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Cisco Prime Service Catalog レポートソリューションにつ
いて

Cisco Prime Service Catalogには、ビジネスインテリジェンス向けの専用のレポート作成環境が付
属しています。Reportingを使用することで、レポートを実行し、選択したデータを表形式または
グラフとして表示することができます。 Cisco Prime Service Catalogレポートソリューションで
は、ビジネスインテリジェンス向けの 2つのモジュールを提供しています。

レポート

Reportingモジュールは、基本的な Service Catalogライセンスにバンドルされています。 Reporting
モジュールでは、ServiceCatalogで処理されるサービス設計、組織エンティティ、およびトランザ
クション（申請およびタスク）に関する一連の事前に作成されたレポートを提供します。このモ

ジュールでは、一連の主要業績評価指標（KPI）であるグラフも表示できます。このグラフは、各
ユーザのレポートダッシュボードで表示されるように設定できます。次の項では、Reportingモ
ジュールによって提供される機能について説明します。

Reportingを使用することで、レポートを実行し、選択したデータを表形式またはグラフとして表
示することができます。概要レポートには、より詳細なビューにドリルダウンできるように複数

のレベルが含まれるようになりました。
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アドバンスレポート

Advanced Reportingモジュールは、基本的な Service Catalogライセンスへのアドオンとしてライセ
ンス可能です。 Advanced Reportingモジュールには、Service Catalogのデータマート、ならびに
データマートのデータに基づく単純なクエリーや複雑なレポートを作成するためのツールが含ま

れています。

AdvancedReportingは、ITビジネス管理の理解および制御を強化するための完全な分析機能、ユー
ザ定義レポート、事前に作成されたデータマートを提供します。ビジネス価値のメトリックは、

ITサービスおよび財務データの品質に関するより深い洞察を提供します。

Advanced Reportingを使用して、独自のレポートコンテンツを定義したり、カスタマイズしたり
することもできます。ビジネスアナリストは、アドホックレポートを作成するための単純なク

エリーを作成できます。一方、レポート開発者は、AdvancedReportingアプリケーションを使用し
て、より詳細な技術レポートを設計できます。

Reporting のワークフロー
Reportingのワークフローには、次のさまざまなフェーズがあります。

1 レポートソリューションのライセンスを購入します。詳細については、『Cisco Prime Service
Catalog Ordering Guide』を参照してください。

2 管理者が Reportingソフトウェアモジュールをインストールし、Prime Service Catalogアプリ
ケーションと統合します。詳細については、『Cisco Prime ServiceCatalog Installation andUpgrade
Guide』を参照してください。

3 管理者が Prime Service Catalogレポートソリューションにアクセスするためのユーザロールお
よび機能を作成し、Reportingコンポーネントを設定します。

4 サービス設計者またはレポート設計者が、Ad-Hoc Reportingモジュールで「レポート可能」と
して指定したディクショナリおよびサービスから申請（フォームデータ）のデータマートに

データを抽出できるようにします。詳細については、「レポートの設計」を参照してくださ

い。

5 要件に合わせてレポートを生成できるようになります。Reportingモジュールを使用したレポー
トへのアクセス方法またはレポートの表示方法については、「レポートの使用」を参照してく

ださい。

6 定期的なメンテナンス作業を実行します。

Reporting アーキテクチャおよびコンポーネント
ServiceCatalogには、ビジネスインテリジェンス用の専用レポート環境が備わっています。レポー
ト環境は、複数のコンポーネントから構成されていて、それぞれが特定のタスクや一連のユーザ

に対して最適化されています。コンポーネントのリストを次に示します。レポート環境は、複数

のコンポーネントから構成されていて、それぞれが特定のタスクや一連のユーザに対して最適化

されています。コンポーネントのリストを次に示します。
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•事前に作成されたレポートとは、一連の実稼働品質レポートで、サービス、申請、およびタ
スクそれぞれのレベルのパフォーマンスを分析します。

•主要業績評価指標（KPI）とは、アプリケーションポータルで表示できる一連のグラフであ
り、システム内のトレンドに関するデータへの即時アクセスを可能にします。

• Ad-HocReportsを使用すると、ビジネスユーザは（タスク、サービス、および申請のパフォー
マンスに関する）標準レポートで使用できるデータだけでなく、サイトのサービスフォーム

に含まれているカスタム設計のディクショナリ内のフィールドのデータにも基づいてクエ

リーを作成できます。

• Report Designerを使用すると、ビジネスユーザは申請、タスク、またはサービスに関連す
るデータだけでなく、サービスごとにカスタマイズされたサービスフォームデータ（個々の

