージに存在しない人を展開
しようとした）場合は、その欠落を修正してパッケージを再展開できます。まだターゲット サイ
トに存在しないパッケージ コンテンツのみが展開されます。
エンティティタイプ（電子メールテンプレート、役職、およびエージェント以外）ごとに、ター
ゲット サイトの他の関連エンティティとの関係の再設定に関して Catalog Deployer の動作を指定
するオプションもあります。
• ソース サイトの関係を複製せずにエンティティ定義に対する変更のみを展開するには、[含
めない（Do not include）] を使用します。このオプションは、たとえば、新しい組織のみ展
開し、この組織と多数の人々（一部の人は対象サイトに存在しない可能性がある）との関係
は展開しない場合に選択します。
• 一般的にはソース サイトの関連付けを含めることは必要です。このオプションを選択する
と、対象サイトでソース サイト内の関係が複製されます。[スキップ（Skip）] オプションを
使用すると、一部の関連付けられたエンティティがターゲット サイトに存在しない場合に展
開を続行できます。たとえば、まだ開発中で展開されていないサービスにキューを割り当て
ていることがあります。[スキップ（Skip）] オプションを使用する場合は、予想される関連
付けがスキップされた状態にならないように、ログを注意深く読んでください。
展開中にソースサイトからターゲットサイトにインポートされたデータもマージすることができ
ます。このオプションは、サービス項目定義、標準定義、課金レート定義、および同意テンプレー
トに使用できます。

（注）

ポータル ページとポートレット権限はロールを使って展開できます。展開は、ポータル ペー
ジとポートレットが Portal Designer 経由でインポートされてから実施する必要があります。
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展開用パッケージの作成と展開
展開用パッケージは Catalog Deployer で次のフローに従います。

ステップ 1

展開用パッケージを作成します。Catalog Deployer にアクセスして使用する権限を付与されたユーザは、
展開用パッケージを作成し、パッケージに含めるエンティティを選択できます。展開用パッケージの作成,
（110 ページ）

ステップ 2

パッケージをアセンブリします。基盤となるコンテンツが展開準備完了と見なされると、[アクション
（Action）] ペインの [パッケージのアセンブリ（AssemblePackage）] ボタンをクリックすると、展開用
パッケージがアセンブリされます。この時点で、Catalog Deployer はコンテンツを抽出し、展開用パッケー
ジの一部として保存されるコピーを作成します。パッケージのアセンブリが行われると、パッケージに含
まれるエンティティへの変更は、パッケージが再アセンブリされない限りキャプチャされません。展開用
パッケージの組み立て, （112 ページ）

ステップ 3

パッケージを送信します。アセンブリされたパッケージは、展開のために対象サイトに送信されます。
パッケージは、Catalog Deployer 経由で送信できます。または、ソース サイトおよびターゲット サイト間
に直接接続がなければ、このステップをエクスポートおよびインポート プロセスを使用して「オフライ
ン」で実行する場合があります。展開用パッケージの送信, （112 ページ）

ステップ 4

パッケージを展開します。パッケージを展開する権限を持つ担当者は、対象サイトで受信されたパッケー
ジを選択し、展開を実行します。パッケージの展開, （115 ページ）

ステップ 5

ビュー レコード ログ ファイルに、各サイトの Catalog Deployer 内で発生するすべてのアクティビティが
記録されます。ログ ファイル, （118 ページ）

ステップ 6

展開中にサポートされないエンティティについては、を参照してください。 サポートされていないエン
ティティ, （90 ページ）

（注）

パッケージ定義が変更された場合のみ、パッケージを保存する必要があります。パッケージの
コンテンツは自動的に保存されます。

展開用パッケージの作成
展開用パッケージを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで [アクション（Action）] > [新規展開用パッケージ（New Deployment
Package）] を選択します。

ステップ 2

[新規展開用パッケージ（New Deployment Package）] ウィンドウで、次の詳細情報を入力します。
• パッケージ名（Package Name）
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• 説明
• パッケージタイプ（Package Type）
ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

（注）

• 名前からユーザがパッケージ コンテンツを推測できるようにするために、パッケージの
命名標準を策定してください。たとえば、パッケージのタイプ、ソース サイト、コンテ
ンツの説明、およびビルド番号とパッケージが作成された日付の情報を組み合わせて名
前を構成できます。ソース サイトまたはターゲット サイトで同じ名前の 2 のパッケージ
を作成することはできません。
• 特殊文字（たとえば、“\ /:*?"<>()[]” など）を使用するパッケージ名を入力することはで
きません。スペースは使用できますが、ログ XML 出力ファイルでは下線（_）に置き換
えられます。
• パッケージの説明は必須です。パッケージ名と説明は両方とも、パッケージが作成され
た後で変更できます。
• 必要に応じて、[表示と検索（View and Search）] ペインまたは [コンテンツ（Content）]
ペインでパッケージ名をクリックし、[パッケージ名（Package Name）] と [説明
（Description）] フィールドを確認します。検索結果には、入力されたエンティティ タイ
プまたは検索する値がパッケージ内のプライマリ エンティティだったパッケージのみが
返されます。プライマリ エンティティとは、パッケージに含めるために選択されたエン
ティティ（サービス定義、組織単位、グループ、キュー、人員、役職、ロール、カテゴ
リ、電子メール テンプレート）のことです。
• パッケージ タイプはパッケージをいったん作成すると変更できません。パッケージ タイ
プの詳細については、ログ ファイル, （118 ページ）を参照してください。

展開用パッケージへのコンテンツの追加
パッケージにはその作成時にステータス [未送信（Not Transmitted）] が割り当てられます。[表示
と検索（View and Search）] ペイン内でこれをクリックすると、そのコンテンツが [内容（Contents）]
ペインに表示されます。
コンテンツをパッケージに追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[内容（Content）]ペインで、[追加（Add）] ドロップダウン メニューをクリックし、そのパッケージのタ
イプで使用可能なエンティティのリストから、追加するエンティティ タイプを選択します。
[検索（Search）] ダイアログ ボックスが表示され、コンテンツを検索および選択できます。
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ステップ 2

チェック ボックスをオンにしてコンテンツを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、選択したコンテンツを追加します。
コンテンツが [内容（Content）] ペインに表示され、自動的に保存されます。エンティティを削除する必
要がある場合は、チェックボックスをオンにして、[削除（Remove）] と [はい（Yes）] を順にクリックし
ます。コンテンツは、パッケージが送信されるまで、いつでも追加および削除できます。アセンブリされ
た後にコンテンツが変更された場合、パッケージを再アセンブリする必要があります。

パッケージ内容のプレビュー
基本および拡張サービス展開用パッケージでは、サービス定義のプレビューが可能です。
すでにパッケージに含まれているサービスの場合
パッケージの [内容（Content）] ペインに移動し、プレビューするサービスのチェックボックスを
オンにして選択し、[プレビュー（Preview）] をクリックします。
サービスのプレビューはサービス定義の概要およびサービス フォームのレンダリングで構成され
ます。すべてのエンティティ参照がプレビュー最後の [追加内容（Additional Content）] セクショ
ンにまとめられています。これは、サービスを展開する前に対象環境にこれらのエンティティが
存在することを確認するうえで役に立ちます。

展開用パッケージの組み立て
[アクション（Action）] ペインで、[パッケージの組み立て（Assemble Package）] をクリックして
パッケージを組み立てます。[OK] をクリックして、パッケージのアセンブリが成功したことを確
認します。パッケージを組み立てた後、そのステータスは [未送信（Not Transmitted）] のままで
す。いずれかのコンポーネントの定義が変更された場合、または展開するエンティティの追加ま
たは削除を行った場合には再度組み立てることができます。パッケージ組み立てのログ エントリ
には、指定されたプライマリエンティティと一緒に展開されるコンポーネントエンティティの両
方が含まれます。[アクション（Action）] ペインの [履歴（History）] セクションで [ログの表示
（View Log）] リンクをクリックすると、ログが表示されます。

展開用パッケージの送信
コンテンツは、次の場合に別のサイトへ直接送信できます。
• ターゲット サイトは [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [Entity Homes] で定義さ
れています。

Homes

• ターゲット サイトに対応するデータソースは、アプリケーション サーバ コンソールの JDBC
データ ソース ページで定義されています。
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パッケージを送信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[表示（View）] ドロップダウン メニューを使用してステータ
スが [未送信（Not Transmitted）] のパッケージを表示します。

ステップ 2

リストでパッケージを探します。パッケージ名をクリックすると、そのパッケージの情報が他のペインに
表示されます。

ステップ 3

パッケージがアセンブリされていない場合、[アクション（Action）] ペインで、[パッケージのアセンブリ
（Assemble Package）] をクリックします。[OK] をクリックして、パッケージのアセンブリが成功したこ
とを確認します。

ステップ 4

[アクション（Action）] ペインで、[エクスポート（Transmit）] をクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン メニューからターゲット サイトを選択します。
（注）
サイト管理者が設定したデータ ソースのみを選択できます。手順については、『Cisco Prime
Service Catalog Designer Guide』を参照してください。サイトが一覧表示されない場合は、Catalog
Deployer のエクスポート/インポート機能のみを使用するようにサイトが設定されている可能性
があります。
[今すぐ送信（TransmitNow）] をクリックします。

ステップ 6
ステップ 7

[OK] をクリックして、送信が成功したことを確認します。
展開パッケージがターゲット サイトに送信されます。ソース サイトの現在のパッケージのステータスは
[送信済み（Transmitted）] に変更されます。送信したパッケージは、他のサイトに送信したり、エクスポー
トしたりできます。

展開用パッケージのエクスポート
パッケージを送信する代わりに、パッケージをエクスポートすることができます。パッケージを
エクスポートすると、アセンブリされたパッケージのコンテンツで構成される XML ファイルが
作成されます。次に、エクスポート ファイルは、対象サイトにインポートされ展開されます。
パッケージをエクスポートすると、パッケージがテキストで表現されます。エクスポートしたパッ
ケージは、オフラインのアーカイブとして使用したり、会社のソースコード制御システムにチェッ
ク インしたりできます。
パッケージ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

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[表示（View）] ドロップダウン メニューを使用して [未送信
（Not Transmitted）] または [送信済み（Transmitted）] ステータスのパッケージを表示します。
（注）

展開用に受信されたパッケージまたは展開されたパッケージは、エクスポートできませ
ん。
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ステップ 2

リストでパッケージを探します。パッケージ名をクリックすると、そのパッケージの情報が他のペインに
表示されます。

ステップ 3

パッケージがアセンブリされていない場合、[アクション（Action）] ペインで、[パッケージのアセンブリ
（Assemble Package）] をクリックします。[OK] をクリックして、パッケージのアセンブリが成功したこ
とを確認します。

ステップ 4

[アクション（Action）] ペインで、[エクスポート（Export）] をクリックします。
次の例に示されているように、[エクスポート（Export）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

このダイアログボックスで、ファイル名のリンク（上記の例では、ファイル名のリンクは Basic Service
Package02 です）をクリックします。
[ファイルのダウンロード（File Download）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
[名前を付けて保存（Save As）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 7

必要に応じて、ファイルの名前を変更し、目的の宛先を選択します。
宛先は一般的には共有ドライブ上（Catalog Deployer の機能ですべてのユーザがアクセス可能）にします。
パッケージのトラッキングを円滑に行うには、ディレクトリの命名およびサブディレクトリの構造の標準
を確立する必要があります。たとえば、同じ変更要求の一部として展開されるすべてのパッケージに対し
て、新しいサブディレクトリを作成するなどです。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

[Close（閉じる）] をクリックして、[エクスポート（Export）] ダイアログボックスを閉じます。

セキュリティやその他の理由でソースから対象サイトへパッケージの直接送信が許可されていな
い場合、パッケージの送信の代わりにエクスポート/インポートを使用できます。結果は同じで
す。つまり、パッケージは [展開用に受信（Received for Deployment）] ステータスでターゲット
サイトに作成され、続いて展開できます。

展開用パッケージのインポート
エクスポートしたパッケージは、対象システムにインポートする必要があります。
パッケージをインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[アクション（Action）] > [インポート（Import）] を選択しま
す。
[インポート（Import）] ダイアログボックスが表示され、インポートするファイルを探すように求められ
ます。
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ステップ 2

[参照（Browse）] をクリックします。

ステップ 3

パッケージ ファイルを見つけて、選択します。

ステップ 4

[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。
展開用パッケージがインポートされ、[展開用に受信（Received for Deployment）] ステータスが割り当てら
れて、開かれます。これで展開できるようになりました。

ステップ 6

[インポート（Import）] ダイアログボックスを閉じます。

（注）

展開用パッケージを最初にエクスポートしたソース サイトに再インポートするには、まずソー
ス サイトから同一のパッケージを削除する必要があります。ファイル名が変更された場合で
も、アプリケーションは重複ファイルを認識します。

パッケージの展開
対象サイトに送信またはインポートしたパッケージを展開するには、以下の手順を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[表示（View）] ドロップダウン メニューを使用して [展開用
に受信（Received for Deployment）] ステータスのパッケージを表示します。

ステップ 2

ステップ 3

リストでパッケージを探します。パッケージ名をクリックすると、そのパッケージの情報が他のペインに
表示されます。
（注）
展開オプションとソース サイトで選択した関連付けされたエンティティのルールに従って展開
が実行されます。対象サイトのユーザは、タブをクリックして選択したエンティティを表示で
きますが、いかなる方法でもパッケージを変更することはできません。
[アクション（Action）] ペインで、[展開（Deploy）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして、展開が正常に完了したことを確認します。

展開が正常に完了すると、パッケージのステータスは [展開済み（Deployed）] に変更されます。
展開するパッケージのアセンブリされたコンテンツは、対象サイトのリリース レベルと一致する
必要があります。Catalog Deployer は、パッケージがアセンブリされたアプリケーション バージョ
ンを追跡し、異なるバージョン間での展開を許可しません。
基本または拡張サービス パッケージには、展開されるサービスで使用するすべてのコンポーネン
ト設計要素が含まれます。ただし、データベースに格納されていない設計コンポーネントは展開
用パッケージに含まれず、別に展開する必要があります。これらの要素には次のものが含まれま
す。
• 任意の ISF スクリプトによって参照される JavaScript ライブラリ
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• 環境に追加され、データ取得ルールまたはオプション リストによって参照されるデータ ソー
ス
展開は、原則として、展開が行われたときにインフライトであった要求によって使用されるサー
ビスおよびコンポーネントの定義に影響を与えません。ただし、要求プロセスの動的性質により、
以前に送信された要求は次のものによる影響を受けます。
• ルールまたは JavaScript 関数およびライブラリのコンテンツに対する変更
• 最終的な承認ステップにまだ合格していないサービス要求の提供計画に対する変更
展開スケジュールおよびサービスの設計者は、サービス定義の以前のバージョンに基づいたイン
フライトの要求が上記の要素の変更による影響を受けることを考慮する必要があります。

複数のパッケージを送信して展開する
1 つの機能で複数のパッケージを送信して展開できます。Catalog Deployer は順番に各パッケージ
を処理し、それぞれのステータスを提供します。この手順により、わずかなユーザ操作で大量の
パッケージを展開することが容易になります。
複数のパッケージを送信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[アクション（Action）] > [複数パッケージの送信（Transmit
Multiple Packages）] を選択します。

ステップ 2

[送信するパッケージの追加（Add Packages to Transmit）] をクリックして [検索（Search）] ダイアログ ボッ
クスを開きます。ここで、送信するパッケージを検索して選択できます。[検索（Search）] ダイアログ
ボックスでは、ステータスが [未送信（Not Transmitted）]（組み立て済み）および [送信済み（Transmitted）]
のパッケージのみを選択できます。

ステップ 3

必要なパッケージのチェック ボックスをオンにして選択します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして、選択したパッケージを追加します。
パッケージが [パッケージ（Packages）] フォルダの下にアルファベット順に表示されます。選択したすべ
てのパッケージが送信されます。パッケージを削除する必要がある場合は、そのチェック ボックスをオン
にして、[削除（Remove）]、[はい（Yes）] の順にクリックします。

ステップ 5

[ターゲットサイトを選択（Select a target site）] フォルダの下で、ターゲット サイトのチェック ボックス
をオンにして選択します。

ステップ 6

[送信（Transmit）] をクリックして送信を開始します。
パッケージが一覧表示された順序（アルファベット順）で送信されます。送信プロセスが完了すると、ス
テータス メッセージが表示され、各パッケージの送信の成否が示されます（送信失敗の最も一般的な理由
は、ソース サイトとターゲット サイト間のバージョンの不一致です）。各パッケージのログファイルも
更新されます。
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同様のインターフェイスによる複数パッケージの展開
同様のインターフェイスを使用して複数のパッケージを展開できます。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[アクション（Action）] > [複数パッケージの展開（Deploy
Multiple Packages）] を選択します。

ステップ 2

[複数パッケージの展開（Deploy Multiple Packages）] ウィンドウの [展開するパッケージの追加（Add
Packages to Deploy）] をクリックして [検索（Search）] ダイアログ ボックスを開きます。ここで、展開す
るパッケージを検索して選択できます。ステータスが [展開用に受信済み（Received for Deployment）] ま
たは [展開済み（Deployed）] の展開パッケージを選択できます。

ステップ 3

展開するパッケージのチェック ボックスをオンにして選択します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして、選択したパッケージを追加します。
パッケージが [パッケージ（Packages）] フォルダの下にアルファベット順に表示されます。選択したすべ
てのパッケージが展開されます。パッケージを削除する必要がある場合は、そのチェック ボックスをオン
にして、[削除（Remove）]、[はい（Yes）] の順にクリックします。

ステップ 5

[展開（Deploy）] をクリックして展開を開始します。
パッケージが一覧表示された順序（アルファベット順）で展開されます。複数送信と同様に、複数展開で
も各パッケージの展開の成否が示されます。この情報は、パッケージのログ ファイルでも利用できます。

展開用パッケージのクローズと再オープン
どの状態の展開用パッケージも、それが作成されたサイトの [表示と検索（View and Search）] ペ
インでそれをクリックして、[アクション（Action）] ペインで [クローズ済みとしてマーク（Mark
as Closed）] をクリックすることによってクローズすることができます。パッケージをクローズす
ると、そのステータスが [クローズ（Closed）] に変わるだけで、そのパッケージは「クローズ」
パッケージのビューにしか表示されなくなります。これにより、探す対象のアクティブ パッケー
ジが少なくなるため、他のパッケージでの作業が容易になります。
クローズしたパッケージはいつでも（他のサイトに送信する必要がある、またはコンテンツをエ
クスポートしたい場合など）再オープンすることができます。パッケージを再オープンするには、
[表示と検索（View and Search）] ペインでそれをクリックして、[アクション（Action）] ペインで
[再オープン（Reopen）] をクリックします。

展開用パッケージの削除
パッケージを削除するには、[表示と検索（View and Search）] ペインでそれをクリックして、[ア
クション（Action）] ペインで [削除（Delete）] をクリックします。削除を確定するには、[はい
（Yes）] をクリックします。展開用パッケージを削除すると、パッケージと展開履歴が現在のサ
イトから完全に削除されます。パッケージ内容は圧縮されますが、パッケージ コンポーネントを
表すために必要な XML は非常に大きくなることがあります。したがって、パッケージを削除す
ると、リポジトリ/データベースで使用可能なスペースを取り戻せます。パッケージを過去にエク
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スポートしたことがある場合は、パッケージの内容を復旧できます。ただし、現在のサイトのパッ
ケージの完全な展開履歴を復旧することはできません。

展開用パッケージのコピー
多くの場合、ビルド プロセスの一部として同じエンティティを複数回展開する必要があります。
たとえば、1 つ以上のサービスを開発環境からテスト環境に展開したとします。次に、修復が必
要ないくつかの不具合をテスターが見つけると、開発環境でサービス定義が修復されて再展開さ
れます。次に、本番環境に展開する前にテスト環境で修正が確認されます。
展開用パッケージのコピー機能はこのワーク フローを容易にします。目的のコンテンツを持つ最
初のパッケージが作成されたら、このパッケージをコピーできます。
パッケージをコピーするには、以下を実行します。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインでパッケージを選択します。

ステップ 2

[アクション（Action）] ペインで、[コピー（Copy）] をクリックします。
[パッケージのコピー（Copy Package）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

パッケージの名前を変更します。

ステップ 4

[パッケージのコピー（Copy Package）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
新しいパッケージが作成され、[未送信（Not transmitted）] のステータスで開かれます。このパッケージに
は、アセンブリされたパッケージ コンテンツではなく、[コンテンツ（Content）] ペインで指定されたエ
ンティティが含まれます。次に、必要に応じて、パッケージを再アセンブリできます。

ログ ファイル
[アクション（Action）] ペインの [履歴（History）] セクションの [ログの表示（ViewLog）] リン
クには、Catalog Deployer によるアクションの詳細が表示されます。[ログの表示（View Log）] リ
ンクをクリックすると、[ログの表示（View Log）] タブが開いて、[ログの詳細（Log Details）] と
[XML出力（XML Output）] というサブタブが表示されます。ログには、パッケージが受けるすべ
てのアクティビティが記録されます。アセンブリ ログには、パッケージに含まれるすべてのエン
ティティが表示されます。展開ログには、ターゲット サイトで正常に抽出されたすべてのエン
ティティが表示されます。パッケージの展開に失敗した場合、エラーも表示されます。
ログには、すべてのパッケージの詳細（名前、説明）、組み立てまたは展開の時刻の日時スタン
プ、および含まれているすべてのエンティティが含まれます。
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既知のエラーおよび欠落
Catalog Deployer はエンティティの名前変更をサポートしていません。ソース サイトでエンティ
ティ名を変更し、そのエンティティを展開しようとしたり、名前を変更したエンティティを参照
するサービスを展開したりすると、CatalogDeployer は正常に機能しません。関連エンティティと
の関連付けを設定（再設定）するために、Catalog Deployer はそのエンティティをターゲット サイ
トで名前により見つけようとします。展開の目的上、エンティティ「名」は、人員（ログイン名
によって識別）および組織（組織タイプと名前の組み合わせによって識別）を除くすべてのエン
ティティの名前属性です。結果は次のようになります。
• サービス定義のコンポーネント エンティティ（ディクショナリ、フォーム コンポーネント）
では、新しいエンティティが作成され、このエンティティとの関連付けが展開対象のサービ
スに設定されます。
• 展開対象のプライマリ エンティティでは、新しいエンティティが新しい名前で作成されま
す。
• 関連付けられた（ディレクトリ エンティティおよび電子メール テンプレート）エンティティ
では、選択したパッケージ タイプおよび展開オプションに応じて、展開が失敗する場合、ま
たはエンティティの関連付けがスキップされる場合があります。
回避策は次のとおりです。
• 該当する場合は、影響を受けるエンティティのサイト保護をターゲット サイトでオフにしま
す。
• 名前がソース サイトの名前と一致するようにターゲット サイトのエンティティの名前を変
更します。
• サイト保護をオンに戻します。
• エンティティを展開します。
展開プロセスの間は、エンティティ名の変更状況を注意深くモニタリングし、前述の説明のよう
に、ターゲット サイトにエンティティが適用されることを確認する必要があります。その後、
ターゲット サイトへのエンティティの展開を試みます。
目標テーブルと課金レート テーブルで参照されている測定単位は展開パッケージで収集されませ
ん。ターゲット サイトで Administration モジュールを介してサービスまたは課金レートに対して
設定された新しい測定単位を作成してから、それらを参照するパッケージを展開する必要があり
ます。

サンプルの展開シナリオ
ここでは、頻繁に行われるいくつかの開発シナリオおよび展開シナリオで使用する推奨手順の詳
細を示します。
• 初期展開, （120 ページ）
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• 各サーバへのエンティティの配置, （121 ページ）
• 新しいキューを使用するためのサービスの展開, （123 ページ）
• 新しい電子メール テンプレートを使用するサービスの展開, （124 ページ）
• キューおよびサービス チームの名前変更, （125 ページ）

初期展開
新しい Service Catalog サイトを作成する必要があります。1 つのオプションは、既存の Service
Catalog データベースをサイトにコピーし、そのデータベースを使用するようにインストールおよ
び設定を調整する方法です（この手順については、このガイド（http://www.cisco.com/en/US/products/
ps13206/prod_technical_reference_list.html）を参照してください）。また、データベースの初期設定
を行い、Catalog Deployer を使用して新しいサイトの生成に必要なすべてのエンティティを展開す
る方法もあります。

予備設定の実行
Catalog Deployer は、Service Catalog の進展に伴い一般に変化しない Service Catalog の設定面は展
開しません。したがって、初期サイトに対して行ったように、これらの要素を定義する必要があ
ります。
• ディレクトリ統合、承認、およびエンティティ ホームなど、Administration モジュールの設
定を再入力します。これらの設定は開発の設定と同じにすべきですが、環境固有の設定項目
は除きます（たとえば、開発とテストで LDAP ディレクトリが別の場合があります）。
• インストール手順にすべての Service Link カスタム アダプタが含まれていたこと、および
Service Catalog アダプタに加えたすべての変更が再度適用されることを確認します。
• エージェントおよび変換を再入力します（既知のエラーおよび欠落）。

サービスの基盤エンティティの展開
Organization Designer によって保守されるエンティティ（人員、組織、グループ、ロール、および
役職）は、サービス定義がこれらのエンティティを参照できるように、その前にサイトに存在し
ていなければなりません。そのため、これらのエンティティはすべて、サービス カタログを展開
する前に展開する必要があります。また、これらのエンティティは、1 つ以上のカスタム展開パッ
ケージに含める必要があります。
さらに、カスタム電子メールテンプレートをすべて展開する必要があります。電子メールテンプ
レートは、それを使用するサービスが展開される前ならいつでも展開できます。

サービスの展開
基盤エンティティを展開したら、サービスを展開できます。初期展開では、パッケージ サイズを
管理できるサイズにし（つまり、サービス グループごとにグループ化し）、ログを慎重に確認し
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ます。すべての関連エンティティが事前に展開されているはずなので、基本展開を使用する必要
があります。

各サーバへのエンティティの配置
これで 2 つ（以上の）サイトが稼働している状態です。本番サイトのサービスはすべて、開発サ
イトのサービスと同一である必要があります。（開発サイトには初期展開の一部だった追加のサー
ビスがある可能性がありますが、それは問題ありません）。エンティティ定義と（グループ、ロー
ル、および組織の）メンバーシップはどちらの環境で維持しますか。すべてのケースにおいて、
エンティティ保護レベルは、ホーム以外の環境にあるエンティティに対するメンテナンスは回避
するように設定されます。

本番にのみ存在するディレクトリ関連エンティティ
最も単純なアプローチは、サービス定義を構成するすべてのエンティティのホームを開発インス
タンスにし、人と組織のすべての関連エンティティのホームを本番インスタンスにする方法です。
これによって、Catalog Deployer の使用およびそれが展開するエンティティの保守が非常に簡単に
なります。つまり、すべてのエンティティのすべての面が常に 1 つのサイトのみで保守されます。
ただし、ディレクトリ関連エンティティの作成およびテストのワーク フローは複雑になります。
1 新しいサービスを展開する前に、提供計画またはサービスの他の領域で参照されるキュー、組
織、グループ、ロール、および機能ユニットの一覧を作成します。
2 これらすべての関連エンティティが開発インスタンスにすでに存在する場合、それらのエン
ティティは本番サイトにも存在することになります（本番サイトがホームであるため）。した
がって、サービスの作成およびテストを進めることができます。
3 これらのディレクトリ関連エンティティの中でまだ存在しないものがある場合は、本番サイト
にログインして作成します。エンティティ定義、およびそのメンバーシップとロールを設定し
ます。
4 本番サイトにログインして、新しいエンティティとその関連エンティティを含むカスタム展開
パッケージを作成します。ターゲット インスタンスにまだ関連付けがないため、このパッケー
ジでは新しいエンティティに対して [ソース関連付けの使用（Use Source associations）] オプ
ションを使用する必要があります。
5 カスタム パッケージを開発サイトに展開します。
6 展開した新しいエンティティを使用して、サービスを作成します。
7 サービスがテスト可能な状態になったら、対象サービスを含む基本サービス パッケージを作成
します。
8 まず、ディレクトリ エンティティを含んでいるカスタム パッケージをテスト サイトに展開し
ます。次に、基本サービス パッケージを展開します。
9 サービスがテストにパスしたら、同じ基本サービス パッケージを開発サイトから本番サイトに
展開します。
このシナリオでは、ディレクトリ関連エンティティに関するすべての作業（サービス定義内での
実際のエンティティ参照を除く）は 1 か所、つまり本番環境で行われます。これは推奨されるプ
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ロセスです。つまり、すべての作業が 1 か所で行われるため、確認とモニタリングが容易になり
ます。ただし、このプロセスでは次のような不都合が生じることがあります。
• 開発プロセスにステップを追加することになります。エンティティ定義を最初に（または 2
度目あるいは 3 度目に）訂正しなかった場合は、本番に戻ってエンティティを修正し、再
パッケージ、再展開および再テストを行わなければならなくなります。再パッケージを行う
場合、プライマリ エンティティはターゲット サイトにのみ存在するサービスにすでに関連
付けられているため、プライマリ エンティティに対して [ターゲット関連付けの使用（Use
Target Associations）] オプションを使用する必要があります。
• 考えられる別の難点として、本番環境で広範な開発作業を行っている場合があり、これは一
部の組織ではセキュリティ リスクと見なされます。

本番と開発の両方に存在するディレクトリ関連エンティティ
代替アプローチは、サービス定義を構成するすべてのエンティティのホームを開発インスタンス
にし（これは変更不可）、人員と組織の関連エンティティのホームを本番インスタンスと開発イ
ンスタンスの両方にする方法です。
組織、グループ、ロール、人員などのエンティティのホームを両方のインスタンスにすることに
は、次のような利点があります。
• これらのエンティティの定義を論理的な場所、つまり開発環境で操作できます。作業はいく
つかの手順を伴うことがあります。たとえば、カスタム ロールの定義を正常に行う場合で
す。開発、展開、およびテストを繰り返す必要はありません。単に開発およびテストを行っ
て、終了したら展開するだけです。
• 論理的な場所、つまり本番環境の組織またはロールにメンバを割り当てることができ、そこ
ではすべての人員情報がディレクトリ統合により自動的にリフレッシュされ、すべてのService
Catalog ユーザが表現されることが保証されます。
組織、グループ、ロール、人員などのエンティティのホームを両方のインスタンスにすることに
は、次のような欠点があります。
• ロールベース アクセス コントロールは現在、ある特定のエンティティ タイプへのアクセス
を許可します。それ以上の細分化はできません。たとえば、開発環境でグループ（およびそ
のロール）のみを定義することを設計者に許可できるのではなく、本番環境でのグループ メ
ンバーシップの割り当てを許可するだけです。
• メンテナンスは複数の環境で発生しているため、パッケージの展開時には注意を払う必要が
あります。エンティティに対するソースとターゲットの適切な関連付けが維持されるように
する必要があります。
たとえば、メンバがさまざまな組織の人々で構成されるグループを作成しているとします。次の
項では、グループにメンバを割り当てる方法について説明します。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
122

コンテンツ展開の管理
サンプルの展開シナリオ

本番と開発の両方に存在する人員とグループ
• 開発でグループを作成し、グループ経由で付与される機能および権限が正しいことを検証す
るためにソース（テスト）メンバを割り当てます。グループに必要なすべての人員が開発環
境にいるとは限らないため、メンバ リストは不完全で、場合によっては本番内の人員と互換
性がありません（対応するエントリが本番内に存在しない「テスト」人員が何人かいる場
合）。
• カスタム展開パッケージを使用して、ソースの関連付けによってグループを本番に展開しま
すが、参照されるエンティティが存在しなければ関連付けをスキップします。
• Organization Designer を本番で使用して、適切な人員をグループに関連付けます。両方のエン
ティティのホームが本番であり、「作成、削除、変更」の保護レベルでもエンティティを保
守できるため、この関連付けは人員またはグループのいずれか便利な方のページで行うこと
ができます。
• グループのメンバーシップが変化した場合に必要なことは、本番環境で Organization Designer
に進み、適切な変更を加えるだけです。さらに、ディレクトリ統合にはある個人がメンバで
あるグループのリストを動的に指定する機能があります。エンタープライズ ディレクトリお
よび対応するディレクトリ マッピングを更新して、この機能を有効にしている場合、手動で
更新する必要はありません。

新しいキューを使用するためのサービスの展開
新しいキューを使用するには、新しいサービスを開発するか、既存のサービスを拡張する必要が
あります。ベスト プラクティスに従って、キューは、そのホームになっている対応するサービス
チーム組織を持つようにすべきです。
キューおよび組織の「ホーム」を設定した場所に応じて、ここでは 2 つのシナリオが考えられま
す。それぞれに利点と欠点があります。（これは前項の説明の特殊ケースですが非常に頻繁に起
きます）。

本番サイトの組織単位およびキュー
これは、すべての作業を本番サイトの組織、人、キューに置く「クリーン」アプローチです。2007
よりも前の Service Catalog バージョンにおいて実行可能な唯一のアプローチだったため、それら
のバージョンからアップグレードする人はその使用を継続することを好む場合があります。
• このアプローチのデメリットは、手動作業を本番サイトで行っている（キューおよび OU を
作成している）ことで、一部の組織ではセキュリティ上の理由からこれは好まれない場合が
あります。
• このアプローチの利点は、キューおよび OU でのすべての作業（その定義だけでなく、メン
バーの割り当て）が 1 箇所で行われることです。
• 本番サイトで OU およびキューを作成し、適切なロールを割り当てます。
• 本番サイトで、OU にメンバーを割り当てます。
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• 新しい OU とキューを本番サイトから開発サイトに展開します。展開用パッケージに、OU
内のすべてのサービス実施者を含めます。既存の人を省略して人を展開するように設定し、
展開のパフォーマンスを最適化することができます。
• 開発サイトでサービスを作成します。
• 開発サイトから本番サイトにサービスを展開します。

開発と本番の両方に存在する組織単位とキュー
このシナリオでは、エンティティの定義のホームが開発サイトにあり、そのメンバーシップのホー
ムが本番サイトにあります（もちろん、この分割は Entity Homes によって実施することはできま
せん。したがって、Organization Designer によるメンテナンスを許可するために、両方のサイトが
エンティティのホームとして指定されます）。
1 開発サイトで OU とキューを作成し、適切なロールを割り当てます。新しい構成をテストする
のに十分な数のメンバーを割り当てます。
2 開発サイトでサービスを作成します。
3 新しい OU およびキューを開発から本番に展開する際にソースの関連付けを使用しますが、
ターゲット サイトに存在しないものはすべてスキップします（「テスト」人員を除外するた
め）。
4 本番サイトで Organization Designer を使用（またはディレクトリ統合に依存）してメンバを OU
に割り当てます。
5 開発サイトから本番サイトにサービスを展開します。

初期展開後の組織単位とキューの保守
前述の両シナリオでは、初期展開後に初期のキューと OU に対して可能な変更について確認しま
した。
• OU のメンバーシップの変更は、初期展開に関して処理されます。つまり、OU メンバーシッ
プは本番で保守されます。それらの変更すべてを開発サイトに展開し直すことは重要ではあ
りませんが、行う場合は、OU および新規または影響を受けた人員のカスタム展開パッケー
ジは、ソースの関連付けを使用して作成し、開発サイトに展開できます。
• OU に割り当てられた権限の変更はエンティティ定義のホーム サイトで適用されます。その
後、対象の関連付けを使用して、新しい OU 定義がもう一方のサイトに展開されます。

新しい電子メール テンプレートを使用するサービスの展開
次の 2 つのパッケージが必要です。
1 開発では、電子メール テンプレートを含むカスタム パッケージを作成します。デフォルトの
展開オプション（既存のエントリを置き換える）を使用します。
2 開発で、改訂したサービスを含む基本サービス パッケージを作成します。
3 本番サイトにカスタム パッケージを展開します。
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4 基本サービス パッケージを本番サイトに展開します。
カスタム パッケージが基本サービス パッケージの前に展開されている場合は、それぞれのパッ
ケージが作成時の状態で展開されます。

キューおよびサービス チームの名前変更
特定のキューに割り当てられているタスクを含む、複数のサービスを展開後、キューの名前がサー
ビス実施者に誤解を与えているため、名前を変更したいというフィードバックを受け取ることが
あります。または、会社組織が再編成されていて、組織（サービス チームを含む）の名前を新し
い組織を反映したものに変更する必要がある場合があります。
これは既知のエラーおよび欠落, （119 ページ）で説明した「既知のエラーおよび欠落」と衝突し
ます。Catalog Deployer はサイト間でエンティティの名前を一致させて動作するため、名前変更さ
れたエンティティとの一致は不可能です。場合によっては（上述のように）、Catalog Deployer は
失敗してエラーを報告します。ただし、別のケースでは、Catalog Deployer はターゲットに新しい
エンティティを作成します。名前変更されたキューに関しては、以前に展開されたすべてのサー
ビスが引き続き古いキューを使用します。キューが名前変更され展開された後で展開されたサー
ビスのみが新しいキューを参照します。これは明らかに設計者の意図に反します。
この動作を防ぐ唯一の方法は、名前を変更する必要があるエンティティを注意深くモニタリング
および制御するプロセスを整備することです。このプロセスは、キューおよび組織のホームが本
番サイトだけにあるか、本番サイトと開発サイトの両方にあるかに応じて若干異なりますが、い
ずれの場合も両方のサイトでエンティティの手動による名前変更（Organization Designer を介し
て）が必要です。
次のシナリオを考慮する必要があります。

開発と本番の両方に存在するエンティティ
1 要件に対応するために、OrganizationDesigner が、通常のメンテナンス手順を使用して、開発イ
ンスタンスのキューとサービス チームの名前を変更します。
2 管理者は手動で（Organization Designer を介して）本番インスタンスのエンティティの名前を
変更します。エンティティのホームは両方のインスタンスにあるため、通常は、エンティティ
保護レベルによってこの手順は許可されます。
3 Service Designer が、名前を変更したキューとサービス チームを使用してサービスを修正しま
す。処理されたサービスは、標準の手順を使用して展開できます。

本番にしか存在しないエンティティ
1 要件に対応するために、Organization Designer が、通常のメンテナンス手順を使用して、本番
インスタンスのキューとサービス チームの名前を変更します。
2 管理者が開発インスタンスでエンティティ ホーム保護レベルを緩和します。この保護レベルの
緩和は、キュー定義やメンバーシップへの手動での変更は通常許可されず、エンティティの
ホームは本番サイトにあるため必要になります。
3 Organization Designer が開発サイトのエンティティの名前を変更します。
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4 変更が適用された後、管理者がエンティティ保護レベルを元に戻します。
5 Service Designer が、名前を変更したキューとサービス チームを使用してサービスを修正しま
す。処理されたサービスは、標準の手順を使用して展開できます。

カテゴリとアイコンの変更
カテゴリは、基本サービスまたは拡張サービスの展開の一環として、コンポーネント エンティ
ティとして展開されます。これは、主な目的が新規または修正したサービス定義を展開し、関連
カテゴリも展開されるようにする場合には効果的な方法です。ただし、カテゴリ階層またはカテ
ゴリに関連付けられているイメージが変更されている場合には、サービス パッケージの使用は効
果的ではありません。
カスタム展開パッケージには、階層を参照している可能性があるサービスとは無関係に、カテゴ
リ階層のすべてまたは一部を展開するためのオプションがあります。カテゴリ構造がターゲット
環境に展開されるときに、Catalog Deployer は各カテゴリおよびそのサービス間の関連付けを自動
的に再設定します。
通常どおり、エンティティ名（このケースではカテゴリ）の単純な変更に対する警告が適用され
ます。もう適用されないカテゴリがある場合は、そのカテゴリのサービスへの関連付けを削除し、
新しいカテゴリを作成して、置き換える必要があります。あるいは、ソースとすべての対象イン
スタンスでカテゴリの名前を変更します。
1 Catalog Designer がカテゴリのホームである開発サイトでカテゴリの名前を変更します。
2 管理者が、本番サイトでエンティティ保護機能をオフにします。
3 Catalog Designer が本番サイトでカテゴリの名前を変更します。
4 変更が適用された後、管理者がエンティティ保護レベルを元に戻します。
5 Service Designer が名前を変更したカテゴリを使用してサービスを処理します。処理されたサー
ビスは、標準の手順を使用して展開できます。

Service Catalog アップグレード後のエンティティの名前変更
Service Designer は、アップグレード プロセスによって生成された固有な名前を持つエンティティ
を認識できます。
• すべてのサービス定義に対応するアクティブ フォーム コンポーネントがあります。アクティ
ブ フォーム コンポーネントの名前は、「UPGD: Form」とその後に続くサービス名で構成さ
れます。
• すべてのフォーム コンポーネントがフォーム コンポーネント グループに割り当てられます。
グループの名前は、「UPGD: Form」とその後に続くサービス グループ（フォームに対応す
るサービス定義がある場所）の名前で構成されます。
Service Designer は、少なくとも、アップグレード プロセスで作成されたアーティファクトの名前
を、よりユーザにわかりやすい名前に変更したいと考えます（また、再使用を促進するために
フォーム コンポーネントの構造のリファクタリングも望む場合もありますが、それは別の問題で
す）。次に示すのは「標準的な」名前変更シナリオです。
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1 Service Designer がフォーム コンポーネントとフォーム コンポーネント グループの名前を開発
サイト（2 つのエンティティがホーム）で変更します。
2 管理者が、本番サイトでエンティティ保護機能をオフにします。
3 Catalog Designer が、本番サイトでフォーム コンポーネントとグループの名前を変更します。
4 変更が適用された後、管理者がエンティティ保護レベルを元に戻します。
5 Service Designer が、名前を変更したフォーム コンポーネントを使用してサービスに手を加え
ます。処理されたサービスは、標準の手順を使用して展開できます。

カスタムの役職の追加
開発サイトで OU に関連した役職を定義して、1 つまたは 2 つの組織に対してその役職を保持して
いる個人を指定しています。開発サイトのサービスを、その役職にタスクをルートするように変
更しています。この場合、次の手順で、新規および変更済みのエンティティを展開します。
1 開発サイトでカスタム パッケージを作成します。
2 カスタム パッケージには、作成した役職とその役職に割り当てられている人を含めます。人の
展開オプションでは、ソースの関連付けを使用します。
3 本番サイトにカスタム パッケージを展開します。
4 修正したサービスを含む基本サービス パッケージを作成します。
5 基本サービス パッケージを本番サイトに展開します。

ブラウザ キャッシュが有効な状態での環境への展開
Administration 設定で [ブラウザキャッシュ（Browser Cache）] 設定が有効になっている場合は、
サービスカタログプレゼンテーション内のアイコンと埋め込み画像に加えられる変更は、ブラウ
ザキャッシュが削除されるまで有効になりません。アプリケーションユーザにそれぞれのブラウ
ザキャッシュの削除を要求するには、このガイドの手順に従ってブラウザキャッシュのバージョ
ンを上げてください。

ブランド化コンテンツ ライブラリ
シスコでは、特定の製品リリースにおいてブランド化コンテンツ ライブラリの形でコンテンツを
提供します。ご使用のリリースに関してこのようなコンテンツ ライブラリが使用できるかどうか
は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）にお問い合わせください。使用可能なライブラリ パッ
ケージには次の 2 種類があります。
• サービス ライブラリ。サービス定義とそのコンポーネント エンティティが含まれます。
• カスタム ライブラリ。サービス ライブラリに関連付けられたエンティティが含まれます。
これらのライブラリ内のサービスは、エンド ユーザ管理、アクセス管理、データセンター管理、
およびその他の領域で一般的に必要なサービス用のモデルを提供します。ライブラリ コンテンツ
はプレビューすることができ、必要な項目を開発環境に展開することができます。そのため、企
業の要件に合わせたサービスの設計、設定、およびカスタマイズを迅速に行うことができます。
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カスタムライブラリには、サービス内で参照されるキューやサービスチーム（組織）などのエン
ティティが含まれています。このライブラリは、オプションで、対応するサービス ライブラリと
一緒にインストールできます。カスタム ライブラリが展開されている場合は、サービスで事前定
義の参照が使用されます。カスタム ライブラリがインストールされていない場合は、必要に応じ
て、サービスで「デフォルト サービス キュー」が参照されたり、参照が削除されたりします。
サービス設計者には、タスク（提供）計画の設定を完成させる責任があります。

ブランド化ライブラリの展開
一般に、サイト管理者はブランド化ライブラリのコンテンツを管理および展開する責任がありま
す。必要に応じて、ブランド化コンテンツライブラリを展開する権限を持つカスタムロールを作
成できます。ロールの作成と割り当ての詳細については、組織の構築, （169 ページ）またはオン
ライン ヘルプを参照してください。
以下の手順を使用して、ブランド化ライブラリを展開します。

ステップ 1

ライブラリを入手します。ライブラリと対応するユーザ マニュアルはシスコのソフトウェア サイトから
ダウンロードできます。

ステップ 2

ライブラリをインストールします。ライブラリは、クライアント ワークステーションがアクセス可能な
ディレクトリ（Catalog Deployer がそこから実行されます）にインストールする必要があります。共有の
ネットワーク ドライブをライブラリの中心のストレージにできます。

ステップ 3

ライブラリ コンテンツの展開を担当するユーザが、この機能を含むロールを持っていることを確認しま
す。

ステップ 4

ライブラリをインポートします。ライブラリを Catalog Deployer にインポートします。ライブラリ パッ
ケージのインポート, （129 ページ）

ステップ 5

ライブラリ コンテンツを確認します。ライブラリ パッケージを展開する権限を持っているユーザが、対
象サイトで受け取ったパッケージを選択し、状況に応じて、ライブラリ コンテンツ（サービス）をプレ
ビューします。
ライブラリ コンテンツをプレビューするには、プレビューするサービスのチェックボックスをオンにして
選択し、[プレビュー（Preview）] をクリックします。

ステップ 6

選択したライブラリ コンテンツを展開します。受信するパッケージを選択し、展開するパッケージ コン
テンツを選択して、展開を実行します。ライブラリの展開, （131 ページ）

ステップ 7

展開ログを確認します。ライブラリ コンテンツを展開すると、エンティティ定義の作成または更新に関す
る、すべての展開アクティビティの詳細なログが生成されます。

サイト管理者とカタログパブリッシャのロールには、ブランド化コンテンツライブラリから内容
をインポート、プレビュー、または展開するための [展開のインポート（Import Deployments）] お
よび [展開用パッケージの展開（Deploy Deployment Package）] 機能が含まれます。
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ライブラリ パッケージのインポート
ライブラリ パッケージのインポートは、展開用パッケージのインポートと似ています。

ステップ 1

[表示と検索（View and Search）] ペインで、[アクション（Action）] > [インポート（Import）] を選択しま
す。（そのオプションが使用不可の場合は、現在のユーザに、「ブランド化ライブラリ コンテンツの展
開」機能を含むロールがありません）。
[インポート（Import）] ダイアログボックスが表示され、インポートするライブラリ ファイルを参照する
ように求められます。

