サービス リクエストの使用
この章は、次の項で構成されています。
• サービス リクエストの表示, 1 ページ
• サービス リクエストのロールバック, 3 ページ
• サービス リクエストの再送信, 4 ページ
• サービス リクエストの承認と拒否, 5 ページ
• サービス リクエストの削除, 6 ページ

サービス リクエストの表示
サービス リクエストの詳細として、ワークフローでの進捗状態、サービス リクエスト ログ、サー
ビス リクエストによって作成されたオブジェクト、サービス リクエスト ワークフローの入力お
よび出力を表示できます。サービス リクエストの詳細を表示するには、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

[サービス リクエスト（Service 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

[サービスリクエスト（Service Request）] を選択します。

ステップ 4

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。[サービス リクエストのステータス（Service Request
Status）] 画面が表示されます。

ステップ 5

検討するサービス リクエストのさまざまな側面から選択します。
• [ワークフロー ステータス（Workflow Status）]：成功したタスク、失敗したタスク、および現在実行
中のタスク（該当する場合）が表示されます。
• [ログ（Log）]：デバッグ情報およびワークフロー タスクによって生成された情報、警告、エラー
メッセージが表示されます。
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• [作成/変更済みのオブジェクト（Objects Created and Modified）]：ワークフローによって作成されたオ
ブジェクトの詳細（所有テナント、アカウント、その他の情報）が表示されます。
• [入力/出力（Input/Output）]：ワークフロー タスクごとの入力および出力が表示されます。サービス
リクエストの入力および出力の表示, （2 ページ）を参照してください。
ステップ 6

[閉じる（Close）] をクリックします。

サービス リクエストの入力および出力の表示
[サービス リクエスト（Service Request）] ダイアログの [入力/出力（Input/Output）] 画面には、承
認時点でワークフローに含まれる各タスクの値のリストが表示されます。表示される入力または
出力には、次の 4 つのタイプがあります。
• 管理者の入力
• タスク入力
• タスク出力
• マッピングされた入力または出力。マッピングされた入力（または出力）の場合、[入力/出
力（Input/Output）] 列に対応するソース（またはターゲット）出力（または入力）の名前が
表示されます。たとえば、タスク入力が SendEmail_94 タスクの出力 EMAIL_ADDRESSES に
マッピングされている場合、[入力/出力（Input/Output）] 列には
SendEmail_94.EMAIL_ADDRESSES と表示されます。

（注）

サービス リクエストの入力および出力の値は、基盤となるワークフローが削除されても確認
できます。ただしその場合、入力値は編集できません。

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

[サービス リクエスト（Service 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

サービス リクエストをクリックします。[入力/出力（Input/Output）] テーブルが表示されます。

ステップ 4

[入力/出力（Input/Output）] をクリックします。この画面から、ワークフローに含まれるすべてのタスク
の入力および出力の値にアクセスできます。出力のタイプは、[入力/出力（Input/Output）] 列に表示され
ます。

ステップ 5

タスクを展開するには、左側の列に示されているフォルダ アイコンの横の矢印をクリックします。
テーブルに、タスクの入力および出力ごとのタイプ、名前、値が表示されます。
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サービス リクエストのロールバック
サービス リクエストのロールバック機能を使用して、実行されたワークフローのすべてまたは一
部を取り消すことができます。ロールバックを参照してください。
正常に実行されたほとんどのワークフロー タスクをロールバックできます。次に例外を示しま
す。
• 一部のタスクは、ロールバックできないように設計されています。
• 特定のワークフロー内のタスクに対してロールバックを無効にすることができます。次の説
明を参照してください。
ロールバック対象として選択されていないタスク（例：仮想リソースの作成タスク）によって行
われた変更は、取り消されません（仮想リソースは削除されません）。成功したサービス リクエ
スト全体をロールバックする場合、そのサービス リクエストのワークフローに含まれるすべての
タスク（上記にリストした例外を除く）がロールバックされます。

（注）

基礎となるワークフローが削除されても、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

[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

[サービス リクエスト（Service 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

ロールバックが必要なワークフローに対応するサービス リクエストを選択します。

ステップ 4

（任意）ワークフローによって影響を受けた資産を表示します。ワークフローの資産を表示するには、以
下のようにします。
a) [詳細の表示（View Details）] をクリックします。
b) [作成/変更済みのオブジェクト（Objects Created and Modified）] をクリックします。
ワークフローによって作成または変更されたすべてのオブジェクトがリストされます。
c) [閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 5

