
インベントリの管理

エンドポイントインベントリを使用して、エンドポイントを追加、更新、または削除できます。

電話番号の追加と更新、特定ユーザ向けの電話番号の予約、および [予約済み（Reserved）]状態
の指定期間が経過した電話番号のクリアが可能です。

Provisioningでは、内部のアセット管理インベントリシステムで、すべてのサービスとユーザに
関する情報を追跡しています。管理者は、この情報を閲覧し、HTML形式またはMicrosoft Excel
形式のレポートテンプレートの生成に使用できる高度な検索を作成して、保存することができ

ます。

• エンドポイントインベントリの管理, 1 ページ

• 電話番号の管理 , 5 ページ

• インベントリの検索, 9 ページ

エンドポイントインベントリの管理
ドメインに基づくエンドポイントインベントリレポートを表示できます。 [エンドポイントイン
ベントリ（Endpoint Inventory）]ページには、次の詳細が表示されます。

表 1：[エンドポイントインベントリ管理（Endpoint Inventory Management）] ページのフィールドの説明

説明フィールド

ドメイン、モデル、MACアドレス、およびステータスを指定して、新
しいエンドポイントを追加できます。 [選択（Chooser）]アイコンをク
リックして、既存のエンドポイントのリストを表示することも可能で

す。

[エンドポイント
（Endpoint）]

管理されているドメインのリスト。[ドメイン（Domains）]

エンドポイントタイプのリスト。[モデル（Model）]
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説明フィールド

個々のエンドポイントを特定する 16進値。MACアドレスの長さは 12
文字にする必要があります。有効な値は英数字（A～ Z、a～ z、0～
9）です（例：201B79989002）。

[MACアドレス（MAC
Address）]

エンドポイントのステータス。可能な値は次のとおりです。

• [使用中（In-use）]：このエンドポイントはいずれかのユーザが使
用中です。

• [予約済み（Reserved）]：このエンドポイントは特定のユーザ向け
に予約されています。

• [使用可能（Available）]：このエンドポイントは使用可能であり、
手動または自動でユーザに割り当てることができます。

• [戻し済み（Returned）]：このエンドポイントはインベントリに戻
されましたが、インベントリへの到着は未確認です。

• [プロビジョニング（Provisioning）]：このエンドポイントは現在
プロビジョニング中です。

[ステータス（Status）]

エンドポイントの利用者として予約されている特定のユーザ。[予約対象（Reserved
For）]（オプション）

エンドポイントの利用期間として予約されている日付。エンドポイン

ト情報を追加または更新すると自動的に表示されます。

[予約日時（Reserved
On）]（オプション）

エンドポイントが予約中として保持される日数。この予約のタイムア

ウトは、それぞれのProvisioning管理者が設定するので、このフィール
ドは編集できません。

ドメインのエンドポイント予約タイムアウトは、

endpointReservationTimeoutルールで決まります（ビジネスルールの概
要を参照）。

[予約タイムアウト
（Reservation Timeout）]
（オプション）

ユーザは Self-Careオプションを使用して、回線の設定、サービスの管理、エンドポイントの
オプションの設定をすばやく簡単に行うことができます。詳細については、個人設定のカス

タマイズを参照してください。

（注）

[オーダー（Ordering）]承認権限が割り当てられているユーザは、次のタスクを実行してエンドポ
イントインベントリを管理できます。
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手順説明タスク

1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングイ
ンベントリ（Provisioning Inventory）] >
[エンドポイントの管理（Manage
Endpoints）]を選択します。

2 [エンドポイントインベントリ管理
（Endpoint Inventory Management）]ペー
ジに値を入力して[追加（Add）]をクリッ
クします。エンドポイントインベント

リの詳細については、エンドポイントイ

ンベントリの管理, （1ページ）を参照
してください。

サードパーティ製デバイスは、

Prime Collaboration Provisioningで
SIPデバイスとして追加する必要
があります。詳細については、

『Supported Devices for Prime
Collaboration Provisioning』を参照
してください。

（注）

すべてのユーザが利用可能なエンド

ポイントを追加するか、または特定

のユーザに対してエンドポイントを

指定することができます。

追加

Cisco Prime Collaboration Provisioning ガイド - Standard および Advanced 10.0    
3

インベントリの管理

エンドポイントインベントリの管理

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_device_support_tables_list.html