ステップ 2

[参照（Browse）] をクリックします。

ステップ 3

ライブラリ ファイルを見つけて、選択します。

ステップ 4

[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。
ライブラリがインポートされ、[展開用に受信（Received for Deployment）] ステータスが割り当てられて、
開かれます。

ステップ 6

[インポート（Import）] ダイアログボックスを閉じます。

ライブラリ パッケージにはライブラリを識別し、その展開の詳細がわかる属性があります。
表 43：ライブラリ パッケージ属性のインポート

属性

説明

パッケージ名（Package Name）と説明
（Description）

ライブラリの名前とそのコンテンツの簡潔な説
明。

ライブラリ バージョン（Library Version）

ベンダーがリリースしたライブラリのバージョ
ン。

ベンダー名（Vendor Name）

シスコ、またはコンテンツ提供者の名前。

アプリケーション バージョン（Application
Version）

ライブラリの展開がサポートされているデータ
ベースのバージョン。ライブラリは特定バー
ジョンの Service Catalog に合わせてカスタマイ
ズされています。

画像（Image）

ライブラリに関連付けられたイメージ アイコ
ン。

パッケージタイプ（Package Type）

サービス ライブラリまたはカスタム ライブラ
リ。
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属性

説明

ステータス（Status）

ライブラリの現在のステータス。[受信済み
（Received）] または [展開済み（Deployed）] の
いずれか。

作成日（Created On）/作成者（Created By）

Catalog Deployer は、このサイトのライブラリを
変更日（Modified On）/変更者（Modified By） 作成した（つまり、ライブラリをインポートし
た）人と、最新の展開アクティビティの日付と
それを実行した人を自動的に追跡します。
履歴（History）

このサイトのライブラリに対して実行されたす
べての展開アクティビティの簡潔なログ。展開
の詳細を見るためのより詳細なログへのリンク
が付いています。

ブランド化ライブラリ パッケージの作成
適切なロールを持っているライセンスされたユーザは、[表示と検索（View and Search）] ペイン
で [アクション（Action）] > [新しいライブラリパッケージ（New Library Package）] を選択するこ
とによって、新しいライブラリを作成できます。
手順は、次の例外を除いて、展開パッケージの作成手順（展開用パッケージの作成, （110 ペー
ジ）を参照）と同じです。
• [ライブラリ バージョン（Library Version）] と [ベンダー名（Vendor Name）] が必須です。こ
れらは、ライブラリを識別する自由形式のテキスト フィールドです。
• オレンジ色のボール アイコン

がデフォルトで新しいライブラリに関連付けられ、[表示と
検索（View and Search）] ペインの最初の列に表示されます。ライブラリ パッケージが保存
されたら、[アクション（Action）] ペインで [イメージのアップロード（Upload Image）] を
クリックすることによって、カスタム イメージ アイコンも使用できます。イメージは JPG、
PNG、または GIF 形式にすることができます。これらは 16 ピクセルの幅と 16 ピクセルの高
さで表示されるため、この縦横比を維持するように作成する必要があります。イメージのサ
イズが正しくない場合は、ブラウザによってサイズが変更され、ぼやけたり、ノイズが入っ
たりすることがあります。

• 使用可能なパッケージ タイプは次のとおりです。
◦ サービス ライブラリ。サービス定義とそのコンポーネント エンティティが含まれます。
◦ カスタム ライブラリ。サービス ライブラリに関連付けられたエンティティが含まれま
す。
• ライブラリは、アプリケーション バージョン、ライブラリが作成された Service Catalog デー
タベースのバージョンによっても識別されます。また、ライブラリは、それが作成されたも
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のと同じバージョンのアプリケーションを実行している Service Catalog サイトにのみ展開で
きます。
• ライブラリ パッケージは、エクスポートはできますが、送信はできません。展開パッケージ
と同様に、ライブラリ パッケージをエクスポートする前に組み立てる必要があります。

ライブラリの展開
ライブラリはシスコから顧客サイトへ配布される新しいコンテンツの伝達手段です。ライブラリ
は開発サイトにのみ展開する必要があります。Catalog Deployer は、顧客の要件に合わせて以前に
カスタマイズされた可能性のある既存のコンテンツを混乱させたり上書きしたりすることなくラ
イブラリを展開できるように設計されています。そのため、ライブラリ パッケージを展開するた
めのオプションは、ライブラリ コンテンツが、対象サイトに同じ名前で作成されているコンテン
ツを置き換えるのではなく、補完できるように設定されています。
• パッケージのプライマリ エンティティ（カスタム パッケージ内のサービスやディレクトリ
関連エンティティ）は、同名のエンティティがターゲット サイトで見つからない場合にのみ
展開されます。ライブラリからの展開によって既存のコンテンツが置き換えられることはあ
りません。
• サービス バンドルは常に親サービス定義とすべての子サービス定義を含みます。すべてのプ
ライマリ エンティティの場合のように、対象サイトに同じ名前のサービスがすでに存在して
いる場合、サービス定義は省略されます（展開されません）。
• コンポーネント エンティティは、プライマリ エンティティとともに自動的に展開されるエ
ンティティです。たとえば、サービスを展開することは、そのサービスによって使用される
ディクショナリ、アクティブ フォーム コンポーネント、カテゴリ、およびキーワードを展
開することになります。これらのコンポーネント エンティティは、対象サイトに同じ名前の
エンティティがすでに存在している場合は展開されません。
• 関連付けられたエンティティは、プライマリ エンティティによって参照されるエンティティ
です。たとえば、キュー、人員、および組織はサービス タスク プランで参照でき、これら
はサービスの関連エンティティ タイプです。プライマリ エンティティの展開時に対象サイ
トに関連エンティティが存在する場合、それらのエンティティ間の関係が確立されます。関
連付けられたエンティティが存在しない場合にはデフォルトの関係（たとえば、「デフォル
ト サービス キュー」に対する）が設定されます。
サポート エンティティ（キューや組織単位など）を含んでいるライブラリのコンテンツ全体は、
同時に展開する必要があります。逆に、Catalog Deployer を使用すれば、展開するサービス ライブ
ラリの内容を選択することができます。各サービスは、別々のトランザクションに展開されます。
展開に失敗すると、現在のトランザクションがロールバックされます。
すべてのインポート アクションと展開アクションがライブラリ パッケージ用に記録されます。[履
歴（History）] セクションの [ログの表示（ViewLog）] リンクでは、Catalog Deployer によるアク
ションが詳細に表示されます。既知のエラーおよび欠落, （119 ページ）
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用語
表 44：主な用語

用語

定義

パッケージのアセンブリ

コンテンツをパッケージに追加します。パッ
ケージを組み立てると、パッケージに含まれて
いるオブジェクトの現行定義がリポジトリから
抽出され、パッケージに書き込まれます。これ
らのオブジェクトに対してアセンブリ以降に加
えられた変更は、アセンブリされたパッケージ
に反映されません。

関連付けられた単位

プライマリ エンティティに関連するエンティ
ティです。対象サイトで展開を成功させるため
に必要です。たとえば、サービス定義（プライ
マリ エンティティ）は、タスクが割り当てられ
ているいくつかの組織、サービス チームを参照
する可能性があります（組織単位は、関連エン
ティティです）。

Catalog Deployer

あるサイトから別のサイトへのカタログ コンテ
ンツおよびディレクトリの展開を担当する
Service Catalog モジュール。

コンポーネント エンティティ

サービスを展開する際に自動的に展開されるエ
ンティティです。サービス コンポーネント エ
ンティティには、カテゴリ、プレゼンテーショ
ン要素、ディクショナリ、ディクショナリ グ
ループ、サービス グループ、キーワード、およ
び目的が含まれます。

データ ソース

アプリケーション サーバ コンソールの JDBC
データ ソース ページで定義されるデータ ソー
ス。Catalog Deployer による直接のサイト間展開
の対象となるサイトすべての接続情報を指定し
ます。
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用語

定義

展開用パッケージ

Catalog Deployer によって管理されるプライマリ
オブジェクト。展開用パッケージには、選択さ
れた、展開予定のエンティティ（サービス定
義、キュー、グループなど）、および展開アク
ティビティ履歴が含まれます。展開用パッケー
ジは、コンテンツを対象サイトに展開するため
に他のサイトに送信またはエクスポート/イン
ポートすることができます。展開パッケージに
は、それが「組み立て」られ、その時点で含ま
れるデータがソース サイトから抽出されるま
で、エンティティ コンテンツは含まれません。

エンティティ

Service Catalog ソフトウェア内で作成され保守
されるオブジェクトの 1 つ。例：組織単位、
サービス定義、キュー、および電子メール テン
プレート。

エンティティ ホーム

いずれのサイトが、サポートされる各エンティ
ティ タイプの正式サイトであるかを管理者が指
定する、Administration モジュールの設定のペー
ジ。

パッケージのエクスポート

すでにアセンブリされたパッケージのコンテン
ツを含む XML ファイルを作成し、そのファイ
ルをファイル システムに書き込みます。ソース
サイトから対象サイトへのパッケージのエクス
ポートは、パッケージ送信の代替手段です。

実装

直接または間接に接続されている 1 つ以上の
Service Catalog サイトのグループ。

パッケージのインポート

以前にエクスポートされたXML展開用パッケー
ジを対象サイトにインポートすることにより、
パッケージを作成します。パッケージはステー
タス [展開用に受信（Received for Deployment）]
で作成されます。

ライブラリ パッケージ

事前に組み立てられた、ファイル インポートと
して使用可能なシスコのパッケージ。パッケー
ジ内容は、サービス カタログの基礎を提供する
ために使用できるテンプレート サービス、また
は関連エンティティで構成されています。展開
用パッケージと異なり、ライブラリの選択され
たコンテンツは展開することができます。
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用語

定義

プライマリ エンティティ

Catalog Deployer パッケージに含めるために選択
できるエンティティ。

サイト

データベースおよび http アドレスを共有する 1
つ以上のコンピュータ システム（単一のコン
ピュータまたはクラスタ）の集合で、機能に
よって分類できます。たとえば、開発サイト、
テスト サイト、および本番サイトです。

ソース サイト

パッケージが作成されるサイトです。他のサイ
ト上で展開するパッケージを送信またはエクス
ポートします。

対象サイト

パッケージが展開されるサイトです。送信また
はインポートを使用してパッケージを受信しま
す。

送信

データベース接続を使用して、あるサイトから
別のサイトにパッケージを送信します。
ジョブを送信すると、ソース サイトでそのジョ
ブの編集（再アセンブリやコンテンツ変更）は
できません。ターゲット サイトは Catalog
Deployer 経由で送信を受信します。
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クラウド アプリケーションとの統合
この章は次のトピックで構成されています。
• サービス管理者の作成, 135 ページ
• Prime Service Catalog を使用した Infrastructure as a Service（IaaS）の提供, 136 ページ
• サービスとしての CloudCenter アプリケーションの提供, 158 ページ
• Performance Manager と Prime Service Catalog の統合, 163 ページ

サービス管理者の作成
サイト管理者は、UCS Director、CloudCenter、および UCS PM アプリケーションに精通したサー
ビス管理者を作成できます。サービス管理者ロールは、UCSD、CloudCenter、および UCS PM の
統合を作成および管理します。このロールは、UCSD サービスおよび CloudCenter アプリケーショ
ンのためのカスタム テンプレートの作成およびマッピングも行います。
最初のサービス管理者は、サービス管理者の作成サービスを Service Catalog からオーダーするこ
とで作成する必要があります。[受領者の検索（Search for Recipient）] ポップアップから個人をサー
ビス管理者として割り当て、[送信（Submit）] をクリックします。このサービス管理者は、サー
ビス管理者の作成サービスをオーダーすることで、同じ機能を他の個人に割り当てることができ
ます。
Prime Service Catalog の以前のバージョンからアップグレードしており、すでに UCSD と統合され
ている場合、その統合を管理するユーザをサービス管理者のロールにマッピングする必要があり
ます。
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Prime Service Catalog を使用した Infrastructure as a Service
（IaaS）の提供
UCS Director と統合された Cisco Prime Service Catalog は、プライベート クラウドとハイブリッド
クラウドのワークロードにおいて、VM のセルフサービス プロビジョニングとライフサイクル管
理のために単一のセルフサービス ITaaS カタログを提供します。プライベート クラウドでは UCS
Director を使用して仮想マシンのプロビジョニングなどのサービスを提供したり、これらのパブ
リックおよびプライベート VM 上でライフサイクルの操作を実行できます。ここでは、UCS Director
上の仮想マシン、フェンスド コンテナ、Virtual Application Container Services（VACS）、APIC
Container Catalog といったインフラストラクチャ サービスについて説明します。

（注）

• VACS コンテナは UCS Director 5.2 プラットフォームでのみ確認および認定済みです。
• パブリック クラウドの操作は Amazon Web Service（AWS）で確認および認定されていま
す。
Prime Service Catalog は UCS Director の高度なカタログもサポートしています。この高度なカタロ
グは UCS Director で定義されたワークフローをまとめるラッパーです。Prime Service Catalog は、
UCS Director の検出プロセスでこの高度なカタログのサービスを作成します。デフォルトでは、
高度なカタログベースのサービスでは UCS Director 内の要求またはオブジェクトのみを作成し、
それに対するサービス項目ディクショナリの関連付けは行いません。ただし、高度なカタログで
作成されたオブジェクトのライフサイクルを管理するために、ここで生成されたサービスをカス
タマイズできます。このサービスをカスタマイズするには、サービス項目ディクショナリを追加
し、条件付きルールをこのディクショナリに入力します。それから、サービス項目に関連付けら
れたサービスを介して、サービス項目に対するライフサイクル操作を追加できます。

（注）

現在、Prime Service Catalog は UCS Director の高度なカタログのワークフロー用のポップアッ
プ テーブルの入力タイプをサポートしていません。
クラウド IaaS に Prime Service Catalog を使用すると、次のことができます。
• UCS Director と統合後の統一 Web インターフェイスを使用して、ハイブリッド クラウドで
VM およびインフラストラクチャ コンテナのオーダー可能なサービスを作成する。詳細につ
いては、「UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合」を参照して
ください。
• VM およびコンテナにバインドされた VACS のオーダー可能なサービスを作成する。
• UCS Director ベースの高度なカタログのオーダー可能なサービスを作成する。
• UCS Director を使用して ACI に基づいたマルチテナントの IaaS を提供する。詳細について
は、「マルチテナント IaaS の提供」を参照してください。
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VDC 作成時の電子メール通知の設定
VDC または標準的な仮想マシンを作成すると、電子メール通知が受信されます。VDC は APIC コ
ンテナ、フェンスド コンテナ、または VACS コンテナのいずれかが可能で、仮想マシンは標準的
な仮想マシンまたは複製されたバーチャル マシンが可能です。フェンスド コンテナおよび VACS
コンテナに仮想マシンを追加したときも、電子メール通知が受信されます。
新しい VDC のオーダーが正常に完了すると、VDC サービス項目の詳細、VDC サブスクリプショ
ン データ、および VDC の個別の詳細（名前、表示名、説明、クラウド名、および VDC とそれに
対応する仮想マシンのステータスなど）を含む電子メール通知が送信されます。特定の VDC のす
べての仮想マシンの詳細を表示することができます。
VDC 作成の詳細については、『Cisco Prime Service 11.1.1 User Guide』の「Virtual Data Centers」の
項を参照してください。
電子メール通知を動作させるには、次の設定を行う必要があります。
1 Administration モジュールで、SMTP プロパティを設定します。これらのプロパティは、「メー
ル サーバ アドレス」、「メール サーバ ポート」、および「サポート電子メール アドレス」で
す。
2 FTL ファイルは、次のガイドラインに従う必要があります。
• FTL ファイルの形式が正しいこと。これには、上述の他の注意事項に加え、タグに適切な
名前を付けること、すべての開始タグに必ず終了タグがあること、「宛先（to）」アドレ
スが少なくとも 1 つ指定されていることなどが含まれます。
• FTL ファイルは何らかのカスタム テンプレート フォルダに配置する必要があり、フォル
ダへの完全修飾パスを [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [FTL ファイルを含
むフォルダのパス（Path of the folder containing the FTL files）] で指定する必要があります。
パスは、FTL ファイル自体ではなく、ファイルが配置されているフォルダへのパスにする
必要があります。デフォルトでは、これらの FTL ファイルは
「RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config/templates/」フォルダに配置されています。
• FTL ファイルのパスは Linux の表記法（a\b\c\d ではなく a/b/c/d）に従う必要があり、末尾
は必ず「/」にします。
• クラスタ化された環境では、URL ObjectCache.Application.URL を Newscale.properties ファ
イルでハードコードする必要があります。
• クラスタ化された環境では、各ノードに 1 つのフォルダで FTL ファイルが配置されてい
る必要があります。このフォルダは、各ノードに必要です。
• FTL ファイルの命名規則を変更してはいけません。FTL ファイルは、次のまま変更しませ
ん。
• create_vdc_fen.ftl：フェンスド コンテナ VDC を作成する場合
• create_vdc_apic.ftl：APIC コンテナ VDC を作成する場合
• create_vdc_vacs.ftl：VACS コンテナ VDC を作成する場合
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• add_vm_fen.ftl：フェンスド コンテナの VM を追加する場合
• add_vm_vacs.ftl：VACS コンテナに VM を追加する場合
• vm_operation.ftl：フェンスド コンテナおよび APIC コンテナの VM を複製する場合、
および標準的な VM を作成する場合
3 FTL ファイルは必要に応じて閲覧、変更、表示、非表示、または削除できますが、上述したと
おり、FTL ファイルの命名規則は変更しないでください。電子メール通知に含まれているすべ
ての詳細を表示できます。
[宛先（To）] フィールドには、コンマ区切りで複数の電子メールアドレスを追加できます。この
フィールドには、名前空間を含めることもできます。サポートされている名前空間は、
#Requisition.Customer.Email#、#Requisition.Submitter.Email#、#Requisition.Customer.Supervisor.Email#
です。[宛先（To）] フィールドには、電子メール アドレスと名前空間の組み合わせも、カンマで
区切って含めることができます。[送信元（From）] フィールドは任意です。使用する場合、この
フィールドには電子メール アドレスを 1 つだけ含めることができ、空にはできません。デフォル
トでは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] タブに記載されているサポート電子メール
アドレスです。電子メール テンプレートの [Subject（件名）] フィールドも、電子メールに向けた
カスタムの件名行にカスタマイズできます。

（注）

デフォルトでは、<from> フィールドには値として ToBeFilled が設定されています。<from>
フィールドを使用する場合、フィールドに適切かつ有効な電子メール アドレスを編集します。
<from> フィールドを使用しない場合、フィールドを削除するか、FTL でコメント アウトしま
す。FTL を入手時そのままの設定で使用すると、ToBeFilled は有効な電子メール アドレスでは
ないため、エラーになります。
上記のカスタマイズ以外に、FTL テンプレートに任意の静的テキストを追加することもできます。
これには、特別なタグを使用する必要はありません。静的テキストをそのまま入力します。電子
メール テンプレートの「件名」フィールドも、電子メールに向けたカスタムの件名行にカスタマ
イズできます。

UCS Director エンティティのオーダー可能サービスの生成
クラウドで VM をプロビジョニングするためのオーダー可能サービスを作成するには、次の手順
を実行する必要があります。
手順

トピック

ステップ UCS Director と Prime Service Catalog を統 UCS Director（UCSD）または VACS と Prime
1
合します。
Service Catalog の統合, （139 ページ）
ステップ UCS Director から IaaS エンティティを検
2
出します。
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手順

トピック

ステップ UCS Director との自動または手動同期を UCS Director 同期の管理
3
セットアップします。
ステップ
4：

• Prime Service Catalog でハイブリッ
ド クラウド プロビジョニング サー
ビスの検索ファセット、権限、およ
びプレゼンテーションを設定しま
す。

• プライベートおよびハイブリッド クラ
ウド サービスに関する権限とプレゼン
テーションの設定
• プライベート クラウド サービスの表示
カテゴリの設定

• このクラウド サービスの表示カテ
ゴリをセットアップします。

これで、エンド ユーザは、権限に基づいて、ハイブリッド クラウド サービスをオーダーして、
プロビジョニングされたコンテナと仮想マシン上でライフサイクル操作を実行することができま
す。これらのサービスのオーダーと、UCS Director エンティティに対して使用可能なライフサイ
クル操作の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog 12.0 User Guide』を参照してください。

UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合
Prime Service Catalog を使用すると、Cisco UCS Director（UCSD）およびシスコ仮想アプリケーショ
ン コンテナ サービス（VACS）アプリケーションと統合することにより、サービスとしてのイン
フラストラクチャ リソースとサービスとしてのアプリケーション スタックを提供できます。UCS
Director と統合した後に、Prime Service Catalog の統合 Web インターフェイスを使用してハイブ
リッド クラウドの VM を管理できます。UCS Director および VACS と統合した後、Prime Service
Catalog で利用できるインフラストラクチャ サービスの種類は次のとおりです。
• UCS Director のコンテナ テンプレート、コンテナ カタログ、標準カタログ、および拡張カタ
ログ
• VACS のカタログ サービスおよびコンテナ テンプレート サービス。VACS テンプレート サー
ビスには、CSR 仮想マシン、VSG 仮想マシン、およびアプリケーション仮想マシンが含まれ
ています。
前提条件
• SSL 接続を確立するには、UCS Director または VACS に SSL 証明書を追加する必要がありま
す。次を使用できます。
◦ UCS Director または VACS サーバのホスト名または IP アドレスに一致する自己署名証
明書。
◦ （推奨）信頼できる認証局によって署名された、UCS Director サーバの完全修飾ドメイ
ン名（FQDN）と一致する SSL 証明書。
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• LDAP が統合されている場合、シングル サインオンをサポートするため、Prime Service Catalog
と UCS Director は同じ LDAP で統合する必要があります。
• LDAP と統合されている UCS Director インスタンスへの接続を計画している場合は、Prime
Service Catalog で次の手順を実行します。
1 Administration モジュール > [ディレクトリ（Directories）] タブ > [マッピング（Mappings）].
に移動します。
2 Login ID と Person Identification の属性を userPrincipalName にマッピングします。
上記の属性のマップに失敗すると、UCS Director のインポート後に Prime Service Catalog で
ユーザ アカウントが重複する可能性があります。
• UCS Director が英語で設定されていることを確認してください。

ステップ 1

Service Admin ユーザとして Prime Service Catalog にログインします。

ステップ 2

メイン メニューから、[詳細設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] を選択し、[新しい統
合（New Integrations）] をクリックします。
（注）
Prime Service Catalog を VACS に統合するには、Prime Service Catalog を UCS Director と統合する
ために使用したのと同じ手順を実行します。ただし、この場合は、[UCS Director] タブで VACS
接続詳細を指定する必要があります。

ステップ 3

[Cisco UCS Director] を選択します。
正常に作成されるとクライアント/サーバ側の検証が行われ、[統合の管理（Manage Integrations）] ページ
に移動します。

ステップ 4

UCS Director がインストールされているサーバへの接続の詳細を入力します。
https 接続の場合、UCS Director サーバのルート CA 証明書をインポートします。サーバのルート CA 証明
書の内容をコピーし、テキスト領域に貼り付けます。ルート証明書が一連の証明書である場合、内容を 1
つずつ下に貼り付けていきます。サーバの SSL 証明書が無効または信頼できない場合、接続は失敗しま
す。[証明書の検証をスキップ（Skip Certificate Validation）] オプションを選択すると、証明書の検証をス
キップできます。

ステップ 5

[ユーザを IaaS と同期（Sync User with IaaS）] オプションをオンにして、このユーザを IaaS と同期します。

ステップ 6

UCS Director との後続の接続に対して自動ポーリングを設定する場合は、[ポーラーの有効化（Enable
Poller）] をオンにします。
（注）
このオプションは、マネージド サービス プロバイダー モードの UCS Director 接続では無効で
す。UCS Director のマネージド サービス プロバイダー モードでは、手動同期が推奨されていま
す。

ステップ 7

[統合の作成（Create Integration）] をクリックします。

ステップ 8

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから
[接続のテスト（Test Connectivity）] オプションを選択し、資格情報を認証します。

ステップ 9

接続が成功したら、[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから [すべてのオブジェクトをイ
ンポート（Import all Objects）] をクリックします。システムは UCS Director からのデータの検索を開始し
ます。UCS Director から検出されるデータの詳細については、『Cisco Prime Service Catalog 12.0 Designer
Guide』を参照してください。
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[接続とインポート（Connect and Import）] オプションを使用して開始された UCS Director 同期に対して、
タイムアウト期間を設定できるようになりました。設定するには newscale.properties ファイルの
ucsddata.killSession パラメータを調整します。UCS Director の同期は、この設定期間が経過すると終了
します。
（注）

（注）

Prime Service Catalog の UCSD スケジューラは、UCS Director エンティティを自動的にポーリン
グします。また Prime Service Catalog の Web インターフェイスを使用して手動でこれらのエン
ティティを検出することもできます。Prime Service Catalog での UCS Director エンティティの検
出の詳細については、「UCS Director 同期の管理」を参照してください。
UCS Director から Prime Service Catalog にユーザがインポートされると、Prime Service Catalog に
ログインするには、ユーザ名と同じパスワードを使用する必要があります。

ステップ 10 [検出済み（Discovered）] パネルでは、次のことができます。
• [オブジェクト（Objects）] タブで検出されたすべてのエンティティを確認します。
• [サービス（Services）] タブでインポートされたカタログおよびコンテナ エンティティに対して作成
されたサービスを確認します。
（注）
[検出されたサービス（Discovered Services）] > [高度なカタログ サービス（Advance Catalog
Services）] > [一般（General）] タブの [ワークフロー フォーム定義の上書き（Overwrite
Workflow Form Definition）] フィールドを使用して、Prime Service Catalog 側の高度なカタ
ログ サービス フォームを更新します。
• サービスを選択し、これらのサービスのカテゴリ、プレゼンテーション、ファセット、および権限を
設定します。詳細については、「プライベートおよびハイブリッド クラウド サービスに関する権限
とプレゼンテーションの設定」を参照してください。
（注）

• UCS Director にその他のテンプレートを追加する場合は、必ずインポートを再実行してく
ださい。たとえば、ゲートウェイとアプリケーション サーバ テンプレートです。
• Prime Service Catalog の Organization Designer をチェックして、UCS Director の Service End
User が検出されるかどうか、Prime Service Catalog に存在するかどうかを確認してくださ
い。

UCS Director 接続の削除
Service Admin は、[統合（Integrations）] > [設定（Setting）] ドロップダウン、または [統合の管理（Manage
Integrations）] ページ > [統合の管理（Manage Integrations）] ドロップダウンから [削除（Remove）] オプ
ションを選択することにより、UCS Director 接続を削除できます。このオプションは、仮想マシン、VDC、
コンテナ、テンプレート、カタログ、ワークフローなど、インポートしたエンティティとともに接続が削
除されます。
（注）

• UCS Director 接続が MSP モードの場合、その UCS Director インスタンスに関連付けられて
いるすべてのワークフローも削除されます。
• テンプレートおよびカタログは、これらのサービスに関連付けられている要求がない場合
にのみ削除されます。

ただし、ユーザ、ユーザ グループ、イメージ、テンプレート定義、組織単位などのエンティティは Prime
Service Catalog に残ります。
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Prime Service Catalog でのシングル サインオンカタログの有効化
Cisco ONE Enterprise Cloud Suite で Prime Service Catalog を使用している場合、Prime Service Catalog
を UCS Director と統合するときにシングル サインオン（SSO）を有効にする必要があります。

注意

Prime Service Catalog で LDAP と SAML の両方に SSO ログインを設定することはできません。
LDAP SSO を使用する場合は、不正なログイン動作にならないよう、SAML SSO を手動で無効
にする必要があります。SAML ログインを無効にするには、[管理（Administration）] > [設定
（Settings）] > [カスタマイズ（Customizations）] に移動します。[共通（Common）] セクショ
ンから [SAML 設定の有効化（Enable SAML setting）] をオフにし、[更新（Update）] をクリッ
クします。
Prime Service Catalog と UCS Director は、LDAP 認証を使用してカタログ項目とサービス項目の権
限を処理します。LDAP 連携を使用すると、UCS Director のカタログ項目と仮想マシンのグループ
権限は Prime Service Catalog 内のサービス項目およびカタログ項目と同期されます。たとえば、特
定のグループが UCS Director で仮想マシンを所有する場合、そのグループのユーザは Prime Service
Catalog の同じ仮想マシンを表示できます。さらに、特定のグループが UCS Director のカタログ項
目にアクセスできる場合、そのグループのユーザは Prime Service Catalog から同じカタログ項目を
オーダーできます。
以下の手順を利用して、シングル サインオンを有効にします。

ステップ 1

Prime Service Catalog で LDAP 連携を設定します。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog 12.0
Integration Guide』の「Configuring LDAP integration」の項を参照してください。

ステップ 2

UCS Director で LDAP 連携を設定します。詳細については、『Cisco UCS Director 5.3 Administration Guide』
の「LDAP Integration」の項を参照してください。
（注）
使用している LDAP グループが Prime Service Catalog から UCS Director にインポートされている
ことを確認します。UCS Director にインポートしたら、UCS Director 内のユーザおよびユーザ グ
ループを必ず手動で同期してください。

ステップ 3

UCS Director と Prime Service Catalog を統合します。UCS Director と Prime Service Catalog を統合する手順
については、UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合, （139 ページ）を参照し
てください。
（注）
Prime Service Catalog で、[接続の管理（Manage Connections）] タブの [ユーザのエクスポート
（Export User）] チェックボックスをオンにしていることを確認し、LDAP 認証されたユーザと
グループだけが UCS Director からエクスポートされるようにします。
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UCS Director 同期の管理
• UCS Director 同期のスケジューリング
• UCS Director 同期の手動インポート
• UCS Director からのレポート データのコレクションのスケジュール

UCS Director 同期のスケジューリング
スケジューラを使用して、スケジュールされた間隔で自動的に UCS Director インスタンスを検出
できます。スケジューラを設定するには、次の手順を使用します。

ステップ 1

次のプロパティ ファイルを編集します。これらのファイルは、 RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config
ディレクトリにある可能性があります。
• newscale.propertiesファイルで、次の例に示すようにポーリングの間隔を変更します。
###########################################
#Data Poller
###########################################
#Cron Expression wakes up poller every 10 minutes of an hour
ucsddata.poller.cron=0 0/10 * * * ?
#Cron Expression wakes up health check for 3rd min and 5 mins thereafter of the hour ex:
03,08,13 minutes
uscddata.poller.health.check.cron=0 3/5 * * * ?
#High Availability Health checks threshold, this should be greater than Poller cron time
specified in minutes
ucsddata.healthCheck.threshold=15
# Number of minutes after which button to kill poller shows up on the manage connections UI
uscddata.killSession=30

• support.propertiesファイルで、次に示すようにポーラーの値を「true」に設定します。
###### Data Poller Settings ###################
# In non-cluster mode: this should be enabled for the Requisitions Data script to be run from
the Poller
# In clustered mode: this can be either enabled on all nodes in the cluster OR on a specific
node in the cluster
# - only 1 node in the cluster will run at any given time, even if this is enabled on multiple
nodes in a cluster (which ever node starts it first)
ucsdData.poller.enable=true
###########################################

ステップ 2

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] ページで、[UCSD スケジューラ（UCSDScheduler）] オプショ
ンを選択します。
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（注）

• 次の手順は自動同期の場合に重要です。
• スケジューラを有効にした場合は、Users 以外のすべてのエンティティが自動的に同期され
ます。Prime Service Catalog では、UCS Director のユーザの変更は手動で同期化する必要が
あります。手動同期の詳細については、UCS Director 同期の手動インポート, （144 ページ）
を参照してください。

UCS Director 同期の手動インポート
Prime Service Catalog および UCS Director が LDAP と統合されている場合、UCS Director でユーザ
ロールが変更されるたびに、Web インターフェイスを使用してユーザ情報を手動でポーリングす
ることを推奨します。これにより、UCS Director で実行された変更について、Prime Service Catalog
サービスに対するユーザの RBAC 権限が確実に同期されます。
[UCS Director の統合（UCS Director Integration）] ページを使用して UCS Director インスタンスを
手動でインポートできます。このプロセスを実行すると、ユーザとロールを含むすべてのエンティ
ティが同期されます。
このプロセスは、次のシナリオで使用されます。
• スケジューラを使用しない場合。
• スケジューラと UCS Director を使用する場合、また Prime Service Catalog を LDAP と統合す
る場合。パフォーマンスを向上させるため、スケジューラはユーザおよびロールを同期しま
せん。この動作のため、管理者が UCS Director でユーザおよびロールに変更を加える場合、
これらの変更は Prime Service Catalog に伝達されません。Prime Service Catalog とこれらの変
更を同期するには、ユーザおよびロールを同期する UCS Director のインスタンスを手動でイ
ンポートするがあります。

ステップ 1

[詳細設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] ページを選択します。

ステップ 2

UCSD のインスタンスを選択し、[設定（Settings）] ドロップダウンから [統合の管理（Manage Integration）]
オプションを選択します。

ステップ 3

[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから [すべてのオブジェクトをインポート（Import All
Objects）] オプションをクリックします。

UCS Director からのレポート データのコレクションのスケジュール
スケジューラを使用して自動的にスケジュールされた間隔で UCS Director からすべての VM に関
するレポート データを検出できます。また、Prime Service Catalog でインポートして表示するデー
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タの日、月、週の数、および週の開始の曜日を設定することもできます。スケジューラおよびレ
ポート データ設定を設定するのには、次の手順に従います。

次のプロパティ ファイルを編集します。これらのファイルは、 RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config
ディレクトリにあります。
• newscale.propertiesファイルで、次の例に示すようにポーリングの間隔を変更します。
###########################################
#Resource Reporting Data Poller
###########################################
#Cron Expression wakes up poller every 43 minutes of an hour
• reportsdata.poller.cron=0 10/20 * * * ?
#Cron Expression wakes up health check for 13th min and 15th min thereafter of the hour ex:
13,28,43,58 minutes
reportsdata.poller.health.check.cron=0 17/20 * * * ?
#High Availability Health checks threshold, this should be greater than Poller cron time
specified in minutes
reportsdata.healthCheck.threshold=127

• newscale.properties ファイルで、月、日、週の数を追加し、次の例に示すように、週の最初の曜日を
設定します。
###########################################
#Resource Reporting Import Data Settings
###########################################
#This property is configurable setting to fetch monthly usage data for first import.
#This is max value. If any value more than 12 is overwritten with 12.
• reportsdata.import.numberofmonths=12
#This property is configurable setting to fetch daily usage data for first import.
#This is max value. If any value more than 365 is overwritten with 365.
• reportsdata.import.numberofdays=365
#This property is configurable setting to fetch weekly usage data for first import.
#This is max value. If any value more than 52 is overwritten with 52.
• reportsdata.import.numberofweeks=52
#This property is configurable setting to fetch weekly usage data for first import.
#Only Monoday or Sunday or the values for this property. Otherwise Monday will be picked
#for any other day provided here.
• reportsdata.import.beginnerofweek=Monday

• support.propertiesファイルで、次に示すようにポーラーの値を「true」に設定します。
###### Reporting Data Poller Settings ###################
# In non-cluster mode: this should be enabled for the Requisitions Data script to be run from
the Poller
# In clustered mode: this can be either enabled on all nodes in the cluster OR on a specific
node in the cluster
# - only 1 node in the cluster will run at any given time, even if this is enabled on multiple
nodes in a cluster (which ever node starts it first)
reportsData.poller.enable=true
###########################################
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プライベートおよびハイブリッド クラウド サービスに関する権限とプレゼンテー
ションの設定
エンド ユーザに付与される権限に基づいて UCS Director から検出されるサービスは、Service
Catalog モジュールでオーダー可能になります。
Prime Service Catalog グループへの UCS Director のグループおよびロールのマッピングについて
は、「UCS Director 統合用の Prime Service Catalog システム定義ロール」および「UCS Director か
らインポートされたユーザとユーザ グループ」を参照してください。
UCS Director の統合に応じて、プライベートおよびパブリック クラウド上の VM のエンドユーザ
プロビジョニングおよびメンテナンスに関する標準カタログ、コンテナ カタログ、およびコンテ
ナ テンプレート サービスを検出できます。これらのサービスを使用して、エンド ユーザは以下
を実行できます。
UCS Director から、サービス コンテナ カタログ、標準カタログ、拡張カタログ、およびフェンス
ド コンテナ テンプレートに基づいて作成されたサービスをオーダーします。

はじめる前に
UCS Director インスタンスを統合して、UCS Director からサービスを検出します。UCS Director の
統合の詳細については、「UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合」
を参照してください。

ステップ 1

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、[設定（Settings）] ドロップダウンから [統合の管理（Manage
Integration）] オプションを選択します。

ステップ 2

[検出済み（Discovered）] パネルの [サービス（Services）] ボタンをクリックします。

ステップ 3

カスタマイズするサービスをダブルクリックします。

ステップ 4

[詳細（Details）] パネルで、サービス名、説明、およびカテゴリを入力します。
（注）
プライベート クラウド Iaas が UCS Director サービスのデフォルトのサービス カテゴリとして選
択されます。デフォルトのカテゴリを削除すると、生成されたサービスを別のカテゴリに関連
付けることができます。サービスは複数のカテゴリに関連付けることもできます。
（注）
また、新しいカテゴリを作成したり、1 つのカテゴリのイメージを新しく作成されたカテゴリに
関連付けることもできます。この新しいカテゴリは既存のサービスに関連付けることができま
す。
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拡張カタログ サービスでは、これらのサービスのカスタム フォーム ルール、表示プロパティ、およびディ
クショナリ名を上書きする場合、[フォーム定義の上書き（Overwrite Form Definition）] フィールドで [は
い（Yes）] を選択します。[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 5

[プレゼンテーション（Presentation）] パネルを選択し、[アタッチ（Attach）] をクリックして、サービス
に関連付けるイメージを選択するか、[イメージ URL（Image URL）] を選択してイメージの URL を入力
します。選択されているデフォルト オプションは [イメージファイル（Image File）] です。

ステップ 6

[イメージの選択（Select Image）] ウィンドウのリストからイメージを選択し、[追加（Add）] をクリック
します。
シスコでは、サービスに割り当て可能なすぐに使えるイメージを多数提供しています。またサービスに使
用するイメージをアップロードすることもできます。

ステップ 7

[概要（Overview）] または [サービスフォーム（Service Form）] オプションを選択してサービスの説明を
入力し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

[ファセット（Facets）] パネルで必要なオプションを選択し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

[権限（Permissions）] パネルで、次の手順を実行します。
• リストからロールを選択し、[選択項目の削除（Remove Selected）] をクリックして権限を削除しま
す。
• [権限の追加（Add Permissions）] ドロップダウン リストから選択して追加するか、これらのサービス
を展開できるロールをリストから選択します。
• Prime Service Catalog で UCS Director 用に作成されたコンテナ テンプレート、コンテナ カタログ、
標準カタログ、およびアドバンス カタログ サービスの場合：
◦ これらのサービスが UCS Director 内のグループに関連付けられている場合、Prime Service Catalog
内の対応するグループのユーザは、そのグループがアクセス権を持つサービスのみをオーダー
できます。
◦ これらのサービスが UCS Director 内の All Groups に関連付けられている場合、Prime Service
Catalog 内の対応するグループのユーザは、All Groups がアクセス権を持つサービスのみをオー
ダーできます。

ステップ 10 [保存（Save）] をクリックします。
新しいサービスは、選択したカテゴリに基づいて Service Catalog モジュールに表示されます。

UCSD サービスのテンプレートのマッピング
Prime Service Catalog は、UCSD サービスにマッピングできる設定済みのテンプレートを提供しま
す。テンプレート サービスは、UCSD のエンティティを Service Catalog モジュールのサービスと
して表示する方法を定義します。UCSD では、カタログまたはテンプレート レベルでテンプレー
トをマッピングできます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
147

クラウド アプリケーションとの統合
UCS Director エンティティのオーダー可能サービスの生成

カスタム テンプレートは、Prime Service Catalog によって提供される設定済みの UCSD テンプレー
トに基づいて作成でき、UCSD サービスへのマッピングに使用できます。カスタム テンプレート
を作成する方法の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』の「Create Custom
Templates」を参照してください。
テンプレートをマッピングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、設定から [接続の管理（Manage Connection）] を選択しま
す。

ステップ 2

[検出済み（Discovered）] パネルの [オブジェクト（Objects）] をクリックします。

ステップ 3

左側からテンプレートまたはカタログを選択し、選択したエントリに対して、[基本テンプレートの選択
（Select Base Template）] ドロップダウン リストからカスタム テンプレートを選択します。

ステップ 4

設定オプションから次のいずれかを実行できます。
a) [サービスの再生成（Regenerate Service）] をクリックし、選択した新しいテンプレートで既存のサービ
スを再生成します。
b) [サービス バリアントの生成（Generate Service Variant）] をクリックし、新しいカスタム テンプレート
を使用して UCSD エンティティに対応するサービス バリアントを作成します。
（注）
選択したテンプレートにこのサービス バリアントが存在する場合は、再生成されま
す。

UCS Director からインポートされたユーザとユーザ グループ
（注）

Prime Service Catalog および UCS Director が LDAP に接続されている単一のウィンドウでは、
次のようになります。
• ユーザのホーム OU は、常に LDAP マッピングで決定されます。
• ユーザは、UCS Director のインポートされたグループに属していれば、UCS Director グ
ループのメンバーシップを取得します。
• インポート（検出）されたユーザ データが Prime Service Catalog に存在しない場合は、同
じデータが Prime Service Catalog で作成され、OU、グループ、およびロールの通常のフ
ローが実行されます。
Prime Service Catalog が UCS Director に初めて接続したときに、Prime Service Catalog は次を作成し
ます。
• UCSD ::<ID>::AllGroups:
<ID> は、UCS Director サーバを表す 3 文字の ID です。このグループは、この UCS Director サー
バからインポートされたすべてのグループの親グループになります。
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• UCSD ::<ID>::<GroupName>:
<ID> は、UCS Director サーバを表す 3 文字の ID です。UCS Director 内の各グループに対応するグ
ループが作成されます。このようなグループは、すべて親グループの下でグループ化されます。
UCS Director のさまざまなグループに属するユーザは、Prime Service Catalog 内の該当するグルー
プにインポートされます。
• Defaultgroup.デフォルト グループは、親グループの下でグループ化されます。UCS Director
内のグループに属さないユーザは、このグループにインポートされます。
UCS Director からインポートされたすべてのユーザは、Prime Service Catalog の組織単位（OU）に
割り当てられます。
その後の接続時に、Prime Service Catalog はグループ メンバーシップの変更をチェックし、それに
応じてレコードを更新します。

（注）

Prime Service Catalog で UCS Director 用に作成されたコンテナ テンプレート、コンテナ カタロ
グ、標準カタログ、およびアドバンス カタログ サービスの場合：
• これらのサービスが UCS Director 内のグループに関連付けられている場合、Prime Service
Catalog 内の対応するグループのユーザは、そのグループがアクセス権を持つサービスの
みをオーダーできます。
• これらのサービスが UCS Director 内の All Groups に関連付けられている場合、Prime Service
Catalog 内の対応するグループのユーザは、All Groups がアクセス権を持つサービスのみ
をオーダーできます。

UCS Director 統合用の Prime Service Catalog システム定義ロール
Prime Service Catalog では、検出された UCS Director ロールに対して次のシステム定義ロールが作
成されます。次の表に、UCS Director ロールから Prime Service Catalog システム定義ロールへの
マッピングを示します。
表 45：Prime Service Catalog ロールと UCS Director ロールのマッピング

UCS Director
ロール

Prime Service Catalog シ 説明
ステム定義ロール

システム管理者 UCSD Sys Admin
すべてのポリ
シー管理者
コンピューティ
ング管理者

UCSD Sys Admin User は、Service Item Manager で UCS
Director サービス項目のそれぞれに割り当てられたグ
ループ権限に基づいて、My Products & Services のサー
ビス項目としてコンテナ、vDC、および VM の詳細を
表示できます。
このロールを持つユーザのみがコンテナ テンプレート
サービスをオーダーできます。
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UCS Director
ロール

Prime Service Catalog シ 説明
ステム定義ロール

Service
UCSD End User
End-User、
Group Admin、
Operation ロール

UCSD End User は、Service Item Manager で UCS Director
サービス項目のそれぞれに割り当てられたグループ権
限に基づいて、My Stuff のサービス項目としてコンテ
ナ、vDC、および VM の詳細を表示できます。
このロールを持つユーザは、ユーザが属するグループ
と UCS Director でグループに割り当てられたカタログ
に基づいてサービスをオーダーできます。

他のすべての
ロール

（注）

UCSD Operator

このロールを持つユーザは、セルフサービス ポータル
の表示と使用のみが可能であり、サービスをオーダー
できません。

Prime Service Catalog および UCS Director が LDAP に接続されている単一のウィンドウでは、
次のようになります。
• ユーザのホーム OU は、常に LDAP マッピングで決定されます。
• ユーザは、UCS Director のインポートされたグループに属していれば、UCS Director グ
ループのメンバーシップを取得します。
• インポート（検出）されたユーザ データが Prime Service Catalog に存在しない場合は、同
じデータが Prime Service Catalog で作成され、OU、グループ、およびロールの通常のフ
ローが実行されます。

プライベート クラウド サービスの表示カテゴリの設定
新しいサービスは、選択したカテゴリに基づいて Service Catalog モジュールに表示されます。

はじめる前に
UCS Director インスタンスを統合して、UCS Director からサービスを検出します。詳細について
は、「UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合」を参照してください。

ステップ 1

[詳細設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] を選択し、[統合（Integrations）] ページから
接続を選択します。

ステップ 2

ドロップダウンから [統合の管理（Manage Integration）] オプションをクリックし、[検出済み（Discovered）]
パネルの [サービス（Services）] タブをクリックしてサービスをダブルクリックします。

ステップ 3

[詳細（Details）] パネルで、次の手順を実行します。
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a) 選択したサービスのサービス名と説明を入力します。
b) 既存のカテゴリを選択するか、[新規（New）] オプションをクリックして新しいカテゴリを作成しま
す。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

