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概要
レポート定義は、レポートのインターフェイスを定義します。各レポートにはレポート定義

（データベースクエリ）があります。これは、各レポートテンプレートでのデータソースか

らのデータ取得方法を表すものです。サポートされているデータベースクエリのタイプは次の

とおりです。

• MS SQLクエリ

•ストアドプロシージャクエリ

•匿名ブロッククエリ

•リアルタイムストリーミングクエリ

データがどのように取得されるかを指定する以外に、レポート定義には取得されたデータセッ

トも含まれます。これには、フィールド、フィルタ、数式、リフレッシュレート、およびレ

ポートのキー基準フィールドがあります。

Unified Intelligence Centerでは、レポートとレポート定義は区別されます。レポート定義を表
示、作成、および編集するには、Premiumライセンスが必要です。

• Unified Intelligence Centerでは、各レポートテンプレートのストックレポート定義がイン
ストールされます。

•ストックレポート定義の名前は変更できません。

（注）
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レポート定義のアクション

一度に最大 10個のレポート定義を作成、表示、または変更できます。（注）

説明アクション

表示と編集

表示：レポート定義の詳細と関連するレポートを表示するには、レポート定義をクリックし

ます。[概要（Overview）]ページが表示されます。

関連するすべてのレポート（表示および編集権限の有無にかかわらず）が [概要
（Overview）]ページに表示されます。関連するすべてのレポートの表示は、レポー
ト全体のレポート定義の使用状況の評価に役立ちます。

（注）

編集：レポート定義を編集するには、[概要（Overview）]ページの [編集（Edit）]をクリッ
クします。変更は、関連付けられているすべてのレポートに適用されます。

編集モードで、レポート定義名の横にあるアイコンをクリックして、レポート定義プロパティ

（名前、説明、およびレポート定義タイプ）を編集します。

ストックレポート定義は編集できません。（注）

[フィールド（Fields）]および [パラメータ（Parameters）]タブでデータを編集する
際は、変更内容を保存したことを確認してください。変更されたデータを保存せず

に、[データソースとクエリ（DatasourceandQuery）]タブでクエリを編集し、[次へ
（Next）]をクリックすると、編集したデータは失われます。

注意

ツールバーのアクション

新しいレポート定義を作成します。

[新規作成（New）]アクションは、そのレポート定義の
表示および編集権限を持っている場合にのみ有効になり

ます。

（注）

詳細については、「レポート定義の作成」を参照してください。

[新規作成（New）] > [レ
ポート定義（Report
Definition）]
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説明アクション

新規フォルダを作成します。この機能を使用してレポート定義を

分類します。

（注） • [新規作成（New）]アクションは、そのフォルダに
対して表示および編集権限を持っている場合にのみ

有効になります。

•フォルダを別の場所に移動または保存すると、ド
ロップダウンのリストにすべてのフォルダが表示さ

れます。フォルダ内部にアクセスするには、その

フォルダへの編集権限が必要です。

[新規作成（New）]> [フォ
ルダ（Folder）]

[レポート（Report）]ページを更新します。更新

レポート定義をお気に入りとしてタグ付けします。[お気に入り
（Favorites）]に追加するレポート定義名の横にある星形のアイコ
ンをクリックします。

お気に入り

レポート定義を検索します。検索

省略記号（…）のアクション

レポート定義のコピーを保存します。名前を付けて保存

レポート定義またはフォルダの名前を変更します。

Unified Intelligence Centerでは、各レポートテンプレー
トのストックレポート定義がインストールされます。

ストックレポート定義の名前は変更できません。

（注）

名前の変更
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説明アクション

レポート定義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：レポート定義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、これらの権限をさまざまなグループ
に付与できます。

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

ユーザ：さまざまなユーザにレポート定義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） •個人ユーザとユーザグループのうち、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。

•権限を変更してから [グループ（Groups）]タブと
[ユーザ（Users）]タブを切り替える際には、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