手順説明タスク

1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングイ
ンベントリ（Provisioning Inventory）] >
[エンドポイントの管理（Manage
Endpoints）]を選択します。

2 [エンドポイント（Endpoint）]フィール
ドで [選択（Chooser）]アイコンをクリッ
クします。

全桁を指定したMACアドレス
または一部の桁を指定した

MACアドレスに基づいて、エ
ンドポイントを検索できます。

指定するMACアドレスの先頭
または末尾（あるいはその両

方）に、ワイルドカード文字と

してアスタリスク（*）を使用
できます。ただし、MACアド
レスの途中には使用できませ

ん。検索基準に SEPは指定し
ないでください。

（注）

3 [エンドポイントの選択（Choose an
Endpoint）]ダイアログボックスで、目的
のエンドポイントを選択します。

4 必要に応じてエンドポイントを更新し、

[更新（Update）]をクリックします。詳
細については、エンドポイントインベン

トリの管理, （1ページ）を参照してく
ださい。

[使用中（In-use）]状態のエン
ドポイントは更新できません。

（注）

エンドポイント情報を変更できま

す。

エンドポイ

ント情報の

更新
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手順説明タスク

[エンドポイントインベントリ管理（Endpoint
Inventory Management）]ページで [選択
（Chooser）]アイコンをクリックします。
[エンドポイントの選択（Choose an
Endpoint）]ダイアログボックスで、目的の
エンドポイントを選択して[削除（Remove）]
をクリックします。

[使用中（In-use）]状態のエンドポイントは
削除できません。

どのユーザにも関連付けられていないエン

ドポイントは、孤立エンドポイントと呼ば

れます。これらのエンドポイントを特定し

て、不要な場合は削除することができます。

孤立エンドポイントを特定するには、[エン
ドポイントインベントリ管理（Endpoint
Inventory Management）]ページで [ユーザが
関連付けられていないエンドポイントの検

索（Search Endpoints Without Associated
User）]をクリックします。孤立エンドポイ
ントを削除するには、リストから 1つまた
は複数のエンドポイントを選択し、[選択し
たエンドポイントの削除（Delete Selected
Endpoints）]をクリックします。

エンドポイントをインベントリリス

トから削除できます。

エンドポイ

ントの削除

[エンドポイントインベントリ管理（Endpoint
Inventory Management）]ページで、該当す
るドメインを選択して [有効期限が切れた予
約のクリア（Clear Expired Reservations）]を
クリックします。

必要に応じて、予約期限が切れたエ

ンドポイントをすべてインベントリ

から削除できます。

エンドポイントの有効期限が切れた

予約をクリアし、エンドポイントの

ステータスを [予約済み（Reserved）]
から [使用可能（Available）]に変更
できます。

有効期限が

切れた予約

のクリア

電話番号の管理
ほとんどの場合、サービスエリア電話番号ブロック（DNB）を使用して、電話番号が割り当てら
れます。ただし、プロビジョニングインベントリでは、各サービスエリアに関連付けられた電

話番号を明示的に追跡（保存および管理）できます。
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電話番号の追加と更新、特定ユーザ向けの電話番号の予約、および [予約済み（Reserved）]状態
の指定期間が経過した電話番号のクリアが可能です。

[電話番号を予約済み（Reserved）]状態に保持できる期間を変更するには、DNReservationTimeout
ルールを修正します。詳細については、ビジネスルールの概要を参照してください。

（注）

電話番号のステータスは、[使用中（In-use）]、[予約済み（Reserved）]、または [使用可能
（Available）]のいずれかになります。

回線を追加すると、Provisioningでは次の手順で電話番号が割り当てられます。

1 該当のユーザ向けに予約済みのディレクトリがあるかどうか確認します。

2 [使用可能（Available）]状態の電話番号を確認します。

3 使用可能な次の電話番号のサービスエリア DNBを確認します。

ドメインのサービスエリアコンポーネントでは、個々の電話番号ではなくDNBを作成できます。
ユーザに電話番号を割り当てると、Provisioningで個々の電話番号の追跡が行われます。