マルチテナント IaaS の提供
サービス プロバイダーはこの機能によって、Cisco ONE Enterprise Cloud Suite を使用して、ACI
でマルチテナントの Infrastructure as a Service（IaaS）を提供できます。この機能に必要なコンポー
ネントは、Prime Service Catalog、UCS Director（マネージド サービス プロバイダー モード）、ACI
です。
Prime Service Catalog の Tenant Management モジュールは、インフラストラクチャ サービスを複
数のテナントに対して迅速かつ効率的に提供します。テナントは、このモジュールを使用して独
自のサービス セットを管理し、これらのインフラストラクチャ サービスをエンド ユーザに提供
できます。1 つのテナントには複数の組織を含めることができ、各組織には複数のユーザを含め
ることができます。
Tenant Management モジュールを使用してできること：
• テナント管理者は、テナント ユーザの管理、テナント ユーザのコンピューティング リソー
スと仮想マシンのクォータ定義、ファイアウォールとロード バランサの管理の委任ができま
す。
• エンド ユーザは、VM のセルフサービス プロビジョニングと管理ができます。
テナントのワークフロー（例：テナントの作成、更新、および削除）、VDC、VM の操作は、UCS
Director の Advanced と Service Container Catalog のワークフローで実行されます。Prime Service
Catalog は UCS Director の検索プロセス中に、これらの Advanced と Service Container Catalog のワー
クフローのサービスを作成します。この機能がシームレスに動作するよう、サイト管理者は UCS
Director が検出したこれらのサービスを Prime Service Catalog の Tenant Management ワークフロー
にマッピングする必要があります。詳細については、「Tenant Management モジュールのセット
アップ」と「UCS Director からのテナント、VDC、およびファイアウォール ルール ワークフロー
のマッピング」を参照してください。

UCS Director でのマルチテナント IaaS 用テナント ワークフロー設定
マルチテナント IaaS がシームレスに動作するために、管理者はマルチテナント IaaS 関連のオブ
ジェクトが UCS Director で作成および設定されるようにする必要があります。管理者は、これら
のマルチテナント IaaS のワークフローのうち 4 つのみを設定する必要があります。残りのワーク
フローはインストール中に事前定義および設定されます。
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ここでは、これらのワークフローのために UCS Director で設定する必要のあるフィールドまたは
属性の一覧を記載しています。これらの拡張カタログとコンテナ カタログのワークフローを作成
する方法の詳細については、『Cisco UCS Director 6.0 Administration Guide』を参照してください。

（注）

UCS Director の拡張カタログ名にはハイフンを使用しないでください。これは、Prime Service
Catalog との統合後の同期の問題を回避するためです。

表 46：UCS Director におけるマルチテナント IaaS のワークフローの設定

UCS Director ワーク UCS Director の拡張カタログまたはサービス コンテナ カタログのフィールド
フロー
VNX テナントのオ
ンボーディング

• CPU予約（CPU Reservation ）（MHz） - （サンプル値 - 10000）：こ
の属性の値は、アナリストまたは管理者が取得する必要があります。
• 容量（Capacity）（EMCSizeUnit）（サンプル値 - GB）
• テナントのプロファイル（Tenant Profile）：アプリケーションはプロ
ファイル 1 つのみに対応します。
• サービス提供（Service offering）：アプリケーションは提供 1 つのみに
対応します。
• サービスプロファイル（ervice Profile）：これは必須の値です。システ
ムの既存のプロファイルにこれをマッピングします。
• 物理サーバの予約領域（Physical Server Reserved Space）
• データストアのサイズ制限（Datastore Size Limit）（GB）
• VMオーバーサブスクリプション（VM Over Subscription）
• L2 VLan ID
• L2 IPサブネット（L2 IP Subnet）
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UCS Director ワーク UCS Director の拡張カタログまたはサービス コンテナ カタログのフィールド
フロー
テナントの更新

• [テナントのプロファイル名（Tenant Profile Name）]：アプリケーショ
ンはプロファイル 1 つのみに対応します。。このフィールドは、VNX
のテナント オンボーディングのワークフローでの指定と同じである必
要があります。
• [サービス提供（Service Offering）]：アプリケーションはサービス提供
1 つのみに対応します。このフィールドは、VNX のテナント オンボー
ディングのワークフローでの指定と同じである必要があります。
• [CPU予約（MHz）（CPU Reservation (MHz)）]：この属性の値は、アナ
リストまたは管理者が取得する必要があります。
• [サービスプロファイルの識別（Service Profile Identity）]：これは必須
の値です。 システムの既存のプロファイルにこれをマッピングしま
す。
• 容量（Capacity）（GB）
• データストアの制限（Datastore Limit）

APIC Service
APIC Service Container カタログ用に設定するフィールドは特にありません。
Container カタログ APIC Service Container カタログが VDC ワークフローの UCS Director で使用
できるようにしてください。
ファイアウォール
ルール アクション
の設定

• ファイアウォール ID（Firewall ID）
• プロトコル
• エントリ名（Entry Name）
• 順序
• サービス パラメータ（Service Param）
• 送信元アドレス（Source Address）
• 任意の送信元（Source Any）
• 送信元ポート（Source Port）
• タグ
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Tenant Management モジュールのセットアップ
サイト管理者は、マルチテナント IaaS をシームレスに運用するために、次の手順を実行する必要
があります。

はじめる前に
• サービス プロバイダー モードの UCS Director インスタンスに接続します。
• Prime Service Catalog の Service Link モジュールで、UCSD エージェントが稼働中であること
を確認します。
• UCS Director でテナント管理に関連するオブジェクトが作成され、設定されていることを確
認します。UCS Director で設定されるアドバンスおよびコンテナ カタログのワークフロー入
力については、「UCS Director でのマルチテナント IaaS 用テナント ワークフロー設定」を参
照してください。

ステップ 1

Prime Service Catalog を UCS Director と統合し、UCS Director のインフラストラクチャ エンティティを検出
します。手順については、「UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合」を参照
してください。

ステップ 2

UCS Director のアドバンス カタログ/コンテナ カタログ サービスを Prime Service Catalog ワークフローに
マッピングします。詳細については、「UCS Director からのテナント、VDC、およびファイアウォール
ルール ワークフローのマッピング」を参照してください。

ステップ 3

Prime Service Catalog で、テナントを作成するワークフローを呼び出します。詳細は、「テナントのオン
ボーディング」を参照してください。

UCS Director からのテナント、VDC、およびファイアウォール ルール ワークフロー
のマッピング
Prime Service Catalog が UCS Director と統合されている場合、検出プロセスによって UCS Director
拡張カタログおよび APIC サービス コンテナ カタログに基づいてサービスが作成されます。UCS
Director の拡張カタログおよび APIC サービス コンテナ カタログは、テナントの作成や管理、お
よび VDC の作成に関するそれぞれのワークフローをパブリッシュするために使用されます。
シームレスなマルチテナント IaaS 運用を実現するには、サイト管理者はこれらのサービスを UCS
Director ワークフローとマッピングする必要があります。

（注）

管理者からのマッピングが必要なのは、Prime Service Catalog のテナント管理ワークフローの
うち4つのみです。残りのワークフローは事前定義されているか、インストールの実行中に設
定します。Prime Service Catalog でのマッピングが必要なワークフローの詳細については、次
の表を参照してください。
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はじめる前に
サービス プロバイダー モードの UCS Director インスタンスと Prime Service Catalog を統合します。
詳細については、「UCS Director（UCSD）または VACS と Prime Service Catalog の統合」を参照
してください。

ステップ 1

Prime Service Catalog で UCS Director エンティティを検出します。

ステップ 2

Prime Service Catalog の検出ページで、[ワークフローの管理（Manage Workflows）] セクションからワーク
フローを選択しワークフローの管理ページをクリックして開きます。右側の [サービス（Services）] ドロッ
プダウンから拡張またはサービス コンテナ カタログ サービスを選択します。このドロップダウンでどの
サービスを選択するかについては、次の表を参照してください。

ステップ 3

前の手順で選択した拡張またはサービス コンテナ カタログのサービスのタイプに基づいて、残りのワー
クフロー属性の値を選択し、[保存（Save）] をクリックします。
• [組織単位（Organizational Unit）] を除く属性マッピングのほとんどは自明です。[組織単位
（注）
（Organizational Unit）] は GroupName にマッピングする必要があります。
• PSC サービスでカスタム属性を導入すると、[属性の追加（Add Attribute）] オプションを使
用して、UCSD 拡張またはサービス コンテナ カタログで新しいワークフローをマッピング
することができます。新しいカタログが PSC サービスにマッピングされていない場合、要
求は作成されず、エラーが表示されます。カスタム属性は、カタログを使用していない場
合、変更または削除することができます。

ステップ 4

Tenant Management モジュールに移動し、テナントを作成するためのワークフローを呼び出します。VDC
およびファイアウォール ルール ワークフローの場合、Service Catalog モジュールの [製品とサービス（My
Products & Services）] > [仮想データ センター（Virtual Data Centers）] に移動して VDC を作成し、ファイ
アウォール ルールを追加します。
UCS Director の操作が成功すると、サービス要求のステータスが [完了（Completed）] として表示されま
す。
（注）

属性が適切にマッピングされていない場合、要求は作成されず、エラーが表示されま
す。

Prime Service Catalog のワーク UCSD 拡張/サービス コンテナ カタログ
フロー
テナントの作成（Create
Tenant）

[VNXテナントオンボーディング（VNX Tenant Onboarding）]
ワークフローに基づく拡張カタログ

テナントの管理（Manage
Tenant）

[更新のテナント（Update Tenant）] ワークフローに基づく拡張
カタログ

VDCの作成（Create VDC）

APIC Service Container カタログに基づく拡張カタログ
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Prime Service Catalog のワーク UCSD 拡張/サービス コンテナ カタログ
フロー
ファイアウォールの作成

[ファイアウォール ルール アクション設定（Firewall Rule Action
Configuration）] ワークフローに基づく拡張カタログ

テナントのオンボーディング
サイト管理者は、テナント管理者を作成できます。テナント管理者は、ユーザ、組織単位（OU）、
および VDC を作成および管理できます。さらにテナント管理者は、仮想マシンおよびサービスで
ユーザが実行できるタスクを指定できます。また、コンピューティング リソースと仮想マシンに
クォータを設定できます。
テナント管理者を作成すると、組織とテナント ユーザのダッシュレットが自動的に作成され、そ
のテナントに関連付けられます。
サイト管理者がテナントを作成するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

（注）

これらの前提条件は、VDC の作成にも適用されます。

はじめる前に
• マネージド サービス プロバイダー（MSP）モードの UCS Director 接続を追加します。[詳細
設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] で UCS Director インスタンスに接続
すると、[新しい統合（New Integrations）] をクリックできます。
• 高度なカタログおよびサービス コンテナ カタログ サービスを Prime Service Catalog のワーク
フローにマッピングします。詳細については、「UCS Director からのテナント、VDC、およ
びファイアウォール ルール ワークフローのマッピング」を参照してください。
• Service Link モジュールで UCSD エージェントが稼働している必要があります。

ステップ 1

サイト管理者としてログインします。

ステップ 2

[テナント管理（Tenant Management）] を開きます。

ステップ 3

[テナント管理ダッシュボード（Tenant Management Dashboard）] から [テナントの追加（Add Tenant）] を
クリックします。

ステップ 4

[テナント情報（Tenant Information）] タブで、テナント名、住所、ディザスタ リカバリ保護情報などの詳
細、[L2 VLAN ID]、[L2 IP サブネット（L2 IP Subnet）]、[テナント IP プール（Tenant IP Pool）]、および
[リソースの選択（ND 用）（Resource Selection (For ND)）] を入力します。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
156

クラウド アプリケーションとの統合
マルチテナント IaaS の提供

（注）

• [L2 VLAN ID]、[L2 IP サブネット（L2 IP Subnet）]、[テナント IP プール（Tenant IP Pool）]
の属性は、コンテナ内の適切なサブネットにマッピングする必要があります。Web イン
ターフェイスに示される推奨される形式で [L2 VLAN ID]、[L2 IP サブネット（L2 IP
Subnet）]、[テナント IP プール（Tenant IP Pool）] を入力します。
• テナントが作成された後にテナントの詳細を編集すると、[L2 VLAN ID]、[L2 IP サブネッ
ト（L2 IP Subnet）]、[テナント IP プール（Tenant IP Pool）] フィールドが読み取り専用状
態になります。
• [リソースの選択（ND 用）（Resource Selection (For ND)）] ドロップダウン リストから [新
しいリソースのプロビジョニング（Provision New Resources）] オプションを選択する場合
は、[RAM（ND 用）（RAM (For ND)）]、[vCPU（ND 用）（vCPU (For ND)）]、[ストレー
ジ（ND 用）（Storage (For ND)）] の詳細を入力する必要があります。

ステップ 5

[クォータ管理（Quota Management）] タブで vDC の予約情報を指定します（vDC のテンプレートに基づ
く）。
UCS Director は、リソース割り当てと、そのテナントのプロビジョニングに、この情報を使用します。こ
れで、関連付けられた各テナントの OU、vDC、ユーザをテナント管理者が作成および管理できます。
テナントが [プロビジョニング中（Being provisioned）] ステータスのときは、テナント ダッシュボードで
テナント管理者アイコンが無効になり、ユーザ（サイト管理者）によるユーザ管理の表示が制限されま
す。テナント ダッシュボードの [ステータス（Status）] に情報アイコン「i」が表示され、これをクリック
すると、要求、プロビジョニング ワークフローの要約、コメントが日付とタイムスタンプ付きでオーバー
レイ表示されます。

また、[テナント管理（Tenant Management）] > [テナントを検索（Find a Tenant）] で、クォータと
容量の情報のみを検索して編集できます（VDC に関連付けられたその他の情報は編集できませ
ん）。テナント管理者はユーザ ダッシュボードから、[組織（Organization）]、[ユーザ（Users）]、
および [VDC] に移動できます。

（注）

• （ステータス カラムの横）テナント管理者アイコンは、テナントのステータスに基づい
て有効または無効になります。テナントがアクティブの場合は、テナント管理者アイコ
ンをクリックしてユーザ管理に移動し、必要なタスクを実行できます。

テナントの削除
次の手順は、Tenant Management モジュールへのアクセス権がある顧客にのみ該当します。
[テナント管理（Tenant Management）] ダッシュボードからテナントを削除するには、そのテナン
トに関連付けられている物理サーバ、VM、VDC、組織ユーザ、または任意のサービス項目をす
べて削除することを確認してください。下記と同じ順序で手順を実行します。
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使用しているデータベースに応じて、手順にわずかな違いがある可能性があります。

ステップ 1

（Tenant Administrator として）[Service Item Manager] > [サービス項目の管理（Manage Service Items）] に
移動し、削除アイコンをクリックしてテナントの物理サーバを削除します。

ステップ 2

[製品とサービス（My Products & Services）] > [仮想データセンター（Virtual Data Center）] に移動し、テ
ナントに対応する VDC を選択します。

ステップ 3

ロード バランサを削除します。削除するには、[ロード バランサ（Load Balancer）] タブからロード バラ
ンサを選択し、削除アイコンをクリックします。

ステップ 4

ファイアウォール ルールを削除します。削除するには、[ファイアウォール ルール（Firewall Rule）] タブ
からファイアウォール ルールを選択し、削除アイコンをクリックします。

ステップ 5

VM を削除します。削除するには、VDC に対応する仮想マシンをクリックします。各 VM の右側の歯車
アイコンをクリックし、削除します。

ステップ 6

VDC を削除します。既存の VDC の削除アイコンをクリックし、削除します。

ステップ 7

（Oracle のみ）[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] に移動し、特定のユーザのすべて
の要求を消去します。

ステップ 8

Organisation Designer モジュールに移動し、次の手順を実行します。
1 すべての OU をテナントではないいくつかの他の親 OU に移動します。
2 ユーザの追加の OU（ホーム OU 以外）を削除し、ユーザを削除します。
3 [削除（Remove）] ボタンをクリックしてユーザを削除します。

ステップ 9

（Site Administrator として）Tenant Management モジュールに移動し、削除するテナントの横の削除アイコ
ンをクリックします。

サービスとしての CloudCenter アプリケーションの提供
Cisco Prime Service Catalog では、Cisco CloudCenter との直接統合を提供しています。Prime Service
Catalog から CloudCenter への接続を設定できるので、アプリケーション展開ワークフローのイン
ポートが自動化され、カタログに公開する準備ができるようになります。
CloudCenter では、ユーザは多階層アプリケーションのクラウドにとらわれない設計図を定義で
き、CloudCenter によって提供されるコストとパフォーマンスのメトリックに基づいてプライベー
ト、パブリック、またはハイブリッド クラウドに展開できます。CloudCenter は、自動エージング
ポリシーを使用してアプリケーションのライフサイクルを管理でき、アプリケーションのパフォー
マンスに基づいて多階層アプリケーションの個々の階層のスケールアウトおよびスケールインを
行う機能を管理できます。
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CloudCenter アプリケーションのオーダー可能サービスの生成
クラウドで CloudCenter アプリケーションを展開するためのオーダー可能サービスを作成するに
は、次の手順を実行する必要があります。
手順

トピック

ステップ CloudCenter と Prime Service Catalog を統 CloudCenter と Prime Service Catalog の統合,
1
合します。
（159 ページ）
ステップ アプリケーションプロファイルを検出し
2
ます。
ステップ Prime Service Catalog でハイブリッド ク
3
ラウド プロビジョニング サービスの検
索ファセット、権限、およびプレゼン
テーションを設定します。

CloudCenter サービスの権限とプレゼンテー
ションの設定, （161 ページ）

エンドユーザは権限に基づいてアプリケーション サービスを展開できるようになります。

CloudCenter と Prime Service Catalog の統合
Service Administrator は、CloudCenter サーバへの接続を追加して、CloudCenter データベースから
アプリケーションプロファイルおよびアクティベーションプロファイルをインポートできます。
各 CloudCenter アプリケーション プロファイルに対し、Prime Service Catalog は自動的にサービス
を作成します。
前提条件
• Prime Service Catalog と CloudCenter を統合し、シングル サインオンをサポートするように
SAML を設定します。
• CloudCenter と Prime Service Catalog を統合するには、以下の手順を実行します。

ステップ 1

Service Administrator（または Site Administrator）ユーザとして Prime Service Catalog にログインします。

ステップ 2

メイン メニューから、[詳細設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] を選択し、[新しい統
合（New Integrations）] をクリックします。

ステップ 3

[Cisco CloudCenter] を選択します。

ステップ 4

詳細を入力し、[統合の作成（Create Integration）] をクリックして CloudCenter サーバに接続します。
1 https 接続の場合、CloudCenter サーバのルート CA 証明書をインポートします。サーバのルート CA 証
明書の内容をコピーし、テキスト領域に貼り付けます。ルート証明書が一連の証明書である場合、内
容を 1 つずつ下に貼り付けていきます。サーバの SSL 証明書が無効または信頼できない場合、接続は
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失敗します。[証明書の検証をスキップ（Skip Certificate Validation）] オプションを選択すると、証明書
の検証をスキップできます。
2 [API] は必須フィールドであり、CloudCenter サーバに接続するには CloudCenter からユーザ名と API
キーを取得する必要があります。
3 デフォルトでは、基本テンプレートが接続にマッピングされます。ただし、ドロップダウン リストで
利用可能な他のテンプレートを使用することもできます。サービス テンプレートの詳細については、
CloudCenter のアプリケーション テンプレートのマッピング, （162 ページ）を参照してください。
ステップ 5

[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから [接続のテスト（Test Connectivity）] オプションを
選択し、資格情報とサーバの詳細を検証します。

ステップ 6

接続が成功したら、[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから [すべてのオブジェクトをイ
ンポート（Import all Objects）] オプションをクリックします。公開された CloudCenter アプリケーション
プロファイルの検出およびインポートが開始されます。

ステップ 7

[検出済み（Discovered）] パネルでは、次のことができます。
• [オブジェクト（Objects）] タブで検出されたすべてのエンティティを確認します。
• [サービス（Services）] の [アプリケーション（Application）] 用に作成されたサービスを表示します。
• サービスを選択し、これらのサービスのカテゴリ、プレゼンテーション、ファセット、および権限を
設定します。詳細については、CloudCenter サービスの権限とプレゼンテーションの設定, （161 ペー
ジ）を参照してください。

CloudCenter 接続の削除
[統合の管理（Manage Integration）] から [削除（Remove）] オプションを選択するか、[設定
（Settings）] ドロップダウンから [削除（Remove）] オプションを選択することにより、CloudCenter
接続を削除することができます。このオプションは、アプリケーションとアクティベーション プ
ロファイルなど、インポートしたエンティティとともに接続を削除します。

Prime Service Catalog でのセキュリティアサーションマークアップ言語（SAML）SSO
の有効化
セキュリティ アサーション マークアップ言語（SAML）は、ユーザの外部認証と SSO（シングル
サインオン）の手段を提供するために Prime Service Catalog で使用できます。
Prime Service Catalog を CloudCenter と統合する前提として、SAML SSO を有効にして設定する必
要があります。
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次の手順を実行して、シングル サインオンを有効にします。

ステップ 1

Prime Service Catalog の SAML を有効にする：
a) [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [カスタマイズ（Customizations）] に移動します。
b) [共通（Common）] セクションから [SAML 設定の有効化（Enable SAML setting）] をオンにし、[更新
（Update）] をクリックします。

ステップ 2

Prime Service Catalog で SAML サポートを設定します。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog 12.0
Integration Guide』の「Configuring SSO Using SAML」の項を参照してください。

ステップ 3

（オプション）CloudCenter と Prime Service Catalog を統合します。詳細については、CloudCenter と Prime
Service Catalog の統合, （159 ページ）を参照してください。

CloudCenter サービスの権限とプレゼンテーションの設定
ユーザに付与される権限に基づき、検出されたアプリケーション サービスは Service Catalog モ
ジュールで利用可能になります。以下の手順で説明されているオプションを使用して、PrimeService
Catalog で OU、ユーザ、グループ、またはロールに対してこれらのサービスの展開している権限
を付与したり、プレゼンテーションの詳細、説明、カテゴリなどを追加することによってサービ
スをカスタマイズしたりできます。ただし、サービスは、追加で定義変更を行うことなくそのま
ま展開できるよう準備されています。

はじめる前に
CloudCenter との統合によって CloudCenter からアプリケーション プロファイルを検出します。統
合の詳細については、CloudCenter と Prime Service Catalog の統合, （159 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 1

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、[検出済み（Discovered）] パネルの [サービス（Services）]
をクリックするか、[設定（Settings）] ドロップダウンから [統合の管理（Manage Integration）] オプション
を選択し、[検出済み（Discovered）] パネルの [サービス（Services）] をクリックします。

ステップ 2

カスタマイズするサービスを選択します。

ステップ 3

[詳細（Details）] パネルで、サービス名、説明、およびカテゴリを入力します。[保存（Save）] をクリッ
クします。
（注）
CloudCenter アプリケーションは、CloudCenter サービスのデフォルトのサービス カテゴリとし
て選択されます。デフォルトのカテゴリを削除すると、生成されたサービスを別のカテゴリに
関連付けることができます。サービスは複数のカテゴリに関連付けることもできます。
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ステップ 4

[プレゼンテーション（Presentation）] パネルを選択し、[アタッチ（Attach）] をクリックして、サービス
に関連付けるイメージを選択するか、[イメージ URL（Image URL）] を選択してイメージの URL を入力
します。選択されているデフォルト オプションは [イメージファイル（Image File）] です。

ステップ 5

[イメージの選択（Select Image）] ウィンドウのリストからイメージを選択し、[追加（Add）] をクリック
します。シスコでは、サービスに割り当て可能なすぐに使えるイメージを多数提供しています。またサー
ビスに使用するイメージをアップロードすることもできます。

ステップ 6

[概要（Overview）] または [サービスフォーム（Service Form）] オプションを選択してサービスの説明を
入力し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[ファセット（Facets）] パネルで必要なオプションを選択し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

[権限（Permissions）] パネルで、次の手順を実行します。
• リストからロールを選択し、[選択項目の削除（Remove Selected）] をクリックして権限を削除しま
す。
• [権限の追加（Add Permissions）] ドロップダウン リストから選択して追加するか、これらのサービス
を展開できるロールをリストから選択します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。
新しいサービスは、選択したカテゴリに基づいて Service Catalog モジュールに表示されます。

CloudCenter のアプリケーション テンプレートのマッピング
選択した接続またはアプリケーション プロファイルに対してサービスの基本テンプレートを設定
できます。このテンプレートは、アプリケーションが Service Catalog モジュールのサービスとし
て表示される方法を定義します。
テンプレートは次の 2 レベルでマッピングできます。
• 接続レベル：新しい接続を追加するとき、または接続を変更してから新しいテンプレートを
マッピングするときにテンプレートをマッピングできます。インポート時、その接続に関連
付けられているすべてのアプリケーションは、接続レベルで割り当てられているテンプレー
トを継承します。

（注）

これらのテンプレートのみが、接続レベルのテンプレートが変更される前に
継承した接続レベル テンプレートを継承していきます。

• アプリケーション プロファイル レベル：テンプレートは、アプリケーション プロファイル
レベルで割り当てることもできます。CloudCenter の設定済みのテンプレートに基づいて
Service Designer でカスタム テンプレートを作成することができます。これらのカスタム テ
ンプレートは、アプリケーション プロファイルへのマッピングに使用できます。詳細につい
ては、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。
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（注）

アプリケーション プロファイルの現在のテンプレートが更新され、サービス
にそれらの変更を適用する場合にのみ、アプリケーション プロファイル レベ
ルでカスタム テンプレートを適用することをお勧めします。

アプリケーションプロファイルレベルでテンプレートをマッピングするには、以下の手順に従い
ます。

ステップ 1

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、[検出済み（Discovered）] パネルの [オブジェクト（Objects）]
をクリックします。

ステップ 2

リストからアプリケーション プロファイルを選択し、[基本テンプレートの選択（Select Base Template）]
ドロップダウン リストから新しいテンプレートを選択します。

ステップ 3

設定オプションから次のいずれかを実行できます。
a) [サービスの再生成（Regenerate Service）] をクリックし、選択した新しいテンプレートで既存のサービ
スを再生成します。
b) [サービス バリアントの生成（Generate Service Variant）] をクリックし、新しいカスタム テンプレート
を持つアプリケーション プロファイルに対応するサービス バリアントを作成します。
（注）
選択したテンプレートにこのサービス バリアントが存在する場合は、再生成されま
す。

CloudCenter でのユーザ管理
SAML のサポートが有効になっていると、IDP ユーザの初回ログイン時に、対応する Prime Service
Catalog ユーザが作成されます。ユーザがテナントへの参加またはテナントの作成を初めて行う
と、そのユーザは CloudCenter にパブリッシュされ、デフォルトのアクティベーション プロファ
イルに関連付けられます。

Performance Manager と Prime Service Catalog の統合
サービス管理者として Performance Manager サーバに接続を追加することができます。パフォーマ
ンス レポートのデータ ポイントは、UCS Performance Manager で生成されます。Prime Service
Catalog は、API 呼び出し機能を通じてこれらのデータ ポイントをインポートします。各 Performance
Manager アプリケーション プロファイルに対し、Prime Service Catalog は自動的にサービスを作成
します。1 時間、6 時間、1 週間の vDC のパフォーマンス レポートを表示できます。また、パ
フォーマンスレポートが必要な時間間隔はカスタマイズできます。パフォーマンスレポートの詳
細については、『Cisco Prime Service Catalog User Guide』の「Viewing Performance reports」の項を
参照してください。
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はじめる前に
Prime Service Catalog で UCSD 接続が確立され、UCSD のユーザによって VM が作成されているこ
とを確認します。

ステップ 1

Service Administrator ユーザとして Prime Service Catalog にログインします。

ステップ 2

メイン メニューから、[詳細設定（Advanced Configuration）] > [統合（Integrations）] を選択し、[新しい統
合（New Integrations）] をクリックします。

ステップ 3

[Cisco UCS Performance Manager] を選択します。

ステップ 4

UCS Performance Manager がインストールされているサーバへの接続の詳細を入力します。
https 接続の場合、UCS Performance Manager サーバのルート CA 証明書をインポートします。サーバのルー
ト CA 証明書の内容をコピーし、テキスト領域に貼り付けます。ルート証明書が一連の証明書である場
合、内容を 1 つずつ下に貼り付けていきます。サーバの SSL 証明書が無効または信頼できない場合、接続
は失敗します。[証明書の検証をスキップ（Skip Certificate Validation）] オプションを選択すると、証明書
の検証をスキップできます。

ステップ 5

[統合の作成（Create Integration）] をクリックします。

ステップ 6

[統合（Integrations）] ページから接続を選択し、[統合の管理（Manage Integration）] ドロップダウンから
[接続のテスト（Test Connectivity）] オプションを選択し、資格情報を認証します。
（注）
Prime Service Catalog の UCSPM スケジューラは、UCS Performance Manager エンティティを自動
的にポーリングします。

UCS Performance Manager 接続の削除
Service Administrator は、[統合（Integrations）] > [設定（Setting）] ドロップダウン、または [統合
の管理（Manage Integrations）] ページ > [統合の管理（Manage Integrations）] ドロップダウンから
[削除（Remove）] オプションを選択することにより、UCS Performance Manager 接続を削除できま
す。このオプションは、アプリケーションとアクティベーション プロファイル、クラウド、展開
環境など、インポートしたエンティティとともに接続を削除します。
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• チームの管理の展開, 165 ページ

チームの管理の展開
Prime Service Catalog はマルチ チーム環境をサポートする機能を提供します。マルチ チーム環境
では、大規模な組織をチームと呼ばれる論理エンティティに分割できます。その結果、チーム間
の論理的分離を実現でき、チームまたはプロジェクト全体にサービスをオーダーする権限を管理
できます。チームの管理機能は、Prime Service Catalog とともにサービス パックとして提供されま
す。アクティブにすると、チームの管理機能を使用できます。
Prime Service Catalog は、次のような厳格な組織階層を提供します。
1 プロジェクト（Project）
2 チーム（Team）
3 サブ チーム（Sub Team）
プロジェクトはルートチームであり、複数のチームを持てます。各チームは、複数のサブチーム
を持てます。デフォルトでは、ユーザにはサービスをオーダーする権限がありません。統合また
は Service Designer を通じてプロジェクトまたはチームにサービスの権限を付与する役割は、サイ
ト管理者またはサービス管理者の担当です。プロジェクト レベルで権限が許可されるときは、プ
ロジェクトに属するすべてのユーザがサービスをオーダーできます。ただし、チーム レベルで付
与されるサービスの権限は、同じ階層内の下にあるユーザのみが利用可能です。
たとえば、チーム A とチーム B というサブ チームがシステムにある場合、チーム A はチーム B
に対して付与されたサービスをオーダーできません。チーム B はチーム A に対して付与された
サービスをオーダーできません。ただし、チーム A とチーム B はともに、プロジェクトで利用可
能なサービスはオーダーできます。
Prime Service Catalog 側では、プロジェクトが作成されると、対応するアカウントが作成されま
す。そして、チームまたはサブ チームが作成されると、対応する OU が作成されます。OU は、
チームとサブ チームに対する権限を活用するために使用されます。OU の名前は、対応するチー
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ム/サブ チームと同じです。展開またはサーバ作成の結果として作成されたサービス項目の対する
権限は、ユーザのチーム OU に割り当てられます。
チームの管理を有効にすると、Prime Service Catalog のすべてのユーザはサービスをオーダーでき
るようにチームに属する必要があります。ユーザがメイン メニューから最初に [チーム（Teams）]
ページに移動すると、ユーザには 2 つのオプションが提供されます。ユーザは、既存のチームに
参加するか、新しいチームを作成することができます。このリリースでは、ユーザはロールに関
係なく 1 つだけのチームのメンバーになることができます。
次の表に、チームの管理における高レベルのロールとそれぞれのタスクの一覧を示します。ロー
ルと機能の詳細については、アプリケーションのロールおよび機能, （92 ページ）を参照してく
ださい。
表 47：チームの管理における高レベルのロールとタスク：

ロール

タスク

Site Administrator

チームの管理を展開またはアクティブ化しま
す。Service Administrator ロールを作成します。

Service Administrator

UCSD と CloudCenter の統合を作成し、UCSD
と CloudCenter からエンティティおよびオブジェ
クトを検出します。サービスの検索ファセッ
ト、権限、およびプレゼンテーションを設定し
ます。Create Service Admin サービスを使用して
Service Admininstrator ロールを他のユーザに割
り当てます。

Team administrator

チームに参加する新しいメンバーの権限を承認
したり、現在のチームの下にサブ チームを作成
したりします。チーム階層全体のアセットと展
開を表示します。

ユーザ

既存のチームに参加するか、新しいチームを作
成します（この場合、このユーザが Team
Administratorになります）。ユーザは、オーダー
する権限のあるアプリケーションとサービスだ
けを展開できます。このユーザは、所有する展
開またはサーバでライフサイクル操作を実行で
きます。

チーム管理のアクティブ化
チーム管理のしくみを理解したら、Day-0 設定として、チーム管理モジュールをアクティブにす
る必要があります。チーム管理をアクティブ化することができるのは Site Administrator ロールの

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
166

チームの管理の展開
統合の作成

みです。チーム管理をアクティブにしたときにのみ、他のすべてのユーザのメイン メニューで
[チーム（Teams）] メニューが利用可能になります。

警告

12.0 リリースでは、チーム管理を有効にすると、無効にできません。
チーム管理をアクティブ化するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

サイト管理者としてログインします。

ステップ 2

メイン メニューから [チーム（Teams）] を選択します。

ステップ 3

[今すぐアクティブ化（Activate now）] をクリックし、ご利用条件を確認して同意します。
展開チームの管理サービス フォームが表示されます。

ステップ 4

サービス フォームに詳細を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
フィールド

説明

名前（Name）

チーム管理設定の名前を入力します。

課金（Billing）

請求がアクティブか非アクティブかを選択します。請求がアク
ティブとして選択されている場合は、選択できる次の 3 つの
フィールドが表示されます。

請求の種類（Billing type）

ドロップダウン リストからチームの請求の種類を選択します。
リストから複数のオプションを選択できます。

請求部門（Billing Department）

請求部門は自由形式のテキストにできることを示します。

チーム管理者の承認が必要（Team
admin approval required）

チームの参加または作成アクションに承認が必要かどうかを指定
します。

部署名（Department）

組織のユーザの部署を指定します。

統合の作成
サービス管理者は UCSD および CloudCenter との統合を作成し、サービスへのアクセス許可を管
理します。UCSD および CloudCenter との統合に関する詳細については、UCS Director（UCSD）
または VACS と Prime Service Catalog の統合, （139 ページ）およびCloudCenter と Prime Service
Catalog の統合, （159 ページ）を参照してください。
サービス管理者は、関連の OU を介して各チームに個別のサービスを割り当てることができます。
詳細については、CloudCenter サービスの権限とプレゼンテーションの設定, （161 ページ）を参照
してください。
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組織の構築
この章は次のトピックで構成されています。
• 組織の構築, 169 ページ

組織の構築
概要
Organization Designer は、サービス組織を構築するための主要ツールです。このモジュールでは、
Service Catalog 実装の次のコンポーネントをセットアップし、保守します。
• 組織
• グループ
• キュー
• 人員
• 役職
• ロール

（注）

バージョン 10.0 より前の Service Portal モジュールには、デフォルトで My Workspace および
System モジュールのページ グループが含まれていました。これらのページは、10.x で廃止さ
れ、Prime Service Catalog が 9.x バージョンからアップグレードされた場合に表示されます。管
理者が [Organization Designer] > [ロール（Roles）] > [任意のユーザ（Anyone）] ロールからペー
ジの読み取り権限を削除すると、これらのページは無効になり、すべてのユーザに対して非表
示になります。
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Organization Designer へのアクセス
Organization Designer モジュールは、Service Catalog のすべてのインストールで使用できます。
Organization Designer の使用権限が付与されたすべてのユーザのモジュール ドロップダウン メ
ニューに表示されます。

Organization Designer のホーム ページ
Organization Designer のホーム ページは、次の領域に分かれています。
• [ナビゲーション（Navigation）] ペインには、このモジュールおよび現在のページで使用可
能なオプションが表示されます。さまざまなオプションを移動している間、（ホーム ページ
から始まる）「ブレッドクラム」のトレールが残るため、前に表示したすべてのページに簡
単に戻ることができます。
• [共通タスク（CommonTasks）] ペインでは、主に新しいエンティティの作成を簡単にするた
め、頻繁に使用するタスクが 1 つの場所にグループ化されています。エンティティは、コン
ポーネント固有のページで [追加（Add）] をクリックして作成することもできます。
• [組織のサマリー（OrganizationSummary）] ペインには、組織単位、グループ、人、および
キューのエントリ数が表示されます。
• [コンテンツ（Content）] ペインでは、組織エンティティの検索、新しいエンティティの作
成、または既存のエンティティの変更を行うことができます。

ナビゲーション
ブラウザ ウィンドウの上部にあるナビゲーション バーにより、任意の Organization Designer コン
ポーネントから別のコンポーネントにすばやく移動したり、Organization Designer のホーム ページ
に戻ったりすることができます。
特定の組織単位、グループ、個人、キュー、またはロールを表示するごとに、Organization Designer
において何をどのコンポーネントで表示したかがナビゲーション トレールに表示されます。この
トレールは、ブラウザ ウィンドウの上部に作成され、これにより、Organization Designer での現在
の位置およびそれまでの足跡を簡単に把握できます。
Organization Designer の別のコンポーネントに移動するもう 1 つの方法として、後で説明している
ように、ホームページ検索を使用する方法があります。特定のエンティティタイプを検索し、そ
のタイプのエンティティを選択すると、対応するコンポーネントに制御が移ります。

検索（Search）
Organization Designer では、さまざまな組織コンポーネントへの移動および検索を支援するために
2 つの検索方法が用意されています。
• ホーム ページ検索
• コンポーネント固有の検索
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ホーム ページ検索
ホーム ページを使用すると、さまざまなコンポーネントの簡単な検索を 1 箇所で実行できます。
ホーム ページ上の [検索（Search）] 領域を使用して、エンティティをタイプ別および名前別（任
意）ですばやく見つけることができます。
• 最初に、表示するエンティティ タイプを選択します。選択を行うと、指定したタイプのすべ
てのエンティティが検索ボックスの下のコンテンツ ペインに表示されます。検索結果は、ア
ルファベット順に表示されます。
• コンテンツ ペインでエンティティのリストを参照できます。各エンティティ名の上にマウス
を移動すると、ハイパーリンクが表示されます。そのリンクをクリックして Organization
Designer ページに移動し、そのエンティティ定義の詳細を表示または変更できます。
• エンティティのリストを絞り込むには、エンティティ タイプを選択してから、エンティティ
名の全部または一部をテキスト フィールドに入力して、[検索（Search）] をクリックしま
す。検索条件を満たすオブジェクト（たとえば、入力された単語全体に名前が一致するエン
ティティ）がすべて表示されます。次に、これらのエンティティをブラウズして 1 つを選択
し、さらに詳細なビューを表示します。

コンポーネント固有の検索
コンポーネント固有の検索を使用すると、[ホーム（Home）] ページに戻ることなく、特定のコン
ポーネント内の検索結果を表示できます。これによって、移動することなく、コンポーネントの
内部に留まって作業を続けることができます。
Organization Designer で管理されているすべてのエンティティに対してコンポーネント固有の検索
を実行できます。階層構造を持つエンティティ（組織の構成単位や組織のロールなど）も、階層
的に表示できます。検索結果の横にある
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をクリックします。
図 4：コンポーネント検索

組織エンティティの保守
各組織エンティティ タイプには独自のホーム ページがあります。ここにアクセスするには、
Organization Designer のホーム ページで対応するタブをクリックするか、または対応するタイプの
エンティティを検索してから選択します。ホーム ページには、エンティティの [一般（General）]
プロパティが表示されます。次に示すグループ例のように、その他のページがコンテンツ ペイン
の右に示されます。これらのページは、エンティティのタイプによって異なる場合があります。

エンティティの作成
Organization Designer でのエンティティの作成には、次の 2 つの方法があります。
• Organization Designer ホーム ページの [共通タスク（Common Tasks）] ページで、[作成
（Create）] リンクをクリックします。
• 作成するエンティティ タイプに対応するナビゲーション ペインのタブをクリックします。
エンティティのホーム ページが表示されたら、[追加（Add）] をクリックします。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
172

組織の構築
概要

いずれの場合も、選択したエンティティ タイプの作成ページが表示されます。
このページには、通常、エンティティの作成に必要な属性がすべて含まれています。これらの属
性にデータを指定し、[作成（Create）] をクリックすると、そのエンティティが作成されます。
これで、標準のページ セットが使用できるようになり、そのエンティティ定義のその他の側面を
保守できます。

既存のエンティティのコピー
エンティティの複製方法として、組織エンティティをコピーできます。エンティティをコピーす
ると、そのエンティティのすべてのプロパティ（そのエンティティのメンバーを含む）がコピー
されます。ただし、アイデンティティを固有に識別するプロパティ（組織名または個人の名前や
ログイン ID など）は除きます。
エンティティをコピーするには、その定義を表示し、[一般（General）] ページの [コピー（Copy）]
をクリックします。次に、新しい名前を割り当て、そのエンティティを保存します。新しいエン
ティティ定義のすべてのページを編集できるようになります。

エンティティの非アクティブ化
Organization Designer では、エンティティをシステムから削除することなく、他のモジュール
（Service Manager や Service Designer など）内のビューでエンティティを「非表示」にできます。
非アクティブなエンティティは、いずれの検索ウィンドウにも表示されません。たとえば、サー
ビス設計者がタスクを特定のキューに割り当てようとすると、アクティブなキューだけが表示さ
れます。エンティティのステータスを変更すると、変更の確認が求められます。

エンティティの削除
エンティティは、アクティブではなく、使用されていない場合にのみ削除できます。たとえば、
提供計画に使用されているキューは削除できません。キューを削除する前に、キューをまず非ア
クティブ化します。
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管理
すべての組織エンティティに [管理（Administration）] ページがあります。エンティティの [管理
（Administration）] 部分では、そのエンティティ用に作成されたレコードの表示または編集を実行
できるユーザを指定できます。
図 5：[管理（Administration）] ページ

エンティティに対する管理権限は、指定した組織単位（その組織単位内のすべての人にも継承さ
れます）、役職、キュー、グループ、またはロールに割り当てることができます。加えて、権限
は「Anyone」に割り当てることができます。この場合は、Organization Designer にアクセスできる
すべてのユーザがそのエンティティの情報を変更できます。「Anyone」。読み取り権限のみを持
つ Anyone ロールは、読み取りだけが許可され、変更は許可されません。このロールは追加すると
しても慎重に行う必要があります。
次の権限を割り当てることができます。
表 48：ユーザの権限

右

説明

すべて（All）

ユーザには、エンティティの読み取り（情報の
表示）、書き込み（情報の変更と更新）、およ
び権限の変更（読み取り/書き込みアクセス権の
変更）の権限があります。

読み取り（Read）

ユーザは、エンティティの情報を表示する権限
のみを持ち、情報を変更することはできませ
ん。

書き込み（Write）

ユーザは、エンティティの情報を表示および変
更する権限を持ちます。
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右

説明

権限の変更

ユーザは、エンティティへの読み取り/書き込み
アクセス権を変更できます。ユーザが変更を許
可されていない権限は「淡色表示」になりま
す。

システム定義エンティティには、事前設定の管理権限セットが自動的に付与されます。これらの
エンティティは淡色表示され、削除や変更はできません。ただし、追加の組織単位、人、ロール、
グループ、または役職に管理権限を割り当てることができます。

組織エンティティおよびその関係
正常に機能する実装を設定するには、組織エンティティが相互にどう関係しているかを理解する
ことが重要です。次に例を示します。
• すべてのユーザは、Organization Designer で表示可能かつ管理可能な 個人として表される必
要があります。
• すべての人員は、少なくとも 1 つの組織 に属している必要があります。サービスを要求でき
るようになるために、人は事業単位（組織の 1 タイプ）に属している必要があります。サー
ビス提供タスクを実行する人は、1 つ以上のサービス チームに属していることも必要です。
• 人員および組織にはロールが付与されており、これにより、アクセスできるモジュール、お
よび各モジュールで持つことができる機能が決まります。組織にロールを付与すると、その
組織のすべてのメンバーがそのロールを継承します。たとえば、同じ事業単位で働く人は、
通常、同じサービス セットをオーダーします。
• 組織に加えて 人員のアドホック グループ を設定できます。次に、これらのグループに Roles
を割り当てることができます。たとえば、チーム全体ではなく、複数のサービス チームの 1
人または 2 人が、Service Catalog レポートを実行し、カスタム レポートを作成できる必要が
ある場合があります。グループを設定すると、適切な人セットに適切な機能を簡単に付与で
きるようになります。
エンティティ間の依存関係は、Organization Designer でこれらのエンティティを操作する方法に影
響します。個々のエンティティ タイプに関する項では、こうした依存関係について詳細に説明し
ます。

ディレクトリ統合および組織エンティティ
原則として、次の組織エンティティは、ディレクトリ統合を使用して作成およびリフレッシュで
きます。
• 人（ロール、グループ、および組織でのその人のメンバーシップを含む）
• 組織（事業単位（そのメンバーがサービスのオーダーを許可されている企業の部門または部
局）、およびサービス チーム（Service Catalog 内で作業を行う従業員）の両方を含む）
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多くのインストール環境では、事業単位はディレクトリ統合の一部として自動的に作成されます。
事業単位は企業エンティティの実際の部門に対応しており、ほとんどの企業ベース ディレクトリ
の一部である必要があるため、これは理にかなっています。Organization Designer のユーザは、テ
スト目的などで追加の事業単位を作成したり、ディレクトリ統合で管理されていない組織単位の
側面を変更したりといったことを自由に行えます。
ディレクトリ統合機能では、サービス チームの自動作成がサポートされていますが、一般的では
ありません。サービス チームは、カスタマイズされた人セットが特定のタスクで作業できるよう
に、完全な Service Catalog のアーティファクトとして作成されることがあります。Service Catalog
の外部の企業は、そのような組織に関する知識を持つ必要がないため、こうしたサービス チーム
や事業単位の作成および管理は管理者が行うことになります。
同様に、ディレクトリ統合では、人へのロールおよびグループの割り当てを、ディレクトリから
Service Catalog にインポートできます。ただし、多くの場合、ディレクトリにはそのような情報は
含まれていません。これは、ロールとグループは一般的に Service Catalog のアーティファクトで
あり、Service Catalog を簡単に使用することを目的に作成され、他の企業アクティビティには適用
できないためです。したがって、Organization Designer のユーザは、通常、ロール定義と、人、組
織、およびグループへのロール割り当ての両方を管理する必要があります。

組織
組織単位（OU）は、会社の組織構造を表します。

組織単位の保守
組織単位には、次の 2 つのタイプがあります。
• サービスを提供する人で構成されるサービス チーム
• サービスを要求および受領する人で構成される事業単位
組織単位は、その組織単位のメンバー（人）が含まれている場合と、キューにリンクされている
場合があります。実際は、新しい個人をシステムに追加する場合は、デフォルト（ホーム）の組
織単位を選択する必要があります。