レポートまたはフォルダをフォルダから別のフォルダに移動しま

す。

レポート定義またはフォルダの移動は、レポート定義ま

たはフォルダの親フォルダの編集権限を持っている場合

にのみ実行できます。

（注）

移動
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説明アクション

レポート定義またはフォルダを削除します。レポート定義または

フォルダを削除するには、次の条件が適用されます。

•削除するレポート定義またはフォルダの親フォルダに対し
て、編集権限を持っている必要があります。

•レポートは、レポート定義またはフォルダに関連付けられて
いてはなりません。

•ストックレポートの定義またはフォルダに必要なロールと権
限は次のとおりです。

•ユーザロール：システム設定管理者、レポート定義設計
者

•権限：その特定のレポート定義またはフォルダ、および
直近の親フォルダに対する編集権限。

•カスタムレポート定義またはフォルダに必要なロールと権限
は、次のとおりです。

•ユーザロール：レポート定義設計者

•権限：その特定のレポート定義またはフォルダ、および
直近の親フォルダに対する編集権限。

削除

関連トピック

レポート定義の作成（5ページ）

レポート定義の作成
レポート定義は、次のクエリタイプに基づいています。

• SQLクエリ：ほとんどのレポート定義で広く使用されている、シンプルなデータベースク
エリ。

•匿名ブロック：特定のデータをプルするよう記述されたクエリのブロック。

•ストアドプロシージャ：特定のデータを取得するよう記述された定義済みプロシージャ。

•リアルタイムストリーミング：リアルタイムでデータをプッシュするストリーミングデー
タソースからデータを取得するために使用される特別なクエリ。

新しいレポートを作成するには、次の手順を実行します。

レポート定義
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手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[レポート定義（Report Definitions）]を選択します。

ステップ 2 レポートを作成するフォルダに移動します。

ステップ 3 [レポート定義（ReportDefinition）]ツールバーで、[新規作成（New）]> [レポート定義（Report
Definition）]をクリックします。

ステップ 4 [新しいレポート定義の作成（Create New Report Definition）]ウィンドウで、レポート定義の
[名前（Name）]と [説明（Description）]を入力します。

ステップ 5 必要な [レポート定義タイプ（Report Definition Type）]を選択します。

• SQLクエリ

•匿名ブロック

•ストアドプロシージャ

•リアルタイムストリーミング

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [データソースとクエリ（DataSource andQuery）]タブで、適切な [データソース（DataSource）]
を選択して、[クエリ（Query）]を入力します。

[オンライン（Online）]データソースを選択していることを確認してください。（注）

詳細については、「データソースとクエリタブ」を参照してください。

ステップ 8 [次へ（Next）]をクリックしてクエリを検証し、選択したレポート定義タイプに応じてパラ
メータまたはフィールドを取得します。

検証されたクエリは次のものを取得します。

•ストアドプロシージャおよび匿名ブロッククエリのパラメータのみ。

• SQLおよびリアルタイムストリーミングクエリのフィールドのみ。

ステップ 9 [パラメータ（Parameters）]タブでは、ストアドプロシージャまたは匿名ブロックから生成さ
れたパラメータ（必要な場合）を編集および並べ替えできます。詳細については、「[パラメー
タ (Parameters)]タブ」を参照してください。

ステップ 10 [次へ（Next）]をクリックして、パラメータを検証し、フィールドを作成します。

ステップ 11 [フィールド（Fields）]タブでは、次のことができます。

•取得したフィールドを管理します。

•数式およびフィルタフィールドを作成します。

•フィールドのプロパティとフィールドのフォーマットを編集します。

詳細については、「[フィールド（Fields）]タブ」を参照してください。

ステップ 12 [次へ（Next）]をクリックします。

レポート定義
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ステップ 13 [プロパティ（Properties）]タブで、レポートテンプレートの追加プロパティを設定します。詳
細については、「[プロパティ（Properties）]タブ」を参照してください。

