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Self-Service プロビジョニング
セルフサービスプロビジョニングを使用して仮想マシン（VM）またはアプリケーションをプロ
ビジョニングできます。セルフサービスプロビジョニングを使用し、VMまたはアプリケーショ
ンをプロビジョニングするには、最初にサービスリクエストを作成する必要があります。この操

作によって、次の内容を含む VM作成のワークフローが開始されます。

•予算の検証

•動的なリソース割り当て

•承認

•プロビジョニング

•ライフサイクルセットアップ
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•サービスリクエストのステータスに関する通知

サービスリクエスト
セルフサービスプロビジョニング機能を使用してサービスリクエストを作成し、仮想マシン

（VM）、サービス、またはアプリケーションをプロビジョニングできます。サービスリクエス
トプロセスではVM作成用のプロビジョニングワークフローを作成しますが、これには次のアク
ションが含まれます。

•予算の検証

•動的なリソース割り当て

•承認

•プロビジョニング

•ライフサイクルの設定および通知

[展開構成（DeploymentConfiguration）]ペインでCPUコアの数またはメモリ割り当てを変更す
ると、総コストが自動的に更新されて表示されます。

（注）

VMをプロビジョニングするまたはオーケストレーションワークフローを実行するには、最初に
サービスリクエストを作成する必要があります。必要に応じて、VMをプロビジョニングするか
ワークフローを実行する前に、1～ 2人の管理者または指定されたユーザに承認を要求すること
ができます。VMはただちに承認することも、オリジナルのリクエストから 90日以内に承認する
ようにスケジュールすることもできます。

標準カタログタイプを使用したサービスリクエストの作成

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 3 [リクエストの作成（Create Request）]をクリックします。

ステップ 4 [リクエストの作成（Create Request）]ダイアログボックスで、[標準（Standard）]をクリックします。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入
力します。

説明名前

[カタログの選択リクエスト（Catalog Selection Request）]ペイン
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説明名前

VM所有者

このラジオボタンを選択して VMをプロビジョニ
ングするお客様の組織を選択します。

[顧客組織（Customer Organizations）]オプションボ
タン

[選択（Select）]をクリックして VMをプロビジョ
ニングする顧客組織を選択します。

有効な vDCのある顧客組織が表示されます。

このフィールドが表示されるのは、[顧客
組織（Customer Organizations）]オプショ
ンボタンをオンにした場合のみです。

（注）

[サービスリクエストの作成（Create Service
Request）]を [カタログ（Catalog）]ページから選択
した場合に表示されるグループリストは、左側の

ペインで選択したユーザグループによって異なり

ます。

[顧客組織（Customer Organizations）]フィールド

このラジオボタンを選択して VMをプロビジョン
するユーザを選択します。

[ユーザ（User）]ラジオボタン

[選択（Select）]をクリックして VMをプロビジョ
ニングするユーザを選択します。このリストには、

ユーザへのリソース割り当てを許可するグループか

らのユーザが表示されます。

現在、特定のエンドユーザに割り当てる

ことができるのは、VMwareクラウド内
の VMだけです。

（注）

[サービスリクエストの作成（Create Service
Request）]を [カタログ（Catalog）]ページから選択
した場合に表示されるユーザリストは、左側のペ

インで選択したユーザグループによって異なりま

す。

[ユーザ（User）]フィールド

VMアクセス共有

[選択（Select）]をクリックして、VM情報へのア
クセスのみを許可するユーザを選択します。

選択したユーザには、VMへのアクセスのみが許可
されます。管理タスクを実行することはできませ

ん。

[アクセス権限のあるユーザ（Users with Access
Privilege）]フィールド
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説明名前

[選択（Select）]をクリックして、VMの管理のみ
を許可するユーザを選択します。

選択したユーザは、VMの管理タスクを実行できま
す。

[管理権限のあるユーザ（Users with Manage
Privilege）]フィールド

カタログタイプを表示します。次のいずれかを設

定できます。

• [標準（Standard）]

• [詳細（Advanced）]

• [サービスコンテナ（Service Container）]

• [VDI]

