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概要
Unified Intelligence Center値リストとコレクションをフィルタリングツールとして使用し、レ
ポートに表示できるデータを収集および制御します。

•値リストはデータベースクエリに基づいており、レポート可能な同タイプの項目が含まれ
ています。たとえば、すべてのエージェントまたはすべてのスキルグループなどです。

•コレクションは値リストのサブセットであり、特定のユーザやユーザグループに表示され
るデータ量を制御するために作成します。たとえば、ある地域、またはある業務内のスキ

ルグループのみを表示する、スキルグループのコレクションを作成できます。Unified
Intelligence Centerでは、ストックコレクションはインストールされません。作成権限を持
つユーザは、カスタムコレクションを作成できます。

コレクションクエリを使用する値リストおよびコレクションは、毎晩午前0時に更新されます
（サーバのタイムゾーンが使用されます）。更新操作は、クラスタのプライマリノードで実行

され、他のノードに伝播されます。

（注）

レポートを実行すると、レポートをフィルタするための値リストとコレクションが表示されま

す。値リストまたはコレクションでフィルタする機能は、グループまたはユーザの権限によっ

て決定されます。
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値リストのアクション

説明アクション

ツールバーのアクション

値リストを検索します。検索

すべての値リスト（ストックとカスタム）を一覧表示します。すべて

すべてのストック値リストを一覧表示します。在庫

すべてのカスタム値リストを一覧表示します。カスタム

[値リスト（Value Lists）]ページを更新します。更新

新しい値リストを作成します。詳細については、「値リストの作成」

を参照してください。

新規

省略記号（…）のアクション

値リストを編集します。

値リスト名をクリックして、値リストの詳細を編集することもでき

ます。

編集モードで、値リストのプロパティ（名前と説明）を編集するに

は、値リスト名の横にあるアイコンをクリックします。

編集

値リストクエリから生成された値のリストを表示します。値

コレクションが定義されている場合、コレクション内の値のリスト

を表示します。

コレクション

値リストおよびコレクション

2

値リストおよびコレクション

値リストのアクション



説明アクション

値リストにアクセスして管理するための適切な権限を割り当てます。

[グループ（Groups）]：値リストの表示および編集権限を付与しま
す。

•セキュリティ管理者は、さまざまなグループにこれらの権限を
付与できます。

•エンティティの所有者は、直接関連付けられているグループに
これらの権限を付与できます。

[ユーザ（Users）]：さまざまなユーザに対して値リストの表示およ
び編集権限を付与します。セキュリティ管理者にのみ適用されます。

（注） •個々のユーザまたはユーザグループのより高い権限（表
示および編集）が優先されます。

•最初の 200レコード（アルファベット順）のみが [メ
ンバー（Members）]または [グループ（Groups）]パ
ネルに表示されます。さらに多くのレコードを表示す

るには、[設定（Configure）] > [グループ（Groups）]
を参照してください。

•権限を変更し、[グループ（Groups）]と [ユーザ
（Users）]のタブを切り替える場合は、変更を保存す
るか破棄するかを選択するように求められます。

権限

値リストを削除します。値リストコレクションデザイナーロールを

持つユーザのみが、値リストを削除できます。いずれかのエンティ

ティに関連付けられている値リストは削除できません。

削除

関連トピック

値リストの作成（3ページ）

値リストの作成
値リストは、レポート定義クエリから受信されるデータおよびその他のデータを取得するため

に使用されます。

値リストを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[値リスト（Value Lists）]を選択します。
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ステップ 2 [値リスト（Value Lists）]ウィンドウで、[新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [新しい値リストの作成（CreateNewValueList）]ダイアログボックスで、[値リスト名（Value
List Name）]と [説明（Description）]を入力します。

ステップ 4 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 値リストの詳細ページで、次の項目を入力します。

説明フィールド

値リストのバージョン番号を入力します。Version

リストからデータソースを選択します。Data Source

値リストの値を取得するためのデータベースクエリを入力します。[検
証（Validate）]をクリックして、クエリを検証します。クエリの最大
長は 15000です。

値リスト SQLクエリでは ORDER BY句はサポートされませ
ん。

値 IDを空の文字列またはヌル値にすることはできません。

（注）

Value List Query

値リストクエリによって生成された値のリストからデータを取得するク

エリを入力します。

このクエリは、識別子（Identifier）タイプのコレクションを作成する場
合にのみ必要です。クエリの最大長は 15000です。

コレクションの詳細については、「コレクションの作成」を参照してく

ださい。

Collection Query

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

コレクションの作成（6ページ）

コレクションのアクション

説明アクション

ツールバーのアクション

コレクションを検索します。検索

すべてのコレクション（システムおよび手動）を一覧表示します。すべて

すべてのシステムコレクションを一覧表示します。システム
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説明アクション