サービス チーム
サービス チームは、要求されたサービスを提供します。サービス チームは、Organization Designer
で作成されたキュー、および Service Designer で作成されたサービス グループにリンクされていま
す。サービスチームは、サービスを提供する人（サービス実行者）で構成されます。サービスグ
ループは、サービス提供のためのチームとシステムプロセスの両方を表します。サービスチーム
は、サービスのグループを「所有」できるため、これらのサービスの提供に関連する作業の管理
を担当します。
サービス実行者は、1 つ以上のサービス チーム OU に属すことができます。実行者のスキル セッ
トに基づいてサービス チームを作成することを推奨します。
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事業単位
事業単位には、サービスを要求および受領する人がメンバとして含まれています。事業単位のみ
が課金可能であり、サービスの要求を行うと、My Services の [請求先（Bill To）] フィールドに表
示されます。したがって、多くの場合、事業単位は会社のコスト センター構造に基づいて構成し
ます。
サービス実行者は複数のサービスチームに属することができますが、事業単位は、サービスチー
ムではなく、個人のホーム組織単位として割り当てることを推奨します。事業単位のみが課金可
能であるため、事業単位をホーム OU として割り当てると、実行者が自分自身のためにサービス
を要求した場合にコストと料金を適切に追跡し、課金することができます。

（注）

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

組織単位の保守
組織単位を作成すると、次に説明するように、その組織単位を使用して追加データの変更および
入力を行うことができます。
表 49：[組織単位（Organization Unit）] ページ

ページ

説明

一般（General）

親 OU に割り当てられているサブ組織単位を含
む、組織単位に関する一般情報。

人員（People）

人とキューの両方を含む、組織単位のメン
バー。

位置（Position）

組織に指定された役職に割り当てられた人およ
びキュー。

許可（Authorization）

組織単位の構造の承認および確認。

権限（Permissions）

組織単位の代理でオーダーする権限、または
サービス チームを管理する権限のあるエンティ
ティ。

ロール（Roles）

組織単位に現在割り当てられているロール。

管理（Administration）

Organization Designer で組織単位情報を表示また
は変更する権限を持つエンティティ。
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組織単位の非アクティブ化
ディレクトリ統合が配置されており、人と組織をリフレッシュするように設定されている場合は、
非アクティブ化する組織単位が企業ディレクトリ内の有効でアクティブなユーザに関連付けられ
ていないことを確認する必要もあります。そのユーザがログインすると、その組織単位は再アク
ティブ化されます。また、組織単位の非アクティブ化により、その OU に関連付けられている
キューが非アクティブ化されることはありません。

組織単位の設定
組織単位の [一般（General）] ページで、OU の作成時に提供される情報を編集できます。組織単
位をアクティブ化または非アクティブ化したり、サブ組織単位の追加や削除により階層構造をさ
らに拡張したりできます。
組織単位に関する一般情報の要約を次に示します。
表 50：組織単位のフィールド

名前

組織の名前

ステータス（Status）

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

課金可能（Billable）

（注）

タイプ（Type）

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

親（Parent）

次の省略記号をクリックして、

このオプションは古いため、使用さ
れていません。これは将来的に削除
されます。
サービス実行者が、事業単位の要求を実行する
作業時間に対して課金可能であるかどうかを確
認します。このオプションは、事業単位にのみ
使用できます。

親組織単位を検索および選択します。
説明（Description）
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組織単位の階層
Service Catalog では、親組織単位と子組織単位の階層構造を作成できます。各組織単位には、1 つ
の親 OU と 1 つ以上の子（サブ OU）を設定できます。
組織単位の構造には次のような効果があります。
• 統計情報（SLA コンプライアンスまたは処理されるタスクや要求の量など）は、Advanced
Reporting モジュール内でアカウンティングやレポーティングを目的として親 OU に統合でき
ます。
• 設計者は、（画面の外観を制御する）さまざまなスタイルを親組織単位または子組織単位に
関連付けることにより、ユーザ エクスペリエンスをカスタマイズできます。
• サブ組織単位は、親からロールおよび権限を継承できるため、責任の割り当てが容易になり
ます。
サブ組織単位およびそのサブ OU のメンバーは、その親組織単位に割り当てられているロールと
権限をすべて継承します。この継承規則があるため、ロールベースのアクセスは慎重に設定する
必要があります。例として、ボトムアップ手法の使用があります。この手法では、最も低い子組
織単位に最も多いロールを割り当てる、つまり最大の責任を持たせ、親組織単位に近づくにつれ、
割り当てるロールを少なくします。
サブ組織単位を親に追加していくため、作業の順番として有用な方法は、次のとおりです。
1 サブ組織単位を作成します。
2 親組織単位を作成します。
3 サブ組織単位を親 OU に追加します。

組織単位のメンバー
組織単位に属する人を指定できます。個人は、複数の OU に割り当てられる場合がありますが、
持つことができるホーム OU は 1 つのみです。組織単位を個人に関連付けるプロセスは、次のと
おりです。
1 組織単位を作成します。
2 個人を作成します。
3 個人を組織単位に関連付けます。個人と OU の関係を作成するには、次の 2 つの方法がありま
す。
• 個人を組織単位に割り当てる：People コンポーネントの [組織単位（Org Units）] ページ
を使用して個人を追加すると、複数の人を 1 つの OU に割り当てることができます。
• OU を個人に割り当てる：People コンポーネントの [メンバー（Members）] ページを使用
して組織単位を追加すると、複数の OU を特定の個人に一度に追加できます。
サービス チームの場合、チームが担当するキューを指定できます。組織単位を個人に関連付ける
プロセスは、次のとおりです。
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1 サービス チーム組織単位を作成します。
2 キューを作成します。サービス チームを作成する場合、作業を受領するサービス チーム用の
キューを作成する必要があります。
3 キューを組織単位に関連付けます。キューと OU の関係を作成するには、次の 2 つの方法があ
ります。
• キューを組織単位に割り当てる：組織単位情報内でキューを追加すると、複数のキューを
1 つの OU に割り当てることができます。
• OU をキューに割り当てる：個人の情報内で組織単位を追加すると、複数の OU すべてを
特定の個人に一度に割り当てることができます。
キューまたは個人の名前の左側にあるチェック ボックスは、現在の組織がそのエンティティの
ホームである場合はグレー表示されます。ホーム OU として割り当てられている OU を持つ個人
は削除できません。個人を OU から削除するには、その個人エントリを保守して、新しいホーム
OU をその個人に再割り当てする必要があります。これで、その個人は非ホーム OU のメンバーと
して削除できるようになります。
エンティティのホーム所属を変更するには、キューまたは個人の名前の左側にあるチェック ボッ
クスをオンにしてから、[ホームとして割り当てる（Assign as Home）] をクリックします。エン
ティティのホーム所属を確立後に変更するには、Organization Designer の Person コンポーネントま
たは Queue コンポーネントの [組織（Organizations）] ページに移動する必要があります。

役職
組織単位に関連付けられているキューまたは個人は、その組織のすべての役職に割り当てること
ができます。エンティティを役職に割り当てる前に、役職が存在している必要があります。
Organization Designer には事前定義された役職が複数ありますが、役職を作成して組織単位に関連
付けることもできます。
役職と割り当てられた個人との関係を作成する順序は、次のとおりです。
1 必要に応じて、List-Bullet-Char1>新しい役職を作成します。
2 必要に応じて、組織単位を作成します。
3 組織単位の [役職（Positions）] ページで、その組織単位のメンバーであるエンティティ（個人
またはキュー）を割り当て、その役職への割り当てを行います。
役職名の左側にある「X」は、その役職が割り当てられていないことを示します。
個人またはキューを役職に割り当てるには、[割り当て（Assign）] をクリックします。ポップアッ
プ ウィンドウが表示され、割り当てる個人またはキューを検索して選択できます。
エンティティは、[割り当て解除（UnAssign）] をクリックして役職から削除できます。タスクの
実行またはその他の作業の実行を担当する役職である場合は、未割り当てのまま放置しないでく
ださい。
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組織レベルの承認
Organization Designer を使用して、組織単位の承認構造、つまり「部門承認」および「部門確認」
を設定します。設定機能は、サイト レベルおよびサービス グループ レベルで使用可能な設定機
能と似ています。これらについては、サイト全体の承認の設定, （244 ページ）で説明していま
す。

権限
権限により、どのエンティティが何を組織単位に対して実行できるかを制御できます。次の権限
を設定できます。
• 代理オーダー：My Services を使用して事業単位 OU の他のメンバーの代理でオーダーできる
人を指定します。
• サービス チームの管理：Service Manager のナビゲーション ペインのツリー ビューでサービ
ス チーム OU を表示できる人を指定します。
OU の権限を割り当てるには、[権限の追加（Add Permission）] をクリックして、[権限の追加（Add
Permission）] ウィンドウを表示します。次に、追加する権限、および権限を追加するエンティティ
を指定します。
一般的に、権限は、個々の人に付与するよりも、組織単位、グループ、またはロールに付与する
方が、より効率的で管理も簡単になります。

権限の表示
Administration のオプションには、現在の組織でユーザに付与されている読み取り、書き込み、ま
たは権限変更の権限が示され、管理者は、これらの権限をカスタム ロールに割り当てることがで
きます。事前作成されたロールにより、関連する権限がすべての組織に付与されます。カスタム
ロールを特定の個人、OU、または役職に追加すると、組織データの読み取りおよび書き込み権限
をオブジェクト レベルで（つまり組織単位で）割り当てることができます。
Organization Designer では、権限を使用して選択済みの OU やキューが「非表示」になりません
が、ユーザによる特定の OU やキューの読み取りまたは変更ができなくなります。次の手順を実
行できます。
1 Access Organizational Unit Configuration および Access Queues Configuration の機能を持つロール
を作成します。
2 ロールの [権限（Permissions）] ページに移動します。
3 ウィザードを使用して、そのロールに次のように読み取り/書き込み権限を設定します。
a OU：ユーザがメンバーであるすべてのサービス チーム
b キュー：ユーザがメンバーであるサービス チームに関連付けられているすべてのキュー

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
181

組織の構築
グループ

グループ
グループは、サービスの構成、コストの割り当て、権限の割り当て、およびアクセス権の付与を
サイトで行う機能を向上するための組織および管理ツールです。グループを使用すると、なんら
かの共通の特性を持つ OU および人を単一のエンティティに統合できます。これにより、複数の
組織や人ではなく、1 つのグループにロールを割り当てることができます。
グループには、複数のサブグループを含めることができます。サブグループは、親グループに割
り当てられているメンバーやロールを継承します。

グループの設定
グループの設定には、次のページが含まれます。
表 51：グループの設定フィールド

ページ

説明

一般（General）

グループに関する一般情報

メンバー（Members）

グループのメンバーである組織単位および人

ロール（Roles）

グループに割り当てられたロール

管理（Administration）

Organization Designer でのアクセス コントロー
ル

グループの一般情報の設定
グループ情報の [一般（General）] の部分で、グループ作成時に提供される情報を編集できます。
グループをアクティブまたは非アクティブにしたり、サブグループの追加や削除により階層構造
をさらに拡張したりできます。

サブグループの追加または削除
サブグループを使用すれば、親グループと子グループの階層構造を作成できます。各グループに
は、1 つの親グループと 1 つ以上の複数の子グループまたはサブグループの両方を持たせること
ができます。サブグループは、親グループ内でグループ化されます。
サブグループおよびサブグループのメンバは、その親グループに割り当てられているロールと権
限をすべて継承します。この継承規則があるため、ロールおよび権限システムは慎重に設定する
必要があります。例として、ボトムアップ手法の使用があります。この手法では、最も低い子グ
ループに最も多いロールを割り当てる、つまり最大の責任を持たせ、親グループに近づくにつれ、
割り当てるロールを少なくします。
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サブグループを親に追加していくため、作業の順序として有用な方法は、次のとおりです。
1 サブグループを作成します。
2 親グループを作成します。
3 サブグループを親グループに追加します。

メンバー
グループ メンバーは、組織単位と個々の人の組み合わせで構成されています。グループに属する
人および組織単位を指定できます。グループを個人または OU に関連付けるプロセスは、次のと
おりです。
1 グループを作成します。
2 人または組織単位を作成します。個人または OU をグループに割り当てる前に、まずシステム
で個人または OU を作成する必要があります。
3 個人または OU をグループに関連付けます。
メンバーは、メンバー名の左側にあるチェック ボックスをオンにして [削除（Remove）] をクリッ
クすることにより、いつでもグループから削除できます。

サービス設計でのグループの使用
権限は、個々の人または組織に割り当てるのではなく、グループに割り当てることができます。
これは、異なる人や組織をグループ化し、同じ権限を付与するための方法です。
Service Designer では、グループは、サービス グループ、サービス、およびフォーム グループに関
連するオブジェクトレベル権限を付与するときに直接使用できます。これらのオブジェクトレベ
ル権限は、次のとおりです。
表 52：サービス グループのフィールド

オブジェクト

権限

サービス グループ（Service Group）

このサービス グループ内のサービスを設計し、
データを変更する

サービス グループ（Service Group）

このサービス グループ内のサービスおよびその
他の情報を表示する

サービス グループ（Service Group）

サービス グループのサービスをオーダーする

サービス グループ（Service Group）

権限を割り当てる

サービス（Service）

サービスをオーダーする

アクティブ フォーム グループ（Active Form
Group）

フォームを表示する
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オブジェクト

権限

アクティブ フォーム グループ（Active Form
Group）

フォームを設計する

ディクショナリに対してアクセス コントロールを割り当てるときに、グループを追加の参加者と
しても使用できます。
さらに、グループはロールのメンバーになれることから、ロールを使用できる場合はいつでも、
間接的にグループも使用することができます。条件付きルールには、たとえばユーザ ロールやカ
スタマー ロールなどの条件タイプがあります。この場合、グループを作成し、それをロールのメ
ンバーにし、条件付きルールの条件を定義するときに使用できます。
Organization Designer では、ロールを使用して作業する場合は、そのロールを付与する人や OU を
ひとまとめにするためにグループを使用できます。
最後に、Organization Designer でオブジェクトレベル権限を OU や人に割り当てる場合も、グルー
プを使用できます。

UCS Director からインポートされたユーザとユーザ グループ
（注）

Prime Service Catalog および UCS Director が LDAP に接続されている単一のウィンドウでは、
次のようになります。
• ユーザのホーム OU は、常に LDAP マッピングで決定されます。
• ユーザは、UCS Director のインポートされたグループに属していれば、UCS Director グ
ループのメンバーシップを取得します。
• インポート（検出）されたユーザ データが Prime Service Catalog に存在しない場合は、同
じデータが Prime Service Catalog で作成され、OU、グループ、およびロールの通常のフ
ローが実行されます。
Prime Service Catalog が UCS Director に初めて接続したときに、Prime Service Catalog は次を作成し
ます。
• UCSD ::<ID>::AllGroups:
<ID> は、UCS Director サーバを表す 3 文字の ID です。このグループは、この UCS Director サー
バからインポートされたすべてのグループの親グループになります。
• UCSD ::<ID>::<GroupName>:
<ID> は、UCS Director サーバを表す 3 文字の ID です。UCS Director 内の各グループに対応するグ
ループが作成されます。このようなグループは、すべて親グループの下でグループ化されます。
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UCS Director のさまざまなグループに属するユーザは、Prime Service Catalog 内の該当するグルー
プにインポートされます。
• Defaultgroup.デフォルト グループは、親グループの下でグループ化されます。UCS Director
内のグループに属さないユーザは、このグループにインポートされます。
UCS Director からインポートされたすべてのユーザは、Prime Service Catalog の組織単位（OU）に
割り当てられます。
その後の接続時に、Prime Service Catalog はグループ メンバーシップの変更をチェックし、それに
応じてレコードを更新します。

（注）

Prime Service Catalog で UCS Director 用に作成されたコンテナ テンプレート、コンテナ カタロ
グ、標準カタログ、およびアドバンス カタログ サービスの場合：
• これらのサービスが UCS Director 内のグループに関連付けられている場合、Prime Service
Catalog 内の対応するグループのユーザは、そのグループがアクセス権を持つサービスの
みをオーダーできます。
• これらのサービスが UCS Director 内の All Groups に関連付けられている場合、Prime Service
Catalog 内の対応するグループのユーザは、All Groups がアクセス権を持つサービスのみ
をオーダーできます。

キュー
キューはリポジトリであり、実行する必要があるタスクの「受信ボックス」として機能します。
作業はキューに割り当てられるため、タスクは 1 人のユーザに依存しません。
キューの作成後、キューへのアクセス オブジェクトレベル権限を使用して、キューに送信された
タスクにアクセスできる人を指定します。人はキューの「メンバー」ではありません。キューへ
のアクセス権の設定によって、キューへの人の割り当てのみを行います。キューへのアクセス権
を持つ人はすべて、そのキューに割り当てられているタスクを実行できます。キューのホーム OU
であるサービス チームのメンバーは、キューへのアクセス権限を自動的に付与されます。
Service Catalog には、1 つの事前設定済みのキュー（デフォルトのサービス提供キュー）が用意さ
れています。タスクがタスク実行者に割り当てられていないか、またはタスクの動的割り当てに
使用される名前空間が有効なキューに評価されない場合、そのタスクはデフォルトのサービス提
供キューに配置されます。
キューの定義は、次に要約されている [キュー（Queue）] ページに入力する情報で構成されます。
表 53：[キュー（Queue）] ページのフィールド

ページ

説明

一般（General）

キューに関する一般情報
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ページ

説明

組織単位（Org Units）

キューに割り当てられた組織単位

連絡先（Contact）

連絡先の電話番号および電子メール アドレス

カレンダー（Calendar）

勤務時間と勤務日、および休日

権限（Permissions）

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

管理（Administration）

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

キューで作業する場合のヒント
• キューは、サービス チームにマッピングされます。サービス チームはキューのホーム OU と
してのみ使用します。
• 各サービス提供タスクは、タスク実行のためにキューにマッピングされる必要があります。
• キューのカレンダーおよびタイムゾーンが正しく設定されていることを確認します。Service
Catalog では、タスクが割り当てられているキューのカレンダーおよびタイムゾーンの設定に
基づいてタスクの期日を計算します。

キューの設定
ここでは、キューを設定する方法について説明します。

キューの一般情報の設定
キューの [一般（General）] ページでは、キューの作成時に提供された情報を編集できます。キュー
をアクティブまたは非アクティブと見なしたり、キューの時間帯を設定したりできます。
キューの一般的なプロパティの要約を次に示します。
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表 54：キュー フィールド

ページ

説明

名前（Name）

新しいキューの名前。この名前は、キューの
ホーム OU であるサービス チーム（組織単位）
の名前と同一である場合があります。キュー名
は、指定した名前に「Queue」が付加されて表
示されます。キュー名の最大長は、100 文字で
す。名前には、英数字およびアンダースコアを
使用できます。アンパサンド（&）などの特殊
文字は使用しないでください。

タイム ゾーン（Time Zone）

キューのプライマリ ロケーションの時間帯。
キューの時間帯およびカレンダーは、キューに
割り当てられているタスクの期日を推定するた
めに不可欠です。

注記（Notes）

キューについて説明する任意のテキスト。

キューと組織単位の関連付け
キューに割り当てるサービス チームを指定できます。新しいキューを作成した場合は、デフォル
ト（ホーム）の組織単位を割り当てる必要があります。複数のサービス チーム OU が 1 つのキュー
を担当できますが、1 つのキューが持つことができるホーム OU は 1 つのみです。
組織単位とキューの間の関連付けを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。
• サービス チーム情報を開き、キューを割り当てます。
• キューを開き、サービス チームを割り当てます。
管理者は、特定のキューに割り当てられているタスクの提供に問題が発生した場合、キュー連絡
先情報を参照できます。複数の連絡先タイプ（電子メールや電話番号など）があります。複数の
電子メール アドレスをキュー連絡先の [電子メール（Email）] フィールドに入力できます。電子
メール アドレスは、セミコロンで区切る（空白なし）必要があります（例：
joe@cisco.com;dave@cisco.com）。
電子メールを除くすべての連絡先タイプは、キュー連絡先情報から削除できます。

勤務時間の設定
[カレンダー（Calendar）] ページを使用して、勤務時間と勤務日を設定し、非勤務日と休日を割り
当てます。カレンダー情報を使用して、キューの作業時間に応じたタスクおよびサービスの期日
を計算します。
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新しいキューの場合、作業スケジュールは、[カレンダー（Calendar）] ページの [スケジュール
（Time Schedule）] 部分で示しているように、キューに指定されたタイムゾーン（[一般（General）]
ページで指定）で週 5 日、午前 8 時～午後 6 時にデフォルトで設定されます。この勤務時間に必
要な変更を加えることができます。
• HH:MM AM/PM 形式を使用して、[開始（From）] フィールドと [終了（To）] フィールドに
時間を入力します。
• 作業しない日を指定するには、[開始（From）] フィールドと [終了（To）] フィールドに同じ
時間（12:00 AM と 12:00 AM など）を入力します。
• [更新（Update）] をクリックして変更を保存します。
[カレンダー（Calendar）] ページの [追加の日付（Additional Dates）] 部分を使用して、特定の日を
休日または勤務日としてタグ付けすることができます。[新規追加（Add New）] をクリックして、
新しい日付を追加します。カレンダー アイコン（ ）から選択して日付を入力し、その日付の名
前を指定し（内部ドキュメンテーション用）、[祝日（Holiday）] または [勤務日（Working Day）]
のタイプを指定してから、[更新（Update）] をクリックします。追加したこれらの日付も、タス
クおよびサービスの期日の計算時に考慮されます。

キュー権限
権限により、キューへのアクセス権限を付与する対象を制御できます。キューにアクセスするこ
とにより、ユーザは Service Manager で特定のキューのタスクを確認および実行できます。
デフォルトでは、一部の事前設定済みロールが自動的にすべてのキューにアクセスできます。こ
のため、これらのいずれかのロールを付与されているすべてのエンティティ（個人、組織、また
はグループ）がキューにアクセスできます。また、キューに関連付けられている OU のメンバー
は自動的にそのキューにアクセスできます。

人員
人は、Service Catalog を介してサービスを受けるか、または Service Manager を介してサービスを
提供するすべての個人、および他のすべてのアプリケーション モジュールのすべての管理者、マ
ネージャ、ユーザです。
システムのユーザであるすべての個人を、その個人が組織の内部関係者であるか外部関係者であ
るかに関係なく、設定する必要があります。次の 2 つの文は重要です。
• 個人は、1 つ以上の組織単位のメンバーです。
• 個人は、1 つの OU の「ホーム」にだけ設定できます。

人員の追加
Service Catalog では、人員を追加するために次の 3 つのメカニズムが提供されます。
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• Organization Designer を使用すれば、管理者は、この項に記載されているページを使用して、
人員をインタラクティブに作成できます。
• ディレクトリ統合の Import Person イベントを使用して、人員とそのホーム OU を作成できま
す。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照してください。
• サービス ワークフロー（提供計画）で使用可能なディレクトリ タスクを使用して、サービ
ス フォーム データに基づく人員を作成できます。詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Designer Guide』を参照してください。
人員の作成方法に関係なく、その個人情報は Organization Designer を使用して管理できます。
新しい人員を作成したら、デフォルト（ホーム）の組織単位をその人員に割り当てる必要があり
ます。したがって、新しい人員を作成する前に、組織単位を作成しておく必要があります。
新しい人員を追加するには、次のフィールドが必要です（アスタリスク（*）で示しています）。
表 55：人員のフィールド

ページ

説明

名（First
Name）

人員の名。

姓（Last
Name）

人員の姓。

電子メール
（Email）

連絡先の電子メール アドレス。

タイム ゾー
ン（Time
Zone）

人員のプライマリ アドレスに関連付けられているタイム ゾーン。指定しなかっ
た場合は、デフォルトのシステム タイム ゾーンが使用されます。

言語
人員のユーザ インターフェイスに表示される言語。指定しなかった場合は、英語
（Language） が使用されます。
ホーム OU
人員のデフォルトの組織単位。サービス チームではなく、事業単位を人員のホー
（Home OU） ム OU として選択することを推奨します。
ログイン
（Login）

一意のログイン ID。

パスワード
システムへのログインに使用されるパスワード。Organization Designer を使用し
（Password） ている場合は、確認のためにパスワードを再入力します。アプリケーションでサ
ポートされている文字セット内の任意の文字をパスワードに使用できます。
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人員の設定
次のページを使用して、人員に関する情報を設定できます。
表 56：人員のフィールド

ページ

説明

一般（General）

個人に関する一般情報。

組織単位（Org Units）

個人が属する組織単位。

アドレス（Address）

会社または個人の住所情報。

連絡先（Contact）

連絡先の電話番号および電子メール アドレス。

内線番号（Extensions）

個人に関する追加情報。

カレンダー（Calendar）

勤務時間と勤務日、および休日。

権限（Permissions）

個人の代理でオーダーする権限、または代理承
認者を割り当てる権限のあるエンティティ。

ロール（Roles）

個人が使用可能なロール。

管理（Administration）

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

人員の一般情報
人員の情報の [一般（General）] ページで、次の情報を編集できます。
表 57：一般のフィールド

フィールド

説明

役職（Title）

個人とやり取りする場合に使用する省略形（Ms.
や Mr. など）。
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フィールド

説明

ロック中（IsLocked）

ユーザのアカウントがパスワードの失効または
再試行ポリシーの違反によってロックされた場
合は、[ロック中（IsLocked）] フィールドが自
動的に有効になります。ユーザ アカウントの
ロックを解除するには、[ロック中（IsLocked）]
フィールドを無効にしてから、ユーザ パスワー
ドをリセットします。
ユーザ パスワードのリセットの詳細について
は、人員の一般情報, （190 ページ）の [ログイ
ンしたユーザのパスワード（LoggedIn User
Password）] フィールドを参照してください。

名（First Name）

人員の名。

姓（Last Name）

人員の姓。

ステータス（Status）

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

SSN（社会保障番号）

社会保障番号。

生年月日（Birth Date）

誕生日。

雇用日（Hire Date）

人員の入社日。

タイム ゾーン（Time Zone）

人員のプライマリ アドレスに関連付けられてい
るタイム ゾーン。これは、人員のタイム ゾー
ンに応じてタスクおよびサービスの適切な期日
を計算および表示するために使用されます。

言語（Language）

人員のユーザ インターフェイスに表示される言
語。

従業員コード（Employee Code）

会社由来の従業員コード（存在する場合）。

スーパーバイザ（Supervisor）

従業員のスーパーバイザ。これは、特定の承認
など、「スーパーバイザ」タスクに使用されま
す。Service Designer を使用して、これらのタス
クを作成します。

注記（Notes）

人員に関する追加の説明情報。
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フィールド

説明

パスワードを変更する前に自分自身を認証する 次のいずれかのポリシーに違反したためにアカ
（Authenticate Yourself Before Changing
ウントがロックされた場合は、ユーザのパス
Password）
ワードをリセットする必要があります。
• パスワードの有効期限ポリシー
• 再試行ポリシー
管理者は、ユーザのパスワードをリセットする
権限を持っています。そのためには、ログイン
したユーザが認証され、他のユーザのパスワー
ドを変更できることをアプリケーションで確認
します。
ログインしたユーザの資格情報が認証される
と、管理者であるログインしたユーザは [ログ
イン（Login）]、[パスワード（Password）]、お
よび [パスワードの確認（Confirm Password）]
フィールドを使用してユーザ パスワードを変更
できます。
（注）

• パスワードを変更すると、シス
テムから自動的にログアウトさ
れます。ポップアップ ウィンド
ウが表示され、新しいパスワー
ドを使用してログインするよう
に求められます。
• 外部ユーザ認証（EUA）が有効
になっていないか、またはサイ
ト管理者 URL を使用している場
合は、パスワード変更の認証が
パスワードを変更しようとして
いるログインしたユーザのロー
カル アプリケーション パスワー
ドである必要があります。EUA
が有効になっている場合は、こ
のフィールドで LDAP パスワー
ドを使用する必要があります。

パスワード ポリシーの詳細については、パス
ワード ポリシー, （273 ページ）を参照してく
ださい。
ログイン（Login）

一意のログイン ID。

新しいパスワード（New Password）

システムへのログインに使用するパスワード。
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フィールド

説明

パスワードの確認（Confirm Password）

パスワードを再度入力します。

図 6：[一般（General）] ページ

人員への組織単位の割り当て
人員を作成した場合は、デフォルト（ホーム）の組織単位をその人員に割り当てる必要がありま
す。人員は 1 つのホーム OU しか持つことができませんが、複数の組織単位のメンバになること
ができます。組織単位と人員との間にアソシエーションを作成するには、次のいずれかの方法を
使用します。
• 組織単位を開き、人員を割り当てます。
• それぞれの人員の情報の [組織単位（Org Units）] ページを開き、組織単位をその人員に割り
当てます。
これらの方法は機能的に同等であるため、便利な方を選択してください。
また、人員は、ディレクトリ統合の Org Units 属性マッピングを介して組織単位に割り当てること
ができます。
組織を人員のホーム OU として割り当てると、前のホームのホーム OU 指定が自動的に削除され
ます。
住所
人員ごとに、会社や個人の住所、および特定のロケーション情報を入力できます。
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人員に関する有効な情報を持つことは、次のことを行うために重要です。
• ワークステーションのハードウェア設定の変更など、人員で直接実行する必要があるサービ
スの場合、タスク実行者がその人員を見つけることができます。
• 提供計画では、動的に評価される式を使用して、サービスの要求者が位置する領域にサービ
スを提供するキューに作業をルーティングできます。このような「ロケーションベースの
キュー」は、地理的に分散した組織で一般的です。
コンタクト情報（Contact Information）
人員と連絡を取るための複数の方法を入力できます。それぞれ電子メール、電話などの連絡先タ
イプで識別されます。
• 人員の作成時に指定した電子メール アドレスが、最初の連絡先として表示されます。この電
子メール アドレスは変更できますが、削除できません。
• 電子メール アドレスを除くすべての連絡先タイプは、人員の連絡先情報に追加することも、
そこから削除することも自由にできます。

拡張機能を使用した追加情報の追加
拡張機能の主な目的は、LDAP 属性を「個人レコードの拡張」にロードして、この属性から条件
付きワークフローを使用できるようにすることです。拡張機能によって、個人に関する追加情報
を追加できます。この情報は、会社の業務や財務コードおよび構造に合わせて調整できます。た
とえば、個人の部門やコスト センターの番号または名前を入力できます。また、検索時など、個
人のプロファイル情報を表示するときに表示される個人の画像をアップロードできます。
個人プロファイルのほとんどのフィールドはアプリケーション処理に使用されるため、マッピン
グでは、ソース属性により適切な値がフィールドに指定されるようにする必要があります。これ
らのフィールドは、フィールド名で示されている以外の情報や、フィールド名に一致しない情報
でオーバーロードしないでください。
Service Catalog には、標準の個人データを拡張するフィールドも含まれています。これらのフィー
ルドは個人情報の [拡張機能（Extensions）] ページに表示されます。最も頻繁に必要になる拡張
フィールドの一部には、意味のある名前（たとえば、会社コードや部門）が割り当てられていま
すが、他のフィールドの名前は Custom 1 から Custom 10 であり、事前に考えられた意味を使用せ
ずに、自由に使用できます。LDAP ディレクトリに追加の個人情報があり、Service Catalog で公開
する必要がある場合は、この情報が含まれている属性を、個人の拡張フィールドの 1 つにマップ
します。
「Custom」を別のフィールド名に変更することはできません。ただし、これらのフィールドがサー
ビス フォームに含まれている場合は、フィールドの内容を正しく反映したラベルを割り当てるこ
とができます。

人員のカレンダーの設定
カレンダー情報により、個人のアベイラビリティを設定できます。個人の勤務スケジュールを、
曜日ごとの勤務時間まで詳しく入力します。また、休日や、個人が作業できないその他の日を指
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定できます。サービスグループメンバーの場合は、この情報を使用して、タスクの実行にかかっ
た勤務時間を計算し、タスクの提供が予定どおりであったか、または遅延したかを判別します。
ローカル時刻および時間帯には、[一般（General）] ページで個人に割り当てられた時間帯が反映
されます。
勤務時間に対して必要な変更を加えます。
• [スケジュール（Time Schedule）] で、HH:MM AM/PM 形式を使用して、[開始（From）] フィー
ルドと [終了（To）] フィールドに時間を入力します。
• [開始（From）] フィールドと [終了（To）] フィールドの両方に同じ時間（12:00 AM など）
を入力して、勤務日ではない日を指定します。
休日が通常の勤務日である曜日にあたる場合は、その日をタイプ [祝日（Holiday）] の [追加日
（Additional Date）] として指定します。反対に、勤務日が通常の勤務日ではない曜日にあたる場
合は、その日をタイプ [作業日（Working Day）] の [追加日（Additional Date）] として指定しま
す。
個人は、モジュール メニューの横に表示される [プロファイル（Profile）] リンクを使用して独自
のカレンダーにアクセスできます。

人員への権限の割り当て
権限は、選択された個人に影響を与えるオブジェクトの機能を定義します。これらのオブジェク
トには、組織単位、グループ、他の人員、ロール、および役職が含まれます。人員の場合は、選
択された個人に代わってオーダー可能な人物を定義するための権限をセットアップすることがで
きます。
[権限（Permissions）] ページでは、承認者が承認の責任を果たすことができない場合（承認者が
休暇中の場合など）に備えて、選択した個人の承認代理人も指定します。代理人は、[委任開始日
（Delegation Start Date）] フィールドと [委任終了日（Delegation End Date）] フィールドを使用し
て指定された期間に個人に代わって承認を実行できます。
個人は、[プロファイル（Profile）] オプションの [設定（Preferences）] ページを使用して、独自の
承認代理人を割り当てることができます。代理者は、異なる期間で何度も指定される可能性があ
るため、Organization Designer を使用して指定するよりも、個人が独自の代理者を指定する責任を
持つようにすることを推奨します。
個人の承認代理人を割り当てるには、以下にまとめた情報を指定します。
表 58：承認委任フィールド

ページ

説明

承認の委任（Authorization Delegate）

[個人の選択（SelectPerson）] をクリックして、
元の承認者が作業できない場合に、承認を担当
する個人を検索して選択します。
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ページ

説明

委任開始日（Delegate Start Date）

代理人が承認の責任を引き継ぐ開始日を
MM/DD/YYYY の形式で選択します。
をク
リックして、カレンダーから開始日を選択する
こともできます。

委任終了日（Delegate End Date）

代理者の承認の責務が終了する日を、
MM/DD/YYYY形式を使用して選択します。
をクリックして、カレンダーから終了日を選択
することもできます。

代理機能を使用している場合は、次のことに留意する必要があります。
• 代理人は、次回の承認に関する通知を自動的には受信しません。代理人に通知する場合は、
適切な名前空間（#Alternate...#）を電子メールの宛先フィールドに使用する必要があります。
委任が有効になっていない場合は、通知内の名前空間の値が空白になります。
• 代理人が委任された承認タスクに対応するアクション ボタン（承認、拒否、または OK）を
クリックすると、代理人が所有者になります。そのタスクの所有権が、アクション ボタンを
クリックしたユーザに実際に移行されます。
• この所有権の移行後、元の承認者がそのタスクを「確認」できるかどうかは、そのロールお
よび OU メンバーシップによって決まります。完了した承認タスクを（My Services で）確認
するには、元の承認者が My Services Professional ロール（または少なくとも「自分の単位に
関する承認の表示」機能を持っているロール）を付与されており、承認を実際に行う個人と
同じ OU に属している必要があります。

人員の非アクティブ化
ディレクトリ統合が配置されており、人と組織をリフレッシュするように設定されている場合、
またはシングル サインオンを実行するように設定されている場合は、非アクティブ化する個人
が、企業ディレクトリ内のアクティブなユーザではなくなっていることを確認する必要もありま
す。そのユーザがログインすると、その個人エントリは再アクティブ化されます。
個人が Service Catalog でなんらかのアクティビティを実行すると、その個人エントリは削除でき
なくなります。個人を非アクティブ化することにより、ログインやその他のアクティビティを実
行できないようにすることができます。

役職
役職により、サービスの提供計画を設定したり、Service Catalog アプリケーションのさまざまな側
面に責任を割り当てたりする場合の柔軟性を高めることができます。システム内のタスクを役職
に割り当てることができます。次に、個人、キュー、またはロールをその役職に割り当てること
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ができます。役職は、（タスク実行者として割り当てられた）タスクや、（適切な人員に送信さ
れた電子メールに含まれる）名前空間で参照できます。
役職は、次の 4 つのエンティティ タイプのいずれかと関連付けることができます。
• 組織
• サービス グループ
• サービス
• アカウント
Service Catalog では、複数の標準の役職を提供しており、これらは変更できません。下の図では、
システム定義の役職の左側のチェック ボックスがグレー表示され、これらの役職が削除または更
新できないことを示しています。役職「Manager」および「Tester」は、このサイトで作成されま
した。
図 7：[役職（Functional positions）] ページ

エンティティの各タイプに関連付けられた役職は、Organization Designer の組織単位の [役職
（Positions）] ページ、または、Service Designer のサービスまたはサービス グループの [一般
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（General）] タブに表示されます。たとえば、組織に関連付けられている標準の役職の場合、組
織を保守するためのアカウントの役職ページは次のようになります。
図 8：[役職（Positions）] ページ

役職の作成
システム定義の役職が会社の要件を満たさない場合は、適切な役職を作成できます。新しい役職
を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

[更新（Update）] をクリックして新しい役職を保存します。タイプが異なる場合でも、すでに定義済みの
役職の名前と同じ名前にはできません。また、許可されていた場合でも、名前にはスペースを含めないで
ください。スペースが含まれた名前は、名前空間の変数として使用できません。

ステップ 4

[タイプ（Type）] を選択して、役職を組織単位、サービス グループ、またはサービスに関連付けます。エ
ンティティの各タイプに関連付けられた新しい役職は、Organization Designer の組織単位の [役職（Positions）]
ページ、または、Service Designer のサービスまたはサービス グループの [全般（General）] タブに自動的
に追加されます。
役職の定義後、Organization Designer の組織単位の [役職（Positions）] ページ、または、Service Designer の
サービスまたはサービス グループの [全般（General）] タブで、個人をその役職に割り当てることができ
ます。

役職の変更
役職を更新する場合は、次の点に留意してください。
• 標準の役職では、その役職名の横にあるチェック ボックスが無効（グレー表示）になってお
り、使用しない場合でも削除できません。
• 更新できるのは、作成した役職名のみです。
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• 役職の関連付け（タイプ）は更新できません。サービス グループからサービスへの変更な
ど、関連付けを変更する必要がある場合は、その役職を削除して、新しい役職を作成する必
要があります。[使用済み（Used）] 列のチェックマーク

で示された使用中の役職は削除できません。

役職の削除
システム定義の標準の役職は削除できません。これはグレー表示のチェック ボックスで示されま
す。使用中である場合も削除できません。これは [使用済み（Used）] 列のチェックマークで示さ
れます。ただし、使用されなくなった役職は削除する必要があります。不要な役職を削除するに
は、それらにチェックマークを付け、[削除（Delete）] をクリックします。

ロール
Service Catalog には、「ロール ベース アクセス コントロール」（RBAC）が用意されています。
これにより、管理者は特定のモジュールにアクセスできる人、組織単位、またはグループを制御
したり、各モジュールで実行できる機能を制御したりできます。さらに、このような権限が特定
のタイプのすべてのエンティティ（オブジェクト）で機能することを許可したり、指定したエン
ティティ セットに制限したりすることもできます。
したがって、ロールにより、モジュールへのアクセスと 1 つ以上の機能（および場合によっては
1 つ以上のオブジェクトレベル権限）が結合されます。
• 権限：オブジェクトを操作できる権利を付与します
• 機能：モジュール内の特定の機能を実行するための手段を提供します
Service Catalog には、複数のシステム定義ロールが用意されています。これらのロールにより、複
数の機能が、Service Catalog 実装の参加者に通常割り当てられる責任ごとにまとめられます。サイ
ト管理者は、カスタム ロールを使用してこれらのロールを補強し、特定の実装チームの責任区分
に適合するようにします。
組織単位のすべてのメンバーが、組織単位に割り当てられたロールを継承します。また、サブ組
織単位は親組織単位からロールを継承します。
組織には、作成後に My Services Consumer ロールが自動的に付与されます。これにより、組織（ま
たはサブ組織）のすべてのメンバーは、My Services にアクセスし、オーダー権限を付与されてい
るサービスをオーダーできます（サービスをオーダーする権限は、サービスまたはサービス グ
ループを介して付与されます）。
Service Catalog で定義されたすべてのロール（Service Catalog によって提供されるデフォルト ロー
ルと各インストール内で作成されたカスタム ロールの両方）を組織に付与できます。ユーザは、
通常、ディレクトリ統合によってリフレッシュされる組織定義の部分を変更しないようにする必
要があります。変更が必要な場合は、データのソースであるディレクトリのコンテンツに対して
変更を適用する必要があります。
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組織に対する変更を許可するすべての管理権限は、ホーム以外のサイトでエンティティに適用さ
れるエンティティ保護によってオーバーライドされます。エンティティ保護レベルの設定の詳細
については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。
すべての設定済みの RBAC ロールと機能の詳細なリストは、ここでダウンロードできます。

ロール階層
ロールはコンテナの階層構造を使用して構成され、フォルダに非常によく似ています。この構造
により、子ロールが親ロールから機能、権限、およびメンバーを継承する、ロール間の親子関係
を作成できます。
コンテナとロールは、その名前で区別されます。「Roles」で終了する名前はコンテナです。オレ
ンジのアイコンは、システム定義ロールであることを示しています。

システム定義ロール
• 表 59：ITIL ベースのシステム定義ロール, （200 ページ）
• UCS Director 統合用の Prime Service Catalog システム定義ロール, （149 ページ）
Service Catalog では、一般的な企業が各ユーザに対して必要とする大半の使用例を反映したシステ
ム定義ロールが用意されています。通常、これらのロールはほとんどの会社のロール要件を満た
しています。ITIL（IT インフラストラクチャ ライブラリ）ガイドラインに準拠して分類および割
り当てられた機能であるロールには、注釈が付いています。
これらのシステム定義ロールのいずれかがニーズに合わない場合は、新しいロールを作成するか、
またはより簡単な方法として既存のロールをコピーしてニーズに合うように変更できます。
システム定義ロールの階層構造を次に示します。ロール名をクリックすると、ロールに関する簡
単な説明、および関連付けられている機能のリストが表示されます。モジュール単位の機能リス
トを表示することもできます。
表 59：ITIL ベースのシステム定義ロール

ロール コンテナ

説明

Financial Management
Roles

サービスの戦略と設計のソリューション領域に
おける財務管理の ITIL プロセスをサポートす
るロール。
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ロール コンテナ

説明

ロール

Request Fulfillment Roles サービス運用のソリューション領域における要
求履行の ITIL プロセスをサポートするロール
（Request Self-Service、Request Governance、履
行アクティビティの管理と自動化など）。
サブコンテナ

説明

履行自動化ロール

サービス リクエストの
履行および提供の自動
化をサポートするロー
ル。

履行管理ロール

サービス リクエストの
履行をサポートする
ロール。

• Integration
Administration
• Integration
Specialist

• Service Manager
• Service Performer
• Service Team
Administrator
• Service Team
Manager

リクエスト統制ロール サービス リクエストの
統制をサポートする
ロール。

• My Services
360-Degree
Professional
• My Services
Professional
• Portal Professional
User

セルフサービス リクエ サービス リクエストの
開始および追跡をサ
スト ロール
ポートするロール

• My Services
360-Degree
Consumer
• My Services
Consumer
• Portal advanced
User
• Portal basic User
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ロール コンテナ

説明

Service Catalog
Management Roles

サービスの戦略と設計のソリューション領域に
おけるサービス カタログ管理の ITIL 領域をサ
ポートするロール。

ロール
• Catalog Designer
and Administrator
• Catalog
Presentation Owner
• Catalog Publisher
• Distributed Catalog
Manager
• Distributed Service
Component
Designer
• Distributed Service
Designer
• Distributed Service
Request Designer
• Interactive Form
Specialist

Service Level
Management Roles

サービスの戦略と設計のソリューション領域に
おけるサービス レベル管理の ITIL プロセスを
サポートするロール。

• Service Level
Designer
• Service Level
Manager

Service Lifecycle
Management Roles

Service Catalog のコンテキスト、およびサービ
スの提供におけるサービス項目の定義と管理の
プロセスをサポートするロール。

• Service Item
Administrator
• Service Item
Designer
• Service Item
Manager
• Service Standards
Manager

Service Catalog
Management Roles

Service Catalog の定義と管理のプロセスをサポー
トするロール。

• Distributed Portal
Designer
• Portal Content
Provider
• Portal Designer and
Administrator
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ロール コンテナ

説明

Service Portfolio
Management Roles

サービスの戦略と設計のソリューション領域に
おけるサービス ポートフォリオ管理の ITIL プ
ロセスをサポートするロール。

ロール
• Organization
Designer
• Organization
Manager
• Portfolio Designer
and Administrator
• Portfolio Manager
• Portfolio
Presentation Owner
• Portfolio and
Catalog Stakeholder

Service Reporting Roles

サービスの持続的向上のソリューション領域に
おけるサービス レポーティングの ITIL プロセ
スをサポートするロール。

• Advanced
Reporting Business User
• Advanced
Reporting Professional User
• Reporting
Administrator
• Service Operations
Report User
• Service Strategy
and Design Report
User

• Anyone
• Site Administrator

「Anyone」ロールと「Site Administrator」ロール
上記の表の下にリストされている「Anyone」ロールと「Site Administrator」ロールは、ITIL ロー
ル構造に適合しません。これらのロールは、Service Catalog 固有のアクセス コントロール機能を
提供します。
「Anyone」ロール（ロールの説明からの引用）は、「機能およびオブジェクト ベースの権限を論
理的な任意の個人、つまりすべての個人に割り当てることをサポートするために作成される特別
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なロール」です。すべての個人は、自動的に Anyone ロールのメンバになります。メンバのリスト
は変更できません。
小規模なインストール環境では、すべてのサービスをオーダーする機能を Anyone に割り当てるの
が有用な場合があります。他の権限または機能を割り当てるときは、慎重に検討してください。
Service Catalog にアクセスできるすべての個人が、それらのロールや機能により提供される機能を
実行できるようになります。
「Site Administrator」ロール（ロールの説明からの引用）は、「Site Administration 組織単位のメン
バであるすべてのユーザに自動的に割り当てられるロールで、Service Catalog および Demand Center
のすべての機能と権限を提供する」です。「admin」ユーザは、自動的にサイト管理者ロールのメ
ンバになります。その他のメンバに割り当てる場合は、このロールにより付与される能力を考慮
して慎重に行う必要があります。
UCS Director 統合用の Prime Service Catalog システム定義ロール
Prime Service Catalog では、検出された UCS Director ロールに対して次のシステム定義ロールが作
成されます。次の表に、UCS Director ロールから Prime Service Catalog システム定義ロールへの
マッピングを示します。
表 60：Prime Service Catalog ロールと UCS Director ロールのマッピング

UCS Director
ロール

Prime Service Catalog シ 説明
ステム定義ロール

システム管理者 UCSD Sys Admin
すべてのポリ
シー管理者
コンピューティ
ング管理者

UCSD Sys Admin User は、Service Item Manager で UCS
Director サービス項目のそれぞれに割り当てられたグ
ループ権限に基づいて、My Products & Services のサー
ビス項目としてコンテナ、vDC、および VM の詳細を
表示できます。
このロールを持つユーザのみがコンテナ テンプレート
サービスをオーダーできます。