[詳細（Advanced）]は、オーケストレー
ションワークフローのために使用されま

す。

（注）

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト

VMのプロビジョニングに使用されるカタログを選
択します。

[カタログ（Catalog）]ページで [サービスリクエス
トの作成（Create Service Request）]を選択した場合
は、カタログを選択できません。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダウン
リスト

サービスリクエストの送信前に予算割り当て、リ

ソース、リソース利用状況のアセスメントを実行す

るには、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、アセスメ

ントの概要は [導入アセスメント（Deployment
Assessment）]ペインに表示されます。

このオプションは、VMwareカタログと、
ISOベースではないカタログに対してのみ
表示されます。

重要

[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）]チェックボックス

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [プロビジョニング設定（Provisioning Configuration）]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

サービスリクエストの vDCを選択します。[vDCの選択（Select vDC）]ドロップダウンリスト
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説明名前

VMの名前を指定します。

名前を指定しない場合、システムは自動的にVMの
名前を生成します。

[VM名（VM Name）]フィールド

[選択（Select）]をクリックして、サービスリクエ
ストのゲスト OSを選択します。

[ゲスト OS（Guest OS）] フィールド

ドロップダウンリストからvCPU数を選択します。

このフィールドは、VMwareコンピューティングポ
リシーを作成するときに、[VMのサイズ変更を許
可（AllowResizing of VM）]チェックボックスをオ
ンにした場合にのみ入力、編集できます。

[vCPU数（Number of vCPUs）]ドロップダウンリ
スト

ドロップダウンリストからメモリ容量を選択しま

す。

このフィールドは、VMwareコンピューティングポ
リシーを作成するときに、[VMのサイズ変更を許
可（AllowResizing of VM）]チェックボックスをオ
ンにした場合にのみ入力、編集できます。

[メモリ（Memory）]ドロップダウンリスト

[選択（Select）]をクリックし、カタログの作成時
に指定のものとは異なるアプリケーションカテゴ

リを選択します。

[カテゴリ（Category）]フィールド

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [導入設定（Deployment Configuration）]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMがプロビジョニングされる VDC。

VDCは管理者によって定義されます。

[VDCの選択（Select VDC）]ドロップダウンリス
ト

VM名またはプレフィクス。[VM名または VMプレフィクス（VM Name or VM
Prefix）]フィールド

導入の設定に関するコメント。[コメント（Comment）]フィールド
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説明名前

[今すぐ（Now）]または [あとで（Later）]のいずれ
かを選択します。

[今すぐ（Now）]を選択することで、今後 90日以
内であればいつでもプロビジョニングを設定できま

す。[あとで（Later）]を選択すると、日付選択用の
カレンダー、時間と分のドロップダウンリスト、

および AMまたは PMのオプションボタンが表示
されます。

[プロビジョニング（Provision）]ドロップダウンリ
スト

この日数が経過すると VMが終了します。

このオプションは、[次の期間後にVMの
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）]チェックボックスがオンの場合
に表示されます。

（注）

[日数（Days）]カレンダー

選択した時間が経過すると VMが終了します。

このオプションは、[次の期間後にVMの
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）]チェックボックスがオンの場合
に表示されます。

（注）

[時間（Hours）]ドロップダウンリスト

選択した時間（分単位）が経過するとVMが終了し
ます。

このオプションは、[次の期間後にVMの
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）]チェックボックスがオンの場合
に表示されます。

（注）

[分（Minutes）]ドロップダウンリスト

VMのリース期間が設定されている場合は、この
チェックボックスをオンにします。

[リース時間（Lease Time）]チェックボックス

デフォルトのコスト計算期間の設定

デフォルトコストを計算する期間を選択します。

デフォルトでは、この期間は [毎月（Monthly）]に
設定されています。

[請求期間（Charge Duration）]ドロップダウンリス
ト

コスト計算に含める月数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎月（Monthly）]を選択した場合のみ表
示されます。

（注）

[月（Month）]フィールド
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説明名前

コスト計算に含める日数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎日（Daily）]を選択した場合のみ表示
されます。

（注）

[日（Day）]フィールド

コスト計算に含める時間数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎時（Hourly）]を選択した場合のみ表
示されます。

（注）

[時間（Hours）]フィールド

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 12 [カスタム仕様（Custom Specification）]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