[電話番号インベントリ（Directory Number Inventory）]ページには、次の詳細が表示されます。

表 2：[電話番号インベントリ管理（Directory Number Inventory Management）] ページのフィールド

説明フィールド

追加または更新する電話番号を指定します。[電話番号（Directory
Number）]

電話番号の追加先とするコールプロセッサおよびルートパーティショ

ン。

この時点では、電話番号は追加されません。電話番号を要

求するオーダーを受け取ると、コールプロセッサに追加す

るために、ここで指定した電話番号が予約されます。

（注）

[コールプロセッサ/ルー
トパーティション（Call
Processor/Route
Partition）]

電話番号のステータス。値は次のとおりです。

• [使用中（In-use）]：いずれかのユーザが現在使用中です。

• [予約済み（Reserved）]：特定のユーザ向けに特定の期間、予約さ
れています。

• [使用可能（Available）]：使用可能で、いずれかのユーザに割り
当てることができます。

[ステータス（Status）]

電話番号の予約先とするユーザの指定先。[予約対象（Reserved
For）]（オプション）
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説明フィールド

電話番号を予約した日付。エンドポイント情報を追加または更新する

と自動的に表示されます。

[予約日時（Reserved
On）]（オプション）

インベントリの電話番号を管理するため、次のタスクを実行できます。

手順説明タスク

1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングイ
ンベントリ（Provisioning Inventory）] >
[電話番号の管理（Manage Directory
Numbers）]を選択します。

2 [電話番号インベントリ管理（Directory
Number Inventory Management）]ページ
で、[新しい電話番号の追加（Add New
Directory Number）]をクリックします。
右ペインの各フィールドが編集可能にな

ります。

3 目的のフィールドに入力し（表 2：[電話
番号インベントリ管理（DirectoryNumber
Inventory Management）]ページのフィー
ルドを参照）、[保存（Save）]をクリッ
クします。

電話番号を追加すると、その番号の

ステータスを指定して、特定のユー

ザ向けに予約できます。

別々のコールプロセッサであれば、

それぞれに同じ電話番号が存在して

もかまいません。電話番号を追加す

る場合は、コールプロセッサとルー

トパーティションの両方を指定する

必要があります。

追加
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手順説明タスク

1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングイ
ンベントリ（Provisioning Inventory）] >
[電話番号の管理（Manage Directory
Numbers）]を選択します。

2 [電話番号（DirectoryNumber）]フィール
ドで、次のいずれかを実行します。

•目的の電話番号がわかっている場合
は、その番号を入力して [検索
（Search）]をクリックします。

•アスタリスク（*）をワイルドカー
ドとして使用し、電話番号を検索し

ます。 [電話番号の選択（Choose a
DirectoryNumber）]ダイアログボッ
クスで、目的の電話番号をクリック

します。

3 [現在の電話番号の更新（Update Current
Directory Number）]をクリックします。
右ペインの各フィールドが編集可能にな

ります。

4 目的のフィールドに入力し（表 2：[電話
番号インベントリ管理（DirectoryNumber
Inventory Management）]ページのフィー
ルドを参照）、[保存（Save）]をクリッ
クします。

電話番号を検索し、選択して更新で

きます。

ステータスが [使用中
（In-use）]の電話番号は更
新できません。

（注）

電話番号の

更新

[電話番号インベントリ管理（Directory
Number Inventory Management）]ページで、
[有効期限が切れた予約のクリア（Clear
Expired Reservations）]をクリックします。

電話番号を予約状態に保持する日数を設定

するには、ビジネスルールの概要を参照し

てください。

電話番号の有効期限の予約をクリア

して、その電話番号を利用可能プー

ルに戻すことができます。

有効期限が

切れた予約

のクリア

[電話番号インベントリ管理（Directory
Number Inventory Management）]ページで、
電話番号を選択して [削除（Delete）]をク
リックします。

使用中の番号は削除できません。電話番号の

削除
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インベントリの検索
[管理（Administration）]承認権限が割り当てられている場合は、インスタンスブラウザを使用し
てプロビジョニングインベントリを参照および検索できます。次のオブジェクトがインスタンス

