
UDP レポートの生成

この章では、ユーザデバイスプロファイルレポートの作成および保存について説明します。こ

れらのレポートにファイル名を付けて、最初のノードサーバ上のフォルダ内に格納することに

より、確認と印刷ができます。

• BATレポートの生成, 1 ページ

• ユーザデバイスプロファイルレポートの生成, 2 ページ

• UDPレポートの生成関連のトピック, 4 ページ

BAT レポートの生成
Cisco Unified Communications Manager一括管理ツール（BAT）が生成するレポートを使用するこ
とで、レコードを効果的に管理できます。電話、ユーザ、デバイスプロファイル、マネージャと

アシスタント、およびゲートウェイレコードに関する情報を提供するレポートを作成し、保存す

ることができます。

電話またはユーザデバイスプロファイルに関する BATレポートは、デバイスフィールドおよび
回線フィールドのリストから項目を選択することで、特定のニーズに合わせてカスタマイズでき

ます。また、レポート内のフィールドの配置方法も選択できます。レポートは、CSVファイル形
式で生成されます。これらのレポートは、確認および印刷するために、ファイル名を付けて保存

し、最初のノードサーバ上のフォルダ内に格納することができます。

ユーザ、マネージャ、アシスタント、およびゲートウェイに関するレポート形式は固定されて

いるため、これらのレポートをカスタマイズすることはできません。

（注）

例

すべての電話番号とそれぞれの電話機モデル別の転送先のリストが必要だとします。その場合、

Cisco Unified IP Phoneモデル 7960の電話レポートを生成し、クエリ詳細としてデバイス名、電話
番号、話中転送先、無応答時転送、およびラベルを選択します。[電話番号（Directory Number）]
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フィールド、[ラベル（Label）]フィールド、その後に 2つの転送先番号が続くようにレポートの
フィールドを配置できます。

ユーザデバイスプロファイルレポートの生成
BATを使用して、ユーザデバイスプロファイル（UDP）に関するレポートを生成します。UDP
に関するレポートの形式はカスタマイズできません。

手順

ステップ 1 [一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザデバイスプロファイル（User Device Profiles）] > [UDP
レポートの作成（Generate UDP Reports）]の順に選択します。
[デバイスプロファイルの検索/一覧表示（Find and List Device Profiles）]ウィンドウが表示されま
す。

ステップ 2 [検索（Find）]ドロップダウンリストボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。

•ユーザ（User）

• [自動生成（Autogenerated）]

•すべて（All）

ステップ 3 最初の [デバイスプロファイル（Device Profiles where）]ドロップダウンリストボックスから、
次の条件のいずれかを選択します。

•プロファイル名（Profile Name）

•説明

•デバイスタイプ（Device Type）

ステップ 4 2番目の [デバイスプロファイル（Device Profiles where）]ドロップダウンリストボックスから、
次の条件のいずれかを選択します。

•が次の文字列で始まる（begins with）

•が次の文字列を含む（contains）

•が次の文字列と等しい（is exactly）

•が次の文字列で終わる（ends with）

•が空である（is empty）

•が空ではない（is not empty）

ステップ 5 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索（Find）]をクリックします。
データベースに登録されているすべての UDPを検索するには、検索テキストを何も入
力せずに、[検索（Find）]をクリックします。

ヒント
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検出されたテンプレートのリストが次の分類で表示されます。

• [名前（Name）]

•説明

•デバイスタイプ（Device Type）

• [プロファイルタイプ（Profile Type）]

さらにクエリを定義して複数のフィルタを追加するには、[絞り込み（Search Within
Results）]チェックボックスをオンにして、ドロップダウンボックスから [AND]または
[OR]を選択し、ステップ 2, （2ページ）とステップ 5, （2ページ）を繰り返しま
す。

（注）

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックして、レポートのタイプに関する詳細を選択します。
[デバイスプロファイルレポートの設定（Device Profile Report Configuration）]ウィンドウが開い
て、選択したクエリが表示されます。

クエリのタイプを変更するには、[戻る（Back）]をクリックしま
す。

ヒント

ステップ 7 [レポートファイル名（Report File Name）]フィールドに、このレポートの名前を入力します（必
須）。

ステップ 8 [使用可能なデバイスフィールド（Available Device Fields）]ドロップダウンリストボックスで、
デバイスアイテムを選択して矢印をクリックすると、そのアイテムをこのレポートリストの [選
択済みのデバイスフィールド（Selected Device Fields）]に移動します。レポートに含める 1つ以
上のフィールドを選択できます。

デバイスフィールドと回線フィールドのリストについては、電話および IPテレフォニーデバイ
スレポートを参照してください。

このレポートリストの [選択済みのフィールド（Selected Fields）]内でアイテムの順序
を変更するには、アイテムを選択して上矢印または下矢印をクリックすると、そのアイ

テムがリスト内の別の位置に移動します。

ヒント

ステップ 9 [使用可能な回線フィールド（Available Line Fields）]ドロップダウンリストボックスで、回線ア
イテムを選択して矢印をクリックすると、そのアイテムがこのレポートリストの [選択済みの
フィールド（SelectedFields）]に移動します。レポートに含める1つ以上のフィールドを選択でき
ます。

このレポートリストの [選択済みのフィールド（Selected Fields）]内でアイテムの順序
を変更するには、アイテムを選択して上矢印または下矢印をクリックすると、そのアイ

テムがリスト内の別の位置に移動します。

ヒント

レポートを生成するには、少なくとも 1つのデバイスフィールドまたは回線フィール
ドを指定する必要があります。

（注）

ステップ 10 [追加の IPサービスフィールド（Additional IP Services Fields）]領域で、必要に応じて短縮ダイヤ
ルサービスまたは IP電話サービス用のチェックボックスをオンにします。

ステップ 11 [ジョブ情報（Job Information）]領域に、ジョブの説明を入力します。
ステップ 12 レポートの生成方法を選択します。次のいずれかを実行します。

a) すぐにレポートを生成する場合は、[今すぐ実行（Run Immediately）]をクリックします。
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b) 後でレポートを生成する場合は、[後で実行（Run Later）]をクリックします。

ステップ 13 UDPに関するレポートを生成するためのジョブを作成するには、[送信（Submit）]をクリックし
ます。

[一括管理（Bulk Administration）]メインメニューの [ジョブスケジューラ（Job Scheduler）]オプ
ションを使用して、このジョブをスケジュールまたはアクティブ化します。

次の作業

[一括管理（Bulk Administration）]メニューの [ファイルのアップロード/ダウンロード
（Upload/DownloadFiles）]オプションを使用してレポートファイルを検索し、ダウンロードする
ことができます。

関連トピック

BATログファイル
ジョブのスケジュール設定の管理

UDPレポートの生成関連のトピック, （4ページ）
ファイルのアップロードおよびダウンロード

UDP レポートの生成関連のトピック
•ユーザデバイスプロファイルレポートの生成, （2ページ）

•電話および IPテレフォニーデバイスレポート

•ジョブのスケジュール設定の管理

• BATログファイル
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