プロビジョニングされる VMの CPUコアを選択し
ます。

このリストは、[コンピューティングポリ
シー（Computing Policy）]ダイアログ
ボックスボックスでサイズ変更オプショ

ンを選択した場合に開きます。

（注）

[CPUコア（CPU Cores）]ドロップダウンリスト

プロビジョニングされるVMのメモリ量を選択しま
す。

このリストは、[コンピューティングポリ
シー（Computing Policy）]ダイアログ
ボックスボックスでサイズ変更オプショ

ンを選択した場合に開きます。

（注）

[メモリ（Memory）]ドロップダウンリスト

[デフォルトのコスト計算期間の設定（Default Cost
Computation Period Settings）]フィールドに入力した
値に基づいて、概算 SRコストが表示されます。

[概算SRコスト予測（Approximate SRCost Estimate）]
フィールド
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説明名前

プロビジョニングされる VMのストレージエント
リをカスタマイズするオプションを選択します。

このカスタムリストは、選択されたカタ

ログの作成時に仮想ストレージカタログ

が有効であった場合に開きます。

仮想ストレージカタログの作成の詳細に

ついては、ポリシーを参照してください。

カタログの作成時にこのオプションを有

効化した場合の詳細については、カタロ

グ管理についてを参照してください。

（注）

[ストレージ階層（StorageTier）]ドロップダウンリ
スト

VMのプロビジョニングに望ましいハードディスク
のサイズを選択します。使用可能なデータストアの

リストは、ストレージポリシーで指定されたスコー

プ条件によって異なります。ストレージポリシー

でこのオプションを有効または無効にできます。

ディスクをテーブルから選択し、データストアを選

択するには、鉛筆アイコンをクリックします。

ストレージポリシー内の [ディスクのリ
サイジングを許可する（Allow Resizing of
Disk）]チェックボックスを有効にする
と、ディスクサイズを編集できるように

なります。

（注）

[ディスクのデータストア（Disk Datastores）]テー
ブル

ステップ 13 ディスクのデータストアを選択するには、ディスクをリストから選択し、[鉛筆（Pencil）]アイコンをク
リックします。

ステップ 14 [選択（Export Report）]をクリックして、使用可能なデータストアを表示します。

ステップ 15 リストからデータストアを選択し、[選択（Select）]をクリックします。

ステップ 16 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 17 （任意） 複数のディスクを含むテンプレートの場合は、各ディスクのデータストアを選択します。

ステップ 18 [カスタム仕様（Custom Specification）]ペインで、[選択（Select）]をクリックして利用可能なVMネット
ワークを参照します。

このオプションは、この VMプロビジョニングのサービスリクエストで選択された VDCに関
連するネットワークポリシーで、[エンドユーザにオプションの NICの選択を許可（Allow end
user to select optional NICs）]チェックボックスまたは [エンドユーザによるポートグループ選択
を許可（Allow end user to choose portgroups）]チェックボックスがオンの場合にのみ使用できま
す。詳細については、ネットワークポリシーの追加を参照してください。

（注）
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ステップ 19 VMネットワークをリストから選択し、[選択（Select）]をクリックします。

ステップ 20 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 21 [カスタムワークフロー（Custom Workflow）]ペインの詳細を入力します。
カスタムワークフローの入力は、VMのプロビジョニング用に選択されたカタログの [プロビ
ジョニング後のカスタムアクション（Post Provisioning CustomActions）]が有効な場合に適用さ
れます。このシナリオでは、プロビジョニング後のワークフローで、ユーザはカスタム入力を

指定できます。

（注）

ステップ 22 [Next]をクリックします。
使用可能なデータストアのリストは、ストレージポリシーで指定されたスコープ条件によって

異なります。各ディスクカテゴリ（システム、データ、データベース、切替、ログ）に対して

データストアを 1つだけ選択できます。

（注）

ステップ 23 [導入アセスメントの実行（Performdeployment assessment）]のチェックボックスをオンにした場合は、[導
入アセスメント（DeploymentAssessment）]ペインに表示されたアセスメントレポートをレビューします。
このアセスメントレポートがエラーを特定した場合、前のペインに戻り、要求を送信する前に、エラーを