Service
UCSD End User
End-User、
Group Admin、
Operation ロール

UCSD End User は、Service Item Manager で UCS Director
サービス項目のそれぞれに割り当てられたグループ権
限に基づいて、My Stuff のサービス項目としてコンテ
ナ、vDC、および VM の詳細を表示できます。
このロールを持つユーザは、ユーザが属するグループ
と UCS Director でグループに割り当てられたカタログ
に基づいてサービスをオーダーできます。

他のすべての
ロール

UCSD Operator

このロールを持つユーザは、セルフサービス ポータル
の表示と使用のみが可能であり、サービスをオーダー
できません。
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（注）

Prime Service Catalog および UCS Director が LDAP に接続されている単一のウィンドウでは、
次のようになります。
• ユーザのホーム OU は、常に LDAP マッピングで決定されます。
• ユーザは、UCS Director のインポートされたグループに属していれば、UCS Director グ
ループのメンバーシップを取得します。
• インポート（検出）されたユーザ データが Prime Service Catalog に存在しない場合は、同
じデータが Prime Service Catalog で作成され、OU、グループ、およびロールの通常のフ
ローが実行されます。

ロールの検索
[ロール（Roles）] タブの [検索（Search）] ボックスにロール名の一部またはすべてを入力して、
ロールを検索できます。
[検索結果（Search Results）] リストで、[品目階層（Item Hierarchy）] アイコンをクリックして、
ロールのツリー ビューにおける正確な位置を表示します。
図 9：[ロール（Roles）] ページ

上記の例では、[検索（Search）] フィールドに「My Services Consumer」と入力されました。この
ロールが見つかり、[検索結果（Search Results）] タブに表示されています。階層アイコンをクリッ
クすると、このロールが Request Self-Service Roles コンテナに含まれる Request Fulfillment Roles に
存在することを確認できます。
ロール名をクリックして、名前や説明、このロールに割り当てられているエンティティ、含まれ
ている機能、オブジェクトレベル権限などの一般情報を表示し、どのエンティティがこのロール
へのアクセス権を持つかを設定します。
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ロールの設定
ロールの検索、表示、作成、変更、非アクティブ化、または削除を行うには、[ロール（Roles）]
タブを使用します。使用するロールを検索すると、次の 5 つのセクションが表示されるので、こ
れらについてよく理解しておく必要があります。
表 61：ロールのフィールド

ページ

説明

一般（General）

ロールに関する一般情報（ロールの名前と説
明、ロール階層での位置、ステータス（アク
ティブまたは非アクティブ）など）。

メンバー（Members）

ロールに割り当てられている人、グループ、お
よび組織単位。

機能（Capabilities）

ロールに含まれる機能。システム定義ロールの
機能を追加または削除することはできません
が、システム定義ロールにサブ ロールや子ロー
ルを追加できます。

権限（Permissions）

ロールのオブジェクトレベル権限（存在する場
合）。すべてのモジュールにオブジェクトレベ
ル権限を持つオブジェクトが含まれているわけ
ではありません。すべてのオブジェクトまたは
特定のオブジェクトを選択できます。

管理（Administration）

ロール情報の表示や変更を行う権限を持つエン
ティティ。

ロールへのメンバの割り当て
ロールのメンバは、ロールが割り当てられた個々の人員、グループ、および組織単位で構成され
ます。グループまたは組織単位が割り当てられた場合は、そのグループまたは組織単位のすべて
のメンバがロールを継承します。加えて、サブ組織単位とサブグループはその親からロールを継
承します。[継承メンバの表示（Show inheriting members）] オプションを使用して、親組織単位ま
たは親グループからロールを継承したメンバを表示するかどうかを選択できます。オンにしなかっ
た場合は、そのロールに直接割り当てられた組織単位およびグループのみが表示されます。
人員、グループ、または組織単位をロールに割り当てる前に、まずそのエンティティが存在して
いることを確認する必要があります。
ロール/メンバ関連付けを作成するには、次の 2 つの方法があります。
• それぞれの人員、グループ、または組織単位に移動して、ロールを割り当てます。
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• ロールに移動して、メンバを追加します。
図 10：[メンバ（Members）] ページ

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

オブジェクトレベル権限を持つロール
すべてのモジュールにオブジェクトレベル権限を持つオブジェクトが含まれているわけではあり
ません。つまり、すべてのロールにオブジェクトレベル権限が割り当てられているわけではあり
ません。オブジェクトレベル権限が含まれているロールの例として、「Service Team Administrator」
ロールがあります。このロールは、Request Fulfillment Roles > Fulfillment Management Roles コンテ
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ナにあります。「Service Team Administrator」ロールには、次のように 2 つのモジュールにわたる
機能が含まれます。
図 11：[機能（Capabilities）] ページ

このロールが、Service Manager のすべての管理アクションを有効にし、かつ Organization Designer
でサービス チームとキューを作成して管理する機能を有効にすることを目的としている場合は、
次に示すように、このロールではオブジェクトレベル権限を組織単位、人、およびキューに付与
する必要があります。
図 12：[権限（Permissions）] ページ

カスタム ロール
Organization Designer には、事前定義された多数のロールが用意されています。これらのロール
は、一般的な企業がユーザに対して必要とするほとんどのロールに適しています。ただし、追加
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のロールが必要な場合は、新しいロールを最初から作成するか、既存のロールをコピーしてニー
ズに合うように変更することによって、カスタム ロールを作成できます。
機能および権限の使用可能な組み合わせは非常に多いため、これらの組み合わせを把握しておく
ことは困難な場合があります。このため、必要なすべての機能またはほとんどの機能が含まれて
いるシステム定義ロールを特定して、新しいロールを作成することを推奨します。子ロールから
機能を削除することはできないため（子ロールは親ロールからすべての機能を継承します）、必
要以上の機能を持つシステム定義ロールは使用しないでください。

ステップ 1

ロールを作成するには、次のいずれかを実行します。
• 新しいロールを作成します。
• 類似したロールをコピーし、新しいロールのテンプレートとして使用します。

ステップ 2

ユーザ定義ロールを、システム定義ロールの子ロールにします。

ステップ 3

必要に応じて機能と権限を追加することで、新しいロールを定義します。

ステップ 4

ロールにメンバを割り当てます。

ロールの一般情報
次の情報を入力します。
表 62：ロール追加のフィールド

ページ

説明

名前（Name）

新しいロールの名前。

親（Parent）

次の省略記号をクリックして、

作成する新しいロールに最も近いシステム定義
の親ロールを検索して選択します。
説明（Description）

新しいロールについて説明する任意のテキス
ト。

カスタム ロールの場合は、[一般（General）] ページでロールの作成時に表示される情報を編集で
きます。親ロールの割り当て、ロールのアクティブ/非アクティブの設定、ロールの説明の追加を
行うことができ、変更が生じた時点で変更内容を記録できます。また、サブ ロールを追加または
削除することによって、階層構造を作成することもできます。
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ロールの階層
サブ ロールを使用すると、親ロールと子ロールの階層構造を作成できます。各ロールには、1 つ
の親ロールと 1 つ以上の子（サブ ロール）の両方を設定できます。サブ ロール階層を作成すると
きは、カスタム ロールのみを使用できます。システム定義ロールの階層構造は変更できません。
サブロール、およびそのサブロールのメンバーには、親ロールに割り当てられたすべての機能が
継承されます。この継承ルールのため、ロール システムの設定は十分に注意して行ってくださ
い。
親子関係は、次の 2 つの方法で作成できます。
• [一般（General）] ページで親ロールを割り当てます。
• 子（サブ ロール）を親ロールに割り当てます。

ロール機能の割り当て
「機能」とは、Service Catalog 内の特定の機能を実行できる能力のことです。事前定義のロールを
適切なユーザに割り当てたり、カスタム ロールを作成するニーズを認識したりするためには、使
用可能な機能を確認し、それらが事前定義のロールでどのように結合されているかを確認するこ
とが重要です。
使用可能な機能をオンラインで確認する一番簡単な方法は、カスタム ロールを作成する「ふり」
をして、[機能の追加（AddCapabilities）] をクリックし、表示されたリストを参照します。機能
はモジュールごとに分かれています。これは、各機能により特定のモジュール内で機能を実行す
る権利が付与されるためです。
ロールに付与されたアクセス権を無効にするには、選択された個人からロールを削除するか、割
り当てられた機能を削除します。
各モジュールの機能の要約を次に示します。
My Services、Service Catalog、および Order Management の機能
My Services 機能は、サービスのオーダー、要求の表示、および Service Catalog、Order Management、
および My Services の各モジュールで利用可能なタブとリンクへのアクセスに関係します。
表 63：My Services 機能

機能

説明

要求の表示

この機能は、ユーザが [要求（Requisitions）] リ
ンクおよびポートレットを表示できるかどうか
を制御します。この機能を持つユーザは、要求
の詳細をドリルダウンして、現在のステータス
を追跡することもできます。
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機能

説明

要求の完了率の表示

この機能では、要求の達成率を表示できます。
完了率の表示を有効化するには、[Service
Catalog] > [My Products & Services] > [オーダー
（Orders）] ページで、newscale.properties ファ
イルの
servicecatalog.display.req.percentage.completion

プロパティを true に設定します。
（注）

newscale.properties ファイルを変更し
たら、その都度、Service Catalog サー
バを再起動する必要があります。

自分の事業単位に関する要求の表示

この機能を持つユーザは、自分の事業単位のす
べての要求を [マイスタッフ（My Stuff）] ビュー
に表示できます。

承認の表示と実行

この機能は、ユーザがトップ ナビゲーション
バーの [承認（Authorizations）] リンクを表示で
きるかどうかを制御します。

自分の事業単位に関する承認の表示

この機能を持つユーザは、自分の事業単位のす
べての承認を [承認（Authorizations）] ビューに
表示できます。

代理オーダー

ユーザが My Services モジュールを使用してい
る場合は、トップ レベル ナビゲーション バー
に [代理オーダー（Order on Behalf）] リンクが
表示されます。なんらかの代理オーダー オブ
ジェクト権限を持っている場合も、[代理オー
ダー（Order on Behalf）] リンクが表示されま
す。

他のユーザのマイ サービスのオーダー

ユーザは、自分がオーダー権限を持つすべての
サービスを他のユーザに代わってオーダーでき
るほか、他のユーザ自身がオーダー可能なサー
ビスもオーダーできます。

KPI の表示

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

説明

サービスの参照

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

サービスの検索

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

サービスのオーダー

この機能は、オーダー可能なサービスの横にあ
る [オーダー（Order）] リンクがユーザに表示
されるかどうかを制御します。

要求のコピー

この機能は、ユーザがトップ ナビゲーション
バーの [要求のコピー（Copy Requisition）] リン
ク、および要求のコピーに関連付けられている
すべての機能を表示できるかどうかを制御しま
す。

プロファイルの管理

この機能は、ユーザが [プロファイル（Profile）]
リンク経由で使用可能な自分のプロファイルを
管理できるかどうかを制御します。

サービス項目インスタンスへのアクセス

この機能により、このロールを持つユーザは、
Service Catalog モジュールで [My Products &
Services] セクションを表示することができま
す。My Services を使用するユーザは、My
Services モジュールの「サービス項目（Service
Items）」タブにアクセスできます。

Service Designer の機能
Service Designer の機能により、さまざまなユーザ セットがサービス定義のさまざまな側面で作業
できます。異なるサービス セットやサービス グループ セットで作業するさまざまなユーザ セッ
トに権限を割り当てる機能と併用すると、分散開発環境に対する堅牢なサポートを提供できます。
これらの機能の大部分は共通で Service Catalog モジュールと Order Management モジュールの同等
の機能を制御します。唯一の例外は「View KPIs」で、これは [マイサービス（My Services）] 以外
では使用できません。また、これらのうち一部の機能の Service Catalog における動作にも、いく
つかの違いがあります。カタログ表示に Service Catalog を選択したユーザは、サービスの参照と
検索が暗黙的に可能になり、「ほかの人のためにオーダー」のアクション ボタンを使用して、ほ
かの人の代わりにサービスをオーダーできます。
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表 64：Service Designer の機能

機能

説明

サービスへのアクセス（Access Services）

この機能は、Service Designer での Service Catalog
オプションへのアクセス権を付与します。この
機能を持つユーザは、「サービスの設計」権限
または「サービスの表示」権限があるサービス
グループに含まれるすべてのサービスにアクセ
スできます。この機能により、サービス定義内
のすべてのタブにアクセスできるようになりま
す。

サービスプレゼンテーションへのアクセス
（Access Service Presentation）

この機能は、サービスの [全般（General）]、[オ
ファー（Offer）]、[プレゼンテーション
（Presentation）] タブへのアクセス権のみを付
与します。この機能を持つユーザは、「サービ
スの設計」権限または「サービスの表示」権限
があるサービス グループに含まれるすべての
サービスでこれらのタブにアクセスできます。

サービスフォームへのアクセス（Access Service この機能は、サービスの [サービスフォーム
Forms）
（Service Form）] タブへのアクセス権のみを付
与します。この機能を持つユーザは、「サービ
スの設計」権限または「サービスの表示」権限
があるサービス グループに含まれるすべての
サービスでこのタブにアクセスできます。
サービス提供へのアクセス（Access Service
Delivery）

この機能は、サービスの [計画（Plan）] および
[認証（Authorization）] タブへのアクセス権の
みを付与します。この機能を持つユーザは、
「サービスの設計」権限または「サービスの表
示」権限があるサービス グループに含まれるす
べてのサービスでこれらのタブにアクセスでき
ます。

サービス管理（Service Administration）

この機能は、サービスの [許可（Permission）]
タブへのアクセス権のみを付与します。この機
能を持つユーザは、「サービスの設計」権限ま
たは「サービスの表示」権限があるサービス グ
ループに含まれるすべてのサービスでこのタブ
にアクセスできます。
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機能

説明

サービスグループへのアクセス（Access Service サービス グループへのアクセス権を付与しま
Groups）
す。この機能を持つユーザは、読み取り権限ま
たは読み取り/書き込み権限があるすべてのサー
ビス グループにアクセスできます。
アクティブフォームコンポーネントへのアクセ アクティブ フォーム コンポーネントへのアク
ス（Access Active Form Components）
セス権を付与します。この機能を持つユーザ
は、読み取り権限または読み取り/書き込み権限
があるすべてのフォーム グループにアクセスで
きます。
サービスディクショナリの管理（Manage Service すべてのシステム時間において、すべてのディ
Dictionaries）
クショナリへの読み取り/書き込みアクセス権を
付与します。サービスのテストとデバッグを行
う機能をサポートします。
ディクショナリの表示（View Dictionaries）

ディクショナリへの読み取り専用アクセス権を
付与します。

ディクショナリの管理（Manage Dictionaries）

ディクショナリを編集および作成する権限を付
与します。

スクリプトの管理（Manage Scripts）

関数およびライブラリを含め、スクリプトのす
べての機能に対して権限を付与します。

カテゴリの管理（Manage Categories）

Categories のすべての機能に対して権限を付与
します。

キーワードの管理（Manage Keywords）

Keywords のすべての機能に対して権限を付与し
ます。

目的の管理（Manage Objectives）

Objectives のすべての機能に対して権限を付与
します。

サービスのインポート（Import Services）

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

Service Link の機能
Service Link の機能により、異なるセットのユーザを、本番環境で統合ステータスをモニタリング
する管理者ではなく、統合開発者として指定できます。
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表 65：Service Link の機能

機能

説明

統合アクティビティのモニタ（Monitor Integration この機能は、[ホーム（Home）] ページと [外部
Activities）
タスク（External Tasks）] ページ、およびこれ
らの画面のすべての関連機能へのアクセス権を
付与します。
アダプタの管理（Manage Adapters）

この機能は、[アダプタ（Adapters）] タブへの
アクセス権を付与し、このタブでアダプタを表
示、編集、作成、削除する権限を付与します。

エージェントの管理（Manage Agents）

この機能は、[エージェント（Agents）] タブへ
のアクセス権を付与し、このタブでエージェン
トを表示、編集、作成、削除する権限を付与し
ます。

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

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

Reporting の機能
Reporting の機能により、権限を持つユーザは Reporting および Advanced Reporting モジュールにア
クセスしてレポートを開発できます。
表 66：レポート機能

機能

説明

Reports Designer

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

KPI Administration

この機能は、KPI 管理機能、および KPI を管
理、作成、変更する機能へのすべてのアクセス
権を付与します。

Ad-Hoc Reports

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

説明

Reporting - Administration

この機能は、レポート フォルダの管理、ダッ
シュボード、IBM Cognos 管理、レポートのス
ケジュール、レポートの保存、権限の管理、レ
ポートの作成など、すべてのレポート機能への
アクセス権を付与します。

View Service Catalog Reports

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

Service Manager の機能
Service Manager モジュールにより、タスク実行者は割り当てられた内部タスクを表示および更新
できます。タスク マネージャは、タスクの割り当てやスケジュールを管理するだけでなく、タス
クを表示または更新することもできます。
表 67：Service Manager の機能

機能

説明

すべての実行者の検索（Search All Performers） ユーザは、[ナビゲーション（Navigation）] ペイ
ンの検索ボックスで、システム内の実行者をク
エリーできます。
作業の実行（Perform Work）

ユーザは、次のシステム動作にアクセスできま
す。1.チェック イン/アウトのタスク2.クローズ
アウトのタスク3.標準ビュー4.タスク スーパー
バイザであるタスクのキャンセル

作業の管理（Manage Work）

ユーザは、次のシステム動作にアクセスできま
す。1.作業の割り当て2.タスク優先度の設定3.タ
スク期日の再スケジュール4.管理ビュー5.サー
ビス チーム ビュー

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

ユーザは、すべての要求を表示できます。
Service Manager では、この機能により、ユーザ
のキュー アクセス権限にかかわらず、システム
内のすべての要求およびタスクを検索できる
「グローバル検索オプション」が有効になりま
す。また、Service Manager の共有ビューの保存
も有効になります。
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機能

説明

追加タスクの作成（Create Ad-Hoc Tasks）

ユーザは、Service Manager の Ad-Hoc タスク作
成機能にアクセスできます。この機能が付与さ
れると、[Ad-Hocタスク（Ad-Hoc Task）] ペー
ジの [新規Ad-Hocタスク（New Ad-Hoc Task）]
フォーム セクションが使用可能になります。

Organization Designer の機能
Organization Designer の機能により、人員、組織、キュー、ロール、および役職を管理するための
オプションへのアクセスが可能になります。これらのオプションは、ディレクトリ統合（『Cisco
Prime Service Catalog Integration Guide』を参照）やディレクトリ タスクの実行（『Cisco Prime
Service Catalog Designer Guide』を参照）を通して提供されるオブジェクトの管理機能を補足しま
す。オブジェクトレベルの権限とともに使用すると、特定の組織エンティティへの読み取り/書き
込みがユーザに許可され、複数テナント環境で細かい制御が可能になります。
表 68：Organizational Designer の機能

機能

説明

基本サービス展開の管理

基本サービス展開パッケージを作成、送信、お
よび管理できるようにします。

組織単位設定へのアクセス

Organization Designer のホームページ検索で [組
織単位（Organizational Units）] タブおよびエン
ティティ タイプがユーザに対して表示され、権
限を持つ組織単位にアクセスできます。

グループ設定へのアクセス

Organization Designer のホームページ検索で [グ
ループ（Groups）] タブおよびエンティティ タ
イプがユーザに対して表示され、権限を持つグ
ループにアクセスできます。

ロール設定へのアクセス

Organization Designer のホームページ検索で [ロー
ル（Roles）] タブおよびエンティティ タイプが
ユーザに対して表示され、権限を持つロールに
アクセスできます。

人員設定へのアクセス

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

説明

キュー設定へのアクセス

Organization Designer のホームページ検索で
[キュー（Queues）] タブおよびエンティティ タ
イプがユーザに対して表示され、権限を持つ
キューにアクセスできます。

役職設定へのアクセス

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

Administration の機能
Administration モジュールでは、すべてのオプションの個々の機能は使用できません。機能の範囲
外のオプション（[デバッグ（Debugging）] ページへのアクセスなど）については、Site Administrator
ロールがユーザに付与されている必要があります。
表 69：Administration の機能

機能

説明

ディレクトリ統合設定の管理 [ディレクトリ（Directories）] オプションがユーザに対して表示
（Manage Directory Integration され、ディレクトリ統合の設定を行うことができます。
Configuration）
承認構造の管理（Manage
Authorization Structure）

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

グローバル設定の管理
（Manage Global Settings）

[グローバル設定（Global Settings）] オプションがユーザに対して
表示され、システム動作を変更するサイト レベルのアプリケー
ション設定を行うことができます。

Eメールテンプレートの管理
（Manage Email Templates）

[Eメールテンプレート（Email Templates）] オプションがユーザ
に対して表示され、電子メールのテンプレートを表示または作成
したり、無効にすることができます。

リストの管理（Manage Lists） [一覧表示（Lists）] オプションがユーザに対して表示され、シス
テム参照リストを表示および変更できます。
サポートユーティリティの使 [ユーティリティ（Utilities）] タブおよび [サポートユーティリティ
用（Use Support Utilities）
の使用（Use Support Utilities）] リンクがユーザに対して表示され
ます。
ログファイルとプロパティ
ファイルへのアクセス
（Access Log and Property
Files）

[ログとプロパティ（Log and Property）] タブがユーザに対して表
示され、ログ ファイルとプロパティ ファイルを表示およびダウ
ンロードできます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
218

組織の構築
ロール

機能

説明

消去ユーティリティへのアク [消去ユーティリティ（Purge Utilities）] タブがユーザに対して表
セス（Access Purge Utilities） 示され、消去ユーティリティを使用できます。
バージョン履歴へのアクセス [バージョン履歴（Version History）] タブがユーザに対して表示
（Access Version History）
され、バージョン履歴を表示できます。
Form Data Viewerへのアクセ [Form Data Viewer] タブがユーザに対して表示され、Form Data
ス（Access Form Data Viewer） Viewer を使用できます。
SAML SSO の設定（SAML
SSO Settings）

[SAML SSO 設定（SAML SSO Settings）] タブがユーザに対して
表示され、IDP マッピング のための CRUD 操作、SAML の設定、
およびメタデータの更新が実行できます。

Catalog Deployer の機能
Catalog Deployer の機能により、権限を持つユーザは Catalog Deployer モジュール内でパッケージ
を構築および展開できます。
表 70：Catalog Deployer の機能

機能

説明

基本サービス展開の管理（Manage Basic Service 基本サービス展開パッケージを作成、送信、お
Deployments）
よび管理できるようにします。
拡張サービス展開の管理（Manage Advanced
Service Deployments）

拡張サービス展開パッケージを作成、送信、管
理する機能を許可します。

カスタム展開の管理（Manage Custom
Deployments）

カスタム展開パッケージを作成、送信、管理す
る機能を許可します。

展開のインポート（Import Deployments）

展開パッケージのインポートおよびエクスポー
トを許可します。

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

新規または更新済みコンテンツのサイトへの展
開を許可します。

Basic Offering展開の管理（Manage Basic Offering Basic Offering 展開パッケージを作成、送信、管
Deployments）
理する機能を許可します。
Advanced Offering展開の管理（Manage Advanced Advanced Offering 展開パッケージを作成、送
Offering Deployments）
信、管理する機能を許可します。
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Service Item Manager の機能
Service Item Manager に関連する標準ロールおよびそれぞれの機能を次の表に示します。
表 71：Service Item Manager の機能

機能

説明

標準定義の管理

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、標準の定義および管理ができま
す（エントリの追加や削除など）。

サービス項目定義の管理

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、新しいサービス項目とその属性
を定義できます。

サービス項目と標準データのインポート

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、サービス項目と標準のデータお
よび定義をインポートするためのインポート オ
プションにアクセスできます。

サービス項目のインスタンス データへのアクセ このロールが割り当てられたユーザは、この機
ス
能を使用して、Service Item Manager モジュー
ルの [サービス項目の管理（Manage Service
Items）] タブにアクセスできます。
サービス項目定義へのアクセス

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、Service Item Manager モジュー
ルの [サービス項目の設計（Design Service
Items）] タブにアクセスできます。

標準データへのアクセス

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、Service Item Manager モジュー
ルの [標準の管理（Manage Standards）] タブに
アクセスできます。

標準定義へのアクセス

このロールが割り当てられたユーザは、この機
能を使用して、Service Item Manager モジュー
ルの [標準の設計（Design Standards）] タブにア
クセスできます。

Portal Designer の機能
Portal Designer を使用するための機能の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer
Guide』の「Designing Portals」の章を参照してください。
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ローカリゼーションの機能
ローカリゼーション管理機能を追加すると、ユーザ ロールで Localization モジュールにアクセス
できます。
API を使用する SOAP ベース サービスのための機能
さらにユーザは、Service Catalog を通じて要求を送信できます。これにより、外部システムは
Requisition API（RAPI）のSOAP ベース バージョンを使用して、Web サービス要求を通じて要求
を送信できます。ユーザは、REST ベースの API を使用した要求も行えます。こうした要求は
Service Catalog モジュールをバイパスするため、オーダーの際にサービス フォームが表示されま
せん。その結果、インタラクティブにオーダーされる、対応するサービスの場合とは異なる設計
にする必要があります。たとえば、ルールや Java Script 関数ではデフォルト値を提供できません。
また、チェック ボックスやドロップダウン リストなどのマルチ オプション フィールドは使用で
きません。
これらの制限により、RAPI 経由でのみオーダー可能な一連の並列サービスを作成することがあり
ます。このようなサービスは、管理者ではないユーザの Service Catalog に表示されることはあり
ません。代わりに、オーダー権限は管理者に対してのみ付与されます。RAPI サービスは常に、重
要な機能である「他のユーザのマイ サービスのオーダー」が割り当てられたユーザによってオー
ダーされます。この場合の「他のユーザ」は、要求の顧客として指定されます。

権限の割り当て
権限は、特定のモジュール内で、組織単位やグループなどのオブジェクトに対する権利を付与し
ます。これには、オブジェクト固有の権限だけでなく、他のモジュールに対する読み取り/書き込
みアクセス権も含まれます。これには次が含まれます。
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表 72：権限の割り当て

モジュール

オブジェクト

Service Designer

サービス グループ
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モジュール

オブジェクト

権限
• このサービス グループ内
のサービスの設計とデー
タの変更：新しいサービ
スを作成したり、サービ
ス グループに含まれる既
存のサービスを表示/変更
したりできます。表示さ
れる一連の Service
Designer タブは、許可され
た特定の機能によって異
なります。[権限
（Permissions）] タブが表
示されていても、ユーザ
が「権限の割り当て」権
限も持っていないと、そ
のタブを編集することは
できません。
• このサービス グループ内
でのサービスとその他の
情報の表示：Service
Designer でサービス グ
ループとそのサービス グ
ループに含まれるサービ
スを表示することができ
ます。表示される一連の
Service Designer タブは、
許可された特定の機能に
よって異なります。
• サービス グループ サービ
スのオーダー：My Services
ポータル内でサービス グ
ループのサービスを表示
してオーダーすることが
できます。サービスはオー
ダーできるようにオーダー
可能として定義する必要
もあります。
• 権限の割り当て：サービ
ス グループとサービス
ページ上の [権限
（Permissions）] タブにア
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モジュール

オブジェクト

権限
クセスすることができま
す。ユーザは、「サービ
スとその他の情報の表示」
権限も持っている必要が
あります。

サービス

フォーム グループ

サービスのオーダー：My
Services ポータル内でサービス
を表示してオーダーすることが
できます。サービスはオーダー
できるようにオーダー可能とし
て定義する必要もあります。
• このフォーム グループ内
のフォームの設計：新し
いフォームを作成したり、
フォーム グループに含ま
れる既存のフォームを表
示して変更したりできま
す。すべてのタブを編集
することができます（[権
限（Permissions）] タブを
含む）。
• このフォーム グループ内
のフォームの表示：フォー
ム グループとそれに含ま
れるフォームを表示する
ことができます。
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モジュール
Organization Designer

オブジェクト

権限

• 個人
• 組織
• キュー
• ロール
• グループ
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モジュール

オブジェクト

権限
• 読み取り：[管理
（Administration）] ページ
を除くオブジェクト レ
コードのすべてのページ
を表示することができま
す。
• 読み取り/書き込み：[管理
（Administration）] ページ
を除くオブジェクト レ
コードのすべてのページ
を表示して編集すること
ができます。
• 権限の変更：オブジェク
ト レコードの [管理
（Administration）] ページ
で権限を表示して変更す
ることができます。
• 代理オーダー：この権限
を持っているユーザは、
このオブジェクトに対す
る My Services の代理オー
ダー機能を使用すること
ができます。
• サービス チームの管理：
この権限を持っているユー
ザは、Service Manager の
[サービス チーム（Service
Team）] ビューでサービス
チーム OU を表示すること
ができます。
（注）

この権限は、組織単
位オブジェクトにの
み適用されます。

• キューへのアクセス：こ
の権限を持っているユー
ザは、Service Manager モ
ジュールに対して機能が
定義されていれば、Service
Manager でキュー内のタス
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モジュール

オブジェクト

権限
クを表示して実行するこ
とができます。
（注）

Portal Designer

• ポートレット
• ポータル ページ

この権限は、キュー
オブジェクトにのみ
適用されます。

• 読み取り：Portal Designer
でオブジェクト（ポート
レット/ページ）定義を表
示することができます。
• 書き込み：Portal Designer
でオブジェクト（ポート
レット/ページ）定義を編
集することができます。
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モジュール

オブジェクト
ポータル ページ グループ
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モジュール

オブジェクト

権限
• 読み取り：Portal Designer
でページ グループ定義を
表示することができます。
また、ページ グループが
モジュールとしてマーク
されている場合は、Service
Catalog でメニュー オプ
ションの形式でページ グ
ループを表示することが
できます。
• 読み取り/書き込み：Portal
Designer でページ グルー
プ定義を編集することが
できます。また、Portal
Designer と Service Catalog
でグループ内のポータル
ページを作成することが
できます。
• グループ内のすべてのペー
ジの読み取り：Portal
Designer でページ グルー
プ内のすべてのページを
表示することができます。
また、Service Catalog で
ページ グループ内のすべ
てのアクティブ パブリッ
ク ページをサブスクライ
ブすることができます。
• グループ内のすべてのペー
ジの書き込み：Portal
Designer と Service Catalog
でページ グループ内のす
べてのページの定義を編
集することができます。
また、グループ内のポー
タル ページを作成するこ
とができます。
（注）

ポータル ページは、
パブリックとマーク
されている場合にの
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モジュール

オブジェクト

権限
み Service Catalog で使
用することができま
す。
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モジュール

オブジェクト
カスタム コンテンツ（Custom
Content）

権限
• 読み取り：コンテンツ定
義を表示することができ
ます。また、Service
Catalog でポートレット内
に描画されるカスタム コ
ンテンツ定義を表示する
ことができます。
• 読み取り/書き込み：コン
テンツ定義を編集するこ
とができます。
• データの読み取り：Portal
Designer でコンテンツ
データと関連定義を表示
することができます。ま
た、Service Catalog でポー
トレットに描画されるカ
スタム コンテンツ データ
を表示することができま
す。
• データの読み取り/書き込
み：コンテンツ データを
編集することができます。

カスタム コンテンツ グループ
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モジュール

オブジェクト

権限
• 読み取り：コンテンツ グ
ループを表示したり、グ
ループ内のコンテンツ定
義を作成したりできます。
• 読み取り/書き込み：コン
テンツ グループを編集し
たり、グループ内のコン
テンツ定義を作成したり
できます。
• グループ内のすべての定
義の読み取り：グループ
内のすべてのコンテンツ
定義を表示したり、グルー
プ内のコンテンツ定義を
作成したりできます。
• グループ内のすべての定
義の読み取り/書き込み：
グループ内のすべてのコ
ンテンツ定義を編集する
ことができます。

Demand Management

課金
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課金レートの保守：課金レート
を管理することができます。
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モジュール
Service Item Manager

オブジェクト
• サービス項目定義
• サービス項目グループ
• 標準定義
• 標準グループ

権限
• 読み取り：オブジェクト
を表示することができま
す。
• 読み取り/書き込み：
CRUD 操作の実行など、
オブジェクトを編集する
ことができます。

サービス項目インスタンスデー
タ
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権限
• すべてのインスタンス
データの読み取り：すべ
てのサービス項目インス
タンスを表示することが
できます。
• すべてのインスタンス
データの読み取り/書き込
み：すべてのサービス項
目インスタンスを表示し
て編集することができま
す。
• 自分の BU 内のすべてのイ
ンスタンス データの読み
取り：自分の事業単位
（BU）に割り当てられた
すべてのサービス項目イ
ンスタンスを表示するこ
とができます。
• 自分の BU 内のすべてのイ
ンスタンス データの読み
取り/書き込み：自分の事
業単位（BU）に割り当て
られたすべてのサービス
項目インスタンスを表示
して編集することができ
ます。
• 自分の BU とサブ単位内の
すべてのインスタンス
データの読み取り：自分
の事業単位（BU）とその
サブ単位に割り当てられ
たすべてのサービス項目
インスタンスを表示する
ことができます。
• 自分の BU とサブ単位内の
すべてのインスタンス
データの読み取り/書き込
み：自分の事業単位
（BU）とそのサブ単位に
割り当てられたすべての
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オブジェクト

権限
サービス項目インスタン
スを表示して編集するこ
とができます。
• 自分のテナント アカウン
ト内のすべてのインスタ
ンス データの読み取り：
自分のテナント アカウン
トに割り当てられたすべ
てのサービス項目インス
タンスを表示することが
できます。
• 自分のテナント アカウン
ト内のすべてのインスタ
ンス データの読み取り/書
き込み：自分のテナント
アカウントに割り当てら
れたすべてのサービス項
目インスタンスを表示し
て編集することができま
す。
• 自分のプロジェクト アカ
ウント内のすべてのイン
スタンス データの読み取
り：自分のプロジェクト
アカウントに割り当てら
れたすべてのサービス項
目インスタンスを表示す
ることができます。
• 自分のプロジェクト アカ
ウント内のすべてのイン
スタンス データの読み取
り/書き込み：自分のプロ
ジェクト アカウントに割
り当てられたすべてのサー
ビス項目インスタンスを
表示して編集することが
できます。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
235

組織の構築
ロール

モジュール

オブジェクト

権限
• 新しいインスタンス デー
タの作成：新しいサービ
ス項目インスタンス デー
タを作成することができ
ます。
（注）

標準テーブル データ

ユーザにはデフォル
トでサブスクライブ
したサービスへの読
み取りアクセス権が
付与されます。

• すべてのインスタンス
データの読み取り：すべ
ての標準インスタンス
データを表示することが
できます。
• すべてのインスタンス
データの読み取り/書き込
み：すべての標準インス
タンス データを表示して
変更を加えることができ
ます。
• 新しい標準インスタンス
データの作成：新しい標
準インスタンス データを
作成することができます。

カスタムロールに新しいオブジェクトレベル権限を追加するには、前述の表を使用して次の項目
を選択します。
表 73：オブジェクト レベル権限

ページ

説明

オブジェクト タイプ（Object Type）

リスト ボックスからオブジェクト（エンティ
ティ）タイプを選択します。

このタイプに対する権限（Permission for this
type）

選択したオブジェクト タイプに基づいて、権限
を選択します。
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ページ

説明

権限の割り当て先（Assign permission to）

次のいずれかを実行します。
このタイプのすべてのオブジェクト（All objects
of this type）：たとえば、組織単位を選択した
場合は、すべての組織単位がこの権限に割り当
てられます。
選択したオブジェクト（Selected Objects）：こ
の権限を割り当てるオブジェクトを検索して選
択します。
以下の追加の権限は、個人オブジェクト タイ
プ、読み取り権限タイプ、および読み取り/書き
込み権限タイプにのみ適用されます。
•

◦ ユーザがメンバになっている組織単
位とそのサブ単位内のすべての人員：
このロールに割り当てられた個人に
は、その人が属している OU からの
すべての人員とそのサブ OU に属し
ているすべての人員に関する情報を
読み取るまたは読み書きするための
アクセス権が付与されます。
◦ ユーザがメンバになっている組織単
位内のすべての人員：このロールに
割り当てられた個人には、その人が
属している OU からのすべての人員
に関する情報を読み取るまたは読み
書きするためのアクセス権が付与さ
れます。
◦ 個人アカウントに属しているすべて
の人員：このロールに割り当てられ
た個人には、その人が属しているア
カウントからのすべての人員に関す
る情報を読み取るまたは読み書きす
るためのアクセス権が付与されます。

以下の追加の権限は、組織単位オブジェクト タ
イプに適用されます。
•

◦ ユーザがメンバになっているすべて
のサービス チーム
◦ すべてのサービス チーム
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既存のロールの変更
システム定義ロールでは、ロールに割り当てられたメンバーおよびロールへの読み取り/書き込み
アクセス権のみを変更できます。カスタム ロールについては、適切な管理権限を持つユーザが、
機能および権限を含めすべての変更を行うことができます。

ユーザへのカスタム ロールを使用した権限の割り当て
限られたユーザのみを表示または変更できるようにするなど、独自に定義したロールを使用して、
読み取り権限または読み取り/書き込み権限をユーザに割り当てられます。このシナリオでは、
ユーザの権限を設定します。たとえば、定義済みカスタム ロールを持つユーザは、自分と同じア
カウントに属するユーザ全員のアカウントを表示できるようになります。
カスタム ロールを使用してユーザに権限を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

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

ステップ 5

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

◦ [オブジェクトタイプ（Object Type）] ドロップダウン リストの [ユーザ（Person）]
◦ [このタイプの権限（Permissions for this type）] ドロップダウン リストの [読み取り（Read）]
◦ [ユーザのアカウントに属するすべてのユーザ（All people that belong to person account）] をクリッ
ク

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。

アクセス権限を付与したユーザを次のモジュールで表示できます。
• [Organization Designer] > [ホーム（Home）] > [検索（Search）] > [ユーザ（People）]
• [プロファイル（Profile） > [設定（Preferences）] > [承認の更新（Authorization Update）] >
[ユーザを選択（Select Person）]
• [Service Designer] > [サービス（Services）] > [フォーム（Form）]
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カスタム ロールの例を作成する使用シナリオ
ここでは、カスタム ロールのさまざまなシナリオについて説明します。

サポート チーム
顧客が直面する問題には、サポート チームが対応します。このチームは、すべての要求を表示で
きる必要がありますが、それに対する変更は行いません。このロールには、すべての要求への読
み取りアクセス権が必要です。
サポート チームのロールを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

新しいロールを作成します。

ステップ 2

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

ステップ 3

このロールのメンバとしてサポート チームを割り当てます。詳細については、ロールへのメンバの割り当
て, （206 ページ）を参照してください。

組織固有の Service Team Administrator
上記の項のオブジェクトレベル権限で説明している事前設定された「Service Team Administrator」
ロールでは、ロールのメンバーがサービス チームを管理したり、組織単位やキューに関する情報
を変更したりできます。
このロールは、同じ機能を提供しながら、各タイプの「すべてのオブジェクト」ではなく、特定
の組織単位およびキューの作業にメンバーが限定されるため、カスタム ロールにコピーする最適
な候補といえます。組織でサービス チームを管理する役割は、複数の Service Team Administrator
ロールに分割でき、ロールごとに異なるセットの組織およびキューを管理できます。組織が階層
構造になっている場合は、親組織を特定の権限のオブジェクトとして指定するだけで十分です。
子オブジェクトもすべて同じ権限になります。

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

ステップ 1

たとえば、Service Team タイプの OU をRemedyTeamという名前で作成します。

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

Remedy 統合が提供計画の一部となっているサービスには、タスクを追加します。
a) Remedy Team キューに実行者を割り当てます。
b) タスクを 1=0 の条件付きにします。
ユーザがその要求との何らかの「関係」を有しているかどうかに基づいて、要求に対するアクセス権
を Service Catalog が付与する、という仕組みです。つまり、ユーザが顧客またはイニシエータである
か、または要求の配信を担当しているかどうかです。
requisition個人が要求におけるタスクの実
行者である（または実行者であるキューへのアクセス権を持つ）場合、その個人は要求にアクセスで
きます。
上記のステップ 4 を次のステップに置き換えても、同じ結果になります。
• この問題が発生するサービスに対して、計画モニタリング タスクを Remedy Team キューに割り当
てます。

分散型のサービス設計
組織の複数の部門にまたがる Service Catalog の実装では、サービス設計の役割を複数の開発者グ
ループに分散することが望ましい場合があります。理想的には、これらの開発者が互いの作業結
果を活用し、他のグループによって作成およびテストされたサービスまたはサービス コンポーネ
ントを再利用できる必要があります。ただし、開発者は別のグループによって保守されている設
計コンポーネントを偶然または故意に変更しないようにする必要があります。
このような環境は、Service Designer コンポーネントに関連付けられた権限を使用することで確立
できます。カスタム ロールは、開発グループごとに設定できます（メンバは直接的に、または
サービスチームまたはグループのメンバーシップを介して間接的に割り当てることができます）。
Service Designer では、この役割は次のことを実行できます。
• このサービス グループ（チームが管理するサービスを含むサービス グループ）でサービス
を設計する
• このサービス グループのサービスをオーダーする
• 関連するサービス グループまたは興味深い技法を持つグループでサービスを表示する
• 独自のフォーム グループのフォームを設計する
• 予約グループのフォームを表示する
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• サービスに含める必要がある可能性のある他の（共通?）グループのフォームを表示する
すでに存在する Service Designer ロールをカスタム ロールに付与するのではなく、適切な Service
Designer 機能をロールに付与することを推奨します。この方法は設定には手間がかかることがあ
りますが、柔軟性が向上します。サービスをインポートする権限をグループに付与する場合には、
注意が必要です。サービスをインポートし、通常は変更できないコンポーネント（ディクショナ
リまたはフォーム）を上書きする可能性があります。[サービスのインポート（Import Service）]
オプションでは、オブジェクト レベルの権限はチェックされず、すべてが上書き（または作成）
されます。
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B

サイト全体の設定
この章は次のトピックで構成されています。
• サイト全体の設定, 243 ページ

サイト全体の設定
概要
会社のルールやビジネス プラクティスに合わせて Administration モジュールのさまざまな振る舞
いをセットアップすることができます。
Administration モジュールから次のようなタスクを実行できます。
• エンタープライズ ディレクトリなどのユーザ データのソースにリンクして、そのソースか
らのデータを利用します。
• 承認および確認のポリシーとワークフローを定義します。
• 承認および提供のプロセスで使用される電子メール通知テンプレートを定義します。
• 標準の値リストを修正し、使用可能な言語を指定します。
• サイト全体の設定をカスタマイズします。たとえば、特定の組織単位または組織単位のグ
ループで使用されるカスタム スタイル シートを確立します。
• ログ ファイル、消去、バージョン情報、およびフォーム データの表示に関するサポート ユー
ティリティにアクセスします。

ユーザ情報の同期
ディレクトリとは、ユーザ データのリポジトリのことです。Administration では、エンタープライ
ズディレクトリなどのユーザデータのソースにリンクしてそのソースからのデータを利用するよ
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うにシステムを設定できます。具体的には、ユーザ プロファイル情報をディレクトリ サーバ デー
タベースと同期させることができます。
ディレクトリ統合の詳細（統合に必要な情報を整理するためのワークシート、詳細なマッピング
情報、特別な考慮事項など）については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照
してください。

サイト全体の承認の設定
Administration モジュールの [承認（Authorizations）] タブで、承認と確認の有効化および無効化
と、サイト全体の承認のセットアップができます。このようなサイト全体の承認は、個々の組織
やサービスまたはサービス グループに対して確立済みの承認に加えて、またはその代わりとして
使用できます。
承認は、割り当てられた承認者に対してサービス要求の拒否または承認を求めるタスクです。確
認は、実行者に対して提供プロセスのステップの確認を求めるタスクです。
Service Catalog では、複数のタイプの承認と確認をサポートしています。
表 74：承認

ファイナンシャル承認

要求されたサービスまたは項目が予算内である
かどうかを判断する承認。この承認は、組織単
位レベルでは上書きできません。

部門承認

事業単位マネージャによる購買承認のための承
認。

部門確認

部門で要求されたサービスまたは項目が適切で
あるかどうかの確認。

サービス グループの承認

サービス チーム マネージャによる購買承認の
ための承認。通常、サービス チーム マネージャ
は、自分のサービス チームに所属する人を承認
します。

サービス グループの確認

サービス グループで要求されたサービスまたは
項目が適切であるかどうかの確認。

承認構造の設定
承認プロセスの設定は、次の 3 つの手順で構成されます。
1 Administration モジュールの [承認（Authorizations）] タブで、使用可能にする承認のタイプお
よび実行順序を指定します。（承認の有効化, （245 ページ） を参照）。
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2 有効になっている各タイプの承認の詳細を指定します。（承認の詳細の指定, （245 ページ）
を参照）。
3 任意で、必要な承認が遅れた場合に実行するエスカレーション プロシージャを指定します。
（遅延タスクの通知, （249 ページ） を参照）。

承認の有効化
Administration モジュールの [承認（Authorizations）] タブで、1 つのサイトに対して最大 5 つの承
認タイプを有効にできます。
承認タイプのステータスを変更するには、変更する承認タイプの [アクション（Action）] 列で [編
集（Edit）] をクリックし、[ステータス（Status）] ドロップダウン メニューから [有効化（Enable）]
または [無効化（Disable）] を選択します。実行順序を変更するには、[アクション（Action）] 列
で上矢印または下矢印をクリックして正しい順序にします。

承認の詳細の指定
承認または確認のタイプが有効になっている場合は、このタイプに対して詳細を指定できます。
承認の詳細は、次のように定義できます。
• サイト レベル（[管理（Administration）] > [承認（Authorizations）]）
• Departmental Authorizations/Reviews の組織単位（[Organization Designer] > [組織単位（Org
Units）] > [承認（Authorizations）]）
• Service Group Authorizations/Reviews のサービス グループまたはサービス単位（[Service Designer]
> [承認（Authorizations）]）
Departmental Authorizations/Reviews の場合、次の選択肢があります。
• サイトの承認構造のみを使用（Use site authorization structure only）
• 部門レベルの承認のみを使用（サイトレベルは使用しない）（Use departmental level authorization
only (Will not use site level)）
• サイトレベルと部門レベルの承認構造を両方使用（Use both site and departmental level
authorizations structures）
Service Group Authorizations/Reviews の場合、次の選択肢があります。
• サービス グループの承認構造を使用（Use service group authorization structure only）
• サービス レベルの承認のみを使用（サービス グループ レベルの承認は使用しない）（Use
service level authorization only (will not use service group-level)）
• サービス グループ レベルとサービス レベルの承認構造を両方使用（Use both service group
level and service level authorizations structures）
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[サイトの承認構造のみを使用（Use site authorization structure only）] または [サービス グループの
承認構造を使用（Use service group authorization structure only）] オプションを選択した場合、それ
以上の手順は必要ありません。それ以外の場合は、設定する承認タイプを選択できます。
• Authorization（Departmental または Service Group）：承認時間内で承認が順に実行されます。
各承認者は、要求を拒否または承認する必要があります。要求が承認されると、次の承認ま
たは提供プロセスの次のステップに渡されます。要求がキャンセルされると、以降のタスク
は実行されません。
• Review（Departmental または Service Group）：確認プロセスは、承認時間内で同時に実行さ
れます。確認者は、[OK] をクリックするだけで要求を確認したことを示すことができます。
確認者には、提供を停止する権限はありません。