ディクショナリおよびフィールド）も含むように標準レポートを変更したり新規レポートを

作成したりできます。

•カスタム Javaプロバイダーを使用すると、Service Catalog個人プロファイル情報を Cognos
名前空間として使用できます。これにより、Service Catalogに登録済みでレポート権限を管
理者から割り当てられているすべてのユーザは、すべてのレポートツールに対して、統合さ

れたシングルサインオンアクセスが可能になります。

これらのレポート機能は、Service Catalogフレームワークにシームレスに統合されていますが、
IBM Cognos Series 10 Business Intelligence（BI）ソリューションツールセットのツールを使用して
実装されています。次に、これらのツールの概要を示します。

• IBM Cognos 10 Connectにより、Service Catalogでは Cognosレポートなどのレポートオブ
ジェクトを表示できます。

• IBMCognos 10では、実稼働品質レポートをビジネスユーザおよび非テクニカルユーザに対
して提供します。このようなユーザは、Cognos 10機能を使用してレポートを印刷したり、
Officeなどのアプリケーションに適した形式で出力を保存できます。

• IBM Cognos Query Studio（「Ad-Hoc Reports」としてユーザに提示される）により、ユーザ
はレポートデータに対して Ad-Hocクエリーを実行できます。

• IBMCognos Report Studio（「Report Designer」としてユーザに提示される）により、ユーザ
は既存のレポートを変更したり、新規レポートを作成したりできます。これは、Service
Catalogデータベースに格納されている異なるタイプのデータ間の関係を理解できるテクニカ
ルユーザまたはパワーユーザにお勧めです。

• IBM Cognos Data Managerはシスコのエンジニアが使用するツールで、トランザクション
データベースからデータを抽出して専用のレポート環境にロードするプログラムを作成しま

す。

• IBMCognos FrameworkManagerはシスコのエンジニアが使用し、アドホックレポートおよ
びクエリーのエンドユーザが使用できる情報のデータレベルおよびビジネスレベルビュー

を定義します。

• IBM Cognos Event Studioでは、レポートデータベース内のデータの値によってトリガーさ
れるイベントを定義します。イベントが発生すると、電子メールまたは例外レポートの実行

などによりユーザに通知できます。アプリケーションには事前設定されたイベントはありま
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せんが、Advanced Reportingユーザはデータマートの内容に基づいて独自のイベントを定義
できます。

Reporting アーキテクチャ
この項では、Service Catalogレポートソリューションのアーキテクチャについて説明します。こ
の項の対象読者は、ソリューション内でのCognosコンポーネントの使用方法およびそれぞれの役
割について関心のあるユーザです。ServiceCatalogレポートソリューションを使用して、標準パッ
ケージで提供されている事前に作成されたレポートを実行する方法や、独自のアドホックレポー

トまたはクエリーの生成に主に関心のあるユーザはこの項を飛ばしても差し支えありません。

データマートアーキテクチャ

Service Catalogなどのトランザクションシステムが動作する同じ環境でユーザにレポートの実行
を許可することは、一般的にベストプラクティスではありません。レポート、アドホッククエ

リー、およびその他の詳細な分析を実行するためのリソース要件は、オンラインユーザに適切に

応答するトランザクションシステムを実行するためのリソース要件とは大きく異なります。この

ため、レポートおよび詳細な分析の基盤となるデータは、トランザクションシステムから抽出

し、レポート専用に最適化された環境にロードするのが一般的です。

Service Catalog専用のレポート作成環境は、2つのパッケージから構成されます。この章の残りの
部分では、これらの内容および使用方法の詳細について説明します。

標準レポートデータパッケージ

標準レポートパッケージは、事前に作成されたレポートおよびKPIをサポートしています。さま
ざまな出力オプションにより、タスク、サービス、および申請に基づく測定およびトレンドの情

報が提供されます。また、個人、組織、サービスチーム、およびサービスグループを含むService
Catalogデータの構造に関するレポートも使用できます。事前に作成されたレポートで使用される
すべてのデータは、カスタムレポートパッケージでも使用できます。将来的には、このパッケー