ステップ 14 [保存（Save）]をクリックします。
作成したレポート定義は、レポート定義の [概要（Overview）]ページに表示されます。この
ページには、関連付けられているレポートがリストされます（存在する場合）。

関連トピック

[データソースとクエリ（Datasource and Query）]タブ（7ページ）
[フィールド（Fields）]タブ（13ページ）
[パラメータ（Parameters）]タブ（9ページ）
[プロパティ（Properties）]タブ（21ページ）

[データソースとクエリ（Datasource and Query）]タブ
アクションレポート定義タイプ

適切なデータソースを選択し、レポート定義に有効なデータベース

クエリを指定します。

（注） • [オンライン（Online）]データソースを選択します。

•データベースクエリタイプでサポートされている最大
長は 25000文字（空白を含む）です。

[次へ（Next）]をクリックして、[フィールド（Fields）]タブでクエ
リから導出されたフィールドを表示します。

SQLクエリ

適切なデータソースを選択し、パラメータを組み込むデータベース

クエリを入力します。

（注） •匿名ブロッククエリタイプでサポートされる最大長は
25000文字です（空白を含む）。

•匿名ブロックのパラメータ名は、パラメータ名の前に
コロンが必要です。

例：:paramName。パラメータ名の先頭にあるコロン
は、Unified Intelligence Centerによってアットマーク
（@）に置き換えられます。

[次へ（Next）]をクリックして、[パラメータ（Parameters）]タブに
パラメータの一覧を表示します。

匿名ブロック
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アクションレポート定義タイプ

適切なデータソースを選択し、ストアドプロシージャの名前を入力

します。ストアドプロシージャの場所が Unified Intelligence Centerか
らアクセス可能であることを確認します。

[次へ（Next）]をクリックして、[パラメータ（Parameters）]タブに
パラメータの一覧を表示します。

ストアドプロシージャ

ストリーミングデータソースとトピックを選択して、関連付けられ

ているフィールドのリストを表示します。必須フィールドを確認し

ます。

レポート定義ごとに 1つのトピックのみ選択できます。（注）

キールーティングフィールド

キーアイコンで表されます。このフィールドはオンになっており、

無効になっています。複合キーフィールドは、トピック内のネスト

されたオブジェクトからのフィールド選択に応じて、このフィール

ドに関連付けられます。

（注） •フィールドをオンにすると、複合フィールドもチェッ
クされます。

•フィールドをオフにすると、関連付けられている複合
フィールドはチェックされたままになります。

•複合フィールドをオフにすると、そのすべてのメンバー
フィールドがオフになります。

[次へ（Next）]をクリックして、[フィールド（Fields）]タブで選択
したフィールドを表示します。

フィールドのプロパティを保存する前に、[キールーティン
グフィールド（Key Routing Field）]に値リストを付加しま
す。

（注）

リアルタイムストリー

ミング

デフォルトでは、SQLサーバに送信されるクエリは、次のプロパティを使用して実行されま
す。

• ANSI_NULLS：オン

• QUOTED_IDENTIFER：オン

• ROWCOUNT：0

これらの値のいずれかを変更するには、カスタム SQLクエリで適切な値を設定します。

（注）
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関連トピック

[パラメータ（Parameters）]タブ（9ページ）
[フィールド（Fields）]タブ（13ページ）

[パラメータ（Parameters）]タブ
[パラメータ（Parameters）]タブを使用して、ストアドプロシージャまたは匿名ブロックから
生成されたパラメータの編集および並べ替えを行います。パラメータは、レポートの生成時に

フィルタとして使用されます。

生成されたパラメータのリストは、次の属性に関連付けられています。

説明属性

パラメータ名。Name

順序変更アイコンを、必要な行の位置にドラッグアンドドロップしま

す。この順序は、[レポートフィルタ（report filter）]ページに表示され
るパラメータを反映しています。

順序変更アイコンは、パラメータリストの最初の行にのみ表

示されます。後続の行では、パラメータ行の上にカーソルを

合わせると、順序変更アイコンが表示されます。

（注）

Reorder icon

レポートフィルタに表示されます。

フォーマット：表示名 (フィールド名)