修正する必要があります。アセスメントレポートにエラーが表示されない場合、[Next]をクリックしま
す。

ステップ 24 サービスリクエストの概要を確認します。

ステップ 25 [送信（Submit）]をクリックします。
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詳細カタログタイプを使用したサービスリクエストの作成

サービスリクエストの作成時に詳細カタログタイプを選択すると、オーケストレーションワー

クフローを実行できます。詳細カタログを作成する場合の手順は、標準カタログを作成する場合

とほぼ同じです。

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Requests）]タブを選択します。

ステップ 3 [リクエストの作成（Create Request）]をクリックします。

ステップ 4 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ダイアログボックスの [カタログの選択（Catalog
Selection）]セクションで、[グループ（Group）]、[カタログタイプ（Catalog Type）]（[詳細
（Advanced）]）、および [カタログ（Catalog）]（[ワークフロー（workflow）]）を選択します。

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ダイアログボックスの [カスタムワークフロー
（Custom Workflow）]セクションで、カスタムワークフローの入力値を入力します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 サービスリクエストの概要を確認します。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

カタログタイプを使用したサービスリクエストの作成：ベアメタル

はじめる前に

ベアメタルカタログ、およびプロビジョニングポリシーを作成している必要があります。

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 3 [リクエストの作成（Create Request）]をクリックします。

ステップ 4 [リクエストの作成（Create Request）]ダイアログボックスで、カタログタイプとして[ベアメタル（Bare
Metal）]を選択します。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入
力します。
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説明名前

[カタログの選択（Catalog Selection）]ペイン

システムにすでに存在するグループのリストから

ユーザグループを選択します。

[グループの選択（Select Group）]ドロップダウン
リスト

このフィールドは編集できません。ベアメタルが

表示されます。

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト

ドロップダウンリストからカタログを選択します。

作成したベアメタルカタログのリストが表示され

ます。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダウン
リスト

ステータスの更新を受け取る必要があるユーザの電

子メールアドレスを入力します。

[サービスリクエストサポート Eメール（Service
Request Support Email）]フィールド

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [ベアメタル導入設定（Bare Metal Deployment Configuration）]ペインで、サーバを選択します。
このペインは、ベアメタルプロビジョニングポリシーの作成中に [ユーザがサーバを選択できる（Allow
Users To Choose Servers）]チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。

ステップ 9 [ベアメタル導入設定（Bare Metal Deployment Configuration）]ペインで、[デフォルトのコスト計算期間の
設定（Default Cost Computation Period Settings）]フィールドを設定します。

説明名前

デフォルトコストを計算する期間を選択します。

デフォルトでは、この期間は [毎月（Monthly）]に
設定されています。

[請求期間（Charge Duration）]ドロップダウンリス
ト

コスト計算に含める月数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎月（Monthly）]を選択した場合のみ表
示されます。

（注）

[月（Month）]フィールド

コスト計算に含める日数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎日（Daily）]を選択した場合のみ表示
されます。

（注）

[日（Day）]フィールド
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説明名前

コスト計算に含める時間数を指定します。

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）]ドロップダウンリストから
[毎時（Hourly）]を選択した場合のみ表
示されます。

（注）

[時間（Hours）]フィールド

ステップ 10 [カスタムワークフロー（Custom Workflow）]ペインで、サービスプロファイル名を指定します。

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 12 サービスリクエストの概要を確認します。

ステップ 13 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

[送信（Submit）]をクリックすると、ワークフローがトリガーされ、ベアメタルサーバがプロビ
ジョニングされます。ワークフローが完了すると、選択したグループにベアメタルサーバが表示

されます。さらに、サーバのチャージバック期間が開始されます。

サーバのコストモデルを変更する場合は、ベアメタルのプロビジョニングポリシーでコストモ

デルの選択を編集する必要があります。

サービスリクエストワークフローと詳細
サービスリクエストの作成した後に、そのステータスとワークフローの確認、リクエストのキャ

ンセル、リクエストの再送信などを実行できます。これらの操作は、サービスリクエストリスト

の上部のツールバーボタンを使って制御できます。

サービスリクエストワークフロー

[ワークフローステータス（Workflow Status）]ボックスには、サービスリクエストおよびワーク
フローステップの詳細が表示されます。VMをプロビジョニングする一般的なサービスリクエス
トのワークフローには次のステップが含まれます。