ジはカスタムレポートパッケージとマージされます。

カスタムレポートデータパッケージ

カスタムレポートデータパッケージが提供するディメンションモデルを使用して、タスク、サー

ビスおよび申請関連のデータに関するアドホックレポートを作成できます。標準レポートパッ

ケージで使用できる測定および属性に加え、各サイトにカスタマイズして設定されたサービス

フォームにユーザが入力したデータも使用できます。この「Form Data Reporting」（FDR）によ
り、サービス設計者が「レポート可能」として指定したすべてのディクショナリおよびサービス

のすべての属性を把握できます。
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標準レポートパッケージ

標準レポートパッケージは、Service Catalogで提供されている一連の事前に作成されたレポート
および主要業績評価指標（KPI）ならびにこれらのレポートオブジェクトの生成をサポートする
ために必要なデータベーステーブルで構成されています。これらの事前に作成されたオブジェク

トは、動作データから生成されるレポートに対する多くの営業部門要件を満たします。

データベーステーブル

標準レポートパッケージをサポートするデータベースには、詳細テーブルと要約テーブルの両方

が含まれます。

詳細テーブルは、データベースの非正規化ビューを提供します。各テーブルには、対応するレ

ポートに表示されるすべてのデータがあります。つまり、実行する各レポートが最適化されてい

るため、ルックアップテーブルで関連データにアクセスしなければならないレポートはありませ

ん。ただし、テーブル間の関係がないため、これらのテーブルを他のテーブルとレポート内で結

合することはできません。各テーブルは、指定された詳細レベルの完全なビューであり、OLTP
システムに関する 1つのタイプのファクトの非正規化ビューです。また、違う詳細レベルへのド
リルアップまたはドリルダウンはできません。

要約テーブルには、集計または要約されたデータが含まれています。データを事前要約すること

によって、レポート要求への応答で、サマリーレポートがデータをリアルタイムで集計する必要

がある場合に発生する処理遅延がなくなります。詳細テーブルの場合、各要約テーブルはその専

用レポートまたは KPIに対してのみ使用される必要があります。アドホックレポート要件をサ
ポートするため、要約テーブルを他のテーブルと結合することはできません。

事前に作成されたレポート

標準レポートパッケージに含まれる事前に作成されたレポートは、Report Studioツールを使用し
て作成されて Reportingモジュールに組み込まれています。デフォルトのレポート表示形式は
HTMLに設定されていますが、この配信フォーマットおよび他のランタイムパラメータは、レ
ポートの実行中に変更できます。レポートソリューションに Report Designerが含まれている場
合、ユーザは事前に作成されたレポートの定義を表示できます。また、必要に応じて、企業の要

件をより満たすために定義を変更したり新規レポートを作成できます。

サービス KPI
サービス主要業績評価指標は、JFreechartAPI（JFreechartはCognos製品スイートの一部ではなく、
オープンソースソフトウェア）を使用して生成されます。各KPI用に作成された要約データテー
ブルを読み取ることによって、オンデマンドでグラフが生成されます。
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Service Catalog データマート：Advanced Reporting
Advanced Reportingモジュールを使用することで、Service Catalogデータマートのデータからカス
タムレポートおよびクエリーを作成し、Service Catalogからデータを取り込むことができます。

Service Catalog データマート
ServiceCatalogデータマートは、カスタムレポートデータモデルパッケージに基づいています。
このパッケージによって、ユーザはデータマートにアクセスできるようになります。データマー

トには、タスクの実行者やタスクの期間などのサービス、タスク、申請、および工数関連の情報

が含まれています。カスタムレポートパッケージは、標準パッケージと次の重要な点で異なり

ます。

•カスタムレポートパッケージには、事前に作成されたレポートやKPIが含まれていません。
アドホックレポートおよびクエリー用に限定されます。

•カスタムレポートパッケージを使用すると、フォームベースのデータにアクセスできます。
これは、ユーザ設定のサービスフォームに表示され、入力されたディクショナリおよび属性

から取得されたデータです。

•カスタムレポートパッケージは、異なるタイプのデータ間の関係を保持する柔軟なデータ
モデルであるディメンションモデルとして分類され、アドホックレポートおよびクエリー

の作成を支援します。このモデルについて詳しくは、「カスタムレポートの作成」を参照

してください。

メトリックと属性
メトリックとは、集約できる数量です。これは、ITサービスのオーダー、提供の傾向および問題
を特定して分析するために使用可能なデータを提供する手段です。

メトリックにより、以下のことが可能になります。

• Service Catalogのアクティビティ、リソース使用状況、サービス提供パフォーマンスをモニ
タリングする

•サービス提供のパフォーマンスに関する問題を理解して解決するための根本原因分析を行う

データマート内のメトリックと属性は、次の表で説明する計算を使用して取得されます。
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表 1：メトリックおよび属性の表