（注）

すべての承認タスクと確認タスクは、提供プロセスが開始する前に完了する必要があります。
Administration モジュールの [承認（Authorizations）] タブで、編集する承認または確認の横にある
[アクション（Actions）] カラムの [編集（Edit）] をクリックします。選択する承認タイプに基づ
いて、[承認 – 逐次的プロセス（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。
次の表に、[詳細（Details）] 画面のフィールドを示します（これらのサブタブの [追加（Add）] を
クリックした後、またはサブタブの [名前（Name）] フィールドの左にあるチェックボックスをク
リックして定義済みの承認/確認ロールを選択した後に表示されます）。[更新（Update）] をクリッ
クして変更を保存します。アスタリスク（*）の付いたフィールドは必須フィールドです。
表 75：逐次的プロセス - 承認

フィールド

説明

名前（Name）*

承認者または確認者によって実行されている新
しい役割の名前。

期間（Duration）*

タスクの承認または確認に割り当てられる時間
（時間単位）。

件名（Subject）*

この役割が実行する承認タスクまたは確認タス
クの名前。この値は、Service Manager で承認者
または確認者に対して [タスクリスト（Task
List）] に表示されます。
タスクのタイトルには名前空間変数を使用でき
ます。ハッシュ マーク（#）で囲まれた文字列
は、名前空間変数であることを示します。この
変数は、オーダー中のサービス名で置き換えら
れます。詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Designer Guide』を参照してください。
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フィールド

説明

実行（Effort）*

確認または承認の実行所要時間。通常、[時間
（Duration）] よりも小さい値になります。

ワークフロータイプ（Workflow Type）

承認者がシステム内のユーザである場合は、
[internal] を選択します。または、使用可能な外
部ワークフローを選択して、Service Link タス
ク経由で承認を実行します。

割り当て（Assign）

ドロップダウン メニューから、次のいずれかを
選択します。
• [役職から（From a position）]：承認または
確認は、指定された役職を現在保持してい
る人によって実行されます。
• [人/キュー（A person/queue）]：承認また
は確認は、指定されたユーザまたはキュー
によって実行されます。
• [式から（From an expression）]：[割り当て
先（Assign to）] フィールドに入力された
式に基づいて承認または確認が実行されま
す。

割り当て先（Assign to）

をクリックして、[割り当て（Assign）]
フィールドの選択内容に対応する値を選択しま
す。[式から（From an expression）] を選択した
場合は、式を入力します。式の構文について
は、『Cisco Prime Service Catalog Designer
Guide』を参照してください。

エスカレーション階層（Escalation Tiers）

次のいずれかをクリックします。
• [すべて使用（Use all）]：このプロセスに
対して設定されているすべてのエスカレー
ションが使用されます。
• [使用数を指定（Use only）]：この承認プ
ロセスまたは確認プロセスに対して設定さ
れているすべてのエスカレーション層を使
用しない場合は、使用する層の数を入力し
ます。
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フィールド

説明

条件（Condition）

承認するために満たす必要がある条件を含む
式。True または False を使用して、タスクが発
生するかどうかを示します。式を入力しない場
合は、デフォルト値が True になり、承認が常
に実行されます。
使用している式が動作することを検証するに
は、[確認（Validate）] をクリックします。検
証では構文チェックのみが実行され、参照デー
タが実際に要求に存在するかどうかはチェック
されません。

次の場合に条件を評価（Evaluate condition
when）

以下のいずれかを選択します。
• 承認フェーズが開始されたとき（条件の評
価が「false」になると、時間はゼロとして
計算されます。）（Authorization phase starts
(if condition evaluates to "false", times will be
computed as zero).）[条件（Condition）]
フィールドに入力した条件は、承認フェー
ズが開始した時点でアクティブになりま
す。
• [タスクがアクティブになったとき（時間
は影響を受けませんが、スケジューリング
はこれらのタスクを使用して行われます）
（Task becomes active (times will not be
affected, scheduling will be done by using these
efforts)）]：[条件（Condition）] フィール
ドに入力した条件は、承認フェーズが完了
し、承認後のタスクが開始した時点でアク
ティブになります。

承認/確認が進むときに式を再評価（Re-evaluate 承認タスクが完了するたびに実行者名またはタ
expression as authorizations/reviews proceed）
スク名を再評価し、必要に応じて更新するに
は、このチェックボックスをオンにします。承
認期日は変わりません。この設定は、実行者が
式によって割り当てられ、その式に使用する
フィールド値の変更を前の承認ステップで承認
者に許可した可能性がある場合に使用してくだ
さい。
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フィールド

説明

承認や確認が開始されたときに通知（Notify
when authorization/review starts）

電子メール テンプレートは全フェーズで適切に
自動送信されます。システムで使用できる電子
メール テンプレートのリストがドロップダウン
承認や確認が完了したときに通知（Notify when リストに表示されます。
authorization/review completes）
要求や活動がキャンセルされたときに通知
（Notify when requisition/activity is canceled）
要求や活動が拒否されたときに通知（Notify
when requisition/activity is rejected）
タスクがスケジュール変更されたときに通知
（Notify when task is rescheduled）
タスクが再割り当てされたときに通知（Notify
when task is reassigned）
外部タスクが失敗したときに通知（Notify when
external tasks fail）

遅延タスクの通知
エスカレーションとは、指定された期間内に実行されなかったアクティビティにフラグを立て、
解決のために適切な実行者、スーパーバイザ、または顧客に送信するプロセスのことです。受信
者は、遅延タスクの通知を電子メール形式で受け取ります。
エスカレーション プロセスをセットアップする場合は、次の点に注意してください。
• エスカレーション リストの各行は、層を表します。層はいくつでも指定できます。[追加
（Add）] をクリックして、別の層を追加します。（対応するチェックボックスをオンにして
[削除（Delete）] をクリックすると、層を削除できます）。
• 最初の層は、タスクが標準期間を超えた場合に最初に通知されるグループを表します。時間
（[（時間）後（After(hours)]）は、期日が過ぎて通知が送信されるまでの時間数を表しま
す。
• 最初の通知後の、後続の層に指定された時間は、前のエスカレーション以降の経過時間を表
します。たとえば、2 番目の層の時間が 8 時間である場合、最初の通知の送信後に解決され
ず 8 時間が経過すると、2 番目のグループに通知が送信されます。
• 層ごとに 3 人までの受信者がエスカレーション通知を受信できます。[受信者（Recipient）]
ボックスごとに、有効な電子メール アドレスをカンマで区切って入力します。#変数# タイ
プの名前空間参照も使用できます。たとえば、#Perfomer.Manager.Email# は、タスク実行者の
マネージャに通知を送信します。
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◦ 受信者ごとに、対応するドロップダウン ボックスを使用して、受信者への通知に使用す
る電子メールを選択します。通知は、Administration モジュールで作成されたテンプレー
トから派生します。
実際には、エスカレーションは、ワークフロー マネージャである Business Engine の一部である
Escalation Manager によって送信されます。デフォルトでは、通常の勤務時間中に、関連するエス
カレーションが指定された遅延タスクが、Escalation Manager により 1 時間に 1 回（正時）チェッ
クされます。したがって、上記で示しているように、承認が指定時間遅れた後で電子メール通知
が送信されるというのは必ずしも正確でありません。通知が実際に送信されるのは、エスカレー
ション期間が期限切れとなった後で Escalation Manager による遅延タスクのチェックが次に行われ
たときです。たとえば、承認が午後 12:30 に予定されており、エスカレーション通知をその 1 時
間後（午後 1:30）に送信するよう設定されている場合、通知が実際に送信されるのは、Escalation
Manager の実行が次に行われる午後 2 時となります。
管理者は、Escalation Manager の設定を変更できます。詳細は、Prime Service Catalog の保守, （7
ページ）を参照してください。

電子メール テンプレート
Service Catalog には、事前設定の電子メール テンプレートのセットが含まれています。発生した
イベントへの応答として自動的にテンプレートを送信するように、サービスの提供計画をセット
アップできます。Administration モジュールでは、電子メール通知に使用されるテンプレートを新
規に作成したり、提供されたテンプレートを修正したりすることができます。この電子メールは、
受信者に承認と提供のプロセス中のステップを通知するのに使用されます。
Service Catalog で使用されるテンプレートは、[全般（General）] リンクの下にあります。Demand
Center で使用されるテンプレートは、[契約電子メールテンプレート（Agreement Email Templates）]
の下にあります。発生したイベントへの応答として自動的にテンプレートを送信するように、
Administration を設定できます。たとえば、あるサービスでマネージャからの承認が必要であると
きに、システムからこのマネージャに、サービス要求の承認が必要であることを通知する電子メー
ルを送信できます。付属のテンプレートを変更することも、組織に適したテンプレートを追加す
ることもできます。

電子メール テンプレートの表示
電子メール テンプレートの情報を表示するには、次の方法のいずれかを使用します。
• [ホーム（Home）] ページの [E メール テンプレートの管理（ManageEmailTemplates）] をク
リックします。[Eメールテンプレート（Email Templates）] ナビゲーション ペインで、開い
て表示するテンプレートの名前をクリックします。
• ナビゲーション バーの [通知（Notifications）] をクリックします。[Eメールテンプレート
（Email Templates）] ナビゲーション ペインで、開いて表示するテンプレートの名前をクリッ
クします。
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テンプレート名をクリックすると、テンプレートのスタイル設定オプションと内容が表示されま
す。次に示すのはサンプルの Service Catalog テンプレートです。
図 13：[Eメールテンプレート（Email Templates）] ページ

テンプレートの設定
電子メール テンプレートを設定するには、次の情報を入力します。
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表 76：電子メール テンプレート フィールド

フィールド

説明

名前（Name）

新しい電子メールのテンプレートの名前。

件名（Subject）

電子メールの件名。名前空間を使用できます。

送信元（From）

送信者の有効な電子メール アドレス。

送信先（To）

受信者の有効な電子メール アドレス。複数の受
信者はセミコロンで区切ることができます。通
常は、名前空間を使用します。

タイプ（Type）

Service Catalog または Demand Center。

言語（Language）

表示言語。

HTML部分（HTML Part）

クリックすると、HTML 対応電子メール システ
ムで表示される形式でテンプレートが表示され
ます。クリックすると、電子メール テンプレー
トの書式を設定するための HTML エディタ ツー
ルが表示されます。

テキスト部分（Text Part）

クリックすると、テンプレートの書式設定に使
用される HTML タグとテキストが表示されま
す。

作成した電子メール テンプレートで使用しないものは削除できます。事前設定テンプレートは削
除できません。
Service Catalog は、テキスト部分と HTML 部分の両方がある MIME マルチパート メッセージの形
式で電子メール通知を送信します。多くの電子メール クライアントは、テキスト部分を無視し、
HTML 部分を表示します。
HTML エディタの使用手順については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照して
ください。

名前空間の使用
動的なデータ コンテンツのある電子メールのフォーマットの詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Designer Guide』を参照してください。
通知の受信者は、その電子メールの送信をトリガーするイベントによって異なります。たとえば、
顧客（#Requisition.Customer.Email#）は一般に、要求のステータスが大きく変化したことについて
通知を受け取ります。
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イベントが承認または確認である場合は、承認者の代理者（#Requisition.Alternate.Email#）も受信
者リストに含めるのが賢明である可能性があります。現時点で代理者が 1 人も指名されていない
場合は、名前空間の値はブランクとなりますが、通知の外観には影響しません。

一覧
Administration では、サイト内のさまざまな場所や関連レポートで使用される標準の値リストに修
正を加えたり、使用可能な言語を指定したりすることができます。
[一覧表示（Lists）] タブを使用して、次のリストを設定します。
表 77：リスト フィールド

リスト名

説明

コスト ドライバ（Cost Drivers）

コスト ドライバは、Service Designer でサービス
のコスト詳細を設定するときに使用できます。

目的（Objectives）

目標リストは、Service Designer で目標を作成す
るときにドロップダウン リストで使用可能な目
標基準の設定に使用されます。

測定単位（Unit of Measure）

測定単位は、Service Designer で目標を設定する
ときに基準と組み合わせて使用されます。

言語（Language）

言語リストは、ユーザ プロファイルや個人情報
内の [表示言語（Preferred Language）] ドロップ
ダウン リストで選択可能な言語のリストを管理
するために使用されます。詳細については、言
語, （253 ページ）を参照してください。

言語
Service Catalog モジュールは、複数の言語で利用できます。言語リストは、ユーザが個人プロファ
イルの [表示言語（Preferred Language）] ドロップダウン リストで選択可能な言語のリストを管理
するのに使用されます（言語設定, （2 ページ）を参照）。デフォルトでは、[使用する言語
（Preferred Language）] ドロップダウン リストで使用できるのは [英語（米国）（US English）] の
みです。他の言語を使用できるようにするには、言語リストにその言語を追加します。[追加
（Add）] をクリックし、言語をドロップダウン リストから選択してから [更新（Update）] をク
リックします。その他の設定手順は必要ありません。
Service Catalog でサポートされている言語は次のとおりです。
• 英語（米国）
• ドイツ語
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• フランス語
• スペイン語
• オランダ語
• 中国語（簡体字）
• 中国語（繁体字）
• ポルトガル語（ブラジル）
• 日本語
• 韓国語
他のすべてのモジュールのローカリゼーションについては、『Cisco Prime Service Catalog Designer
Guide』の「Localizing Service Catalog Strings」の章を参照してください。

サイト設定
Administration では、さまざまな動作を、自組織のポリシーや業務慣習に適合するようにカスタマ
イズできます。これらのオプションを設定するには、[設定（Settings）] タブをクリックします。
[設定（Settings）] タブに表示されるオプションは次のとおりです。
表 78：[サイト設定（Site Settings）] ページ

ページ

説明

カスタマイゼーション, （255 さまざまなモジュールの、サイト全体の設定を指定します。
ページ）
個人ポップアップ, （270 ペー 個人検索の実行時に表示される情報のタイプを設定します。
ジ）
Entity Homes, （272 ページ） 同じ実装の各サイト上で修正可能な定義データを指定します。
アプリケーションのロケー
ル, （272 ページ）

すべての新規ユーザーが更新された言語および対応する通貨を使
用するようにします。

パスワード ポリシー, （273
ページ）

パスワード設定のポリシーを定義します。

デバッグ設定, （283 ページ） デバッグ情報をユーザ インターフェイス内に表示するかどうかを
指定します。
データ ソース レジストリ, （ アプリケーションに登録されているデータ ソースが表示されま
284 ページ）
す。
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ページ

説明

カスタム テーマ, （303 ペー 適用する組織を定義および指定します。
ジ）
パブリックキーとプライベー AMQP の公開キーと秘密キーを設定します。
ト キー, （284 ページ）

カスタマイゼーション
カスタマイゼーションを使用すれば、組織の業務慣習に合わせてオプションを設定できます。カ
スタマイゼーション設定は、影響を受けるモジュールや各設定によって付与される機能に応じて、
いくつかのグループに分かれています。
カスタマイゼーションに使用できる値は次のとおりです。
表 79：カスタマイゼーション

リソース文字列 ID の表示 製品およびコンテンツの文字列と一緒に文字列 ID を表示するかどう
（Show Resource String
かを制御します。この設定は、文字列のローカライズまたは翻訳を
ID）
行うときに便利です。
KpiSourceOfData

KPI チャートのデータ取得元を制御します。「Datamart」に設定する
必要があります。

SessionTimeOut

セッション タイムアウトを設定します。デフォルトは 20 分です。2
時間（240 分）以下の任意の長さに設定できます。

API セッションタイムアウ すべての API のセッション タイムアウトを設定します。nsAPI がク
ト
レデンシャルを使用して直接（nsAPI ログインを呼び出すことなく）
呼び出された場合は、応答の送信後に自動的にセッションが終了す
る必要があります。
会計年度終了日（Fiscal
Year End）

計算に関連する会計年度カレンダーの会計年度終了日を設定します。

添付ファイルの最大サイズ サービス要求の添付ファイルとしてアップロードできるファイルの
（Attachment Maximum
最大サイズを設定します。0 はサイズ上限なしを示します。
Size）
添付ファイルの種類の制限 添付が許可/禁止されているファイル タイプを定義します。これは
（Attachment File Type
ファイル拡張子をカンマで区切ったリストとして定義します
Restrictions）
（例：.exe, .bmp, .zip）。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
255

サイト全体の設定
サイト設定

イメージ最大サイズ
（Image Maximum Size）

アップロード可能なファイルの最大サイズを設定します。attachment
0 は最大サイズなしを意味します。

許可されるイメージタイプ 許可されるイメージ タイプを定義します。カンマで区切ったファイ
（Image Types Allowed） ル拡張子のリストとして指定します。例：.jpg,.img,.bmp。デフォル
トで許可されるイメージ タイプ
は、.jpg、.png、.gif、.jpeg、.tiff、.exif、および .svg です。
オーダー確認E メール テ
ンプレート（Order
Confirmation Email
Template）

顧客が要求を送信したときに送信される電子メール通知。

オーダーの失敗 E メール
テンプレート（Order
Failure Email Template）

オーダー送信プロセスが予期せず異常終了したときに送信される電
子メール。このエントリが効力を持つのは、[非同期でのタスクの送
信、承認、および確認（Submit, Approve and Review Tasks
Asynchronously）] の設定がオンの場合のみです。

承認の失敗 E メール テン ユーザが実行した承認または確認のタスクが予期せず異常終了した
プレート（Approval Failure 場合に送信される電子メール。このエントリが効力を持つのは、[非
Email Template）
同期でのタスクの送信、承認、および確認（Submit, Approve and
Review Tasks Asynchronously）] の設定がオンの場合のみです。
非ディレクトリ型個人ポッ
プアップによって返される
結果の最大数（Maximum
number of results returned by
non-directory-enabled person
popup）

エンド ユーザが非ディレクトリ型個人ポップアップのダイアログに
ワイルドカード文字のみを入力して select (*) タイプのクエリを試行
したときに返される個人の最大数（デフォルトは 1000 人。0 はすべ
ての人を表します）。

メール サーバ アドレス
（Mail Server Address）

電子メールの通信に使用されるサーバのホスト名を設定します。接
続をテストする際は、ホスト名、ポート、サポート電子メール アド
レスが必須です。

メールサーバポート（Mail メール サーバが通信に使用するポート。
Server Port）
サポート メール アドレス サポート チームの電子メール アドレス。
（Support Mail Address）
ブラウザ キャッシュの

ブラウザ キャッシュの設定により、画像、JavaScript、CSS などのブ
バージョン（Browser Cache ラウザ側でのキャッシュが可能になります。これにより、パフォー
マンスが向上する場合があります。
Version）
バージョン設定値を上げると、ブラウザ キャッシュが削除されるま
でログイン プロセスが中断されます。デフォルトは無効です。
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SDP 管理者ユーザ名（SDP ホスト名およびポート番号の形式でベース URL を入力します。
Admin UserName）
SDP 管理者パスワード
（SDP Admin Password）
SDP ホストとポート（SDP
Host and Port）
JMS ユーザ名（JMS
Username）
JMS パスワード（JMS
Password）

監査履歴の保存期間
（Audit History Retention
Period）

アプリケーションのインストール時に初めて入力された JMS ユーザ
名およびパスワードの値を入力します。それ以降にアプリケーショ
ン サーバ側でクレデンシャルが変更された（企業のパスワード ポリ
シーやその他の要件で必要とされたため）場合は、更新された値を
ここに入力して、Prime Service Catalog アプリケーションが JMS キュー
へのアクセスを継続できるようにする必要があります。
監査履歴データが保存される期間を設定します。保存期間のデフォ
ルト値は、60 日間です。最小は 1 日間で、最大は 365 日間です。
Prime Service Catalog を新しいバージョンにアップグレードすると、
指定されたデータ保存期間内の監査履歴データは、アップグレード
後も保存されます。
システムは、[管理（Administration）] > [カスタマイズ
（Customization）] で指定された保存期間に基づいて指定期間よりも
古いレコードを確認し、それらのデータを監査履歴テーブルから削
除します。デフォルトでは、スケジューラは、週に 1 回古いデータ
を処理します。スケジューラの期間は、newscale.properties ファイル
で変更できます。

MyStuff で保存される
ユーザが MyStuff 内に保存できるビューの最大数を設定します。許
ビューの最大数
容最小値は 5 で、許容最大値は 20 です。
（Maximum number of saved
views in MyStuff）
Service Catalog 検索の改
ページ サイズ（Service
Catalog search pagination
size）

サービス検索機能を使用した際に返されるレコードの最大数を設定
します。この検索機能では、エンド ユーザが下へとスクロールする
だけで次の検索ができるよう、無限スクロールが可能です。許容さ
れる最小値と最大値は、それぞれ 20 と 50 です。

My Stuff のデフォルト表示 My Products & Services で、デフォルトの名前が付いたビューを持た
（My Stuff Default View） ないすべてのユーザに向けたデフォルトのビューを設定します。ユー
ザは、My Stuff で、管理者が設定したデフォルトのビューを独自の
名前が付いたビューに上書きすることができます。
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FTLファイルを含むフォル VDC ベースの電子メール通知の FTL テンプレートを含むフォルダの
ダのパス（Path of the folder 完全修飾パス名を言及します。ファイルパスでは、Linux の表記規則
containing the FTL Files） に従って、ファイルの区切り記号として / を使用する必要がありま
す。

非同期送信/最終承認
Service Catalog は、サービス要求を処理するために、トランザクショナル データベース内に一連
のレコードを作成する必要があります。これらのレコードは、サービス ワークフローを構成する
承認および提供タスクに対応しています。複雑な提供計画の場合は、これらのタスクを作成して、
割り当てられた参加者、それぞれの作業カレンダー、および指定のタスク期間に基づいてすべて
のタスクのスケジュール上の開始日および終了日を計算するには、かなりの時間がかかることが
あり、その間ユーザ（要求者または最終承認）は、自分のサービス要求送信の処理が完了したこ
との確認を待つ必要があります。
この待ち時間をなくすため、Service Catalog には非同期タスク インスタンス化を実装するオプショ
ンが用意されています。つまり、要求が送信されたとき（または、要求に承認または確認がある
場合に最終承認が完了したとき）に、Service Catalog はサービス要求の更新（または作成）のみを
行うため、ユーザは次に進めるようになります。残りの処理（タスクの作成と期限の計算）は、
バックグラウンドで非同期に実行されます。
この結果、ユーザ インターフェイスには、待ち時間がなくなるという大きな変更が加えられ、他
にもいくつかの小さな変更があります。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。
万一、Service Catalog による全タスクの作成中にエラーが発生した場合は、通知の電子メールを関
係者に送信できます。2 つの電子メール テンプレートを指定できます。1 つ目は要求の送信が失
敗した場合に使用され、2 つ目は最後の承認が正しく処理できなかった場合に使用されます。テ
ンプレートを設計するには、Administration モジュールの [通知（Notifications）] オプションを使用
します。テンプレートと各イベントを関連付けるには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）]
> [カスタマイズ（Customizations）] の設定を使用します。失敗した要求の表示と再試行のための
送信は、[管理デバッグ（Administration Debugging）] ページで行います。詳細については、非同期
送信メッセージのモニタリング, （283 ページ）を参照してください。
非同期タスクのインスタンス化は、デフォルトではオフになっています。この動作をアクティブ
にするには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [カスタマイズ（Customizations）] の
[共通（Common）] セクションにある [非同期での送信、承認、および確認（Submit, Approve and
Review Asynchronously）] の設定をオンにする必要があります。

ブラウザ キャッシュの設定
この設定は、本番環境においてほとんど変更されることのないアプリケーション ファイルをブラ
ウザ キャッシュに格納できるようにします。この機能を使用すると、キャッシュ済みのオブジェ
クトが利用されるため、遠隔地にいるユーザのページ読み込み時間が大幅に改善される可能性が
あります。リフレッシュが要求されるのは、バージョンの変更が検出されたときのみです。
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ブラウザ キャッシュが有効な場合は、最後にアクセスされたバージョンを記録するための Cookie
がブラウザ クライアント内に作成されます。次のタイプのオブジェクトについては、キャッシュ
されたバージョンをアプリケーションで利用できます。
• 画像（*.gif、*.jpg、*.png、*.bmp）
• スタイル シート（*.css）
• ISF ライブラリ（RequestCenter.war の下に展開される *.js および *.cfm。streamJS.jsStream に
よって条件付きルールのために実行時に生成される JavaScript やユーザ定義の JavaScript は含
まれません）
• HTML（*.html、*.htm）ページ
アプリケーション変更イベントが発生した場合（たとえば、変更されたイメージを持つサービス
を Catalog Deployer を使用して展開するなど）、管理者はバージョン番号を増加させることで、
ユーザにブラウザ キャッシュの削除を要求することができます。
ユーザのブラウザ Cookie に記録されているバージョンが、[管理（Administration）] 設定のものと
異なる場合は、ユーザにブラウザ キャッシュの削除を要求する通知が表示されます。ブラウザ
キャッシュが削除されたら、[再ログイン（Login Again）]（シングル サインオンが有効な場合は
[続行（Continue）]）をクリックしてアプリケーションにアクセスできます。

JMS クレデンシャル
アプリケーションのインストール時に、JMS ユーザ名とパスワードの値が初めて収集されます。
それ以降にアプリケーション サーバ側でクレデンシャルが変更された（企業のパスワード ポリ
シーやその他の要件で必要とされたため）場合は、更新された値をここに入力して、Prime Service
Catalog アプリケーションが JMS キューへのアクセスを継続できるようにする必要があります。

共通設定
共通設定は、複数のモジュールの振る舞いに影響を及ぼします。
表 80：共通設定

カスタムヘッダーフッター カスタム ヘッダーとフッターを有効にします。
の有効化（Enable Custom
デフォルトはオフです。
Header Footer）
カスタムスタイルシートの カスタム スタイル シートをサイトの書式設定に使用します。ロ
有効化（Enable Custom Style ゴ、カラー スキーム、フォントなどの HTML 属性を変更できま
Sheets）
す。
デフォルトはオフです。
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ログイン、ログアウトのカ
スタム スタイルの有効化
（Enable Custom Styles for
Login Logout）

ログイン画面およびログアウトの画面（ユーザ名およびパスワー
ドのラベルなど）の書式設定にカスタムのスタイルを使用します。
フォントやサイズを変更できます。
デフォルトはオフです。

ディレクトリ統合（Directory 外部のデータソースでユーザを検索して、そのユーザをサイトに
Integration）
インポートするディレクトリ機能を有効にします。
デフォルトはオフです。
サイト管理者URLの制限
（Restrict Site Administrator
URL）

Site Administrator ロールを持つユーザのみにログインを許可しま
す。管理用 URL を使用し、シングル サインオンをバイパスしま
す。
デフォルトはオフです。

イメージパス置換の使用
（Use Image Path
Replacement）

プレゼンテーション イメージ URL のサーバ部分の代わりに動的変
数を使用します。

KPIポートレットの表示
（Show KPI Portlet）

Key Performance Indicator（KPI）ポートレット機能をオンまたはオ
フにします。この機能がオンの場合は、My Services Executive を実
行できるユーザの My Services ホームページに KPI が表示されま
す。Reporting モジュールへのアクセス権限を持つユーザは、KPI
をいつでも、Reporting ダッシュボードで見ることができます。

デフォルトはオフです。

デフォルトはオフです。
非同期送信、承認、および 要求の送信と、承認と確認の完了のバックグラウンド処理を有効
確認（Submit, Approve, and または無効にします。
Review Asynchronously）
デフォルトはオフです。
標準テーブルのエントリ
(データ)の展開（Deploy
Entries (data) in Standards
Tables）

Catalog Deployer パッケージを作成するときに、標準テーブルの定
義に加えて、そのテーブルからのエントリ（データ）も含めるか
どうかを指定します。標準データがパッケージ展開によって上書
きされないようにするには、これをオフのままにします。
デフォルトはオンです。

ログイン名の表示（Show
Login Name）

個人ログイン名を個人プロファイルの表示ポップアップ ページに
表示するかどうかを指定します。
デフォルトはオフです。

暗号化パスワードの許可
（Accept encrypted
Password）

有効にした場合は、受信 HTTP 要求に使用されるパスワードを暗号
化形式にする必要があります。
デフォルトはオフです。
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履歴要求ビューの有効化
（Enable Historical
Requisitions View）

有効にした場合は、My Services と Service Manager で履歴要求にア
クセスできます。
デフォルトはオフです。

履歴要求スケジューラの有 365 日を超えて完了した要求は、デフォルトで履歴トランザクショ
効化（Enable Historical
ンテーブルに移行されます。このスケジューラは、デフォルトで、
Requisitions Scheduler）
30 分ごとに 100 のバッチ サイズで 1000 の要求を処理します。こ
れらのプロパティは、newscale.properties ファイルで設定可能で、
特定の組織のニーズに合わせて変更できます。
有効にした場合は、クローズ済み要求がアーカイブされます。
デフォルトはオフです。
詳細については、プロセスの実行, （292 ページ）を参照してくだ
さい。ディレクトリ統合の詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Integration Guide』を参照してください。
サービスカタログの有効化 この設定がオンになっている場合は、モジュール メニューに、[マ
（Enable Service Catalog）
イサービス（My Services）] の代わりに、[サービスカタログ（Service
Catalog）] と [オーダー管理（Order Management）] が表示されま
す。この共通設定は、プロファイル設定を変更することによって、
上書きできます。
デフォルトはオンです。
監査履歴の有効化（Enable
Audit History）

有効にすると、監査履歴が追跡されます。
デフォルトはオフです。

YUI の有効化（Enable YUI） YUI 設定を有効にすると、サービス フォームに YUI ライブラリが
読み込まれます。これにより、サービス ウィザードなどの YUI を
使用するカスタマイズがシームレスに動作するようになります。
サービス フォームに YUI ライブラリを読み込む必要がない場合
は、YUI 設定を無効にします。
デフォルトはオンです。
[Go（実行）] ボタンの有効 有効にすると、オーダーできないアクティブなサービスに対し、
化（Enable Go Button）
[Go（実行）] ボタンを使用できるようになります。
デフォルトはオフです。
セキュリティ イベントのロ 有効にすると、セキュリティ イベントのログが記録されます。
グの有効化（Enable logs for デフォルトはオフです。
Security Events）
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SAML の有効化（Enable
SAML）

有効にすると、SAML SSO ログインを設定できます。SAML を有
効にする場合、LDAP SSO ログインを手動で無効にする必要があり
ます。
デフォルトはオフです。

スタイル関連の設定
カスタム スタイル シートやヘッダーとフッターをオンにすることは、Web ページの外観カスタマ
イズの最初のステップに過ぎません。管理者は、使用するスタイルを設計して、該当するファイ
ルを適切なサーバにアップロードする必要があります。また、Administration のオプションを使用
してスタイルをサイトに、またはサイト内の特定の組織に関連付ける必要があります。

ディレクトリ統合関連の設定
ディレクトリ統合をオンにすることは、Service Catalog とエンタープライズ LDAP ディレクトリ
との統合の最初のステップに過ぎません。統合によって、ディレクトリに格納されている個人お
よび組織のデータが Service Catalog で使用できるようになるほか、そのディレクトリを使用した
外部認証やシングル サインオンも可能になります。ディレクトリ統合を一時的にオフにするに
は、この設定を「オフ」にします。
ディレクトリ統合の設定では、外部認証またはシングル サインオンを、トラブルシューティング
やテストなどの理由のためにオーバーライドすることもできます。管理目的でこのようにオーバー
ライドすることができるのは、一般的に、Site Administrator 特権を持つユーザに限定されます。
ディレクトリ統合の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』を参照して
ください。

Catalog Deployer 関連の設定
Catalog Deployer によってサービスが展開されるときに、そのサービスで参照される標準の定義
（一般的には、データ取得ルールの形を取ります）が自動的に展開され、その標準に対応するエ
ントリ（データ）も展開されます。[標準テーブルのエントリ(データ)の展開（Deploy Entries (data)
in Standards Tables）] 設定を使用すると、この動作をオーバーライドすることができます。[いい
え（No）] に設定されている場合は、Catalog Deployer によって標準データがターゲット環境に展
開されることはありません。ターゲット環境へのデータ読み込みには別の方法（Lifecycle Center
を使用して手作業で入力するか、標準データをインポートする）が使用されると想定されます。
詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。

My Services の設定
My Services の設定は、My Services モジュールの動作と外観を制御します。
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表 81：My Services の設定

フィールド

説明

My Servicesで計画を表示する（Show Plan In My サービスの提供計画のタスクのステータスが、
Services）
そのサービスを要求した顧客に表示されるよう
にします。
デフォルトはオフです。
数量の更新を許可する（Allow Update Quantity） My Services ユーザがサービス要求の数量を更新
できます。
デフォルトはオフです。
検索でカテゴリを使用する（Use Categories In
Search）

My Services の検索機能にカテゴリ名を追加しま
す。一致するカテゴリに含まれるサービスが検
索結果に表示されます。
デフォルトはオンです。

空のカテゴリを表示する（Display Empty
Category）

サービスが含まれていないカテゴリを My
Services ポータルに表示するかどうかを指定し
ます。
デフォルトはオフです。

フォームモニタを表示しない（Hide Form
Monitor）

サービス フォーム ディクショナリ モニタを表
示または非表示にします。
デフォルトはオフです。

評価とレビューを表示する（Show Rating and
Reviews）

このオプションは、評価とレビューを表示また
は非表示にします。無効にすると、次に表示さ
れるすべてのレビューと評価を表示できませ
ん。
• サービス カタログ ホーム ページ
• [カテゴリの参照（Browse Categories）] 画
面
• サービス検索メニュー
• オープン オーダー（Open Orders）
• [完了したオーダー（Completed Orders）]
タブ
デフォルトはオンです。
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フィールド

説明

承認ポートレットを表示する（View
Authorization Portlet）

My Services の [承認（Authorization）] ポート
レット機能をオンまたはオフにします。有効に
なっている場合は、すべてのユーザに対して
[承認（Authorization）] ポートレットが表示さ
れます。この設定よりも、各ユーザのプロファ
イル内の対応する設定の方が優先されます。
デフォルトはオンです。

サービス項目ポートレットを表示する（View
Service Items Portlet）

My Services の [サービス項目（Service Items）]
ポートレット機能をオンまたはオフにします。
有効になっている場合は、すべてのユーザに対
して [サービス項目（Service Items）] ポートレッ
トが表示されます（ユーザが自分のプロファイ
ルの中でオフにした場合を除く）。
デフォルトはオフです。

共通タスクポートレットを表示する（View
Common Tasks Portlet）

My Services の [共通タスク（Common Tasks）]
ポートレット機能をオンまたはオフにします。
有効になっている場合は、すべてのユーザに対
して [共通タスク（Common Tasks）] ポートレッ
トが表示されます。
デフォルトはオンです。

要求ポートレットを表示する（View Requisitions My Services の [要求（Requisitions）] ポートレッ
Portlet）
ト機能をオンまたはオフにします。有効になっ
ている場合は、すべてのユーザに対して [要求
（Requisitions）] ポートレットが表示されます。
デフォルトはオンです。
すべてのユーザに代理オーダーを許可する
（Allow Order On Behalf For All Users）

代理オーダー機能へのアクセス権をすべての
ユーザに付与します。
（注）

この設定は今後のバージョンで廃止
になる場合があります。また、代理
オーダー権限の付与はロール経由で
行うことを強くお勧めします。
デフォルトはオフです。
代理オーダーのすべてのユーザを表示する
（Show All Users For Order On Behalf）

代理オーダー機能を使用するユーザが、組織単
位や個人の代理オーダー権限設定とは無関係
に、サイト内の任意のユーザの代理でサービス
をオーダーできるようになります。
デフォルトはオフです。
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フィールド

説明

承認タスクをポップアップで開く（Open
Authorization Task in a popup）

有効になっている場合は、My Services の承認タ
スクが別のポップアップ ウィンドウに表示され
ます。
デフォルトはオフです。

請求先OUの選択を許可する（Allow Bill To OU My Services ユーザが、サービス要求内の請求先
Selection）
組織単位を変更できるようにします。
デフォルトはオフです。

Form Monitor
Form Monitor は、サービス フォームの右側に表示されます。ここには、フォーム内のディクショ
ナリが表示されます。ディクショナリのチェックが行われるのは、そのディクショナリ内のすべ
ての必須フィールドに値が入力されたときです。必須フィールドのステータス チェックは、グ
リッド ディクショナリには適用されません。
サービス フォームの表示後にディクショナリがルールまたは ISF コードによって非表示にされる
と混乱を招くおそれがあります。そのディクショナリは引き続き Form Monitor に表示されている
ためです。

[承認（Authorizations）] ポートレット
[承認（Authorizations）] ポートレットでは、現在のユーザに割り当てられたすべての承認をすば
やく表示してアクセスできます。承認を表示可能なユーザの場合は、このポートレットが [マイ
サービス（My Services）] 画面の左側に表示されます。
[承認（Authorizations）] ポートレットは、最新の 5 つの承認のクイック ビューと現在のユーザに
割り当てられたすべての承認を表示する手段を提供します。承認にアクセスする方法としては他
にも、[共通タスク（CommonTasks）] > [承認（Authorizations）] リンクと My Services モジュー
ルのナビゲーション バーの [承認（Authorizations）] タブがあります。

[サービス項目（Service Items）] ポートレット
[サービス項目（Service Items）] ポートレットでは、現在のユーザに割り当てられたサービス項目
が表示され、任意のサービス項目にすばやくアクセスできます。このポートレットを使用できる
のは、Lifecycle Center のライセンスを取得済みのサイトのみです。
[サービス項目（Service Items）] ポートレットには、プロビジョニング済みサービス項目のうち最
新の 5 件が表示され、現在のユーザに割り当てられているすべてのサービス項目を表示すること
もできます。サービス項目にアクセスする方法としては他にも、My Services モジュールのナビ
ゲーション バーの [サービス項目（Service Items）] タブがあります。
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[要求（Requisitions）] ポートレット
[要求（Requisitions）] ポートレットには、送信済みで進行中の要求のうち最新の 5 件が表示され、
ここから要求にアクセスできます。有効にした場合は、このポートレットが [マイサービス（My
Services）] 画面の左側に表示されます。
要求にアクセスする方法としては他にも、My Services モジュールのナビゲーション バーの [要求
（Requisitions）] タブがあります。

[共通タスク（Common Tasks）] ポートレット
[共通タスク（Common Tasks）] ポートレットには、My Services アクションのうち、よく使用され
るものへのショートカットが表示されます。有効にした場合は、このポートレットが [マイサービ
ス（My Services）] 画面の左側に表示されます。

My Services のポートレット
My Services のポートレット（承認、サービス項目、要求、および共通タスク用）は事前設定済み
です。My Services ホームページの左側に、すべてを表示することも、一部だけを表示すること
も、すべてを非表示にすることもできます。My Services のポートレットを非表示にする場合は、
ページのコンテンツ部分（Service Catalog）が拡張してページ幅いっぱいに表示されます。
My Services のポートレットのコンテンツと外観は、上記のとおりに事前設定されています。ポー
トレットの用途や外観をさらにカスタマイズするには、Cisco Portal Designer を使用します。詳細
については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。

Service Manager の設定
Service Manager の設定は、Service Manager モジュールの外観と動作に影響を及ぼします。
表 82：Service Manager の設定

設定

説明

タスクリンクを表示（Show Task Link）

提供プロセスのタスクを表示するときに、すべ
てのタスクにハイパーリンクを設定します。
ユーザが計画内の他のタスクにすばやくジャン
プできるようになります。
デフォルトはオンです。

関連タスクをデフォルトで待機（Related Tasks
Default To Wait）

Ad-Hoc タスクを作成するときに、現在のタス
クを一時停止するオプションを設定します。こ
れよりも優先する設定を、Ad-Hoc タスクの作
成時に指定できます。
デフォルトはオフです。
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設定

説明

エフォート エントリを必須（Effort Entry Is
Mandatory）

[エフォート（Effort）] フィールドにエントリを
指定することがタスクの完了に必須になりま
す。
デフォルトはオフです。

Ad-Hoc タスクの電子メールを有効にする
（Enable Ad-Hoc Task Email）

有効化すると、新規作成された Ad-Hoc タスク
の実行者宛てに、Ad-Hoc タスク開始を通知す
る電子メールが Service Catalog によって自動的
に送信されます。
デフォルトはオンです。

未定義のロールを表示（Show Undefined Roles） モニタ タスクのスタッフ割り当てセクション
に、サービス提供計画内でまだ定義されていな
いロールを表示します。
デフォルトはオフです。
サービス実行者は実行者全員を検索可能
有効化すると、ユーザが実行者検索機能を使用
（Service Performers Can Search All Performers） するときに、Service Manager へのアクセス権を
持つ他のすべての人を検索できるようになりま
す。それ以外の場合は、ユーザと同じサービス
チーム内の人に限定されます。
デフォルトはオフです。
タスク スーパーバイザにタスクをキャンセルを タスク スーパーバイザが、サービスを管理する
許可（Allow Task Supervisors To Cancel Tasks） ために割り当てられている提供タスクをキャン
セルまたはスキップできるようになります。
デフォルトはオフです。
外部タスクの完了を有効にする（Enable
completion of external tasks）

Ongoing ステータスの外部タスクを Service
Manager で表示して完了させることができるよ
うになります。このようなタスクは一般的に、
Service Link モジュールの [トランザクションを
表示（View Transactions）] にのみ表示されま
す。この設定は、この設定が有効であるときに
提供計画に追加された、すべての外部タスクに
適用されます。そのタスクは、後でこの設定が
無効になった場合でも、Service Manager で完了
させることができます。システム管理者は、設
定の整合性を保つ必要があります。
デフォルトはオフです。
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設定

説明

バンドルデータを表示（Show Bundle Data）

バンドルされたサービスの場合に、そのサービ
ス内のどのタスクのときも、すべてのディク
ショナリの複合オーダー フォームを [データ
（Data）] ページに表示します。無効なときは、
選択された組み込みサービスに対するディク
ショナリのみが表示されます。
デフォルトはオンです。

タスクをポップアップで開く（Open Task in a
popup）

有効化すると、Service Manager のタスクが別の
ポップアップ ウィンドウに表示されます。この
ようにすると、ユーザがプライマリのウィンド
ウにタスク リストを表示し、選択したタスクの
詳細をセカンダリのウィンドウに表示すること
ができるようになります。タスク リストがリフ
レッシュされるのは、[リフレッシュ（Refresh）]
がクリックされたときや、ページが再読み込み
されたときです。タスク リストのリフレッシュ
頻度を下げると、アプリケーションへの負荷が
低下するため、全体的なアプリケーション パ
フォーマンスの向上に役立ちます。
（注）

バージョン 9.3.2 以降、このオプショ
ンが有効な場合は Service Manager モ
ジュールから要求番号をクリックする
と、対応するタスクのポップアップ
ウィンドウが開きます。[ホーム
（Home）] をクリックするか、メイン
ウィンドウからリフレッシュすると、
タスク ポップアップ ウィンドウは自
動的に閉じます。
デフォルトはオフです。

Service Link の設定
[メッセージを圧縮（Compress Messages）] 設定は、Service Link のメッセージ（内部 nsXML メッ
セージと外部メッセージの両方）をリポジトリ内に保持するときに圧縮するかどうかを制御しま
す。内部 nsXML メッセージはかなり大きくなることがあるため、圧縮が推奨されます。Service
Link のメッセージ保存に必要な領域の量を縮小するその他の手段としては、メッセージ コンテン
ツを最小化するようエージェントを設定する方法や、完了したタスクのメッセージを定期的に消
去する方法があります。これらのオプションの詳細については、『Cisco Prime Service Catalog
Designer Guide』を参照してください。
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表 83：圧縮の設定

設定

説明

メッセージの圧縮（Compress Messages）

このフラグがオンのときは、データベース内の
メッセージが圧縮されます。メッセージに使用
される領域は小さくなりますが、人間には判読
が難しくなります。
デフォルトはオンです。

次の認証設定によって、HTTP/WS アダプタ、Web Service Listener アダプタ、Service Item Listener
アダプタ経由で受信した Service Link HTTP 受信要求の認証を制御します。
表 84：HTTP の設定

設定

説明

HTTP 受信要求の認証（Inbound HTTP Request
Authentication）

有効にした場合、Service Link の受信要求すべ
てに認証が必要です。
デフォルトはオンです。

サービス項目（Service Item）
サービス項目の設定は、Service Item モジュールの外観と動作に影響を及ぼします。
表 85：サービス項目（Service Item）

設定

説明

サービス項目の権限の更新（Service Item
permissions refresh）

このプロパティを有効にすると、ユーザのログ
イン時にサービス項目に対するユーザの権限が
更新されます。
デフォルトはオフです。

テナント管理
テナント管理設定はテナント管理の外観と動作に影響を与えます。
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表 86：テナント管理

設定

説明

組織の権限を表示（Show Organization
Permission）

[組織（Organization）] > [権限（Permission）] タ
ブを表示または非表示にします。
デフォルトはオンです。

組織のロールを表示（Show Organization Roles） [組織（Organization）] > [ロール（Roles）] タブ
を表示または非表示にします。
デフォルトはオンです。
役職を表示（Show Functional Position）

[組織（Organization）] > [役職（Functional
position）] タブを表示または非表示にします。
デフォルトはオンです。

ユーザの内線番号を表示（Show User
Extensions）

[ユーザ（User）] > [内線（Extension）] タブを
表示または非表示にします。
デフォルトはオンです。

ユーザ権限を表示（Show User Permission）

[ユーザ（User）] > [権限（Permission）] タブを
表示または非表示にします。
デフォルトはオンです。

すべてのロールを表示（Show All Roles）

これにより、ユーザはすべてのロールを検索で
きます。オフの場合は、カスタム ロールのみが
表示されます。
デフォルトはオンです。

個人ポップアップ
[個人ポップアップ（Person Popup）] では、ユーザが個人検索を実行したときに表示される [個人
ポップアップ（Person Popup）] ウィンドウに、どのデータを表示するかを設定できます。個人検
索は次の場合に実行できます。
• 他の個人の代理でオーダーするとき
• 個人ベースのディクショナリまたは個人タイプ フィールドをサービス フォームで使用する
とき
• ユーザが一時的な代理承認者を選択するとき
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見出しをどのように表示するか、および各フィールドにどの情報を表示するかを指定できます。
デフォルトでは、[名前（Name）] にはその個人の姓名を定義する文字列が表示されます。個人に
関する情報フィールドは、最大 4 つ定義できます。
[名前（Name）] 以外のフィールドは表示から除外できます。除外するには、カラム見出しおよび
対応する個人データを空白にします。
図 14：個人ポップアップ