1 開始：ユーザによるサービスリクエストの開始。

2 リソースの割り当て：仮想コンピューティングなどの必要なリソースがVMに割り当てられま
す。

3 承認：必要に応じて VMプロビジョニングが承認されます。このステップ時に、VMプロビ
ジョニング用に選択されたカタログで定義された承認者に電子メールが送信されます。
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4 プロビジョニング：VMが作成されプロビジョニングされます。

5 ライフサイクルスケジュールのセットアップ：セットアップ、スケジュール時間、および終了

の時間を含むライフサイクルのスケジューリングが設定されます。

6 通知：VMが作成されプロビジョニングされたことが電子メールでユーザに通知されます。

以下は、ワークフローの示す図です。

図 1：カタログサービスリクエストのワークフロー

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーションガイド
13

セルフサービスプロビジョニングの使用方法

サービスリクエストワークフロー



オプションのサービスリクエストワークフローステップには、次に示す予算の監視とリソース

制限の検査が含まれます。

•予算の監視：管理者はグループに対して予算化を有効にする必要があります。このステップ
は、新しいVMをプロビジョニングするための十分な予算がそのグループにあるかどうかを
判別します。

•リソース制限の検査：管理者はグループに対するリソース制限を有効にする必要がありま
す。この手順では、新しいVMをプロビジョニングするための十分なリソースがそのグルー
プで使用可能かどうかを判別します。

グループのサービスリクエストの読み取りアクセス許可が割り当てられているユーザは、サービ

スリクエストの進行状況を確認できます。

サービスリクエスト詳細

サービスリクエストの詳細には、サービスリクエストの概要、所有権、カタログ情報、および現

在のステータスの項目が含まれます。

説明名前

概要

サービスリクエスト ID番号。[要求 ID（Request ID）]

リクエストのタイプ（この場合は VMの作
成）。

要求タイプ（Request Type）

VMがプロビジョニングされる VDC。[VDC]

VMがプロビジョニングされるイメージ[イメージ]

サービスリクエストの作成時点。[リクエスト日時（Request Time）]

サービスリクエストのステータス（[完了
（Complete）]、[キャンセル（Canceled）]、[失
敗（Failed）]など）。

[リクエストのステータス（Request Status）]

任意のコメント。[説明]

所有権

サービスリクエストを開始したユーザが属する

グループ。

グループ

サービスリクエストを開始したユーザ。[送信ユーザ（Initiating User）]
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説明名前

VMがアクティブな期間。この時間を定義した
場合は、指定した時間の経過後にVMが削除さ
れます。

[期間（時間）（Duration(Hours)）]

VMがプロビジョニングされる時刻。この値を
定義した場合、VMはスケジュール設定された
日付の午前 6時にプロビジョニングされます。
定義しない場合は、サービスリクエストのワー

クフローステップが完了する際にVMがプロビ
ジョニングされます。

[予定時刻（Scheduled Time）]

カタログ情報

VDCの作成時に管理者が指定した電子メール
ID。

[VDC所有者の電子メール（VDCOwnerEmail）]

VMプロビジョニングのサービスリクエストを
承認する必要があるユーザ（定義されている場

合）。

[承認ユーザ（Approving Users）]

VMプロビジョニングの起点となるカタログ項
目の名前。

[カタログ名（Catalog Name）]

カタログ項目の説明。[カタログの説明（Catalog Description）]

VMプロビジョニングのコスト（見積）。この
コストはカタログ項目に対して定義されている

コストモデルに基づいています。

[サービスリクエストコスト（Service Request
Cost）]