説明メトリック

定義された期間内のサービス要求の合計数として計算されます。

特定のレポートに応じて、このメトリックは、完了した要求またはさ

まざまな状態（進行中、キャンセル済みなど）の要求を具体的に意味

します。

サービスボリューム

特定のサービスに対して設定された価格から導き出されます。価格X
単位は、要求ごとに動的に調整できます。

サービスコスト

サービスの STARTEDATEおよび STARTEDDATETIMEには、最初に
カスタマーがサービス要求を送信した時間が設定されます。承認が完

了し、提供が開始されるとすぐに、STARTDATE値および
STARTEDDATTME値が更新されます。これは、STARTEDATE
（TIME）が承認の完了前には要求が送信された時間を参照し、承認の
完了後には配信が開始された日時を参照することを意味します。標準

対応とタスク期日に関するすべての計算には、実際の提供計画の開始

日が使用されます。

サービス開始日または開

始時刻

承認タスクまたは提供計画タスクの合計数。承認タスクまたは提供計

画タスクの合計数として計算されます。

タスクボリューム

タスクが完了した時刻（CompletedDateTime）を、タスクが完了する予
定の時刻（ScheduledDateTime）と比べることで、タスクが期日どおり
であることを判断します。この計算には期間（実際またはデフォルト

の期間）が直接使用されませんが、期限となる日時を最初に計算する

際には、当然のこととして期間が使用されました。

•計算された期日どおりまたは期日前に完了したサービスまたはタ
スクの割合。

•カスタマーが [注文（Order）]ボタンをクリックした時点で、
Service Catalogはすべてのタスクの期日を計算します。

•タスクの期日はそのタスクに設定されている時間に基づいて計算
されます。これは、そのタスクの運用レベル契約（OLA）です。

•サービス期日は、そのサービスの提供計画で最後のタスクの期限
となっている日付です。

•これは、そのサービスのサービスレベル契約（SLA）です。

•提供計画では複数の遅延タスクを許容できます。タスクが遅れて
いても、その SALを達成することは可能です。

オンタイム %

設定された期間内に完了したサービスまたはタスクの割合。標準対応 %
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説明メトリック

承認タスクまたは提供計画タスクの開始から終了までの経過時間（時

間単位）。

タスクまたは提供計画タスク。タスク期間は、実行者のカレンダーに

基づく作業時間で算出されます。レポートでは、期間は時間単位で表

示されます。

タスクベースのファクトテーブルでは、タスク期間を測定する 3つの
方法があります。

• ActualDurationは、カスタマーのカレンダーに従って、タスクの
実行に要した作業経過時間数を測定します。

• PerformerActualDurationは、実行者のカレンダーに従って、タス
クの実行に要した作業経過時間数を測定します。

• DefaultDurationはサービス設計者によって指定される数値で、タ
スクに要する時間を指定します。

たとえば、次の前提があるとします。

•実行者のカレンダーでは 1日 9時間の作業日が指定されている

•タスクは月曜日（作業日）の午前 9時にアクティブになった

•実行者は次の日の午前 10時にタスクを完了した

この場合、PerformerActualDurationは 10時間になります。

タスク期間

特定の計画タスクの [工数（Effort）]フィールドに設定された時間から
導き出されます（時間単位で計測）。

計画上の工数

特定のタスクに対してタスクの実行者によって入力された時間（[工数
（Effort）]エントリ）から計算されます

実際の工数

設定された作業時間内に完了したタスクの割合として計算されます。計画の有効性
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説明メトリック

実行者の実際の期間（タスクが開始された時刻からタスクが完了とし

てマークされた時刻までの作業時間数）を、タスクに指定されたデフォ

ルトの期間と比べることで、タスクが運用レベル契約（OLA）を満た
していることを判断します。実際の期間がデフォルトの期間よりも短

い場合、タスクは条件を満たしたことになります

（StandardComplianceFlagは 1になります）。

設定された期間内に完了したサービスまたはタスクの割合。標準対応

%は、標準期間またはタスク期間のいずれかを使用して計算されます。

経過時間のパフォーマンスからオンタイムパフォーマンスを切り分け

るために、根本原因分析で使用します。

以前のタスクの完了日に基づき、個々のタスクがそのOLAを違反して
いても、計画上の期間内に実行されるという場合もあります。

タスクの標準対応 %

すべてのコンポーネントタスクの実際の期間を合計し、この合計を

サービスに指定されたデフォルトの期間と比べることで、サービスが

そのサービスレベル契約（SLA）を満たしていることを判断します。
（デフォルトの期間は、サービス設計者がサービスの[一般（General）]
タブで設定する [標準期間（Standard Duration）]です）。実際の期間
がデフォルトの期間よりも短い場合、サービスは条件を満たしたこと