セレクタに表示されます。

説明オブジェクト

ルートパーティション、コーリングサーチスペース、コール

ピックアップグループなどのインフラストラクチャデータを

表示します。

グローバルリソース

表示された情報を編集しないでください。製品のリストを表

示する場合は、Provisioning NBI SDKに含まれる製品カタログ
の外部バージョンを参照してください。データのスキーマは、

SDKのサブディレクトリ productcatalog\schemaにあります。製
品の定義は、SDKのサブディレクトリ productcatalog\metadata
にあります。すべての必須属性とオプションの属性を定義す

る XMLファイルが、製品ごとに 1つずつあります。

製品カタログ

Provisioningのすべてのユーザとそのロケーションが表示され
ます。

ユーザ

固有の電話番号、エンドポイント、ルール、およびサービス

エリア。

ドメイン

基本検索または詳細検索を使用して、インベントリオブジェクトを検索できます。基本検索を使

用すると、そのプロパティを基にしてオブジェクトのインスタンスを検索できます。詳細検索を

使用すると、より詳細な検索条件を指定できます。

顧客、プロパティ、関連付け、ネームスペースなどの複数の制約を組み込んで、検索結果を制限

することが可能です。また、検索で返されるプロパティを指定することもできます。詳細検索を

レポートとして保存すると、カテゴリに分類可能です。レポートを作成できるのは、管理者だけ

です。

基本検索の実行

インスタンスブラウザを使用すると、特定のオブジェクトのインスタンスを対象とした基本検索

を実行できます。基本検索では、検索パラメータはクラスのプロパティに基づいています。

インスタンス検索の最初の手順は、基となるクラスを指定することです。次の方法で、検索条件

と結果の表示方法を指定できます。

•キーワードまたは部分キーワードを指定します。ワイルドカードとしてアスタリスク（*）
を使用します。

•クラス名とラベルプロパティのどちらに従って結果を表示するかを指定します。
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•検索対象を特定のドメインに制限します。

•抽象、関連付け、インターフェイスクラスを含めるか、または除外します。

インスタンスの基になっているクラスを特定すると、そのクラスのプロパティに基づく検索条件

を指定して、検索を絞り込むことができます。検索できるプロパティの数は、クラスによって異

なります。

手順

ステップ 1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングインベントリ（Provisioning Inventory）] > [インベントリブ
ラウザ（Inventory Browser）]を選択します。

ステップ 2 インスタンスブラウザで [検索（Search）]アイコンをクリックし、次に [オブジェクトクラス
（Object Class）]セレクタアイコンをクリックします。

ステップ 3 [クラス検索（Class Search）]画面で検索パラメータを入力し、[検索（Search）]をクリックしま
す。 [検索可能プロパティ（Searchable Properties of）]ペインに検索結果が表示されます。

詳細検索の実行

詳細検索を実行すると、特定のオブジェクトクラス内のインベントリインスタンスを検索できま

す。詳細検索は、将来の使用に備えて保存できます。

手順

ステップ 1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングインベントリ（Provisioning Inventory）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• [インベントリブラウザ（InventoryBrowser）]をクリックし、基本検索を使用してクラスを選
択してから、[詳細（Advanced）]をクリックします。

• [インベントリ検索（Inventory Search）]をクリックし、[レポートの作成（Create Reports）]
をクリックしてからクラスを選択します。

ステップ 3 該当する制約を追加します。プロパティ、関連付け、ネームスペース、または顧客を使用して、

検索を制約できます。

ステップ 4 使用可能なプロパティのリストから、検索で戻すプロパティのリストを作成します。

ステップ 5 必要に応じてプロパティへのパスを作成し、検索で返される関連プロパティを指定します。

ステップ 6 必要に応じてオブジェクトへのパスを作成し、検索で返される関連オブジェクトを指定します。

検索結果には、選択したオブジェクトを含むインスタンスだけが含まれます。
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ステップ 7 検索結果にネームスペースとオブジェクトクラスを含めるのか、除外するのかを指定します。

ステップ 8 検索を実行します。

制約

[制約の追加（Add Constraint）]セクションを使用して、検索の制約を定義します。詳細検索で
は、次の制約を使用できます。

説明制約

指定したプロパティ条件を満たすオブジェクトに結果を制

限します。プロパティの制約は、大文字と小文字を区別す

るようにも、区別しないようにも設定できます。値のすべ

てが一致した場合だけ結果に返すようにも、一部が一致し

た場合も返すようにも指定できます。

[プロパティ（Properties）]

