セルフサービス プロビジョニングの使用方
法
この章は、次の項で構成されています。
• Self-Service プロビジョニング, 1 ページ
• サービス リクエスト, 2 ページ
• サービス リクエスト ワークフローと詳細, 15 ページ
• サービス リクエストのスケジュール設定について, 20 ページ
• サービス リクエストの再送信について, 20 ページ
• その他のサービス リクエスト機能, 21 ページ
• サービス リクエストの承認プロセス, 26 ページ
• サービス リクエストの予算作成, 28 ページ

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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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

• 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

（注）

[導入設定（Deployment Configuration）] 画面で CPU コアの数や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。
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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

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）] 画面で、カタログ タイプとして [標準（Standard）] 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）] 画面で、次のフィールドに値を入力しま
す。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

説明

[名前（Name）]

[カタログの選択リクエスト（Catalog Selection Request）] 画面
[VM所有者（VM Ownership）]
[顧客組織（Customer Organization）] ラジオ ボ
タン

VM をプロビジョニングする対象の顧客組織を
選択するには、このオプション ボタンを選択し
ます。

[顧客組織（Customer Organizations）] フィール [選択（Select）] をクリックして VM をプロビ
ド
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。
[サービス リクエストの作成（Create Service
Request）] を [カタログ（Catalog）] 画面から選
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。
（注）

[ユーザ（User）] ラジオ ボタン

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）] フィールド

[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。
[サービス リクエストの作成（Create Service
Request）] を [カタログ（Catalog）] 画面から選
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。
（注）

VM アクセス共有
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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

[名前（Name）]

説明

[アクセス権限のあるユーザ（Users with Access [選択（Select）] をクリックして、VM 情報への
Privilege）] フィールド
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。
[管理権限のあるユーザ（Users with Manage
Privilege）] フィールド

[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。

[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダ
ウン リスト

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）
• 詳細設定（Advanced）
• [サービス コンテナ（Service Container）]
• [VDI]
（注）

[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。

[カタログの選択（Select Catalog）] ドロップダ VM のプロビジョニングに使用されるカタログ
ウン リスト
を選択します。
[カタログ（Catalog）] 画面で [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。
[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）] チェック ボックス

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。
重要
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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。

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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 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）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
説明

[名前（Name）]

[vDC の選択（Select vDC）] ドロップダウン リ サービス リクエストの vDC を選択します。
スト
[VM 名（VM Name）] フィールド

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。

[ゲスト OS（Guest OS）] 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。

[vCPU 数（Number of vCPUs）] ドロップダウン ドロップダウン リストから vCPU 数を選択しま
リスト
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（Allow Resizing of VM）] をオンに
した場合にのみ入力および編集ができます。
[メモリ（Memory）] 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（Allow Resizing of VM）] をオンに
した場合にのみ入力および編集ができます。

[カテゴリ（Category）] フィールド

[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。

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）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
[名前（Name）]

説明

[VDC の選択（Select VDC）] ドロップダウン リ VM がプロビジョニングされる VDC。
スト
VDC は管理者によって定義されます。
[VM 名または VM プレフィクス（VM Name or VM 名またはプレフィクス。
VM Prefix）] フィールド
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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

[名前（Name）]

説明

[コメント（Comment）] フィールド

導入の設定に関するコメント。

[プロビジョニング（Provision）] ドロップダウ [今すぐ（Now）] または [あとで（Later）] のい
ン リスト
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。
[日数（Days）] カレンダー

この日数が経過すると VM が終了します。
（注）

[時間（Hours）] ドロップダウン リスト

選択した時間が経過すると VM が終了します。
（注）

[分（Minutes）] ドロップダウン リスト

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）] がオンの場合に表示され
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）] がオンの場合に表示され
ます。

選択した時間（分単位）が経過すると VM が終
了します。
（注）

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）] がオンの場合に表示され
ます。

[リース時間（Lease Time）] チェック ボックス VM のリース時間が設定されていることを表示
する場合にオンにします。
デフォルトのコスト計算期間の設定
重要

VDC を追加または変更するときに [コ
スト詳細情報の表示の無効化（Disable
displaying cost details）] チェック ボック
スをオンにした場合、この情報は表示
されません。

[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン
リスト
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[名前（Name）]

説明

[月（Month）] フィールド

コスト計算に含める月数を指定します。
（注）

[日（Day）] フィールド

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。

コスト計算に含める日数を指定します。
（注）

[時間（Hours）] フィールド

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。

コスト計算に含める時間数を指定します。
（注）

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。

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）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
[名前（Name）]

説明

[CPU コア（CPU Cores）] ドロップダウン リス プロビジョニングされる VM の CPU コアを選
ト
択します。
（注）

このリストは、[コンピューティング
ポリシー（Computing Policy）] 画面で
サイズ変更オプションを選択した場
合に開きます。
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[名前（Name）]