例：Agent_Login_Start_Date (@param1)

鉛筆アイコンをクリックして、表示名を編集します。

（注） •英数字のみをサポートします。

•鉛筆アイコンは、パラメータリストの最初の行にのみ表
示されます。後続の行では、表示名の上にカーソルを合

わせると、鉛筆アイコンが表示されます。

Display Name

関連付けられているデータ型。匿名ブロッククエリタイプの場合は、

必要に応じて、リストから別のデータタイプを選択します。

Data Type

各データタイプに対する入力済みの関連付けられたサンプル値。必要に

応じて、サンプル値を変更します。

Sample Value

レポート定義
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説明属性

関連付けられている値リスト。

ユーザがその値リストに対する表示権限を持っている場合、値リストへ

の関連付けが終わると、フィルタウィザードに値リストが表示されま

す。

この列を使用して、次の操作を行います。

•値リストを関連付けます（プラスアイコンをクリックします）。詳
細については、「値リストの関連付け」を参照してください。

•関連付けられている値リストを編集します（値リスト名をクリック
します）。

•値リストを削除します（値リスト名の上にカーソルを合わせたとき
に表示されるマイナスアイコンをクリックします）。

Value List

パラメータを編集または削除できます。

編集：パラメータのプロパティを編集します。[パラメータの編集（Edit
Parameter）]ウィンドウのフィールドは、データタイプによって異なり
ます。詳細については、「パラメータプロパティの編集（EditParameter
Properties）」を参照してください。

Actions

関連トピック

値リストの関連付け（10ページ）
パラメータプロパティの編集（11ページ）

値リストの関連付け

値リストをフィールド（レポート定義が SQLクエリに基づいている場合）およびパラメータ
（レポート定義が匿名ブロックまたはストアドプロシージャに基づいている場合）に関連付け

ることができます。

ユーザがその値リストに対する表示権限を持っている場合、値リストのフィールドまたはパラ

メータへの関連付けが終わると、フィルタウィザードに値リストが表示されます。

値リストを関連付けるには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 [パラメータ（Parameters）]または [フィールド（Fields）]タブで、[値リスト（Value List）]列
のプラスアイコンをクリックします。

ステップ 2 [値リストの付加（Attach Value List）]ウィンドウで、次のフィールドに適切な値を選択する
か、または入力します。

レポート定義
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説明フィールド

このリストは、ログインしているユーザの権限に基づいて入力されま

す。

（注） •値リストに関連付けられるのは、文字列と10進数のフィー
ルドだけです。

•ストックレポートテンプレートでは、このフィールドは
レポート定義のストック値リストによって入力されます。

Value List

値リストがストアドプロシージャまたは匿名ブロックに渡される際、各

値の間に配置される区切り記号（文字）を入力します。

Value Delimiter

パラメータ値の選択を、値リスト選択フィルタの1つの値のみに制限し
ます。

つまり、レポート定義では、このチェックボックスをパラメータに対し

て有効にすると、[値リスト（Value list）]選択ボックスでそのパラメー
タに対して 1つの値のみを選択できます。

このチェックボックスは、[値リスト（Value list）]リストで
値を選択した後にのみ有効になります。

（注）

Allow only Single
Value selection in
filters

パラメータ値がストアドプロシージャまたは匿名ブロックに渡されると

きに、追加された2つの単一引用符で値が囲まれます。最初の単一引用
符は、2番目の単一引用符をエスケープするために使用されます。

Quote Values

ステップ 3 [Done]をクリックします。

パラメータプロパティの編集

説明パラメータのプロパティ

パラメータの説明。Description

匿名ブロックまたはストアドプロシージャのレポート定義に基づ

いてレポートを実行するときにパラメータ値として渡されるハー

ドコードされた値。

ハードコードされた値としてNULLを渡すには、このフィールド
を空白のままにして、[空の文字列にはNULLを渡す（Pass NULL
value for empty string）]チェックボックスをオンにします。ハード
コードされた値を入力すると、フィルタページでこのパラメータ