指定した関連付けのパスを使用して、他のオブジェクトと

関連付けられている（または関連付けられていない）オブ

ジェクトに結果を制限します。関連付けのパスを使用する

と、ソースオブジェクトと照会されるオブジェクトとの関

係を、複数の関連付けクラスに広げることができます。

[関連付け（Associations）]

指定したネームスペースに含まれる（または含まれていな

い）オブジェクトに結果を制限します。

[ネームスペース（Namespaces）]

特定の顧客に関連付けられているオブジェクトに結果を制

限します。

[顧客（Customers）]

プロパティの制約の定義

特定のプロパティの制約に合うオブジェクトだけを選択する検索を定義できます。たとえば、特

定のモデル番号を持つインスタンスだけを検索結果に含めるような制約を定義することが可能で

す。この場合、プロパティの制約は、特定のオブジェクトのプロパティを検索する場合のフィル

タとして機能します。

プロパティの制約を定義する場合は、次の条件を使用できます。

• [次と等しい（Equals）]：選択したプロパティの値と等しい値を指定します。

• [次を含む（Contains）]：選択したプロパティの値に含まれる値を指定します。

• [次と等しくない（Not equal to）]：選択したプロパティの値と等しくない値を指定します。

• [次を含まない（Doesnot contain）]：選択したプロパティの値に含まれない値を指定します。
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• [次の範囲（In range）]：指定した範囲内の Dateプロパティを持つ値を指定します。この演
算子を使用できるのは、オブジェクトにDateプロパティが指定されていて、クラス定義プロ
パティに reportable=trueが設定されている場合だけです。

演算子を選択したら、値を指定することも、フィールドを空白にしておくこともできます。値を

指定する場合はデフォルト値になりますが、検索を実行するユーザが必要に応じて値を変更でき

ます。フィールドを空白にしておいた場合は、後で検索を実行するユーザが、そのプロパティの

制約の値を指定できます。

プロパティの制約を定義するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [詳細インスタンス検索（Advanced Instance Search）]画面の [制約の追加（Add Constraint）]リス
トから、プロパティを選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。使用可能な条件がリストに表示されます。

ステップ 3 使用可能な条件のリストから、適切な演算子を選択して [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 適切なプロパティを選択します。

ステップ 5 [値（Value）]フィールドで、次のいずれかを実行します。

•制約のデフォルト値を指定します。

•フィールドを空白のままにして、ユーザが独自の制約を指定できるようにします。

ステップ 6 検索で大文字と小文字を区別しないようにするには、[大文字と小文字を区別しない（IgnoreCase）]
を有効にします。

ステップ 7 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 8 制約の追加を続行する場合は、ステップ 1～ 7を繰り返します。

ステップ 9 複数の制約を定義した場合は、必要に応じて [オペランド（Operand）]カラムの andまたは or演
算子を指定します。

他のオブジェクトと関連する、または関連しないオブジェクトを選択する検索を定義できます。

たとえば、特定タイプの音声端末に関連する回線の検索を定義して、他のタイプの音声端末を除

外することができます。また、範囲内でソートしたり、2～ 6本の回線を所有するすべてのエン
ドポイントを検索したりすることも可能です。

関連付けの制約を定義する場合は、次の条件を使用できます。

• [関連付け（Associatedwith）]：検索クラスを他のオブジェクトインスタンスに関連付けるオ
ブジェクトインスタンスと、関連付けのパスを指定する際に使用します。

• [関連付けられていません（Not associated with）]：検索クラスに関連付けないオブジェクト
インスタンスを指定する際に使用します。

   Cisco Prime Collaboration Provisioning ガイド - Standard および Advanced 10.0
12

インベントリの管理

詳細検索の実行



• [範囲を指定して関連付け（Associated with range）]：検索クラスに関連付けるオブジェクト
インスタンスの範囲を指定する際に使用します。この条件を選択する場合は、適切な関連付

け、条件、および数量の情報を入力する必要があります。

演算子を選択したら、制約のオブジェクトインスタンスを選択する必要があります。関連付ける

オブジェクトインスタンスを選択する手順は、各演算子によって異なります。

[関連付け（Associated With）] 演算子を使用する制約の定義
[関連付け（Associated With）]演算子を使用して制約を定義するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [制約の追加（Add Constraint）]リストから [関連付け（Associations）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 使用可能な条件のリストから、[関連付け（Associated with）]を選択して [追加（Add）]をクリッ
クします。