[リクエストのロールバック（Rollback Request）] をクリックします。

ステップ 6

初期状態では、ロールバック可能なすべてのタスクの横にあるチェックボックスがオンになっています。
ロールバックしないタスクをオフにします。
ロールバックが無効にされているタスク（ワークフロー内のタスクの設定を参照）の横のチェックボック
スはオフにされています。これらのタスクのロールバックをリクエストするためにチェックボックスをオ
ンにしてワークフローのロールバックを実行依頼すると、エラーが発生します。その場合、ロールバック
が無効にされているタスクのチェックボックスをオフにしてから、もう一度ワークフローのロールバック
を実行依頼する必要があります。
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ワークフローの複合タスク階層の任意のレベルでサブタスクをロールバックできます。[サービスリクエ
ストのロールバック（Rollback Service Request）] ダイアログの [タスク名（Task Name）] 列に各一覧表示
されたタスクの祖先が表示されます。
ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
[サービス リクエスト（Service Requests）] ページの [カタログ/ワークフロー名（Catalog/Workflow
Name）] 列から、ワークフローのロールバックが開始します。ロールバック サービス リクエスト
を右クリックし、[詳細の表示（View Details）] を選択して、リクエストのステータスを確認しま
す。

サービス リクエストの再送信
失敗したサービスリクエストやキャンセルされたサービスリクエストのすべてまたは一部を再送
信できます。

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

[サービス リクエスト（Service 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

失敗したサービス リクエストまたはキャンセルされたサービス リクエストをクリックします。

ステップ 4

（任意）サービス リクエストを再送信する前に、ワークフローのユーザ入力値を変更します。ワークフ
ローを再送信する前にユーザ入力を変更するには、管理者権限が必要です。
（注）
変更できるワークフローの入力は、ユーザ入力のみです。管理入力およびタスク入力を再送信
する前に変更することはできません。
入力値を変更するには、以下のようにします。
a) [詳細の表示（View Details）] をクリックします。
b) [入力/出力（Input/Output）] をクリックします。
c) 入力の新しい値を入力します。
d) [閉じる（Close）] 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。[サービスリクエストの再送信（Resubmit
Service Request）] ダイアログが表示されます。

ステップ 6

[ステップの再送信（Resubmit Step）] ドロップダウン メニューからサブタスクを選択します。ワークフ
ローがこのタスクから再送信されます。
ワークフローの失敗の原因となったサブタスク以前の任意のタスクを選択できます。
（注）

ネストされた複合タスクについては、任意の深さまでタスクを選択して再送信できま
す。
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ステップ 7

（任意）すべての承認が成功してからワークフローが失敗する場合は、[承認済みの場合は承認をスキッ
プします。（Skip approvals if already approved）] をオンして承認タスクをバイパスします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

サービス リクエストの承認と拒否
ワークフローには、ユーザ（通常は管理者、または予算に対して権限を持つユーザ）の承認を必
要とする承認タスクを含めることができます。その場合、ユーザが承認するまでは、そのワーク
フローを完了できません。ユーザの承認を必要とするワークフローを処理するには、次の手順を
実行します。

はじめる前に
指定のユーザ ID を持つユーザによる承認を必要とする承認タスクで、サービス リクエストが送
信されました。

ステップ 1

[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）] 画面の [承認記録ステータス（My Approval Status）] 列で [保留中（Pending）]
ステータスになっている承認を選択します。

ステップ 3

（任意）。サービス リクエストの詳細を表示するには、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 4

リクエストの処理内容を選択します。
• サービス リクエストを承認してワークフローの実行再開を許可するには、[承認（Approve）] をク
リックします。
• リクエストを拒否し、拒否済みの状態でリクエストを承認リストに残すには、[拒否（Reject）] をク
リックします。
（注）
承認を拒否すると、ワークフローは承認タスクの [失敗時（On failure）] パスに沿って続行
されます。[失敗時（On failure）] パスを使用して、例えば承認が拒否されたことをユーザ
に通知するための電子メール タスクを実行することができます。または、別の承認タスク
を実行して、別のユーザにタスクを承認する機会を与えることもできます。
• リクエストを拒否して承認リストから削除するには、[リクエストのキャンセル（Cancel Request）]
をクリックします。この場合、ワークフローは承認タスクで失敗状態になって停止します。
[承認（Approve）] または [拒否（Reject）] を選択した場合は、[サービス リクエスト（Service Request）]
画面が表示されます。次の手順に進みます。
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[リクエストのキャンセル（Cancel Request）] を選択した場合は、[サービス リクエストのキャンセル（Cancel
Service Request）] ダイアログが表示されます。次の手順は省略します。
ステップ 5

（任意）[サービス リクエスト（Service Request）] 画面で、[コメント（Comment）] フィールドにコメン
トを入力します。

ステップ 6

選択したアクション（[承認（Approve）]、[拒否（Reject）]、または [リクエストのキャンセル（Cancel
Request）]）に対応するボタンをクリックしてアクションを完了します。

次の作業
承認リスト内のワークフローのステータスを確認するには、[詳細の表示（View Details）] をクリッ
クします。
キャンセルしたワークフローまたは承認リストに含まれていないワークフローのステータスを確
認するには、メインメニューから [組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）]
の順に選択します。

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。
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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

[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。
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