各ワークフローステップのステータスを確認できます。警告メッセージやエラーメッセージ、リ

クエストの時刻などの詳細も表示されます。ワークフローステップは、それぞれのステータスを

示すため色分けされています。

説明カラーコード

ステップは未完了です。グレー

ステップは正常に完了しました。グリーン

ステップは失敗しました。失敗の理由も示され

ます。

赤
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説明カラーコード

ステップを完了するために追加の入力が必要で

す。たとえば、サービスリクエストに対して承

認者が定義されている場合、リクエストが承認

されるまではこのステップは完了しません。

青

承認者は [承認（Approvals）]タブで割り当てられたサービスリクエストを表示できます。（注）

サービスリクエストのワークフローステータスの表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 [サービスリクエスト（Service Request）]を選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]をクリックして、サービスリクエストの詳細とステータスを確認します。
デフォルトでは、[ワークフローステータス（WorkflowStatus）]タブがダイアログボックスに表示されま
す。

サービスリクエストのログ詳細の表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 [サービスリクエスト（Service Request）]を選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]をクリックし、[ログ（Log）]タブを選択します。
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サービスリクエストのスケジュール設定について
遅延プロビジョニングを使用して、VMプロビジョニングのスケジュールを後日に設定できます。
デフォルトプロビジョニングは、スケジュールされた日付の午前8:30に実行されます。日付が設
定されると、ワークフローの VMプロビジョニングステータスは変更を表示します。

サービスリクエストのスケジュール設定

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 3 [リクエストの作成（Create Request）]をクリックします。

ステップ 4 グループ、カタログタイプ、カタログを選択します。標準カタログタイプを使用したサービスリクエス

トの作成, （2ページ）を参照してください。

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [プロビジョニング（Provision）]フィールドで [あとで（Later）]オプションを選択し、[サービスリクエ
スト（Service Request）]ダイアログボックスでプロビジョニングの日付を選択します。

ステップ 7 [サマリー（Summary）]ウィンドウが表示されるまで [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

サービスリクエストの再送信について
失敗したサービスリクエストを再送信できます。サービスリクエストは、次に示す理由で失敗す

ることがあります。

• VMがプロビジョニングされるグループの予算制限（管理者により定義）を超過した。

• VMがプロビジョニングされるグループに対するリソース制限（管理者が定義している場合）
を超過した場合。

•サービスリクエストの関連情報が欠けている場合、プロビジョニングが失敗する可能性があ
ります。

サービスリクエストを再送信すると、前回の送信で失敗したワークフローステップからプロセス

が再開されます。たとえば、サービスリクエストがリソース割り当てワークフロー（ステップ
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2）で失敗した場合、このサービスリクエストを再送信すると、そのステップからプロセスが開
始されます。

サービスリクエストの再送信

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 再送信するサービスリクエストを選択します。

ステップ 5 [リクエストの再送信（Resubmit Request）]をクリックします。

その他のサービスリクエスト機能

サービスリクエストのキャンセル

システムの管理者は、作成されたすべてのサービスリクエストをキャンセルできます。MSP管理
者またはグループ管理者である場合、自身が作成、または管理しているグループメンバーのユー

ザが作成した、サービスリクエストをキャンセルできます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 キャンセルするサービスリクエストのエントリを選択します。

ステップ 5 [リクエストのキャンセル（Cancel Request）]をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックして、サービスリクエストをキャンセルします。
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サービスリクエストのロールバック

サービスリクエストがオーケストレーションワークフローまたはフェンスドコンテナの導入を

使用して作成されている場合は、サービスリクエストをロールバックできます。

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 ロールバックするサービスリクエストを選択します。

ステップ 5 [ロールバックリクエスト（Rollback Request）]を右クリックし、選択します。

ステップ 6 [ロールバックサービスリクエスト（Rollback Service Request）]ダイアログボックスでロールバックしな
ければならないサービスリクエストのタスクを選択します。

デフォルトでは、サービスリクエストのすべてのタスクのチェックボックスがオンになっています。

ステップ 7 （任意） [ロールバックタスクが失敗した場合、ロールバックを中止（Abort rollback, if any rollback task
fails）]チェックボックスをチェックします。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

サービスリクエストのアーカイブ

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 アーカイブするサービスリクエストを選択します。

ステップ 5 [アーカイブ（Archive）]をクリックします。

ステップ 6 [リクエストのアーカイブ（Archive Request）]ダイアログボックスで、[アーカイブ]をクリックします。
アーカイブされたすべてのリクエストを表示するには、[アーカイブ済みのサービスリクエスト（Archived
Service Requests）]タブを選択します。
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次の作業