ステップ 4 [制約の追加（Add Constraint）]セクションの [インスタンス（Instance）]フィールドで、[検索
（Search）]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [クラスへ（To Class）]リストで、オブジェクトインスタンスを関連付けるクラスを選択し、[適
用（Apply）]をクリックします。

ステップ 6 [関連付けごと（ByAssociation）]リストで適切な関連付けを選択し、[適用（Apply）]をクリック
します。

ステップ 7 [別名で参加（Participating As）]リストで、クラスの適切な権限を選択し、[適用（Apply）]をク
リックします。

ステップ 8 [クラスへ（To Class）]フィールドに他のクラスを指定するには、ステップ 5～ 7を繰り返しま
す。

ステップ 9 特定のオブジェクトインスタンスへの制約を制限するには、[検索（Search）]アイコンをクリッ
クして、そのインスタンスを検索します。

デフォルトでは、制約は特定のインスタンスに制限されていません。

ステップ 10 [追加（Add）]をクリックして選択内容を保存します。

ステップ 11 定義済みの制約を追加するには、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 12 複数の制約を定義した場合は、必要に応じて [オペランド（Operand）]カラムの andまたは or演
算子を選択します。

[範囲で関連付け（Associated with range）] 演算子を使用する制約の定義
[範囲で関連付け（Associated with range）]演算子を使用して制約を定義するには、次の手順を実
行します。
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手順

ステップ 1 [制約の追加（Add Constraint）]リストから [関連付け（Associations）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 使用可能な条件のリストから、[範囲で関連付け（Associated with range）]条件を選択して [追加
（Add）]をクリックします。
選択した制約が [制約の追加（Add Constraint）]セクションに追加されます。

ステップ 4 [関連付け（Associations）]リストから、検索に使用する関連付けクラスを選択します。

ステップ 5 [条件（Condition）]リストから、検索に適した条件を選択します。

ステップ 6 [数量（Quantity）]フィールドに、条件が一致する必要があるインスタンスの数を入力し、[追加
（Add）]をクリックします。
[選択した制約（Selected Constraints）]セクションに制約が表示されます。

ステップ 7 制約の追加を続行する場合は、ステップ 1～ 6を繰り返します。

ステップ 8 複数の制約を定義した場合は、必要に応じて [オペランド（Operand）]カラムの andまたは or演
算子を選択します。

ネームスペースの制約の定義

ネームスペースの制約を使用して、検索を制限したり、特定のネームスペースを除外したりしま

す。

手順

ステップ 1 [制約の追加（AddConstraint）]リストからネームスペースを選択して、[追加（Add）]をクリック
します。 [制約の追加（Add Constraint）]セクションにネームスペースが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•検索にネームスペースを指定するには、[次と等しい（Equals）]を選択します。

•検索からネームスペースを除外するには、[次と等しくない（NotEqualTo）]を選択します。

ステップ 3 [値（Value）]リストに使用可能なネームスペースが表示されます。

ステップ 4 [値（Value）]リストからネームスペースを選択して、[追加（Add）]をクリックします。 [選択し
た制約（Selected Constraints）]セクションに制約が表示されます。

ステップ 5 制約の追加を続行する場合は、ステップ 1～ 4を繰り返します。

ステップ 6 複数の制約を定義した場合は、必要に応じて [オペランド（Operand）]カラムの andまたは or演
算子を選択します。
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デフォルトでは、各インスタンスのネームスペース、オブジェクトクラス、およびオブジェクト

の値は、詳細検索の結果に表示されます。デフォルト値の他に、詳細検索で表示する値を選択で

きます。

[検索結果に表示するプロパティ（Properties to Return）]セクションには、検索されるオブジェク
トクラスの使用可能なプロパティと、検索で返されるプロパティが表示されます。 [検索結果に
表示するプロパティ（Properties to Return）]セクションを使用すると、検索を拡張して、プロパ
ティ値のリストを表示できます。