上記のとおりに [個人ポップアップ（Person Popup）] で定義すると、個人検索ポップアップは次の
ように表示されます。
図 15：検索結果
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Entity Homes
Entity Homes 機能は、会社の変更管理ポリシーを施行するための手段を提供します。マルチサイ
ト実装（開発、テスト、および本番）の場合は、特定のエンティティ タイプを修正できる場所を
切り分けて、そのエンティティのための記録システムを作成することもできます。これは、コン
テンツ変更を管理するための一般的なアプローチの 1 つです。たとえば、サービス定義の変更は
開発サイト上のみで許可し、Catalog Deployer および関連ツールを使用して変更を本番に昇格させ
ます。この場合は、サービス定義の記録システム、つまり「ホーム」は 開発 となります。
Entity Homes 設定は実質的に、「なし」以外のサイト保護レベルがサイトに割り当てられるまで
は単に文書化を行うだけです。
表 87：Entity Homes

設定

説明

なし（None）

このサイト上で保護が有効になりません。

作成のみ（Create only）

このサイト上ではホーム以外のエンティティの
作成はできません。

作成、変更（Create, Modify）

このサイト上ではホーム以外のエンティティの
作成や変更はできません。

作成、変更、削除（Create, Modify, Delete）

このサイト上ではホーム以外のエンティティの
作成、変更、および削除はできません。

サイト保護レベルによって、Service Designer や Organization Designer でユーザがエンティティを変
更するページの外観と動作が決まります。これは、ロールを介して、または権限の直接割り当て
を介してユーザに付与されている機能や権限よりも優先されます。たとえば、ユーザにサイト内
のサービス定義の管理機能が付与されているが、サービス定義に関する Entity Homes 設定ではそ
のサイトでの更新が許可されていない場合は、そのユーザが更新を行うことはできません。
Entity Homes モジュールと Catalog Deployer モジュールを組み合わせると、ビジネスの要件を満た
す変更管理プロセスとポリシーを確立できます。Entity Homes のセットアップと Catalog Deployer
の使用に関する詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してくださ
い。

アプリケーションのロケール
ローカライズ中に Localization モジュールに新しい言語を追加した場合は、既存および新規のユー
ザすべてに対して言語の更新を行う必要があります。
[アプリケーションのロケール（Application Locale）] の設定は、新規ユーザを作成する際の設定に
使用されます。設定して保存した後は、作成されるユーザにこのデフォルト設定が適用されます。
ただし、これらの設定はユーザの作成時に上書きできます。
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アプリケーションのローカライズの詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』
の「Localizing Service Catalog Strings」の章を参照してください。
新しい言語および対応する通貨をすべてのユーザに対して有効化するには、次の手順を実行しま
す。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [アプリケーションのロケール（Application Locale）] を選
択します。

ステップ 2

次のフィールドで適宜選択します。
• [言語（Language）]：ドロップダウン リストから新しい言語を選択します。
（注）

選択したロケールは新しいユーザのデフォルトの言語のみを決定します。newscale.properties
ファイルの admin.setlocale.global プロパティを true に設定すると、既存ユーザのロケー
ルも変更できます。

• [通貨のロケール（Currency Locale）]：対応するロケールを選択します。 たとえば、選択したロケー
ルがドイツ語の場合、金額表示のフォーマット例はドイツ固有のものになります。
• [金額の通貨記号（Currency Symbol for Money）]：このフィールドでは、金額に通貨記号を表示する
かどうかを制御します。
ステップ 3

[更新（Update）]をクリックします。

パスワード ポリシー
悪意ある試みを防ぐ強力なパスワードをアプリケーションに設定する必要があります。強力なパ
スワードは、さまざまな脅威や脆弱性からアプリケーションとデータを保護します。アプリケー
ションにパスワード ポリシーを適用し、ユーザが強力なパスワードを使用し、頻繁に変更するこ
とを推奨します。
ユーザ管理および認証のために、LDAP またはローカル データベースのいずれかとアプリケーショ
ンを統合します。LDAP ユーザ パスワードは外部システムの一部（つまり、Prime Service Catalog
の外部）になり、別個に管理および制御されます。したがって、LDAP ユーザがシングル サイン
オンや外部ユーザ認証でログインするときには、これらのパスワード ポリシーは適用されませ
ん。
ユーザの管理にローカル アプリケーション認証を使用している場合、Prime Service Catalog 管理モ
ジュールでパスワードポリシーを設定して、エンドユーザがアプリケーションにより安全にアク
セスできるようにする必要があります。パスワードの変更時にアプリケーションによってパスワー
ド ポリシーが適用され、ポリシー違反がある場合はエラー メッセージが表示されます。
パスワード ポリシーはデフォルトで有効です。要件に応じてポリシーを変更または無効化できま
す。パスワード ポリシーに加えた変更は、次回のログイン検証時にユーザに適用されます。
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ユーザが表 88：パスワード ポリシー設定の表, （274 ページ）に記載されているパスワード ポリ
シーに違反すると、ユーザ アカウントがロックされ、ユーザはパスワードをリセットするためシ
ステム管理者に問い合わせる必要があります。パスワードのリセットの詳細については、人員の
設定, （190 ページ）を参照してください。
パスワード ポリシーを設定または更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [パスワードポリシー（Password Policies）] を選択します。

ステップ 2

表 88：パスワード ポリシー設定の表, （274 ページ）ごとにポリシーを更新します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。
（注）
[リセット（Reset）] をクリックすると、パスワード ポリシー設定がデフォルト値に戻りま
す。
表 88：パスワード ポリシー設定の表

ポリシー

説明

設定のデフォルト値と例

長さのポリシー

このポリシーは、パスワードに使 デフォルト値：
用できる文字の最小数および最大
• [必須の最小長（Minimum
数を指定します。
Required Length）]は 4 です。
• [許容される最大長
（Maximum Allowed Length）]
は 127 です。
許容される文字数は 4 ～ 127 文字
数です。
これは以下に適用されます。
• Prime Service Catalo にログオ
ンする際の [パスワードの変
更（Change Password）] リン
ク。
• [Organization Designer] > [ユー
ザ（People）] > [一般
（General）] からアクセスす
る [パスワード（Password）]
フィールド。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
274

サイト全体の設定
サイト設定

ポリシー

説明

パスワードの有効期限ポリシー

このポリシーは、パスワードの変
更が必要になるまでの期間を指定
します。目的は、ユーザにパス
ワードを定期的に変更させること
にあります。通常、セキュリティ
が非常に重要な場合は短い期間を
使用します。セキュリティがそれ
ほど重要でない場合は長い期間を
使用します。

設定のデフォルト値と例
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ポリシー

説明

設定のデフォルト値と例
デフォルト値：
• [パスワードライフタイム
（Password Lifetime）]：365
日間
• [有効期限前の警告期間
（Warning Period Before
Expiry）]：14 日間
• [猶予期間（Grace Period）]：
3 日間
• [有効期限で無期限にロック
アウトする（Permanently
Lockout on Expiry）]：ユーザ
アカウントを無期限にロック
する場合は、チェックボック
スをオンにします。この場
合、ユーザがパスワードをリ
セットするには、管理者に連
絡する必要があります。表
57：一般のフィールド, （190
ページ）で説明されているよ
うに、[ロック中
（IsLocked）] フィールドを
選択解除した後に、管理者が
パスワードをリセットできま
す。
次に例を示します。
• [パスワードライフタイム
（Password Lifetime）]：10 日
間
• [有効期限前の警告期間
（Warning Period Before
Expiry）]：3 日間
• [猶予期間（Grace Period）]：
2 日間
ユーザが 4 月 20 日にパスワード
を更新したとします。
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ポリシー

説明

設定のデフォルト値と例
• パスワードの有効期限は 4 月
30 日です。
• ユーザは 4 月 27 日に警告
メッセージを受け取ります。
• ユーザ アカウントは 5 月 2
日までアクティブで、5 月 3
日から、ユーザが自分のパス
ワードをリセットするまで
ロックされます。
これは以下に適用されます。
• HTTPS/WS 受信アダプタ
• SIM タスク受信
• タスク サービス SOAP/RAPI
• ユーザ インターフェイス、
NSAPI、および RAPI を介し
たユーザ ログイン
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ポリシー
再試行ポリシー

説明
• このポリシーは、ユーザ ア

設定のデフォルト値と例
デフォルトの値は次のとおりで
す。

カウントがロックアウトされ
• [ロックアウト期間（Lockout
るまでに、ユーザが無効なパ
スワードでアプリケーション
Period）]：15 分間。
へのログインを試行できる最
[ロックアウト期間（Lockout
大回数を指定します。
Period）] にその他の値を設定する
• また、ユーザがパスワードを
には、ドロップダウン リストから
リセットするまでに、ユーザ
値を選択します。[無期限ロックア
アカウントをロックする回数
ウト（Permanent Lockout）] を選
も設定できます。ユーザは
択している場合、ユーザ アカウン
ロックされている期間中にパ
トを無期限にロックする場合は、
スワードをリセットできませ
チェックボックスをオンにしま
ん。また、パスワードのロッ
す。この場合、ユーザがパスワー
クを解除するには、システム
ドをリセットするには、管理者に
管理者に連絡する必要があり
連絡する必要があります。表 57：
ます。
一般のフィールド, （190 ページ）
で説明されているように、[ロック
ユーザ パスワードのリセットの詳
中（IsLocked）] フィールドを選
細については、人員の一般情報,
択解除した後に、管理者がパス
（190 ページ）の [ログインした
ワードをリセットできます。
ユーザのパスワード（LoggedIn
• [失敗試行回数（Unsuccessful
User Password）] フィールドを参
照してください。
Attempts）]：5 回
たとえば、4 回目の失敗時にユー
ザ アカウントがロックされ、ユー
ザは 15 分間アプリケーションに
アクセスできません。
これは以下に適用されます。
• HTTPS/WS 受信アダプタ
• SIM タスク受信
• タスク サービス SOAP/RAPI
• ユーザ インターフェイス、
NSAPI、および RAPI を介し
たユーザ ログイン
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ポリシー

説明

パスワード評価ポリシー

パスワードの強度を定義します。
パスワードのリセット時に、アプ
リケーションはパスワードの強度
を判別し、そのパスワードが最小
強度の基準を満たしていない場合
に、エラー メッセージを表示しま
す。

設定のデフォルト値と例

パスワード評価ポリシーは、
「NIST SP 800-63」標準から派生
し、正規表現を使用します。
NIST SP800-63 における
ディクショナリ チェッ
クのエントロピーは考
慮されません。
アプリケーションは、Regex に記
載されている正規表現に基づい
て、[最初の位置（First Position）]
の文字位置から [最後の位置（Last
Position）] の文字位置までパス
ワードを評価します。パスワード
のスコアは合計スコア値から算出
されます。これが [最小パスワー
ド強度（Minimum Password
Strength）] の値以上である場合、
アプリケーションはパスワードを
受け入れます。
（注）
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ポリシー

説明

設定のデフォルト値と例
デフォルト値は表 89：パスワード
評価ポリシーのデフォルト設定表,
（281 ページ）に記載されていま
す。
[最初の位置（First Position）]：評
価する最初の位置を入力します。
アプリケーションは [最初の位置
（First Position）] で指定されてい
る n 番目の文字から評価します
（この n はパスワードの文字位置
を定義する整数です）。
[最後の位置（Last Position）]：評
価時に考慮する最後の位置を入力
します。アプリケーションは [最
後の位置（Last Position）] で指定
されている x 番目の文字で評価を
停止します（この x はパスワード
の文字位置を定義する整数で
す）。
[Regex]：アプリケーションが評価
する必要のある正規表現を入力し
ます。
[スコア（Score）]：パスワードの
スコアを定義します。 アプリケー
ションは、最初の位置から最後の
位置までの文字について、Regex
が真と評価された場合にスコアを
適用します。
[スコアタイプ（Score Type）]：ス
コア タイプが次のいずれであるか
を選択します。
• [文字ごと（Per Character）]：
最初の位置から最後の位置ま
での文字数でスコアが乗算さ
れます。
• [固定長（Fixed Length）]：ス
コアは評価対象となる文字に
対して定義したとおりになり
ます。
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ポリシー

説明

設定のデフォルト値と例
[推奨される最小パスワード強度
（Minimum Password Strength
Recommended）]：スコア値を入力
します。パスワードは受け入れら
れる合計スコア値以上である必要
があります。デフォルト値は 12
です。
[説明（Description）]：[設定
（Configuration）] 表に入力した値
は、ユーザが理解できるように書
き換えられます。
さらに行を追加してパスワード評
価ポリシーを設定する場合、[追加
（Add）] をクリックします。
これは、Organization Designer、
ディレクトリ統合のインポート イ
ベント、および提供計画で使用可
能なディレクトリ タスクを介して
実行されるパスワードの変更や
ユーザの更新に当てはまります。

表 89：パスワード評価ポリシーのデフォルト設定表

行番号

最初の位置

最後の位置

Regex

スコア

スコア タイプ

1

1

1

.

4

文字ごと

2

2

8

.

2

文字ごと

3

9

20

.

1.5

文字ごと

4

21

文字列の末尾

.

1

固定長

5

1

文字列の末尾

[^a-z]+

6

固定長
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パスワード評価ポリシーの例
Catalog@2014 というパスワードについて検証します。 表 90：パスワード評価ポリシーの例, （
282 ページ） の表に、表 89：パスワード評価ポリシーのデフォルト設定表, （281 ページ）に記載
されている設定に基づいてパスワード評価ポリシーを計算する方法を示します。
表 90：パスワード評価ポリシーの例

行番号

最初の文字位置と 文字
最後の文字位置

文字タイプ別のス 合計得点
コア

1

1～1

C

文字単位で 4 点

4

2

2～8

atalog@

文字単位で 2 点

18

3

9 ～ 20

2014

文字単位で 1.5 点 6

4

21 から文字列の最 パスワードは 20 1
後まで
文字以上にならな
いため考慮されま
せん。

0

5

1 から文字列の最 Catalog@2014
後まで

6

合計スコア = 30
は 12、つまり、推
奨最小パスワード
強度を超えていま
す。
結果：受け入れ可
能なパスワード
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デバッグ設定
デバッグ設定を使用すると、デバッグ情報を表示するようにシステムを設定できます。これは、
問題の診断に役立ち、Cisco Technical Assistance Center（TAC）の参考にもなります。
図 16：[デバッグ（Debugging）] ページ

[デバッグ（Debug）] 設定をオンにすると、標準画面に追加情報が表示されます。この設定は一般
的に、開発環境や QA のインストールで、または一時的に本番インスタンスで作業するときに、
それまでに発見された問題の詳細情報を収集する場合にのみ使用します。
表 91：デバッグの設定

設定

説明

デバッグ（Debug）

オンにすると、基本的なデバッグ情報がユーザ
に対して表示されます（現在のページの URL
とパラメータや、エラーの場合のスタック ト
レースなど）。

ディレクトリマップテスト（Directory Map
Testing）

ディレクトリ統合で使用されるマッピングのテ
ストができるようになります。詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog Integration
Guide』を参照してください。

非同期送信メッセージのモニタリング
メッセージ モニタが使用されるのは、[タスクの非同期送信、承認、および確認（Submit, Approve
and Review Tasks Asynchronously）] 設定がオンの場合のみです。万一 Service Catalog での要求送信
やタスク承認要求の非同期処理においてエラーが発生したときは、失敗を示すメッセージが内部
のメッセージ モニタ セクションに表示されます。
表示されたエラー メッセージに基づいて根底にある問題を修正してから、失敗を示すメッセージ
の処理を再開するには、[再試行（Retry）] をクリックします。
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データ ソース レジストリ
Service Catalog は、データ ソース レジストリで定義されたデータ ソースを使用して、アプリケー
ションにアクセスしたり、リレーショナルデータベースに保存されたユーザデータにアクセスし
たりします。デフォルトで、Service Catalog インスタンスには 2 つのデータ ソースがあります。1
つはトランザクショナル データへのアクセス用で、もう 1 つはデータ マートおよびレポーティン
グのオプションへのアクセス用です。加えて、管理者は外部ディクショナリ、SQL オプション リ
スト、アクティブ フォーム データ取得ルールなどのコンポーネントをサポートするための追加
データ ソースを作成できます。
データ ソース レジストリには、使用可能なすべてのデータ ソースが一覧表示されます。データ
ソースを作成するには、『Cisco Prime Service Catalog Installation and Upgrade Guide』を参照してく
ださい。

パブリック キーとプライベート キー
公開キーは重要なフィールドを保護するために使用されます。この保護されたフィールドは対応
する秘密キーを使用して外部システムで復号化されます。公開キーは、AMQPメッセージをセキュ
ア文字列の形式で暗号化するために使用します。デフォルトのセキュア文字列形式はバイトです。
詳細については、AMQP 接続の管理, （296 ページ）を参照してください。
表 92：秘密キーおよび公開キーの追加

フィールド

説明

名前（Name）

認証および機密性を実現するため、送信メッセージに含める必要がある受信
者の名前を入力します。

モジュラス
（Modulus）

暗号化されたデータを入力します。

指数
（Exponent）

大きすぎない素数を入力します。

GUID

[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。
グローバル一意識別子（GUID）、別名ユニバーサル固有識別子（UUID）。
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。

暗号アルゴリズ 暗号アルゴリズムを入力します。これは、暗号化または復号化を実行するた
ム（Cipher
めのアルゴリズムです。暗号化または復号化は、明確に定義され、プロシー
Algorithm）
ジャとして実行可能な一連の手順です。あまり知られていませんが、
encipherment とも呼ばれます。暗号化またはエンコードとは、情報を暗号また
はコードに変換することです。
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フィールド

説明

Impl クラス名
（Impl Class
Name）

キーを生成するために参照されるクラスの名前を入力します。

サポート ユーティリティ
次のサポート ユーティリティがあります。
• ログとプロパティ, （285 ページ）
• 消去ユーティリティ, （289 ページ）
• バージョン履歴, （291 ページ）
• Form Data Viewer, （291 ページ）
• 不達電子メール, （291 ページ）
• プロセスの実行, （292 ページ）
• サービス設計の変更履歴の有効化, （293 ページ）

（注）

サポート ユーティリティを表示して使用するには、[サポートユーティリティの使用（Use
Support Utilities）] 機能がユーザに対して有効になっている必要があります（Administration の
機能, （218 ページ）を参照）。

ログとプロパティ
選択されていない場合は、[ログとプロパティ（Logs and Properties）] をクリックして、[ログとプ
ロパティ（Logs and Properties）] ページを表示します。

（注）

ログとプロパティを表示して使用するには、「サポート ユーティリティの使用」機能と「ロ
グとプロパティファイルへのアクセス」機能が有効になっている必要があります（Administration
の機能, （218 ページ）を参照）。

ログおよび宛先フォルダの設定
ログおよびプロパティを使用するには、アプリケーションサーバのログフォルダを指定する必要
があります。また、圧縮済み Zip ファイル（ログおよびプロパティのファイルが格納されます）
を保存するための宛先フォルダも作成して指定する必要があります。実行後に、ここからファイ
ルを削除します。ファイル タイプごとに別の宛先フォルダを作成して指定できます。
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宛先およびログ フォルダを指定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

新しい宛先フォルダを 1 つ（またはファイル タイプごとに 1 つずつ）作成します。このフォルダは任意の
場所に配置できます。

ステップ 2

宛先フォルダの場所と最大サイズの指定は、support.properties ファイルで行います。2 つの support.properties
ファイルがあります。1 つは Service Catalog 用で、もう 1 つは Service Link 用です。
これらの support.properties ファイルの場所は、次の展開済みディレクトリです。
• Service Catalog：RequestCenter.war/WEB-INF/classes/config/
• Service Link：ISEE.war/WEB-INF/classes/config
上記のパスは、Linux 環境用で
す。
support.properties ファイルをテキスト エディタで開きます。
（注）

Linux 環境の support.properties ファイルの例を次に示します。
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（注）

Service Catalog の support.properties ファイルの場合は、Service Catalog のエントリのみが使用さ
れ、Service Link のエントリは無視されます。Service Link の support.properties ファイルの場合
は、Service Link のエントリのみが使用され、Service Catalog のエントリは無視されます。大き
なファイルが圧縮された場合のアプリケーションのクラッシュを防ぐために、宛先フォルダは
アプリケーションのインストール ディレクトリの外に配置する必要があります。

図 17：プロパティのサポート

ステップ 3

宛先フォルダのフル ディレクトリ パスを「*.destinationFolder.location」パラメータに対して入力します。
UNIX/Linux の場合は、スラッシュを 1 つだけ使用してディレクトリを区切ります。たとえ
ば、/opt/CiscoServicePortal/RC_log_dest となります。Windows の場合は、二重バックスラッシュを使用し
てディレクトリを区切ります。たとえば、C:\\CiscoServicePortal\\RC_log_dest となります。
上記の例では、
「C:\\CiscoServicePortal\\RC_log_dest」が Service Catalog のログ ファイルの宛先フォルダとして設定されま
す。
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ステップ 4

WebLogic サーバの場合は、アプリケーション サーバのログ ディレクトリのフル ディレクトリ パスを
「*.log.location」パラメータに入力します。JBoss の場合は、「*.log.location」パラメータをブランクのま
まにしてください。

ステップ 5

宛先フォルダの最大サイズを「*.destinationFolder.size.limit」パラメータで設定します。宛先フォルダの最
大サイズの単位は GB です。端数も使用できます。たとえば、500 MB 使用する場合は 0.5 と入力し、250
MB の場合は 0.25 と入力します。このフォルダ内のファイルがこのサイズを超過すると、エラー メッセー
ジが表示されます。
上記の例では、
1 によって宛先フォルダの最大サイズが 1 GB に設定されます。

ステップ 6

support.properties ファイルを保存します。

ステップ 7

Service Catalog サーバを再起動します。

ファイルの表示とダウンロード
ファイルを表示およびダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[ログおよびプロパティ（Logs and Properties）] ページで、ファイル タイプを左上のドロップダウン メ
ニューから選択します。
選択できるファイル タイプは 4 つあります。
• Service Catalog：ログ ファイル
• Service Link：ログ ファイル
• Service Catalog：プロパティ ファイル
• Service Link：プロパティ ファイル

ステップ 2

上部ペインのファイルをクリックして選択します。必要に応じて、[更新（Refresh）] をクリックして最新
のファイルを表示します。

ステップ 3

ファイルを表示するには、最後の何行を表示するかを上部ペインの下部にあるドロップダウン メニューで
選択してから、[表示（View）] をクリックします。
ファイルがポップアップ ウィンドウで開きます。

ステップ 4

[閉じる（Close）] をクリックしてウィンドウを閉じます。

ステップ 5

選択したファイル（複数のファイルを選択するには Ctrl キーを押した状態でクリックします）を特定の場
所にダウンロードするには、[圧縮（Compress）] をクリックします。

ステップ 6

下部ペインで [更新（Refresh）] をクリックすると、下部ペインに圧縮ファイルが表示されます。ファイ
ルは Zip 形式で圧縮され、タイム スタンプが名前に追加されます。ファイルが複数の場合は、Zip ファイ
ルが 1 つだけ作成され（名前はファイル タイプとタイム スタンプのみから生成されます）、選択したファ
イルすべてがこの中に格納されます。
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同じファイルが再び圧縮された場合は、異なるタイム スタンプの新しいファイルが作成され、
以前の圧縮ファイルは上書きされません。
下部ペインで、1 つのファイルのダウンロード アイコンをクリックします。
[ファイルのダウンロード（File Download）] ダイアログ ボックスが表示されます。[保存（Save）] をク
リックします。
（注）

ステップ 7

ステップ 8

場所を選択してファイルを保存するための [名前を付けて保存（Save As）] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。

ステップ 9

希望する場所まで移動して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 10 ファイルを保存した後で、選択した圧縮ファイル（複数のファイルを選択するには Ctrl キーを押した状態
でクリックします）を下部ペインから削除するには、[削除（Delete）] をクリックします。

消去ユーティリティ
[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [消去ユーティリティ（Purge Utilities）]
を選択して [消去ユーティリティ（Purge Utilities）] を表示します。

（注）

[消去ユーティリティ（Purge Utilities）] を表示して使用するには、[サポートユーティリティを
使用する（Use Support Utilities）] と [消去ユーティリティにアクセスする（Access Purge
Utilities）] の両方の機能がユーザに対して有効になっている必要があります（Administration の
機能, （218 ページ）を参照）。
3 種類の消去ユーティリティを以下に示します。
• [要求（Requisition）] - この要求消去ユーティリティは、選択された日付より古い要求、また
はユーザが指定したその他の基準に一致する要求を削除します。これを使用すると、アプリ
ケーション管理者はテスト ユーザやサンプル サービスを削除する前にテスト要求を削除す
ることができます。また、保持する必要がなくなった古い要求を削除するなど、データベー
ス サイズを制御するハウスキーピングの目的で要求消去ユーティリティを使用することもで
きます。ただし、要求消去ユーティリティは、一括データ削除には適していません。その他
のアプリケーション ユーザのシステム応答時間に影響を及ぼさないように注意して使用する
必要があります。
要求消去ユーティリティによって、タスクと Service Link メッセージを含め、消去フィルタ条件を
満たす要求とそれらの要求に関連付けられたすべてのトランザクション データが削除されます。
RequestCenter データベースのLogPurgeテーブルには実際の要求消去の結果も追加されます。
• [Service Link] – Service Link 消去ユーティリティはデータベースからの nsXML メッセージを
削除します。これらのメッセージは（サービス フォームの複雑さおよびエージェントの設定
に使用されるコンテンツ タイプ オプションに応じて）きわめて大きくなる可能性があるた
め、メッセージを削除することにより、Service Link 関連のデータを保持するために必要な
データベース サイズが大幅に削減されます。
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• [Business Engine] – Business Engine 消去ユーティリティは、ワークフロー処理に関連するデー
タベースからの一時データを削除します。このデータが本番環境で使用されなくなった場合
は、これらを削除することによりデータベースのサイズを小さくすることができます。ま
た、この消去ユーティリティを定期的に実行すると、全体的なパフォーマンスが改善される
可能性があります。
データベースの規模が大きい場合、Business Engine 消去ユーティリティの実行には 1 時間以上か
かる場合があります。したがって、アクティビティが少ない時間帯に消去を行う必要があります。
データベースでユーティリティの実行にかかる時間を確認するために、サンドボックス環境での
テスト実行が推奨されます。
消去を実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[要求（Requisition）]、[Service Link]、または [Business Engine] の横にあるオプション ボタンをクリックし
て消去の種類を選択します。

ステップ 2

消去するデータをフィルタリングする日付範囲を入力します。要求消去の場合、オプションで [要求ID
（Requisition ID）]、[要求ステータス（Requisition Status）]、および [サービス名（Service Name）] によっ
てデータをフィルタリングすることもできます。

ステップ 3

（オプション）要求消去を実行する前に、[分析（Analyze）] をクリックして「リハーサル」消去を実行し
ます。[OK] をクリックして、先へ進みます。これによって、実際には削除を行わず、削除される要求を
確認できます。これは、フィルタ条件が有効であることを検証する役割を果たします。ステップ 7 に進み
ます。

ステップ 4

[消去（Purge）] をクリックして、消去を開始します。

ステップ 5

[はい（Yes）] をクリックして、続行します。

ステップ 6

消去が開始されます。[OK] をクリックします。

ステップ 7

一定時間が経過した後に [更新（Refresh）] をクリックします。消去または分析が完了すると、新しい日時
エントリが、[消去履歴（Purge History）] ペインのリスト上部に追加されます。新しい消去完了日時エン
トリを表示するには、画面を更新する必要があります。

ステップ 8

[消去履歴（Purge History）] ペインで、消去完了日時エントリをクリックし、右側の [ログコンテンツ（Log
Content）] ペインにある消去または分析情報を確認します。

ステップ 9

要求消去の分析を実行した場合（ステップ 3）、前述のステップ 4 に戻り実際の消去を開始します。

消去を実行する際のパフォーマンスに関する考慮事項
消去は Service Catalog アプリケーションの稼働中に実行できます。ただし、ピーク時間は消去操
作の数を制限し、代わりに時間外に大量の消去を行うよう計画する必要があります。
スケジュール実行可能な SQL スクリプトやバッチ プログラムの消去ユーティリティもあります。
詳細については、消去と分割によるパフォーマンスの最適化, （17 ページ）を参照してくださ
い。
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バージョン履歴
[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [バージョン履歴（Version History）] を
クリックすると、[バージョン履歴（Version History）] ページが表示されます。

（注）

バージョン履歴を表示および使用するには、[サポートユーティリティ（Use Support Utilities）]
と [バージョン履歴へのアクセス（Access Version History）] の両方の機能がユーザに対して有
効になっている必要があります（Administration の機能, （218 ページ）を参照）。
[バージョン履歴（Version History）] ページには、Service Catalog の現在の製品バージョン番号と、
ビルドのアップグレードおよびパッチのバージョン履歴が表示されます。

Form Data Viewer
Form Data Viewer ページを表示するには、[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）]
> [Form Data Viewer] の順にクリックします。

（注）

Form Data Viewer を表示して使用するには、ユーザの「サポート ユーティリティの使用」と
「Form Data Viewer へのアクセス」の両方の機能を有効にする必要があります（Administration
の機能, （218 ページ）を参照）。
主に、サービス設計者がサービスの設計を検証するために使用する Form Data Viewer では、保存
または送信された要求内で実際にサービス フォームに保存された値を確認することができます。
これは、フォームのロード中にサービスフォームに関連付けられたフォームルールが適用されて
いる場合に役に立ちます。この場合、ユーザ インターフェイスに表示されている内容は、保存さ
れている実際の内容を反映していません。
下の表の保存された値を表示するには、要求エントリ番号を入力して、[取得（Retrieve）] をク
リックします。値を Excel スプレッドシートにエクスポートしてさらに分析するには、[Excelにエ
クスポート（Export to Excel）] をクリックします。
要求エントリ番号は、My Services の [サービスの編集（Edit Service）] ページまたは [サービスス
テータス（Service Status）] ページを開いている間のブラウザ URL で確認できます。これは、
「reqentryid」として示されています。

不達電子メール
[不達電子メール（Undelivered Email）] ユーティリティは、受信者に配信されなかった承認、確
認、または通知メールのリストを提供します。不達電子メールを適切に確認、再送信、または削
除できます。
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不達電子メールを再送信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [不達電子メール（UnDelivered Email）] を選択
します。

ステップ 2

要求 ID をクリックするか、[検索（Search）] タブを使用して要求を検索します。

ステップ 3

[メッセージ（Message）] ウィンドウでメールを確認します。

ステップ 4

[Resend（再送信）] をクリックします。

プロセスの実行
このユーティリティを使用して、履歴要求を一時的に履歴データ テーブルに移行できます。オフ
ピーク期間の手動移行プロセスによって、システムのオーバーヘッドが減少します。
newscale.properties ファイルで設定されている値が、締切日、バッチ サイズ、および最大要求数の
各フィールドに表示されます。設定をさらに編集してから、[開始（Start）] をクリックしてスケ
ジューラを有効にすることができます。
処理の速度と時間は、要求の平均サイズによって異なります。本番環境で移行プロセスを実行す
る前に、データベース管理者と協力して試験実行を行い、初回の実行にかかる時間を見積もって
ください。詳細については、消去と分割によるパフォーマンスの最適化, （17 ページ）を参照し
てください。
移行プロセスを開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [プロセスの実行（Run Processes）] を選択しま
す。

ステップ 2

カレンダーを使用して締切日を選択します。

ステップ 3

バッチ サイズと処理できる最大要求数を入力することもできます。

ステップ 4

[開始（Start）] をクリックして移行プロセスを開始します。
[管理（Administration）] > [設定（Settings）] タブの [履歴要求スケジューラの有効化（Enable Historical
Requisitions Scheduler）] の設定がオフになっていることを確認してください。履歴移行を処理するには、
履歴スケジューラを有効にする方法と、プロセス実行ユーティリティを使用する方法のいずれかを選択で
きます。
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移行プロセスの停止

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [プロセスの実行（Run Processes）] を選択しま
す。

ステップ 2

[停止（Stop）] をクリックして、スケジューラまたはユーティリティを使用して有効にした移行プロセス
を終了します。

サービス設計の変更履歴の有効化
複数のユーザがアクティブ フォームでサービスを作成する場合、各ユーザが実行した変更内容を
把握することは困難です。Prime Service Catalog では、[サービス設計の変更履歴（Service Design
Change History）] オプションを使用して、サービス設計でのそれらの変更を追跡できます。これ
によって、Service Designer でユーザが変更の詳細にアクセスできるようになります。サービス設
計の変更履歴を追跡する方法の詳細については、『Cisco Prime Service 11.0 Catalog Designer Guide』
を参照してください。
監査履歴を有効にするには、共通設定の [監査履歴を有効にする（Enable Audit History）] オプショ
ンを選択します。監査履歴が無効になる場合、新しい監査履歴エントリは保存されませんが、指
定された保持期間内にデータが落ちる場合は古いデータが保持されます。古いバージョンから新
しいバージョンにアップグレードするとき、監査履歴データはアップグレード中には失われませ
ん。

次の作業
• 監査履歴の保持期間は、[管理（Administration）] > [カスタマイズ（Customization）] で設定
します。ここで設定された保持期間に基づいて、レコードがチェックされ、指定した期間よ
り古いレコードが監査履歴テーブルから削除されます。保持期間フィールドおよび監査保持
期間に設定できる最小と最大の日数の詳細については、「カスタマイゼーション」を参照し
てください。
• デフォルトでは、スケジューラは、週に 1 回古いデータを処理します。スケジューラの期間
を変更するには、newscale.properties ファイルの監査ポーラーを編集します。

SAML 設定
セキュリティ アサーション マークアップ言語（SAML）は、ドメインおよび製品間で認証と承認
を交換するための XML ベースのオープン スタンダードのデータ形式です。SAML 2.0 プロトコル
は Prime Service Catalog と CloudCenter 間に SSO を提供し、Prime Service Catalog と ID プロバイ
ダー（IDP）間のフェデレーションを有効にします。
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（注）

Prime Service Catalog 12.0 リリースでは、ログイン時にユーザ認証を行う IDP 接続を 1 つのみ
サポートしています。
SAML 設定には以下が含まれます。
• SAML 設定
• IDP マッピングの設定
• メタデータの更新
SAML 設定の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Administration and Operations Guide』
の「Configuring SSO Using SAML」の章を参照してください。

SAML 設定
このセクションでは、Prime Service Catalog で SAML 設定を設定する方法について説明します。

はじめる前に
IDP を設定します。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [SAML SSO 設定（SAML SSO Settings）] を選択します。

ステップ 2

[SAML 設定（SAML Configuration）] をクリックして SAML を設定します。

ステップ 3

[設定情報（Configuration Information）] ページに関する次の必須情報を入力します。
• EntityID：SAML 設定を識別するエンティティ ID を入力します。
• Certificate(B64Encoded)：証明書の内容をここに貼り付けます。
• Private Key(B64Encoded)：ここに秘密キーの詳細を入力します。
これらのフィールドは、サーバが起動すると自動的に Prime Service Catalog の証明書と秘密キーを使用し
て入力されます。ただし、OpenSSL または Java keytool から生成された CA または自己署名証明書を使用
することができます。証明書は、Bas-64 符号化形式にする必要があります。

ステップ 4

[更新（Update）]をクリックします。
（注）
変更を有効にするためには、サーバを再起動する必要があります。クラスタ設定で、設定を有
効にするには、個々のノードをすべて再起動する必要があります。

ステップ 5

[メタデータのダウンロード（Download MetaData）] をクリックしてメタデータをダウンロードします。
ダウンロードするメタデータは、SP エンティティ ID と証明書が含まれている XML ファイルです。この
メタデータは個々の IDP への登録に使用されるため、IDP は SP から要求が来るときに SP を識別できま
す。
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IDP マッピングの設定
このセクションでは、Prime Service Catalog で SAML マッピングを設定する方法について説明しま
す。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [SAML SSO 設定（SAML SSO Settings）] を選択します。

ステップ 2

[IDP マッピング（IDP Mappings）] をクリックして SAML ダッシュボードでマッピングを追加します。

ステップ 3

[マッピング情報（Mapping Information）] ページで次の情報を入力します。
• 名前（Name）：IDP 設定を特定する一意の名前を入力します。この名前はマッピングを保存すると
編集できません。
• メタデータ（MetaData）：IDP からダウンロードした IDP のメタデータの内容を貼り付けます。
それぞれの IDP から IDP メタデータをダウンロードする必要があります。たとえば、ADFS では次の URL
からメタデータをダウンロードできます。
https://<server_domain_Name>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

ステップ 4

マッピング ワークシートに記載されている要件に基づいて、マッピング情報属性を設定します。[マッピ
ング情報（Mapping Information）] セクションに表示された、先頭にアスタリスク（*）が付いているマッ
ピングは必須です。
• 左側の属性は、ユーザのロールまたは機能に関係ない個人プロファイルです。ログインに成功したす
べてのユーザは、IDP の右側の属性を使用して、Prime Service Catalog の左側の属性と照合します。
• 右側の SAML アサーション属性は、認証に成功すると IDP から SP（サービス カタログ）に渡されま
す。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
• 変更を有効にするためには、サーバを再起動する必要があります。クラスタ設定で、設定
（注）
を有効にするには、個々のノードをすべて再起動する必要があります。
• SAML を有効にすると、IDP ログイン ページからのみ Prime Service Catalog にアクセスでき
ます。
• SAML SSO を設定した後にハウスキーピング アクティビティを実行する場合は、バックド
ア URL から Prime Service Catalog にアクセスする必要があります。

メタデータの更新
[メタデータの更新（Refresh MetaData）] をクリックすると、24 時間ごとにスケジュールされた更
新アクティビティを開始する前にクラスタ上のノードを更新します。
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接続の管理
接続の管理では、複数の Web サービスと AMQP の接続を作成することができます。後続のセク
ションでは、これらの接続を作成して管理する方法の詳細を説明します。

AMQP 接続の管理
AMQP ユーザ名とパスワードを他の AMQP 設定と一緒に使用して、RabbitMQ サーバとの接続を
確立することができます。このリリース以降、複数の AMQP 接続がサポートされます。AMQP 公
開キーは重要なフィールドを保護するために使用されます。この保護されたフィールドは対応す
る秘密キーを使用して外部システムで復号化されます。AMQP セキュア文字列形式はデータの暗
号化形式です。デフォルトのセキュア文字列形式はバイトです。外部システムにサービス要求を
発行するための AMQP タスクの設定方法については、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』
を参照してください。

RabbitMQ サーバへの接続
RabbitMQ サーバとの通信を確立するには、[管理（Administration）] > [接続を管理（Manage
Connections）] > [AMQP] に AMQP クレデンシャルを入力します。詳細を入力したら、設定を保存
したことを確認し、[AMQP 接続をテスト（Test AMQP Connection）] をクリックして検証します。
[AMQP 接続をテスト（Test AMQP Connection）] をクリックすると、AMQP 接続情報が UI を経由
せずデータベースに直接挿入されます。接続は、AMQP 接続の認証が成功した場合のみ保存され
ます。詳細については、『Cisco Prime Service Catalog Integration Guide』の「Integrating with
AMQP」の章の「REST-based nsAPIs」の項を参照してください。
表 93：AMQP の設定

フィールド

説明

ID

接続の一意な識別子を入力します。

名前（Name）

接続の名前を入力します。

ホスト名または IP アド
レス（Host Name or IP
Address）

RabbitMQ がインストールされているサーバの IP アドレスまたはホス
ト名を入力します。クラスタを使用する場合は、RabbitMQ HA プロキ
シがインストールされているサーバのホスト名または IP アドレスを入
力します。

プロトコル（Protocol）

ドロップダウンから、サポートされているプロトコルである TCP また
は SSL を選択します。
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フィールド

説明

ポート（Port）

Prime Service Catalog に接続するための RabbitMQ のポート番号が表示
されます。このフィールドは、[AMQPポートタイプ（AMQP Port
Type）] で選択したポート番号に基づいて、自動的に入力されます。
デフォルトは 5672 です。
（注）

証明書（Certificate）

設定されたポートがデフォルトで設定されているポートと
異なる場合は、そのポートを変更して [更新（Update）] ボ
タンをクリックし、同じポートを保存できます。

プロトコルとして SSL を使用する場合、[証明書（Certificate）] オプ
ションをクリックして、有効な SSL 証明書を追加します。AMQP クラ
スタの場合、このオプションを選択すると、ユーザが有効な SSL 証明
書を持っている場合のみ、HA プロキシに接続できます。
（注）
このオプションをクリックしない場合、SSL に接続できま
せん。

証明書検証を省略（Skip 証明書検証を省略する場合、このチェックボックスをオンにします。
Certificate Validation）
ユーザ名（User Name）

RabbitMQ サーバに接続するユーザ名を入力します。

パスワード（Password） RabbitMQ サーバに接続するパスワードを入力します。
仮想ホスト（Virtual
Host）

ローカルでまたはリモートのクライアントを介して RabbitMQ サーバ
に接続する仮想ホストを入力します。
デフォルトでは、RabbitMQ サーバの「/」に対応しています。

公開キー（Public Key）

AMQP 公開キーは重要なフィールドを保護するために使用されます。
この保護されたフィールドは対応する秘密キーを使用して外部システ
ムで復号化されます。

セキュア文字列の形式
（Secure String Format）

AMQP セキュア文字列形式はデータの暗号化形式です。デフォルトの
セキュア文字列形式はバイトです。

サーバ停止通知（Server サービス要求のオーダー時に AMQP クラスタ ノードが停止した場合
Down Notification）
に、1 人以上のユーザに通知する電子メール テンプレートを選択しま
す。システムは、事前、事後、またはメインのタスクのいずれかの電
子メール通知を生成します。
リカバリ間隔（Recovery AMQP のリカバリ間隔は、AMQP 接続のリカバリが試行される分単位
Interval）
の間隔です。デフォルト値は 5 で、値の範囲は 1 ～ 60 です。
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（注）

フィールド

説明

受信キュー（Inbound
Queue）

Service Catalog が受信メッセージをリッスンするキューを入力します。
RabbitMQ では、受信メッセージについては専用のキューである
psc_inbound_queue が作成されます。この名前は、必要に応じて変更で
きます。

メッセージ タイプ
（Message Type）

ドロップダウン リストから、メッセージのタイプを選択します。これ
により、特定の接続におけるすべての送信および受信メッセージのデ
フォルトのメッセージ処理形式が定義されます。

Prime Service Catalog では、RabbitMQ サーバがユーザ名およびパスワードとともにインストー
ルされていることを想定しています。
• SSL がサポートされている場合は、所要の設定変更を行う必要があり、ポートが SSL に対応
している必要があります。RabbitMQ サーバの SSL の有効化の詳細については、RabbitMQ の
マニュアルを参照してください。
• サービス定義で設定されている AMQP タスクでは、メッセージの発行のために Administration
モジュールに入力されている接続情報を使用します。また、この情報は、発信者に RabbitMQ
の詳細を返すために、Overview API によっても使用されます。
• 特定の接続が正常に保存されると、Prime Service Catalog から AMQP サーバへの永続的な
AMQP 接続が確立し、次のことが実行されます。
◦ AMQP サーバが停止し、再開した際に、送信 AMQP メッセージを再発行。
◦ 受信メッセージの処理。
• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [公開/秘密キー（Public/Private Keys）] で作成
された AMQP 公開キーが作成されたすべての新しい AMQP 接続にデフォルトで選択されま
す。

RabbitMQ サーバ上の AMQP タスクとキューの管理
Prime Service Catalog には、RabbitMQ サーバで管理する代わりに、RabbitMQ サーバ上の AMQP タ
スク キューへのアクセスを許可する管理ユーティリティが組み込まれています。このコンソール
には、[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [AMQPトピック（AMQP Topics）]
からアクセスできます。選択された接続のために使用可能なすべてのタスクを表示し、不要なタ
スクを削除できます。次の条件のいずれかに基づいて、選択された接続のために使用可能なタス
クを絞り込むことができます。
• すべてのやり取り：RabbitMQ サーバ上のすべてのやり取りを列挙します。
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• 使用中のやり取り：進行中またはアクティブ状態にあるサービス要求のやり取りとサービス
定義時点のやり取り。
• 孤立やり取り：サービス定義への参照を含まないやり取りまたは外部システムで作成された
やり取り。

RabbitMQ サーバ上の AMQP メッセージの再発行
Prime Service Catalog は、オーダーしたサービスの RabbitMQ サーバに対して AMQP メッセージを
手動で再発行することができる管理ユーティリティを提供しています。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [AMQP メッセージ再発行（AMQP Message
Republish）] に移動します。

ステップ 2

メッセージを再発行するサービスの要求 ID を入力し、[タスクの取得（Fetch Tasks）] をクリックします。

ステップ 3

タスクを選択し、[メッセージの再送信（Resend Message）] をクリックします。

Web サービス接続の管理
Web サービスでは、Web サービスで定義されているサービスと機能にアクセスできます。[接続の
管理（Manage Connections）] ページの [Web サービス（Webservices）] タブには、Service Designer
のアクティブ フォーム コンポーネント DDR で使用できる Web サービス接続の詳細のすべての情
報が含まれています。接続の詳細は、Dynamic Data Retrieval（DDR）から中央の場所に移動し、
ここから Service Designer で詳細を再利用できます。12.0 以降、複数の Web サービス接続を追加
できます。Web サービス接続を追加するには、次の手順を実行し、Web サービスに接続の詳細を
提供する必要があります。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [接続の管理（Manage Connections）] > [Web サービス（Webservices）] を選択
します。

ステップ 2

+ アイコンをクリックし、次の詳細を入力してサーバに接続します。
表 94：Web サービスの統合

ID

Web サービス接続の一意な識別子を入力します。

名前（Name）

サービスの名前を入力します。

ホスト名または IP アドレス（Host Name or IP
Address）

サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
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ステップ 3

プロトコル

必要なプロトコル（HTTP または HTTPS）を入力し
ます。

ポート（Port）

このホスト名または IP アドレスのポート番号を入
力します。http のデフォルトは 80、https は 443 で
す。

証明書（Certificate）

サーバに接続するための有効な証明書を入力しま
す。

証明書検証を省略（Skip Certificate Validation）

証明書の検証をスキップする場合は、このチェック
ボックスをオンにします。

ユーザ名（User Name）

対応する IP アドレスまたはホスト名への接続のユー
ザ名を入力します。

パスワード（Password）

IP アドレスまたはホスト名のパスワードを入力しま
す。

認証メカニズム（Authentication Mechanism）

必要な認証、セッションまたはヘッダーを選択しま
す。

基本認証（Basic Authentication）

基本認証の場合はこのチェックボックスをオンにし
ます。

ユーザ名パラメータ（UserName Params）

ユーザ名パラメータを入力します。このエントリは
必須ではありません。

パスワード パラメータ（Password Params）

パスワード パラメータを入力します。このエント
リは必須ではありません。

ログイン URL（Login URL）

API 呼び出しの認証/セッション トークンを取得す
る URL を入力します。

認証トークン パラメータ（Authentication
TokenParameter）

認証トークン パラメータを入力します。

[保存（Save）] をクリックし、[接続のテスト（Test Connection）] をクリックして資格情報を認証します。
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（注）