説明

[ソケットあたりのコア数（Cores Per Socket）]
ドロップダウン リスト

プロビジョニングされる VM のソケットあたり
のコア数を選択します。ソケットあたりの使用
可能なコア数は、VM コンピューティング ポリ
シーで指定されます。
表示される値は、VM コンピューティング ポリ
シーと選択された CPU の数に基づきます。[ソ
ケットあたりのコア数（Cores Per Socket）] ド
ロップダウン リストの値は、CPU カウントの
約数です。たとえば、CPU カウントが 4 で、
VM コンピューティング ポリシーに指定された
コアあたりに許可されるソケット数が 1、2、
3、および 4 の場合、[ソケットあたりのコア数
（Cores Per Socket）] ドロップ ダウン リストに
1、2、および 4 が使用可能なオプションとして
表示されます。

[メモリ（Memory）] 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。
（注）

[概算SRコスト予測（Approximate SR Cost
Estimate）] フィールド

[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。
重要
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このリストは、[コンピューティング
ポリシー（Computing Policy）] 画面で
サイズ変更オプションを選択した場
合に開きます。

VDC を追加または変更するときに [コ
スト詳細情報の表示の無効化（Disable
displaying cost details）] をオンにした場
合、この情報は表示されません。

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

説明

[名前（Name）]

[ストレージ階層（Storage Tier）] ドロップダウ プロビジョニングされる VM のストレージ エン
ン リスト
トリをカスタマイズするオプションを選択しま
す。
（注）

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。

[ディスクのデータストア（Disk Datastores）]
テーブル

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。
（注）

ストレージ ポリシー内の [ディスクの
サイズ変更を許可（Allow Resizing of
Disk] オプションを有効にした場合
は、ディスクのサイズを編集できま
す。

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）] 画面で、[選択（Select）] をクリックして使用可能な VM
ネットワークを表示します。
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（注）

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）] 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）] 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。

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）] 画面の詳細を入力します。
（注）
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 Custom Actions）] 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。

ステップ 22

[Next] をクリックします。
（注）
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。

ステップ 23

[導入アセスメントの実行（Perform deployment assessment）] をオンにした場合は、[導入アセスメ
ント（Deployment Assessment）] 画面に表示されたアセスメント レポートを確認します。
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、[次へ
（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。

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。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

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）] 画面で、カタログ タイプとして [詳細（Advanced）] 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

[カタログの選択（Catalog Selection）] 画面で、[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 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[カスタム ワークフロー（Custom Workflow）] 画面で、カスタム ワークフローの入力値を入力し
ます。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10

サービス リクエストの概要を確認します。

ステップ 11

[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。

手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

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）] 画面で、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）] 画面で、次を含む必須フィールドに値を入
力します。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーション ガイド
11

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

名前

説明

[カタログの選択（Catalog Selection）] ペイン
[グループの選択（Select Group）] ドロップダウ システムにすでに存在するグループのリストか
ン リスト
らユーザ グループを選択します。
[カタログ タイプ（Catalog Type）] 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。

[カタログの選択（Select Catalog）] ドロップダ ドロップダウン リストからカタログを選択しま
ウン リスト
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。
[導入アセスメントの実行（Perform Deployment 指定した情報を使用して導入アセスメントを実
Assessment）] チェック ボックス
行する場合にオンにします。

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）] 画面で、次を含む必須フィールドに
値を入力します
次の表に、Cisco UCS Manager アカウントに表示されるフィールドのリストを示します。
名前

説明

[サーバ（Server）] ドロップダウン リスト

ベア メタル プロビジョニング ポリシーの作成
時に [ユーザにサーバの選択を許可する（Allow
Users to Select Servers）] をオンにした場合、こ
のドロップダウン リストを使用してサーバのプ
ロビジョニングを実行するサーバを選択できま
す。
サーバを選択した後に、CPU、メモリ、スト
レージの詳細情報などのリソース情報が表示さ
れます。この情報は、ベア メタル サーバのプ
ロビジョニング ポリシーの作成時に [サーバ リ
ソースをユーザに表示（Show Server Resources
to User）] をオンにした場合にのみ表示されま
す。
（注）
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[ユーザにサーバの選択を許可する
（Allow Users to Select Servers）] をオ
ンにしなかった場合はこのフィール
ドを編集できません。プロビジョニ
ング ポリシーに指定されている基準
に一致するサーバ名が読み込まれま
す。