は非表示になります。

Hard-coded value

リストから日付、時刻、または日付と時刻の形式を選択します。Format Field

レポート定義
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説明パラメータのプロパティ

このパラメータが必要であることを示すには、このチェックボッ

クスをオンにします。

Required

このチェックボックスは、パラメータが必須でない場合、または

値がない場合にのみ有効になります。パラメータに値が取り込ま

れると、このフィールドは無効になり、値が渡されます。

Pass NULL value for empty
string

ストアドプロシージャレポート定義タイプの文字列タイプフィー

ルドについて、次の値から選択します。

•現在のユーザ名

•現在のユーザタイムゾーン

Automatic Parameter

[開始日（Start date）]および [終了日（End date）]フィールドを使
用して、日付の範囲を指定します。詳細については、「匿名ブロッ

クおよびストアドプロシージャに対する相対的な日付および日数

によるフィルタリング」のセクションを参照してください。

Relative Date Range

匿名ブロックおよびストアドプロシージャに対する相対的な日付および日数によるフィルタリ

ング

匿名ブロックとストアドプロシージャに基づくレポートについて、次の図にレポートフィルタ

の相対的な日付を入力する方法の説明を示します。

•日付：

• [開始日（Start Date）]を選択して、[表示名（Display Name）]を入力します。[終了日
（End Date）]を選択して、同じ [表示名（Display Name）]を入力します。

たとえば、Agent_Login_Start_DateとAgent_Login_End_Dateを同じ表示名
Agent_Login_Dateにします。

さまざまなパラメータ間の関係を示すには、パラメータの表示名

が同じでなければなりません。

（注）

•同じ表示名で表示される日付がまとめてグループ化され、相対的な日付範囲として表
示されます。単一のストアドプロシージャまたは匿名ブロックで、必要な任意の数の

ペアを使用できます。

レポート定義
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複数のパラメータペアに同じ表示名を入力しないでください。

Unified Intelligence Centerでは、最初の 2つのパラメータだけが 1
つのペアに表示されます。3番目と 4番目のパラメータはペアに
表示されません。たとえば、

• Agent_Login_Start_Dateおよび Agent_Login_End_Dateの表示
名として Agent_Login_Dateを指定します。

• Log_Out_Interval_Start_Dateおよび Log_Out_Interval_End_Date
の表示名として（Last_Login_Dateではなく）
Agent_Login_Dateを指定します。

Unified Intelligence Centerでは、ペアのパラメータ
Log_Out_Interval_Start_DateとLog_Out_Interval_End_Dateは表
示されないことに注意してください。

（注）

•曜日：Daysパラメータを使用して、オプションの曜日パラメータを指定します。Daysパ
ラメータは必須ではありません。このパラメータは、次の条件を満たす必要があります。

1. 文字列型

2. 同じ日付範囲内の他のパラメータと同じ表示名のプレフィックスが付けられます。

3. _日間が付加されている

たとえば、Daysパラメータの場合、表示名を Agent_Login_Date_Daysとして定義できま
す。これには、_Daysおよび 2つのパラメータ Agent_Login_Start_Dateと
Agent_Login_End_Dateに定義されているものと同じ表示名 Agent_Login_Dateが付加され
ます。

[フィールド（Fields）]タブ
ストアドプロシージャ、匿名ブロック、または SQLクエリから生成された次のフィールドを
管理するには、[フィールド（Fields）]タブを使用します。

•クエリフィールド：データベーステーブルのフィールドを表します。クエリフィールドを
作成または削除することはできません。

•数式フィールド：値を計算して返すカスタムフィールドです。

•フィルタフィールド：[フィルタ（Filter）]ページの [高度なレポートオプション（Advanced
Reporting Options）]タブに表示されるカスタムフィールドです。