になります（StandardComplianceFlagは 1になります）。

サービスのデフォルト期間は手動で入力および管理され、サービスの

コンポーネントタスクに対する検証は実施されません。サービス設計

者はデフォルトの期間を確認し、サービスに対して予想される実行タ

スクとその期間について、デフォルトのワークフローをデフォルトの

期間に正しく反映させる必要があります。

サービスの標準対応 %

個々のタスクレベルでは、この値は 1または 0になります。たとえ
ば、メトリックの名前が完了済みオンタイムタスク数である場合、期

日どおりに完了したタスクのカウントは 1になります。進行中のタス
クの値は 0になります。タスクをグループにまとめている場合、すべ
てのカウントが集計されるので、カウントは、期日どおりに完了した

タスクの合計数になります。

タスクカウント

これらのパーセンテージは、値が 0または 100の個々のタスクレベル
で示されます。タスクをグループにまとめている場合、パーセンテー

ジは平均化されて、タスクグループ全体のオンタイム%または標準対
応 %が示されます。

完了済みオンタイム %
または標準対応 %
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説明メトリック

このカウントは、個々のタスクレベルで割り当てられます。タスクが

遅延しているか、進行中の状態にある場合、その値は 1になります。
そうでない場合は、値は 0になります。タスクのグループのカウント
を集計することで、そのうちいくつのタスクが遅延または進行中であ

るかを確認できます。レポートでは、カウントはデフォルトで合計さ

れます。一般に、遅延未完了タスクカウントの値が大きい場合、それ

は提供プロセスに問題があることを意味し、カスタマーの不満につな

がります。

遅延未完了タスクカウ

ント

タスクが再スケジュールされる場合の動作は、次のとおりです。

•タスクの新しい（再スケジュールされた）期日は、そのタスクの
期日完了判断の計算に使用されます。

•サービスの期日および期日完了判断の計算には影響ありません。

•タスクの新しい期間は、タスクの標準対応判断の計算に使用され
ます。

•タスクの新しい期間は、サービスの標準対応判断の計算には使用
されません。

タスクの再スケジュール

サービスボリュームの測定：カスタマーとは

多くのカスタマーサービスの実装方法のように、サービス提供のエンドカスタマーである個人の

名前は、サービスのオーダーフォームに保存されています。この情報は、標準レポートパッケー

ジおよびその事前に作成されたレポート内からはアクセスできません。このため、サービス提供

のカスタマーを登録するには、2つのオプションがあります。

•多くのレポートが、[CUSTOMERFIRSTNAME]および [CUSTOMERLASTNAME]フィールド
を参照しています。サービスのエンドカスタマーがオーダーフォームに保存されている場

合、これらのフィールドはサービスを要求した個人を参照していますが、この個人を対象に

サービスが実行されたとは限りません。一方で、これが個人をカスタマーとして識別するた

めの唯一のオプションです。

•コストが割り当てられている場合、[ORGANIZATIONALUNITNAME]フィールドは、サービ
ス提供に対する請求先の組織単位を参照します。これは、カスタマーとは誰かについての別

の考え方です。

カスタマーに基づいて、サービス提供オプションを選択できます。
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タスク提供パフォーマンスの測定

ここでは、ユーザのパフォーマンスを測定する方法について説明します。

個人のパフォーマンスの測定

タスクは個人に割り当てるか、または個人が作業を引き出せるキューに割り当てられます。標準

レポートパッケージおよび事前に作成されたレポートで使用できるデータ（特に、

DM_SERVICETASKDETAILおよび DM_AUTHORIZATIONTASKDETAIL内の [PERFORMERID]、
[PERFORMERFIRSTNAME]、[PERFORMERLASTNAME]、[PERFORMEROUID]および
[PERFORMEROUNAME]フィールド）は、次の 3つのいずれかの条件下で個人を参照できます。

•タスクは直接その個人に割り当てられ、他の人はそのタスクの作業をしたことがない。

•タスクはキューに割り当てられ、実行者だけがそのタスクの作業をしたことがある。

•タスクはキューに割り当てられ、最後にそのタスクの作業を行ったのは実行者だが、他の人
も以前に作業した可能性がある。この場合、レポートにリストされた個人のパフォーマンス