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

名前

説明

[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン
リスト

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。

[月（Month）] フィールド

コスト計算に含める月数を指定します。
（注）

[日（Day）] フィールド

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。

コスト計算に含める日数を指定します。
（注）

[時間（Hours）] フィールド

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。

コスト計算に含める時間数を指定します。
（注）

[概算SRコスト予測（Approximate SR Cost
Estimate）] フィールド

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。

コスト予測を表示するには、[SR コスト予測の
コンピューティング（Compute SR Cost
Estimate）] オプションをクリックします。この
コスト予測は、この画面で入力した情報に基づ
いて計算されます。

コスト モデルがプロビジョニング ポリシーと関連付けられていない場合は、[請求期間
（Charge Duration）] フィールドや [概算 SR コスト予測（Approximate SR Cost Estimate）]
フィールドなどのコスト関連のすべてのフィールドは表示されません。コスト モデルが
ポリシーに関連付けられている場合、これらのフィールドは表示されます。
Cisco UCS Central アカウントにサービス リクエストを作成する場合は、次を含む必須フィールド
に値を入力します。
注目

名前

説明

[ドメイン グループ（Domain Group）] ドロップ ドメイン グループを選択できます。使用可能な
ダウン リスト
グループは、ベア メタル サーバのプロビジョ
ニング ポリシーで選択したドメイン グループ
によって特定されます。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
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

名前

説明

[ドメイン名（Domain Name）] ドロップダウン このリストには、ベア メタル サーバのプロビ
リスト
ジョニング ポリシーで選択したドメイン名が表
示されます。
[サーバ（Server）] ドロップダウン リスト

このリストには、選択したドメイン名で使用可
能なサーバが表示されます。

[CPU] フィールド

CPU の詳細を表示します。

[メモリ（Memory）] フィールド

メモリ情報を表示します。

[ストレージ（Storage）] フィールド

ストレージ関連の情報を表示します。
このフィールドは編集できません。

[OS イメージ（OS image）] ドロップダウン リ ドロップダウン リストから OS イメージを選択
スト
します。
このフィールドは、ベア メタル サーバのプロ
ビジョニング ポリシーで指定されたドメイン
マッピング パラメータに基づいて読み込まれま
す。デフォルトでは、ターゲット BMA とポリ
シーで選択した OS イメージがプロビジョニン
グに使用されます。ただし、ポリシーに何らか
のドメイン マッピング パラメータを指定した
場合は、マッピングされたドメインで選択した
OS イメージがデフォルトのイメージよりも優
先されます。

ステップ 9

[カスタム ワークフロー（Custom Workflow）] 画面で、サービス プロファイル名を指定します。

ステップ 10

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 11

サービス リクエストの導入アセスメントの概要を確認します。
この情報は、[カタログの選択（Catalog Selection）] 画面で [導入アセスメントの実行（Perform
Deployment Assessment）] をオンにした場合にのみ表示されます。

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。
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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 ワークフローと詳細

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。
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。
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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

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

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。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
サービス リクエスト詳細

• 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。
名前

説明

概要
[要求 ID（Request ID）]

サービス リクエスト ID 番号。

[要求タイプ（Request Type）]

リクエストのタイプ（この場合は VM の作
成）。

[VDC]

VM がプロビジョニングされる VDC。

[画像(Image)]

VM がプロビジョニングされるイメージ

[リクエスト日時（Request Time）]

サービス リクエストの作成時点。

[リクエストのステータス（Request Status）]

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）。

[説明(Comments)]

任意のコメント。

[所有権(Ownership)]
[グループ(Group)]

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。

[送信ユーザ（Initiating User）]

サービス リクエストを開始したユーザ。

[期間（時間）（Duration(Hours)）]

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。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
サービス リクエスト詳細

名前

説明

[予定時刻（Scheduled Time）]

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。

カタログ情報
[VDC 所有者の電子メール（VDC Owner Email）] VDC の作成時に管理者が指定した電子メール
ID。
[承認ユーザ（Approving Users）]

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）。

[カタログ名（Catalog Name）]

VM プロビジョニングの起点となるカタログ項
目の名前。

[カタログの説明（Catalog Description）]

カタログ項目の説明。

[サービス リクエスト コスト（Service Request
Cost）]

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。

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。
カラー コード

説明

グレー

ステップは未完了です。

グリーン

ステップは正常に完了しました。

赤

ステップは失敗しました。失敗の理由も示され
ます。

青

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。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
サービス リクエストのワークフロー ステータスの表示

（注）

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。

サービス リクエストのワークフロー ステータスの表示
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

ワークフローを表示するサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックし、[ワークフロー ステータス（Workflow Status）] 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。

サービス リクエストのログ詳細の表示
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

レポートをエクスポートするサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックし、[ログ（Log）] をクリックします。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーション ガイド
19

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
サービス リクエストのスケジュール設定について

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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