1 Web サービス DDR 接続のサービスが Prime Service Catalog の同じリリースの異なるインス
タンスでエクスポートしてインポートされた場合、識別子と名前はサービスの作成時に指
定した名前と同じ名前として表示されます。
2 以前のリリースからサービスをインポートした場合、Web サービスの識別子と名前は I1、
I2 などとして作成されます。
ここで、I はインポートを意味し、番号は新しいサービスをインポートするたびに増加しま
す。
3 Web サービス DDR 接続のサービスが以前のリリースのインストーラを実行してアップグ
レードされた場合、識別子と名前は W1、W2 などとして作成されます。
ここで、W はアップグレードを意味し、番号は新しいサービスをアップグレードするたび
に増加します。

（注）

サービスのエクスポートおよびインポートの方法の詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog 12.0 Designer Guide』の「Exporting and Importing a Service」を参照してください。
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付録

C

カスタム テーマ
この章は次のトピックで構成されています。
• カスタム テーマ, 303 ページ

カスタム テーマ
概要
この章では、Service Catalog Web ページをカスタマイズするための機能について説明します。ア
プリケーション内の顧客向けモジュールをカスタマイズするには、カスケーディング スタイル
シート（CSS）とカスタム ヘッダーおよびフッターを使用します。
カスタマイズできるページは次のとおりです。
• Cisco Prime Service Catalog、My Services、および Service Manager モジュールに表示されるペー
ジ（たとえば、Service Designer 経由で指定された定義に基づいて動的に生成されるサービス
フォーム）
• Reporting および Advanced Reporting のポータル
• ログイン ページ
• Service Portal ソリューション内の事前設定のページとカスタム ポータル ページ
サービス設計者や管理者が Service Catalog の設定および管理に使用するモジュールの外観は、カ
スタマイズできません。これに該当するモジュールは、Service Item Manager、Service Designer、
Organization Designer、Administration、Catalog Deployer、Portal Designer、および Service Link です。
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カスタム スタイル シート
Service Catalog アプリケーションのコンテンツは、HTML5 を使用して書式設定され Web ページと
して表示されます。カスケーディング スタイル シート（CSS）を使用すると、ページの表示に使
用されるテーマの定義を変更することによって Web ページをカスタマイズできるため、Web ペー
ジそのものを編集する必要はありません。
カスタム テーマを使用すると、Service Catalog の Web ページ、ヘッダー、およびフッターをカス
タマイズできます。1 つのアプリケーション インスタンスのすべてのユーザに同じカスタム テー
マを適用することも、ユーザのホーム組織単位に基づいて異なるテーマを適用することもできま
す。

前提条件
• アプリケーション サーバのファイル システム、特に、RequestCenter.war アーカイブの
「custom」ディレクトリとそのサブディレクトリへのアクセス権を持つことが必要です。こ
のディレクトリおよびサブディレクトリに対する読み取りと書き込みの両方のアクセス権が
必要です。
• カスタム スタイル シート、ヘッダー、およびフッターの使用をオンまたはオフにするため
に、「グローバル設定の管理」のための Administration 機能を含むユーザ ロールを持つ必要
があります。
• ブラウザ ページ キャッシングをオフにする必要があります。これは、スタイル シートの変
更をテストできるようにするためです。
• 他のアナリストや開発者の作業を邪魔することなく変更をテストできるアプリケーション イ
ンスタンスへのアクセス権を持つことが理想的です。
• スタイル シート エディタおよびその他の編集ツールの使用を推奨しますが、必須ではあり
ません。

組み込みモジュールのカスタマイズ
次の手順は、組み込みモジュール（My Services、Service Catalog、Service Manager、および
Reporting）で使用されるスタイルをカスタマイズするための基本ステップです。これらのスタイ
ルの詳細については、以降の項を参照してください。
1 ディレクトリをアプリケーション サーバの RequestCenter.war/custom ディレクトリの下に作成
します。ここが、カスタム スタイルに必要なファイルの場所となります。Linux 展開では、こ
のディレクトリが
/opt/CiscoPrimeServiceCatalog/jboss-as-7.1.1.Final/ServiceCatalogServer/deployments/RequestCenter.war/custom
になります。このディレクトリには一般的に images サブディレクトリがあり、ここにカスタ
ム画像が保存されます。ディレクトリ名は、スタイル適用先のテナントや組織の名前を示すよ
うに付けてください。
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2 Service Catalog モジュールをエンド ユーザ モジュールとして使用する場合は、ステップ 1 で作
成した新しいディレクトリに custom/ServiceCatalogExamples ディレクトリに配置されたすべて
のファイルをコピーします。Linux 展開では、このディレクトリが
/opt/CiscoPrimeServiceCatalog/jboss-as-7.1.1.Final/ServiceCatalogServer/deployments/RequestCenter.war/custom/SmallCompany
になります。My Services モジュールを使用する場合は、代わりに、custom/CustomExamples に
配置されたすべてのファイルをコピーします。このアーカイブ ファイルの場所は、アプリケー
ション サーバおよびインストール設定によって異なります。
3 新しいディレクトリで、その中のファイルとその下のアプリケーション ディレクトリの中の
ファイルから "example_" プレフィックスを削除します。必要に応じて、css ファイルを変更し、
画像ファイルを追加して、ユーザ インターフェイスのルックアンドフィールを調整します。
4 Administration モジュールの [カスタムスタイル（Custom Styles）] ページを使用して、スタイル
を定義して、必要なファイルが存在するディレクトリを指定し、スタイル名を適用する組織を
割り当てます。
5 Administration モジュールの [設定（Settings）] ページを使用して、カスタム スタイル シートを
オンにします。
6 Service Catalog のブラウザ セッションを再起動します。表示されたページには、ログイン済み
ユーザに適用されるカスタマイゼーションが反映されているはずです。カスタム スタイル シー
トを初めてアクティブ化したときは、Service Catalog セッションを終了して再起動する必要が
あります。スタイルに対するそれ以降の変更をテストするには、修正済みスタイル シートをア
プリケーション サーバにコピーして現在のページをリフレッシュするだけで十分です。ページ
キャッシングが有効になっている場合を除いて、新しいスタイルが適用されます。

注意

カスタム スタイル シートを使用するように Administration 設定を変更した後は、custom.css ファ
イルが指定のディレクトリに存在している必要があります。このファイルが存在しない場合
は、Service Catalog の標準スタイルが使用されます。同様に、カスタム ヘッダーまたはフッ
ターを使用するというオプションがオンの場合は、対応するファイルが指定のディレクトリに
存在している必要があります。

カスタム テーマの定義
CSS スタイルの設計者は、サーバ上のディレクトリに CSS を配置します。次の例では、カスタム
スタイルに名前を付け、スタイル ディレクトリに関連付けて、説明を入力します。さらに、この
スタイルをサイト（関連付けられた組織ユニットの下のサブ OU）のすべてのユーザに適用するか
どうか、また Service Catalog モジュールに適用するかどうかを指定します。
次のとおりにプロパティを入力します。
カスタムスタイルシートやヘッダーとフッターの使用を開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Service Catalog にログインし、Administration モジュールを選択して、[設定（Settings）] タブに移動しま
す。
[カスタマイゼーション（Customizations）] ページが表示されます。
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ステップ 2

画面右側にあるオプション リストから [カスタム テーマ（Custom Themes）] オプションを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、新しいテーマを作成します。
[カスタム テーマ プロパティ（Custom Theme Properties）] ページが表示されます。[カスタム テーマのプ
ロパティ（Custom Theme Properties）] を理解するには、次の表を参照してください。

ステップ 4

プロパティを入力し、[作成（Create）] をクリックしてテーマを作成します。これで、テーマを編集して
テーマの適用先である組織を指定できるようになりました。

ステップ 5

[関連付けられた組織単位（Associated Organizational Units）] ペインの [追加（Add）] をクリックします。
[組織単位の検索（Organizational Unit Search）] ウィンドウが表示されます。組織単位を 1 つ以上選択しま
す。
（注）
ユーザを作成（「人員の追加」セクションを参照）し、そのユーザを組織単位に追加する必要
があります。組織単位のメンバーであるユーザのみがカスタマイズを表示できます。

ステップ 6

テーマ定義や、テーマ適用先の事業単位の編集は、いつでも行えます。

表 95：カスタム テーマのプロパティ（Custom Theme Properties）

フィールド

説明

名前（Name）

テーマの名前は、スタイルが適用される組織の OU または OU の
グループを反映している必要があります。

説明（Description）

（オプション）カスタム テーマの説明を入力します。

このテーマをすべてのサブOU 組織で階層構造が使用されている場合は、同じ親のすべての子
に適用する（Apply this Theme OU にテーマを継承するかどうかを指定できます。
to all subOUs）
クラシック カスタム（Classic RequestCenter.war\custom の下にある任意のディレクトリからテー
Custom）
マ ディレクトリを選択できます。テーマを作成するには、ディ
レクトリが存在している必要があります。デフォルトである 1
という名前のディレクトリは、すでに存在しています。
このテーマをサイト全体のデ
フォルトにする（Make this
Theme the default for the entire
site）

テーマの 1 つをデフォルトとして指定できます。デフォルトが
指定されている場合は、ユーザのホーム組織（OU）にテーマが
割り当てられていないときにそのデフォルトが使用されます。
デフォルトが指定されていない場合は、システム定義のスタイ
ル シートが使用されます。

Service Catalog にテーマを適用 Service Catalog モジュールに CSS を適用することもできます。
する（Apply the Theme to
Service Catalog）
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フィールド

説明

サービス カタログ用 Web サイ RequestCenter.war\Website の下にある任意のディレクトリからテー
ト（Website for Service
マ ディレクトリを選択できます。テーマを作成するには、ディ
Catalog）
レクトリが存在している必要があります。デフォルトである
ServiceCatalogWebsiteExample という名前のディレクトリは、す
でに存在しています。
テナント管理用 Web サイト
（Website for Tenant
Management）

RequestCenter.war\Website の下にある任意のディレクトリからテー
マ ディレクトリを選択できます。テーマを作成するには、ディ
レクトリが存在している必要があります。デフォルトである
TenantManagementWebsiteExample という名前のディレクトリは、
すでに存在しています。

クラウド統合用 Web サイト
（Website for Cloud
Integration）

RequestCenter.war\Website の下にある任意のディレクトリからテー
マ ディレクトリを選択できます。テーマを作成するには、ディ
レクトリが存在している必要があります。デフォルトである
CloudIntegrationsExample という名前のディレクトリは、すでに
存在しています。

Service Catalog、Tenant Management、および Cloud Integrations モジュールのカスタ
マイズ
Web サイト モデルには、Service Catalog、Tenant Management、Cloud Integrations などの Prime Service
Catalog の特定のモジュールをカスタマイズする拡張機能が用意されています。別のブートスト
ラップ ファイルを追加する、ルーティング html と js ファイルを追加するといったカスタマイズ
を適用することにより、UI の再設計を完全に制御できるようになりました。
Web サイト モデルをカスタマイズするには、次を実行します。

はじめる前に
1 カスタマイズしたすべてのファイルを RequestCenter.war\Website 下のディレクトリに追加しま
す。デフォルトでは、ServiceCatalogWebsiteExample、TenantManagementWebsiteExample、およ
び CloudIntegrationsExample のディレクトリが存在します。
2 Tenant Management および Service Catalog モジュールの場合、Web サイトにはエントリ ポイン
トとして index.html がある必要があります。クラウド統合の場合、エントリ ポイントは
dashboard.html および admin.html です。
例：http://<ServerURL>/RequestCenter/website/ServiceCatalogWebsiteExample/index.html
3 ルーティング html ファイルでは、
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• 次のスクリプトを使用して、すべてのルーティング html ファイルに headcss.html をイン
ポートすることによって css のすべての依存関係をロードします。
<script type="text/javascript" src="common/js/vendor/jquery/1.9.1/jquery.min.js"
></script>
<script>
$(function(){ $("head").load("headcss.html") });
</script>

• 次のスクリプトを使用して、ローカライズされた文字列のような依存の詳細とユーザ依存
の詳細を取得します。
◦ Service Catalog モジュールでは次のスクリプトを使用します。
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/servicecatalog/api/v11/strings.action"></script>
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/servicecatalog/api/v11/uservars.action"></script>

◦ Tenant Management モジュールでは次のスクリプトを使用します。
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/tenantmanagement/api/v11/strings-tenant.action"></script>
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/tenantmanagement/api/v11/uservars-tenant.action"></script>

◦ Cloud Integration モジュールでは次のスクリプトを使用します。
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/clouddashboard/api/v11/strings.action"></script>
<script type="text/javascript"
src="/RequestCenter/clouddashboard/api/v11/uservars.action"></script>

• 次のスクリプトを使用して、requirejs をロードします。
<script type="text/javascript"
src="common/js/vendor/requirejs/2.1.6/require.js"></script>

4 common-config.js ファイルのベンダー ファイルの詳細を追加または変更します。

（注）

js/configs/common-config.js ファイルは Web サイトのディレクトリのみに配置する必要がありま
す。

ステップ 1

Service Catalog にログインし、[管理（Administration）] モジュールを選択して、[設定（Settings）] タブに
移動します。
[カスタマイゼーション（Customizations）] ページが表示されます。

ステップ 2

画面右側にあるオプション リストから [カスタム テーマ（Custom Themes）] オプションを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、新しいテーマを作成します。
[カスタム テーマ プロパティ（Custom Theme Properties）] ページが表示されます。

ステップ 4

[名前（Name）] と [説明（Description）]（オプション）を入力します。

ステップ 5

[サービス カタログ用 Web サイト（Website for Service Catalog）] オプションをオンにして Service Catalog
モジュールをカスタマイズし、Web サイト ディレクトリを参照して [OK] をクリックします。
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テナント管理の Web サイト モデルをカスタマイズするには、[テナント管理用 Web サイト（Website for
Tenant Management）] をオンにし、クラウド統合の場合は [クラウド統合用 Web サイト（Website for Cloud
Integration）] オプションをオンにします。
メモ
[サービス カタログ用 Web サイト（Website for Service Catalog）] チェックボックスをオフにした
場合、[参照...（Browse...）] オプションは選択できません。[サービス カタログ用 Web サイト
（Website for Service Catalog）] を再度チェックすると、以前に選択した Web サイト ディレクトリ
がデフォルトで選択されます。
ステップ 6

[作成（Create）] をクリックしてテーマを作成します。これで、テーマを編集してテーマの適用先である
組織を指定できるようになりました。

ステップ 7

[関連付けられた組織単位（Associated Organizational Units）] ペインの [追加（Add）] をクリックします。
[組織単位の検索（Organizational Unit Search）] ウィンドウが表示されます。組織単位を 1 つ以上選択しま
す。

ステップ 8

テーマ定義や、テーマ適用先の事業単位の編集は、いつでも行えます。

カスタム スタイル シートとヘッダー/フッターの有効化
アプリケーション内の顧客向けモジュールの外観をカスタマイズするには、カスケーディング ス
タイル シート（CSS）とカスタム ヘッダーおよびフッターを使用します。
Administration モジュールを選択して [設定（Settings）] タブに移動します。[カスタマイゼーショ
ン（Customizations）] ページが表示されます。共通設定には、[カスタムヘッダーフッターの有効
化（Enable Custom Header Footer）] と [カスタムスタイルシートの有効化（Enable Custom Style
Sheets）] に対するパラメータが含まれています。
カスタム スタイルシートはデフォルトで有効にされます。対応するパラメータ設定を「オン」か
ら「オフ」に変更できます。変更を保存するには、ページを更新します。custom.css ファイル（ア
プリケーション サーバ上に配置）で指定されたものが有効になります。
同様に、カスタム ヘッダーおよびフッターを有効にするには、[カスタムヘッダーフッターの有効
化（Enable Custom Header Footer）] パラメータの設定を [オン（On）] に変更します。
これらのパラメータをオンにした状態でセッションを開始した後は、セッションを終了しなくて
もスタイルの変更が反映されます。スタイルの定義が変更されてファイルがアプリケーション
サーバ上の指定のディレクトリに配置されると、それ以降は、ページをリフレッシュしたときに
新しいスタイル定義が使用されます。RequestCenter.war/custom の下に ServiceCatalogExamples とい
う名前のディレクトリがあり、ここに、ブランドや GUI デザインに合わせてカスタマイズ可能な
ベース アプリケーション CSS ファイルが保存されています。

ブラウザ キャッシュを有効にした状態でのカスタマイゼーションの変更
Administration 設定で [ブラウザキャッシュ（Browser Cache）] 設定が有効になっている場合は、ブ
ラウザ キャッシュが削除されるまで、カスタム スタイル シート、ヘッダー、およびフッターに
対する変更が有効になりません。アプリケーションユーザに各自のブラウザキャッシュを削除す
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るように求めるには、ブラウザ キャッシュの設定, （258 ページ）の手順に従ってブラウザ キャッ
シュのバージョンを上げてください。

Service Catalog モジュールのスタイルのカスタマイズ
UI のさらに詳細なカスタマイズが必要な場合は、custom\ServiceCatalogExamples ディレクトリ内
のファイルを利用できます。最初に使用する 3 つの主なファイルを次に示します。
• before.html：このファイルの中身が HTML ドキュメントの <body> の先頭に追加されます。
このファイルは、製品文字列を表示する前に上書きするために使用できます。たとえば、
ヘッダー内の製品名に文字列 ID 15162 が使用されている場合は、このブロックを before.html
に挿入することによって、製品名が「Small Company」と表示されるようにすることができま
す。
<script>
serviceCatalogMessage.putString("15162", 'Small Company');
</script>

Firebug やその他 Web 開発者ツールを使用して、Service Catalog モジュールの HTML コードを検証
します。上書き可能なその他の文字列を確認します。
• head.html：このファイルの中身が HTML ドキュメントの（head）セクションの最後に挿入さ
れます。Web ページのさまざまな HTML クラスや要素で指定される色やスタイルを上書きで
きます。たとえば、Small Company "homeslider" の色設定を別のものに変更します。
<style>
.homeslider .blocks.block1 {
background-color: #9E6F9A; /*#2B6F9A;*/
background-image: linear-gradient(to bottom, #985DC2, #B6115E); /*#258DC2, #04415E);*/
background-repeat: repeat-x;
}
.homeslider .blocks.block2 {
background-color: #9E6F9A; /*#2B6F9A;*/
background-image: linear-gradient(to bottom, #D486C0, #B43557); /*#6486C0, #213557);*/
background-repeat: repeat-x;
}
.homeslider .blocks.block3 {
background-color: #9E6F9A; /*#2B6F9A;*/
background-image: linear-gradient(to bottom, #EE86C0, #BE3157); /*#7B86C0, #2B3157);*/
background-repeat: repeat-x;
}
</style>

• after.html：このファイルの中身が html（body）の最後に追加されます。
head.html ファイルでデフォルトのシスコ ロゴを他の会社のロゴに変更する方法、つまり、スタイ
ルの上書きの簡単な例を以下に示します。
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•

<style>
.navbar-inner {
background-color: transparent;
background-image: none;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false); /*disable gray header
bar in IE*/
}
.navbar .nav {
color: #333;
text-shadow: none;
}
.navbar .nav ) li ) a {
color: #333;
text-shadow: none;
}
.psc-goto-cart {
color: #333 !important;
}
.psc-top-icon {
border:2px solid #333;
background-color: #333;
}
/* Change company logo */
.psc-header.navbar.brand {
background-image: url("/RequestCenter/custom/SmallCo/images/SmallCo_logo92x33.gif");
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 .514em;
background-size:75px auto;
padding-left: 3em!important;
padding-top: 0.25em!important;
padding-right: 5em!important;
font-size: 1.571em;
line-height: 2.28em;
color: #333; /* Small Company's website H1 color */
text-shadow: none;
}/* Change company logo */
</style>
<style>
/* The following block changes the colors "Home", "Browse Categories" and magnifying
glass
(search) box to orange(!), including the search box hover state */
.categories > .navbar li.menu.menu > a, .categories > .navbar li.menuHome.menu > a,
.categories > .navbar li.search.menu > a {
background: none repeat scroll 0 0 orange;
}
.categories > .navbar li.menu > a, .categories > .navbar li.menuHome > a, .categories
> .navbar li.search > a {
background: none repeat scroll 0 0 orange;
}
.categories > .navbar li.menu, .categories > .navbar li.menuHome, .categories > .navbar
li.search {
background: orange;
}
.categories > .navbar li.menu:hover, .categories > .navbar li.menuHome:hover, .categories
> .navbar li.search:hover {
background-color: orange;
background-image: linear-gradient(to bottom, orange, orange);
background-repeat: repeat-x;
}
/* This changes the navbar background color to the right of the Home, Browse Categories
and magnifying glass box.*/
.categories > .navbar {
background-color: rgba(255, 255, 102, 0.75); /* this sets the color and transparency
of the navbar*/
}
.page-heading { /* This overrides the default : background-image:*/
url("../../ngc/img/page_heading_bg.png");
in the “Categories” view, so the color behind the “Categories” text is light green
rather than the blue from the png.
background-color: lightgreen;
background-image: none;
}
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</style>

ユーザ定義ポータルのカスタマイズ
Service Catalog や My Services などの組み込みモジュールと同様に、Service Portal モジュールもス
タイルシートを使用して組織単位でカスタマイズできます。カスタムスタイルは、他の組み込み
モジュールとは別のスタイル シートに保持されるため、Portal Designer モジュールのプレゼンテー
ション方法に関して柔軟性が向上します。
また、Service Portal ソリューションには、ポータル ページ上のポートレットの色を変更できるさ
まざまなテーマが用意されています。ユーザが独自のテーマを選択できるようにしたり、この機
能をポータル設計者だけに許可したりできます。ポータル ページのテーマに関する詳細について
は、『Cisco Prime Service Catalog Designer Guide』を参照してください。
Service Portal モジュール用のカスタム スタイルシートは Service Catalog と同じ
custom/ServiceCatalogExamples または custom/CustomExamples ディレクトリに配置されており、そ
れと一緒に有効/無効になります。
1 Service Catalog Web アーカイブ（RequestCenter.war）の custom ディレクトリにあるファイル
example_portal-custom-header.css をコピーします。
2 コピーしたファイルに portal-custom-header.css という名前を付けます。ファイル内のスタイル
を、この章の次の項で説明するガイドラインに従って変更します。
3 このファイルを、使用されている画像とともに、テナントまたは組織用に作成した custom ディ
レクトリにコピーします（組み込みモジュールのカスタマイズ, （304 ページ）、ステップ 1 を
参照）。

例
次の例では、ポータル ヘッダー内のロゴ（92x33 ピクセル）、製品名、および背景色を変更する
方法について説明します。
.reboot2 .xwtBackgroundSimplified {
background: transparent !important;
}
/*style to modify logo image*/
.reboot2 .applicationHeader17 .applicationLogoImage {
background: url("images/SmallCo_logo92x33.gif") no-repeat transparent !important;
/*background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 .514em;
background-size:75px auto;
padding-left: 3em!important;
padding-right: 5em!important;*/
height: 33px !important;
width:92px !important;
/* Note: un-comment display property to hide the Product Logo if needed */
/*display:none !important;*/
}
/* This style is used to display or hide the Product Title in Portal modules
See Also: .applicationHeaderAppSubTitle, .applicationLogoImage, .applicationHeaderLogoText
style - which will be the new style used to display branding logo
*/
.reboot2 .applicationHeader17 .applicationHeaderAppName {
visibility: hidden;
}
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次の例では、ポータル ヘッダー内のロゴ（135x70 ピクセル）、製品名、および背景色を変更する
方法について説明します。
.reboot2 .xwtBackgroundSimplified {
background: transparent !important;
}
.reboot2 .applicationHeader17 {
padding-left: 5px !important;
}
/*style to modify logo image*/
.reboot2 .applicationHeader17 .applicationLogoImage {
background: url("/RequestCenter/custom/style_dir/images/custom_logo.png") no-repeat scroll
-2px -8px transparent !important;
background-size: auto auto !important;
height: 73px !important;
line-height: 70px !important;
top: 1px !important;
width: 130px !important;
}
/*This style will reduce the left, right and top padding for logo container*/
.reboot2 .applicationHeader17 .applicationHeaderLogo {
margin-left: 2px !important;
margin-right: 2px !important;
padding-top: 5px !important;
}
.reboot2 .applicationHeader17 .applicationHeaderAppSubTitle {
color: #202020;
cursor: default;
font-size: 17px !important;
font-weight: bold !important;
font-family: CiscoSans,Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif !important;
text-shadow: 0 0.071em 0 #585858 !important;
}

次の例では、製品名を変更して、PortalFullpagePrimeUi.js ファイルをカスタマイズする方法につい
て説明します。Linux では、パス
/opt/CiscoPrimeServiceCatalog/jboss-as-7.1.1.Final/ServiceCatalogServer/deployments/RequestCenter.war/ns360/js/PortalFullpagePrimeUi.js
でこのファイルを見つけることができます。機能名「getNavItems」を検索して、「Service Catalog」
から「Cloud Manager」に名前を変更することができます。
if(defaultSelectedId != ""){ /*existing code*/
navItems.items.defaultSelected = defaultSelectedId;
} /*existing code*/
navItems.items.toolbar.push(getToolbar()); /*existing code*/
/*Overwrite the app header text with custom application name “Cloud Manager”
If text need to add for AppName div then from custom css file its "visibility“
attribute should be "block !important“*/
var appNameDiv = dojo.query('.applicationHeaderAppName')[0];
appNameDiv.style.display = "block !important";
appNameDiv.innerHTML = "Cloud Manager";
var appSubTitleDiv = dojo.query('.applicationHeaderAppSubTitle')[0];
appSubTitleDiv.style.display = "block !important";
appSubTitleDiv.innerHTML = "Cloud Manager";
return navItems; /*existing code*/

MyServices モジュールのスタイルのカスタマイズ
custom\CustomExamples ディレクトリには、My Services モジュールのカスタマイゼーションの開
始点として使用可能なファイルが格納されています。次の表に、ディレクトリの内容の要約を示
します。
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表 96：カスタム スタイル

custom（フォルダ）の内容

説明

CustomExamples

カスタム スタイル、ヘッダー、およびフッター
の開始点となるものが格納されているフォルダ

images

Service Catalog のスタイル（カスタム スタイル
シート経由での置き換えが可能）で現在使用さ
れている画像が格納されているフォルダ

common_task_bg.gif

[共通タスク（Common Tasks）] ペインの背景

headerGradient.gif

ヘッダー スタイル（各ポートレットまたはペイ
ンの先頭に現れるスタイル）の背景

logo_bottom.gif

（非推奨）

lvl1_nav_shade.gif

各 Service Catalog モジュールで使用可能なオプ
ションを通じてトップ レベルのナビゲーション
を行うタブの背景

lvl3_nav_shade.gif

レベル 3 ヘッダーの背景（ページ フッターに対
しても推奨されます）

mark.gif

サービス フォーム上の必須フィールドを示す

orange_bullet.gif

共通タスクの箇条書き記号

orange_li_bullet.gif

（example custom.css では使用されていません）

page_footer_shade.gif

ページ フッターのシェーディングに使用できる
gif

PopupHeaderGradient.gif

（example custom.css では使用されていません）

requiredMark.gif

サービス フォーム以外のすべてのユーザ イン
ターフェイス ページでの必須フィールドを表す

tfoot_shade.gif

（example custom.css では使用されていません）

example.css

サンプル ファイル（開始点となる Service Catalog
のデフォルト設定が反映されており、グラデー
ションが単色で置き換えられます）

example_portal-custom-header.css

サンプル ファイル（Portal Designer デフォルト
のヘッダー領域設定が反映されています）
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custom（フォルダ）の内容

説明

example_footer.html

カスタム フッター開発の開始点

example_header.html

カスタム ヘッダー開発の開始点

CustomExamples/example.css ファイルと example_portal-custom-header.css ファイル（custom.css と
portal-custom-header.css のテンプレート）は、標準のカスケーディング スタイル シートとして書
式設定されており、変更するスタイルの選択を支援するコメントが含まれています。このコメン
トには、そのスタイルがどこでどのように使用されているかに関する簡単な説明が含まれていま
すが、カスタマイゼーションを詳細にチューニングするには、ある程度の検証作業が必要です。
カスタマイズしたスタイルのオリジナルの定義を、スタイル シート内にコメントとして記録して
おいてください。このことが推奨されるのは、カスタマイズによる変更の破棄が必要になった場
合に備えるためであり、元のページ外観がわかるようにするためでもあります。

ページ ヘッダー
エンドユーザ向けモジュールのページ ヘッダーには、次に示すスタイルが適用されます。
• lvl1_nav（組み込みモジュールのみ）：「レベル 1 ナビゲーション バー」は、アプリケーショ
ン モジュール ドロップダウン メニューおよびメニュー バーの背景となります。アプリケー
ション名は修正できませんが、lvl1_nav_title スタイルを使用して非表示にすることもできま
す。
• header（ユーザ定義モジュールのみ）：このヘッダー スタイルは、Portal Designer を使用して
作成および管理されるポータル モジュールに使用されます。使用方法は、上記の lvl1_nav に
似ています。
• headerlogo、leftheaderlogo：この 2 つのヘッダー ロゴ スタイルは、ロゴをヘッダーの左右ど
ちらにも配置できる柔軟性を提供します。左ロゴを使用するときは、アプリケーション名の
background プロパティを none に設定する必要があります。アプリケーション モジュール メ
ニューに適用されるスタイルを修正することでも、メニューを右隅に配置できます。

ナビゲーション バー
デフォルトでは、ほとんどのナビゲーション バーは、背景色を指定しているだけです。ただし、
スタイル シート内で指定される他の背景と同様に、バナーやグラフィックを使用するように変更
できます。
My Services のページのその他の部分では、ヘッダーやフッターなどの装飾がページの各部分に使
用されます。たとえば、上の図に示すように、「レベル 3 ナビゲーション」（lvl3_nav）スタイル
および footer スタイルによって My Services ホームページのページ本体の境界を示します。これら
は同時に変更してください。
「ブレッドクラム ナビゲーション」（bread_nav）は、ブレッドクラム領域の背景となります。
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ボタン
ボタンは、サービス フォーム上と Service Catalog ユーザ インターフェイス経由で表示されます。
ボタンの外観は、button.primary スタイルによって決まります。プライマリ ボタン用のデフォルト
のスタイルは、太字を使用するように設定されており、必要に応じてさらに目立つスタイルに変
更することもできます。
図 18：サービス フォーム上のボタン

1

プライマリ ボタン

サービス フォーム
サービス フォーム上のフィールドおよびキャプションの外観は、スタイルのセットによって決定
されます。これらのスタイルについて、次の表に要約を示し、その後に例を示します。.form のス
タイルはすべて同時に変更してください。
表 97：サービス フォームのフィールド

スタイル

使用方法

shortHeader

ディクショナリのキャプション

subhead

キャプション付きで表示される各ディクショナ
リの開始を表すバー

.formReq_border

フィールド ラベルの左のブランク スペース、
およびフィールドどうしを区切る線

.formLabel

フィールド ラベル

.formElement

フィールドの HTML 表現の入力要素の書式設定

.formInfo

フォーム要素の右のブランク スペース、および
フィールドどうしを区切る線
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スタイル

使用方法

.formIcon

フォーム右側の灰色のバー

図 19：サービス フォーム

1

shortHeader

2

subhead

（注）

newscale.properties ファイルの Serviceformelement.display.instructional.helptext プロパティ
を true に設定すると、非グリッド ディクショナリ フィールドのヘルプ テキストで従来の表示
スタイルを有効にすることもできます。

（注）

newscale.properties ファイルの serviceformelement.display.instructional.helptext.Message_INFO
プロパティを true に設定すると、JavaScript を使用してサービス フォーム入力フィールドの
Message_INFO ID にデザイナがアクセスできるようにすることもできます。
へのアクセスを有効にするには、newscale.properties ファイルの
Serviceformelement.display.instructional.helptext プロパティを true に設定する必要があり
ます。
Message_INFO ID

カスタマイゼーションの維持
カスタム スタイル シート ファイル、およびカスタム ページ ヘッダーおよびフッターを定義する
html ファイルは、アプリケーション サーバ上のアプリケーションの一部となっている必要があり
ます。したがって、アプリケーション インスタンスのアップグレードや移行が必要になった場合
に備えて、これらのカスタマイズを維持するためのメカニズムが必要になります。
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アプリケーションのアップグレードまたは移行時にカスタマイズを維持するには、次の手順を実
行します。

ステップ 1

カスタマイズしたファイルを含むアーカイブ ファイルを Zip 形式で作成します。アーカイブのディレクト
リ構造は展開ディレクトリの構造と一致させる必要があります。アーカイブ ファイルのルート ディレク
トリは RequestCenter.war ディレクトリである必要があります。

ステップ 2

Service Catalog アプリケーションのアップグレードを実行します。
カスタマイズが失われないようにするために、Service Catalog インストール ウィザードではカスタム コン
テンツがインストールに含まれるように指定できます。

ステップ 3

『Cisco Prime Service Catalog Installation Guide』の説明に従って、[拡張インストール（Advanced
Installation）] タイプを使用して Service Catalog インストール ウィザードを実行します。

ステップ 4

[アプリケーションサーバの設定（Application Server Configuration）] ページの [拡張オプション（Advanced
Options）] をクリックします。

ステップ 5

次のような [拡張オプション（Advanced Options）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 6

[カスタムコンテンツ（Custom content）] をオンにします。

ステップ 7

[カスタムコンテンツのアーカイブ（Custom content archive）] に、アーカイブ名も含めたフル パスを入力
するか、[参照（Browse）] をクリックしてカスタム コンテンツのアーカイブを探し、選択します。

ステップ 8

[閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 9

『Cisco Prime Service Catalog Installation Guide』の説明に従ってインストールを続行します。

ステップ 10 Service Catalog インストール ウィザードがインストールを完了する間、アプリケーションの展開ディレク
トリ構造にカスタム コンテンツのアーカイブが抽出されます。

既知のエラーおよび欠落
Service Catalog に付属のオンライン ヘルプ ファイルはカスタマイズできません。

不明なエラーおよび欠落
Service Catalog のページで使用されているスタイルの中には、CustomExamples/example.css ファイ
ルに含まれていないものもあります。このような欠落が見つかった場合は、Cisco Technical Assistance
Center（TAC）までお知らせください。
一時的な回避策を利用できる可能性があります。生成されたページのソースを表示して、そのス
タイルの適用先であるセクションのクラスや ID を特定します。このクラスまたは ID によって一
意に特定されるオブジェクトの外観を変更する場合は、該当するスタイルをカスタム スタイル
シートに追加するか、該当する属性をスタイル定義に追加してください。この方法を使用する場
合は、十分に注意してください。カスタムスタイルシートに追加したものは、以降のリリースで
サポートされないことがあるためです。

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
318

カスタム テーマ
スタイルの要約と推奨される方法

以前のバージョンからのアップグレード
このバージョンの Service Catalog で使用されているスタイルは、以前のバージョンのスタイルか
ら変更されている可能性があります。このような変更は、ページの外観を更新するだけでなく、
以前のリリースで発見されたパフォーマンスや一貫性の問題を解決するものでもあります。

スタイルの要約と推奨される方法
ここでは、さまざまなスタイルの要約と推奨される方法について説明します。

スタイル要約 - 組み込みモジュール
次の表は、custom.css で設定できるスタイルの要約です。
表 98：使用可能なスタイル

スタイル/クラス名

コメント

本体およびグローバルのスタイル
本体
#lvl3_nav
#headerlogo

右側のロゴ

#leftheaderlogo

左側のロゴ

#lvl1_nav_title

アプリケーション名

#footer
タブ選択

.levelTwoNavigation
table#nsLayout.rightMenu td#layoutright
ナビゲーションのスタイル
#lvl1_nav
#lvl1_nav span#lvl1_nav a
#llvl1_nav a:hover
.menuDivider
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スタイル/クラス名

コメント

#lvl2_nav
#lvl2_nav a
#lvl2_nav td.active
h2#title_nav
#bread_nav
#bread_nav a
#logobottom

廃止（ダミー画像を使用）

タブ ナビゲーション制御のスタイル
.levelTwoNavigation a.tabNavigation a
.levelTwoNavigation a:hover.tabNavigation a:hover
.levelTwoNavigation a.selected.tabNavigation
a.selected
.levelTwoNavigation a.selected:hover.tabNavigation
a.selected:hover
.propertyTabNavigation a
#levelTwoTabDiv img

タブ ボタンの左端と右端のイメージ

.levelTwoNavigation div.levelTwoTab
.levelTwoNavigation a
My Services サービス項目タブのスタイル
.x-grid3-row

グリッド行の背景色

.x-grid3-row TD

グリッド行のフォント

.x-grid3-row-alt

1 行おきに変える背景色

.x-grid3-hd-row td

グリッド ヘッダーのフォント

ul.x-tab-strip-top

タブの背景色

.x-tree-node A SPAN

ツリーのフォント
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スタイル/クラス名

コメント

ヘッダーおよびタイトルのスタイル
div.longHeaderdiv.shortHeader
div.longHeader h4div.shortHeader h4div.longHeader
spandiv.shortHeader span
div.subHeader
h4.header
h4.header span
ボタンのスタイル
buttoninput.primaryinput.secondaryinput.disabled
button.primaryinput.primary
button.secondarybutton.helpinput.secondary
button.disabledinput.disabled
カタログおよびサービス表示のスタイル
table.browser
table.browser td.categoryImage

Service Catalog とカテゴリの画像のピクセル サ
イズ

table.browser td.categoryText
table.browser td.categoryText
div.smallshell
div.service
table#columns select
データ テーブルのスタイル
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、taskGrid、
noGrid
table. halfGrid、taskGrid、noGrid
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スタイル/クラス名
table. footGrid、noGrid
table.dProcess
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、taskGrid、
noGrid、dProcess thead th.first
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、taskGrid、
noGrid、dProcess thead th.firstSel
table. halfGrid、taskGrid、fullGrid tbody td tbody
th
table. footGrid、fullGrid tbody td tbody th
table.kpi
table.fullGrid tbody.subHeader td
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、taskGrid、
noGrid、smGrid tbody tr.shade td tbody tr.shade th
taskGrid tbody tr.current th tbody tr.current td
table. halfGrid、footGrid、taskGrid、noGrid tbody
tr:hover th td
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、taskGrid、
noGrid、dProcess、smGrid thead thbody.calendar
table#calendar th
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、noGrid tfoot
th tfoot td
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、noGrid tbody
tr td.select tbody tr th.select
table. halfGrid、fullGrid、footGrid、noGrid tbody
tr td.select + td td.select + th th.select + td th.select +
th
table.fullGrid tbody.td.kvpKeyHi:hovertable.fullGrid
tbody.th.kvpKeyHi:hovertable.fullGrid
tbody.td.kvpKeyHi:hover + td.kvpValuetable.fullGrid
tbody.th.kvpKeyHi:hover + td.kvpValue
table.fullGrid tbody.td.kvpKeyHitable.fullGrid
tbody.th.kvpKeyHi
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スタイル/クラス名

コメント

table.fullGrid tbody td.kvpValueHi
他のテーブルおよびテーブル関連コンテンツの
スタイル
div.theaddiv tfoot
div.tsubfoot
div.detailHeader
div.detailHeader td.owi
div.tfoot input.textBoxdiv.tsubfoot input.textBox
コメントおよび履歴のスタイル
table.commentstable
table.commentsTable div.commentContainer
共通タスクおよびポートレットのスタイル
div.shell
.commonTaskCellul.tasks.li
ul.tasks
img.commontaskbullet
通常のポートレット、フォーム、およびコンテ
ナのスタイル
div.servicediv.shelldiv.smallshelldiv
smalSheltable.halfGridtable.fulGridtable.footGridtable.taskGridtable.noGrid#treecontainerdiv.loginBox
入力要素
inputselect

サービス フォーム テキスト要素

input.textBoxtextarea

サービス フォーム テキストエリア要素

コンテンツ スイッチングのスタイル
ul.MDITabs li:hover
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スタイル/クラス名

コメント

ul.MDITabs li.active
サービス フォームのスタイル
tr.error td. formReq formLabel formElement formFlex サービス フォームで使用されるディクショナリ
formInfo
内で定義されているフィールドのコンポーネン
ト（必須記号、フィールド ラベル、入力要素）
tr.error td.formIcon
.formReq_border
.formLabel
.formElement
.formFlex
.formInfo
.formIcon
div#formMonitor div a
div#formMonitor div.valid
div#formMonitor div.invalid
カレンダーのスタイル
body.calendar table#calendar td
body.calendar table#calendar td.selected
Service Manager のスタイル
table#SMLayout
table#SMLayout td#SMTreeFrame
div.SMToolbar
table.smGrid tbody tr.hilight td, th
div. treeHeader treeNode treeItem treeNode
span.unselected
div.treeNode span.selected
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スタイル/クラス名

コメント

div.treeHeader span
table.smGrid thead th
table.smGrid tbody td、th
table.smGrid tbody tr.shade td、th
モジュールのメニュー
.modulemenu
.modulemenu .menuheadingrow
menuHighlight

スタイル要約 - ユーザ定義モジュール
次の表は、portal-custom-header.css で設定できるスタイルの要約です。
表 99：ユーザ定義のスタイル

スタイル/クラス名

コメント

ヘッダーのスタイル
#headerlogo

右側のロゴ

#leftheaderlogo

左側のロゴ

#lvl1_nav_title

アプリケーション名

#header
#usercontrols
#cornerpiece
#moduleMenuDiv
.modulemenu
.menuHighlight
#userinfoandcontrols

Cisco Prime Service Catalog 12.0 アドミニストレーションおよび運用ガイド
325

カスタム テーマ
スタイルの要約と推奨される方法

スタイル/クラス名

コメント

#userinforow
#usercontrolstable
#userconrolsrow
#profilef
#logoutref
#helpref

推奨される方法
example.css を複製して custom.css を作成した直後は、スタイルはユーザ インターフェイスに対し
て効力を持ちませんが、個々のプロパティが変更されると、その結果がカスタマイズ可能モジュー
ルに反映されます。
デフォルトのユーザ インターフェイスで使用されているスタイルの中には、色の値としてではな
く、背景画像として実装されるものがあります。画像の中には、置き換えのために
custom/CustomExamples/images サブディレクトリに複製されているものがあります。置き換える画
像は、タイプ、サイズ、形状、および名前が同一である必要があります。そうでない場合は、ユー
ザ インターフェイスに正しく組み込まれません。
カスタムスタイルシートの中には、背景画像を使用するか単純に色の値を指定するかを選択でき
る場所が多数あります。このような場所のそれぞれに代替属性があり、どちらの属性を使用する
かは、属性のコメント化またはコメント解除によって指定します。次に例を示します。
div.longHeader,
div.shortHeader
{ /* background: #FD2312; */
background: url(./images/headerGradient.gif);
border-bottom:
2px solid #cc3333;
}

ここでは、ポートレットをグラデーション ヘッダーにするための画像が使用されています。その
グラデーションを変更するには、custom サブディレクトリ内にあるこの画像を置き換えます。 単
色の背景色に切り替えるには、画像を指定している背景を /* */ のパターンを使用してコメント化
し、16 進数で色が指定されている背景のコメントを解除します。
新しい画像を作成して、その画像を指すように custom.css ファイルを修正することもできます。
次に例を示します。
#header
{
background: #ffffff url(./images/logo.gif) top left no-repeat;
border-bottom: 1px solid #a7a7a7;
}

この場合は、新しい logo.gif を作成してファイルを置き換えることも、新しい画像（たとえば
acme_logo.gif）を生成することもできます。その後で、プロパティ宣言を次のように変更します。
background: #ffffff url(./images/acelogo.gif) top left no-repeat;
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ルック アンド フィールで使用されている他の画像についても同様です。
Portal Designer で定義および管理されるモジュールについては、ポータル ページ本体にカスタム
スタイル シートの影響が及ぶことはありません。代わりに、[ページ設定（Page Settings）] を使用
して、ヘッダー スタイルに一致するポータル ページ テーマを設定します。

スクリーンショットの例および影響を受ける各スタイル
この図は、スタイルの効果を表しています。すべてのスタイルが含まれているわけではありませ
んが、最も一般的なカスタマイズされたスタイルが含まれています。
図 20：サンプル画面

* は、それがスタイル グループ内の最初の記述子であり、他にもあることを示します。

カスタム ヘッダーおよびフッター
ここでは、カスタム ヘッダーとカスタム フッターに対する更新について説明します。

概要
シスコは、Service Catalog の Web ページとともに表示されるページのヘッダーおよびフッターを
カスタマイズするためのテンプレートを用意しています。
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手順
これらのスタイルの詳細については、ページ ヘッダーおよびフッターのカスタマイズ, （328 ペー
ジ）のセクションで説明します。Service Catalog アプリケーションにカスタム ヘッダーまたはフッ
ターを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

example_header.html ファイルおよび example_footer.html ファイルを Service Catalog Web アーカイブ
（RequestCenter.war）の custom ディレクトリからコピーします。

ステップ 2

コピーしたファイルの名前を、header.html および footer.html と変更します。

ステップ 3

この章の次のセクションに示すガイドラインに従って、ヘッダーまたはフッターのファイルにコンテンツ
を追加します。

ステップ 4

カスタム ヘッダーおよびフッターのファイルを、適用するスタイルに応じた所定のディレクトリに置きま
す。両方のファイルが存在している必要があります。カスタム ヘッダーやフッターを使用しない場合は、
空のファイルをアプリケーション サーバにコピーして該当する名前および .html 拡張子を付けます。

ステップ 5

[管理（Administration）] の [サイト管理（SiteAdministration）] > [サイト設定（SiteConfiguration）] ペー
ジを使用してカスタム ヘッダーとフッターをオンにします。具体的には、サイト設定パラメータ [カスタ
ムヘッダーとフッターの有効化（Enable Custom Header Footer）] を [オン（On）] に設定します。

ステップ 6

Service Catalog のブラウザ セッションを再起動すると、カスタマイズしたページが表示されます。

ページ ヘッダーおよびフッターのカスタマイズ
カスタム ページ ヘッダーおよびフッターは、標準のページ ヘッダーおよびフッターに追加して
表示されます。これらの代わりに表示されるわけではありません。ヘッダーおよびフッターHTML
ファイルには、適切と思われる任意の HTML コマンド（デフォルトの Service Catalog スタイルの
使用を含む）が含まれます。
たとえば、footer.html ファイルで次のようなコンテンツを使用するとします。
<img src="/RequestCenter/images/eAdmin.gif"
alt="eAdmin logo" align="top" name="eAdminLogo"/>

この結果、フッターは次のように表示されます。この図で、「Technology by Cisco」のロゴが My
Services の標準ページ フッターです。
図 21：フッターのロゴ
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