は、その個人だけのものではなく、以前にそのタスクに関わったすべての人の影響を受けま

す。このため、名前を挙げられた個人のパフォーマンスを測定する公平な基準とはなりませ

ん。

最初の条件は、標準レポートパッケージのデータで判別できます。しかし、2番目、3番目につ
いてはその限りではありません。これはつまり、個人のパフォーマンスの測定を意図したレポー

トが実際のパフォーマンスを公平に反映した結果となるのは、タスクの責任を共有しないという

明確で一貫したルールをサービスチームが持っている場合に限られるということです。このた

め、個人のパフォーマンスを測定する、事前に作成されたすべてのレポートに免責事項が表示さ

れます。

使用する期間

サービス提供中に実行されたタスクの期間についての事前作成レポートは、尺度として

PERFORMERACTUALDURATIONを使用します。この尺度では、実行者の作業カレンダーを考
慮に入れるため、週末とその他業務外の時間はタスク作業時間に計上されません。逆に、

CUSTOMERDURATIONOFSERVICEを尺度とするとカスタマーのカレンダーが考慮に入れられる
ため、実行者作業の尺度としては不正確になります。

日付を使用する場合と期日ベースで計算する場合

提供チームがタスク実行の優劣を評価する方法は 2つあります。両方とも有効ですが、意味合い
や使用方法は異なります。

•カスタマーに対する約束（期日）と比べてタスクは遅れているかこのアセスメントを行う場
合、レポートには尺度としてTASKONTIMEFLAG、TASKDUEDATE、TASKCOMPLETEDDATE
を含めます。これは、絶対日付という条件から、キューまたはサービスチームがカスタマー
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への約束を守れているかを判断するのに有効です。ただし、個人のパフォーマンスを測る尺

度としては適切ではありません。サービスを実行する際に、A、B、Cという個人が行う 3
つのタスクが必要だとします。個人 Cのパフォーマンスを測定する場合、個人 Aや Bの遅
れのためにそれらのタスクが遅れてしまう場合があります。そのため、この測定方法はチー

ムやキュー全体のカスタマーサービスを評価する場合にだけ使用します。

•このタスクは、この種のタスクの標準的な想定時間内に実行されているかこのアセスメント
を行う場合、標準レポートでは尺度として TASKSTDCOMPLIANCEFLAG、
TASKPROJECTEDDURATION、PERFORMERACTUALDURATIONを使用します。タスクの
実行に費やされた実際の期間と、この種のタスクの標準プランの期間とを比較できます。こ

の方法のほうが、個々のチームメンバーのパフォーマンス評価に適しています。期間に注目

することで、上流作業のタスクパフォーマンスから切り離せるからです。あるタスクが、期

日から見れば遅れて完了したものの、期間の長さから見れば標準的な期間かそれ未満だとい

うことは、十分にありえます。これはつまり、ある人は自分の担当業務を適切に実行したも

のの、上流作業の影響で遅れてしまったことを示しています。

カスタマー中心の確実な測定制度には、両方の基準が必要です。すべてをタスク期間ベースで考

えるならば、実際には「内部基準さえ満たしていれば、カスタマーとの約束はどうでもよい」と

言っていることになります。逆に、日付だけに注目していると、チームメンバーのパフォーマン

スを正確に把握できず、カスタマーに対するパフォーマンス向上のために必要となる効果的なリ

ソース決定を行うことができません。

属性（Attributes）
レポートパッケージで使用されるディメンション属性は、Service CatalogOLTPデータベースに保
持されるデータから取得されます。以下に、属性について要約します。

表 2：OLTP データベースからの属性

説明属性

サービスの受け手になる個人（本人が直接オーダーする場合と、カスタマーの

ためにサービスがオーダーされる場合がある）およびカスタマーのホーム組織

単位

顧客*

サービスの課金対象組織。オーダーが確認されるとき（要求を保存した後、

送信よりも前）に [課金先：カスタマー（Bill To: Customer）]として別の組織
が選択されない限り、サービスのカスタマーと同一です。[課金先：カスタマー
（Bill To: Customer）]として選択可能なのは、[課金可能（Billable）]と指定さ
れた組織単位だけです。

Billed*

タスクを実行する人（および対応するホームOU）。詳細については、個人の
パフォーマンスの測定, （11ページ）を参照してください。

Performer*
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