このアーカイブ済みのサービスリクエストを後で使用する必要がある場合、再付与が可能です。

詳細については、アーカイブ済みのサービスリクエストの回復, （22ページ）を参照してくださ
い。

サービスリクエストの削除

CiscoUCSDirectorでは、アーカイブ済みのサービスリクエストを削除できます。削除されたサー
ビスリクエストは Cisco UCS Directorから永久に削除されます。

2つの方法のいずれかで削除するアーカイブ済みのサービスリクエストを入力することもできま
す。

• [アーカイブ済みのサービスリクエスト（Archived Service Requests）]ページ上でサービスリ
クエストを選択し、[削除リクエスト（Delete Requests）]アクションをクリックします。

• [消去リクエスト（PurgeRequests）]アクションを選択し、アーカイブされたサービスリクエ
スト IDを入力します。

いずれの方法でも、指定されたサービスリクエストを恒久的に削除します。唯一の違いは、デー

タの入力方法です。

アーカイブ済みのサービスリクエストのみ削除できます。アーカイブサービスリクエストにつ

いての詳細は、『Cisco UCS Director Administration Guide [英語]』の最新リリースを参照してくだ
さい。アクティブなサービス要求をアーカイブすることができないため、進行中であるか、また

は進行中の子サービス要求を含むサービスリクエストは削除できません。

また、進行中であるか、失敗したロールバックがあるサービスリクエストは削除できません。例

えば、サービスリクエスト (SR) 100のロールバックの送信、サービスリクエスト (SR) 101のロー
ルバックの生成などです。SR 101の実行中は、SR 100は削除できません。さらに SR 101が失敗
した場合、SR 100は削除できません。

サービスリクエストを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [組織（Organizations）] > [サービスリクエスト（Service Requests）]の順に選択します。

ステップ 2 [アーカイブ済みのサービスリクエスト（Archived Service Requests）]タブをクリックします。

ステップ 3 サービスリクエストの IDの入力は、キーボードを使用するか、[アーカイブ済みのサービスリクエスト
（Archived Service Requests）]レポートからサービスリクエストを選択することのみから行えます。
サービスリクエスト IDを入力するには、次の手順に進みます。サービスリクエストを選択する場合は、
次のようにします。

a) 削除するサービスリクエストを選択します。
システムの他のアプリケーションとして複数のアイテムを選択できます。例えば、Windows
では、Ctrlキーを押しながら他のアイテムを選択するか、Shiftで複数のアイテムを選択しま
す。

（注）
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サービスリクエストを 1つ以上選択すると、[削除リクエスト（Delete Requests）]アクションが表示さ
れます。

b) [削除リクエスト（Delete Requests）]アクションをクリックします。
c) [削除リクエスト（Delete Requests）]ダイアログボックスで、[削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 4 サービスリクエストを入力するには、次の手順を実行します。

a) [消去リクエスト（Purge Requests）]をクリックします。
b) [削除リクエスト（Delete Requests）]ダイアログで、削除するサービスリクエストの IDを [SR ID（SR

Ids）]テキストフィールドに入力します。IDの範囲を指定する場合にはハイフンを使用し、範囲か、
個別の IDを区切るためにはカンマを使用します。例えば、101-111、113、116-118などです。

c) [削除（Delete）]をクリックします。

特定グループのサービスリクエストの表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

デフォルトは [すべてのユーザグループ（All User Groups）]で、すべてのサービスリクエストが表示され
ます。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

グループ用サービスリクエスト履歴の検索

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 3 ツールバーで、[検索と置換（Search and Replace）]をクリックします。

ステップ 4 [検索と置換（Search and Replace）]ダイアログボックスの検索フィールドに、検索条件を入力します。次
の情報を入力する必要があります。

•アセット ID

•アセットタイプ

•新しいアセットフォーム
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•サービスリクエストの選択

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

グループ用サービスリクエストのレポートのエクスポート

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルからグループ名を選択します。

ステップ 3 [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 4 ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [レポートのエクスポート（Export Report）]ダイアログボックスで、レポート形式を選択します。
レポートの形式は、PDF、CSV、XLSです。