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 [後で（Later）] オプションを選択し、[サービス リ
クエスト（Service Request）] 画面でプロビジョニングの日付を選択します。

ステップ 7

[概要（Summary）] 画面が表示されるまで [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
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。
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セルフサービス プロビジョニングの使用方法
サービス リクエストの再送信

サービス リクエストの再送信
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

再送信するサービス リクエストを含む行をクリックします。

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。

手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

キャンセルするサービス リクエストを含む行をクリックします。

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。

手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

ロールバックするサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 5

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [リクエストのロールバック
（Rollback Request）] を選択します。

ステップ 6

[サービス リクエストのロールバック（Rollback Service Request）] 画面で、ロールバックする必要
があるサービス 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）] をオンにします。

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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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。
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ステップ 3

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

アーカイブするサービス リクエストを含む行をクリックします。

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）] 画面で、[アーカイブ（Archive）] をクリックしま
す。
[サービス リクエスト（Service Requests）] ページで、[アーカイブ済みのサービス リクエスト
（Archived Service Requests）] をクリックし、アーカイブ済みのすべてのリクエストを表示しま
す。

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, （26 ページ）を参照してくださ
い。

サービス リクエストの削除
Cisco UCS Director から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）] 画面でサービス リクエ
ストを選択し、[リクエストの削除（Delete Requests）] をクリックします。
• [リクエストの消去（Purge Requests）] を選択し、アーカイブされたサービス リクエストの
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』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。
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手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで [アーカイブされたサービス リクエスト
（Archived Service Requests）] をクリックします。

ステップ 3

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でのみサービス リクエストの ID を入力できま
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。
（注）
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。
サービス リクエストを 1 つ以上選択すると、[リクエストの削除（Delete Request）] アイコンが
表示されます。
b) [リクエストの削除（Delete Request）] をクリックします。
c) [リクエストの削除（Delete Request）] 画面で、[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) [リクエストの削除（Delete Request）] 画面の [SR ID（SR IDs）] で、削除するサービス リクエ
ストの ID を入力します。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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

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（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。
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選択したユーザ グループのすべてのサービス リクエストが表示されます。

グループ用サービス リクエスト履歴の検索
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 3

[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）] 画面で、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
• 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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Requests）] ページでユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで、[サービス リクエスト（Service Requests）]
をクリックします。

ステップ 4

[レポートのエクスポート（Export Report）] 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）] 画面で、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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アーカイブ済みのサービス リクエストの回復
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Services Requests）] ページで [アーカイブされたサービス リクエスト
（Archived Service Requests）] をクリックします。

ステップ 3

回復するサービス リクエストを含む行をクリックします。

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。
• 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。

（注）

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。

サービス リクエストの承認
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [マイ承認（My Approvals）] を選択します。

ステップ 2

承認するサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 3

（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。
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ステップ 4

[承認（Approve）] をクリックします。

ステップ 5

必要に応じて、[サービス リクエスト（Service Request）] 画面でコメントを追加します。

ステップ 6

[承認（Approve）] をクリックします。

サービス リクエストの拒否
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [マイ承認（My Approvals）] を選択します。

ステップ 2

拒否するサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 3

（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 4

[却下（Reject）] をクリックします。

ステップ 5

必要に応じて、[サービス リクエスト（Service Request）] 画面でコメントを追加します。

ステップ 6

[却下（Reject）] をクリックします。

サービス リクエストの承認情報の表示
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [マイ承認（My Approvals）] を選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] をクリックします。
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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [マイ承認（My Approvals）] を選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] をクリックします。
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。
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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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [マイ承認（My Approvals）] を選択します。

ステップ 2

レポートをエクスポートするサービス リクエストを含む行をクリックします。

ステップ 3

[レポートのエクスポート（Export Report）] をクリックします。

ステップ 4

[レポートのエクスポート（Export Report）] 画面で、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 5

[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 6

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。

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
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] を選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Requests）] ページでユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Requests）] ページで [現在の月予算の可用性（Current Month Budget
Availability）] をクリックします。
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予算エントリの表示
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [概要（Summary）] を選択します。

ステップ 2

[概要（Summary）] ページでユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[概要（Summary）] ページで [予算エントリ（Budget Entries）] をクリックします。

予算エントリの追加
手順
ステップ 1

[組織（Organizations）] > [概要（Summary）] を選択します。

ステップ 2

[概要（Summary）] ページでユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[概要（Summary）] ページで [予算エントリ（Budget Entries）] をクリックします。

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）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[エントリ名（Entry Name）] フィールド

予算エントリの名前。

[予算額（Budget Amount）] フィールド

1 カ月あたりの予算額。

[年（Year）] ドロップダウン リスト

年を選択します。

[月（Month）] ドロップダウン リスト

月を選択します。

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