検索結果に表示する関連プロパティ

[検索結果に表示する関連プロパティ（AssociatedProperties toReturn）]セクションでは、検索で返
される関連するオブジェクトクラスのプロパティを特定します。 [検索結果に表示する関連プロ
パティ（Associated Properties to Return）]セクションを使用すると、検索を拡張して、関連するオ
ブジェクトのプロパティ値のリストを含めることができます。

手順

ステップ 1 [関連プロパティ（Associated Properties）]セクションで、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 2 [クラスへ（To Class）]リストで、オブジェクトクラスを選択します。

ステップ 3 [適用（Apply）]をクリックします。

ステップ 4 [関連付けごと（ByAssociation）]リストで適切な関連付けを選択し、[適用（Apply）]をクリック
します。

ステップ 5 選択したクラスの適切な権限を選択します。 [適用（Apply）]をクリックします。

ステップ 6 次のいずれかを実行します。

• [クラスへ（To Class）]リストから、オブジェクトクラスを選択します。 [適用（Apply）]を
クリックします。必要なクラスを追加したら、ステップ 2～ 3を繰り返します。

• [プロパティの選択（Select Property of）]リストから、ステップ 2で選択したクラスのプロパ
ティを選択します。 [適用（Apply）]をクリックします。

ステップ 7 [追加（Add）]をクリックします。新しく関連付けたプロパティが検索画面に表示されます。

プロパティを削除するには、[削除（Remove）]チェックボックスをオンにしてから、[削除
（Remove）]ボタンをクリックします。

ヒント

[検索結果に表示する関連オブジェクト（AssociatedObjects toReturn）]セクションでは、検索で返
される関連するオブジェクトクラスを特定します。 [検索結果に表示する関連オブジェクト
（Associated Objects to Return）]セクションを使用すると、検索を拡張して、特定のクラスの関連
するオブジェクトのリストを含めることができます。
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検索レポートの作成

将来の使用に備えて、詳細検索の内容を保存できます（詳細検索の実行,（10ページ）を参照）。
これらを検索レポートと呼びます。また、Provisioningでは使用可能なサンプルの検索レポートも
用意されていますが、独自の検索レポートを作成することもできます。サンプルの検索レポート

は編集できません。

手順

ステップ 1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングインベントリ（Provisioning Inventory）] > [インベントリ検
索（Inventory Search）]を選択します。

ステップ 2 [検索レポート（Search Reports）]ページで、[新規（New）]アイコンをクリックします。

ステップ 3 [クラス検索（Class Search）]ダイアログボックスで、検索フィールドにクラスを入力するか、表
示されたクラスのいずれか 1つを選択します。

ステップ 4 [インスタンス検索（Instance Search）]ページで、検索条件を入力して [保存（Save）]をクリック
します。 [インスタンス検索（Instance Search）]ページの使用方法については、詳細検索の実行,
（10ページ）を参照してください。

ステップ 5 レポートの名前を入力し、そのレポートのカテゴリを選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。 [詳細検索（Advanced Search）]ページに戻り、ここで検索を
開始できます。

検索レポートの実行

検索を検索レポートとして保存すると、そのレポートを実行することができます。検索レポート

を実行する前に、検索結果を現在のブラウザウィンドウに表示するか、新しいウィンドウに表示

するのかを選択できます。

手順

ステップ 1 [展開（Deploy）] > [プロビジョニングインベントリ（Provisioning Inventory）] > [インベントリ検
索（Inventory Search）]を選択します。

ステップ 2 [検索レポート（Search Reports）]ページで、実行するレポート（サンプル検索レポートの 1つま
たは作成した検索レポート）をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて制約の値を変更します。

ステップ 4 別のブラウザウィンドウに検索結果を表示するには、[新しいウィンドウで結果を開く（Open
results in a new window）]を選択します。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

•検索を実行して検索結果を表示するには、[検索（Search）]をクリックします。
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•検索を実行して検索結果を Excelスプレッドシートに書き込むには、[Excel]をクリックしま
す。

検索レポートを編集するには、[検索レポート（Search Reports）]ページで、編集する検索レポー
トの横にある [編集（Edit）]アイコンをクリックします。

検索レポートを削除するには、[検索レポート（Search Reports）]ページで、削除する検索レポー
トの隣にある [編集（Edit）]アイコンをクリックします。 [検索オプション（Search Options）]セ
クションで [削除（Delete）]をクリックします。
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