ステップ 6 [レポートの生成（Generate Report）]をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 7 レポートを開いて、システムに保存するために、[ダウンロード（Download）]をクリックします。

アーカイブ済みのサービスリクエストの回復

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 [アーカイブ済みのサービスリクエスト（Archived Service Requests）]タブを選択します。

ステップ 3 回復するサービスリクエストを選択します。

ステップ 4 [アーカイブ解除（Unarchive）]をクリックします。

サービスリクエストの承認プロセス
VMをプロビジョニングする前に、サービスリクエストは VDC内で指名された指定承認者によ
り承認される必要があります。1つのグループに対して 人または2人の承認者を定義できます。
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•作成されたサービスリクエストワークフローには、承認者の名前を表示する VM承認を必
要とするステップがあります。

•サービスリクエスト通知電子メールが承認者に送信されます。承認者は [承認（Approvals）]
タブですべての保留中のリクエストを確認できます。

•承認が認可された後 VMのプロビジョニングが開始されます。

承認者の定義の詳細については、仮想データセンターを参照してください。（注）

サービスリクエストの承認

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2 [承認記録（My Approvals）]タブを選択します。

ステップ 3 承認するサービスリクエストのエントリを選択します。

ステップ 4 （任意） 詳細を確認するため、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
ワークフローと入力/出力情報を確認できます。確認し終わったら、[閉じる（Close）]をクリックします。

ステップ 5 [承認（Approve）]をクリックします。

ステップ 6 必要に応じて、[サービスリクエスト（Service Request）]ダイアログボックスでコメントを追加します。

ステップ 7 [承認（Approve）]をクリックします。

サービスリクエストの拒否

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2 [承認記録（My Approvals）]タブを選択します。

ステップ 3 拒否するサービスリクエストエントリを選択します。

ステップ 4 （任意） [詳細の表示（View Details）]をクリックして詳細を確認した後、[閉じる（Close）]をクリック
します。

ステップ 5 [却下（Reject）]をクリックします。

ステップ 6 必要に応じて、[サービスリクエスト（Service Request）]ダイアログボックスでコメントを追加します。

ステップ 7 [却下（Reject）]をクリックします。
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サービスリクエストの承認情報の表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2 [承認記録（My Approvals）]タブを選択します。
すでに完了している承認と、保留中の承認がリストされます。

サービスリクエスト承認履歴の検索

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2 [承認記録（My Approvals）]タブを選択します。
すでに完了している承認と、保留中の承認がリストされます。

ステップ 3 [検索（Search）]フィールドに、検索語を入力します。
検索条件に一致するサービスリクエストが表示されます。

サービスリクエスト承認のレポートのエクスポート

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2 [承認記録（My Approvals）]タブを選択します。

ステップ 3 リストからグループ名を選択します。

ステップ 4 ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [レポートのエクスポート（Export Report）]ダイアログボックスで、レポート形式を選択します。
レポートの形式は、PDF、CSV、XLSです。

ステップ 6 [レポートの生成（Generate Report）]をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 7 レポートを開いて、システムに保存するために、[ダウンロード（Download）]をクリックします。
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サービスリクエストの予算作成

今月の利用可能な予算の表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、[すべてのユーザグループ（All User Groups）]または特定のユーザグループを選択し
ます。

ステップ 3 [今月の利用可能な予算（Current Month Budget Availability）]タブを選択します。

予算エントリの表示

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（ServiceRequests）] >の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

ステップ 3 [予算エントリ（Budget Entries）]タブを選択します。

予算エントリの追加

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）] > [サマリー（Summary）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のパネルから、ユーザグループを選択します。

ステップ 3 [予算エントリ（Budget Entries）]タブを選択します。

ステップ 4 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 5 [予算エントリの追加（Add Budget Entry）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

予算エントリの名前。[エントリ名（Entry Name）]フィールド

1カ月あたりの予算額。[予算額（Budget Amount）]フィールド

年を選択します。[年（Year）]ドロップダウンリスト
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説明名前

月を選択します。[月（Month）]ドロップダウンリスト

同じ予算額を繰り返す月の数を選択します。[リピートエントリ（Repeat Entries）]ドロップダウ
ンリスト

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。
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