すべての手動コレクションを一覧表示します。手動

[コレクション（Collections）]ページを更新します。更新

コレクションを作成します。詳細については、「コレクションの作

成」を参照してください。

新規

省略記号（…）のアクション

コレクションを編集します。

編集モードで、コレクションのプロパティ（名前と説明）を編集す

るには、コレクション名の横にあるアイコンをクリックします。

編集

このコレクションに関連付けられている値のリストを表示します。値

コレクションにアクセスして管理するための適切な権限を割り当て

ます。

[グループ（Groups）]：コレクションの表示および編集権限を付与
します。

•セキュリティ管理者は、さまざまなグループにこれらの権限を
付与できます。

•エンティティの所有者は、直接関連付けられているグループに
これらの権限を付与できます。

[ユーザ（Users）]：さまざまなユーザにコレクションの表示および
編集権限を付与します。セキュリティ管理者にのみ適用されます。

（注） •個々のユーザまたはユーザグループのより高い権限（表
示および編集）が優先されます。

•最初の 200レコード（アルファベット順）のみが [メ
ンバー（Members）]または [グループ（Groups）]パ
ネルに表示されます。さらに多くのレコードを表示す

るには、[設定（Configure）] > [グループ（Groups）]
を参照してください。

•権限を変更し、[グループ（Groups）]と [ユーザ
（Users）]のタブを切り替える場合は、変更を保存す
るか破棄するかを選択するように求められます。

権限

コレクションを削除します。値リストコレクションデザイナーロー

ルを持つユーザのみが、コレクションを削除できます。エンティティ

に関連付けられているコレクションは削除できません。

削除
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関連トピック

コレクションの作成（6ページ）

コレクションの作成
コレクションは、値リストによって取得されるデータのサブセットです。既存の値リスト用に

コレクションを作成したり、各値リストに複数のコレクションを設定したりすることができま

す。これにより、値リストのエントリを各自の展開に応じた意味のあるグループにカスタマイ

ズすることができます。

コレクションの変更は、スケジュール、レポート、レポートドリルダウン、およびダッシュ

ボードでは自動的には更新されません。したがって、コレクションが変更された場合は、設定

されているすべてのスケジュール、レポート、レポートドリルダウン、およびダッシュボード

のコレクションを再選択する必要があります。

（注）

コレクションを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[値リスト（Value Lists）]を選択します。

ステップ 2 [値リスト（Value Lists）]ウィンドウで、コレクションを作成する値リストに対して、対応す
る省略記号アクションボタンをクリックし、[コレクション（Collections）]を選択します。
[コレクション（Collections）]リストには、使用可能なコレクションが表示されます。

ステップ 3 [新規（New）]をクリックして、コレクションを追加します。

ステップ 4 [新しいコレクションの作成（CreateNewCollection）]ダイアログボックスで、[名前（Name）]
と [説明（Description）]を入力します。

この名前は、レポートを行うユーザがコレクションを選択できるように、レポートフィルタに

表示されます。

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [コレクションタイプ（CollectionType）]リストで、次のコレクションタイプから選択します。

• [識別子（Identifier）]：このコレクションタイプを選択し、関連する値リストで定義され
たコレクションクエリで使用される識別子を入力します。

値リストを編集する場合は、コレクションクエリフィールドが編集可能になるの

で、[識別子（Identifier）]フィールドに入力する適切な値を判断できます。

適切な IDを返す任意の有効なSQLSelectステートメントを使用して、コレクショ
ンクエリをカスタマイズできます。

（注）
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• [正規表現（Regular expression）]：このコレクションタイプを選択し、Java正規表現を入
力して、値リストによって生成された値の中からデータを検索します。

• [値（Values）]：このコレクションタイプを選択し、値リストによって生成された値のリ
ストからサブセットを選択します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

値リストは、CiscoUnified Intelligence Center Administration-OAMPコンソール（運用管
理のメンテナンスおよびプロビジョニング）で設定された同期スケジュールに基づい

て更新されます。

この設定は、識別子タイプコレクションを使用する前に設定する必要があります。

システムコレクションは自動的に行われ、それらを変更したり削除したりすることは

できません。システムコレクションはエージェントおよびエージェントチーム用で

す。

（注）

値リストおよびコレクションの設定制限
Cisco Unified Intelligence Centerでは、値リストとコレクションに対して次の設定制限がサポー
トされています。

•値リストの最大数 = 50

•値リストあたりの値の最大数 = 72000

•値リストあたりのコレクションの最大数 = 7200

•コレクションあたりの値の最大数 = 5000
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