レポート定義
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フィールドのアクション

説明アクション

ツールバーのアクション

フィールドを検索します。検索

すべてのフィールドを一覧表示します。[フィールドタイプ（FieldType）]
列には、関連付けられているデータ型と対応するフィールドタイプが表

示されます。次のフィールドタイプは、アイコンの形式で表示されます。

•キー基準フィールドまたはキールーティングフィールド

•複合フィールド

•履歴キーフィールド

•フィルタフィールド

•数式フィールド

•ドリルダウンがリンクされました

すべて

すべてのフィルタフィールドを一覧表示します。フィルタ

すべての数式フィールドを一覧表示します。式

リンクされたドリルダウンを含むすべてのフィールドを一覧表示します。ドリルダウン

• [フィルタフィールド（Filter Field）]：選択したデータタイプに基づ
くフィルタフィールドを作成します。レポートの実行時にフィルタ

を使用して、特定のデータを取得します。フィルタフィールドは、

[フィールド（Fields）]タブの [フィールドタイプ（Field Type）]列
にフィルタアイコンで示されます。

詳細については、「フィールドプロパティ」を参照してください。

• [数式フィールド（FormulaField）]：フィールドのリストに表示され
る計算フィールドを作成します。数式フィールドは、[フィールド
（Fields）]タブの [フィールドタイプ（FieldType）]列に数式アイコ
ンで示されます。

詳細については、「フィールドプロパティ」と「数式の作成ガイド

ライン」を参照してください。

新規

レポート定義
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説明アクション

各フィールドでは、次の操作を行うことができます。（注）

•フィールドの値リストを付加または削除します（レポート定義がクエリに基づ
いている場合）。詳細については、「値リストの関連付け」を参照してくださ

い。

•クエリフィールドと数式フィールドの書式を編集できます。詳細については、
「フィールドプロパティ」を参照してください。

省略記号（…）のアクション

フィールドの詳細を編集します。編集可能なプロパティは、クエリフィー

ルド、フィルタフィールド、または数式フィールドによって異なります。

詳細については、「フィールドプロパティ」を参照してください。

編集

ドリルダウンを管理します。ドリルダウンを使用して、レポート（グリッ

ド）から別のレポート（グリッドまたはチャート）へのリンクを作成し、

現在のブラウザウィンドウ内からサブレポートを起動できます。

（注） •ゲージレポートに対するドリルダウンは実行できません。

•匿名ブロックまたはストアドプロシージャのクエリタイプ
に基づくレポートはドリルダウンできません。

•リアルタイムストリーミングクエリタイプに基づくレポー
トにドリルダウンしたり、そのレポートからドリルダウン

したりすることはできません。

ドリルダウンの作成、編集、または削除の詳細については、「ドリルダ

ウンの管理」を参照してください。

ドリルダウン

フィールドを削除します。削除

関連トピック

フィールドプロパティ（15ページ）
数式の作成ガイドライン（19ページ）
値リストの関連付け（10ページ）
ドリルダウンの管理（20ページ）

フィールドプロパティ

次の表に、各フィールドプロパティとその定義を示します。フィールドのプロパティはフィー

ルドタイプによって異なります。

レポート定義
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定義フィールドタ

イプ

フィールドプ

ロパティ

デフォルトのデータベース名。すべて（All）Name

レポートの生成時に [フィルタ（Filter）]ページのフィール
ドの列ヘッダーとして表示されます。鉛筆アイコンをクリッ

クして、表示名を編集します。

（注） •英数字のみをサポートします。

•鉛筆アイコンは、パラメータリストの最初の
行にのみ表示されます。

•後続の行では、表示名の上にカーソルを合わ
せると、鉛筆アイコンが表示されます。

すべてDisplay Name

フィールドの説明を入力します。すべて（All）Description

リストからフィールドのデータ型を選択します。使用可能な

データ型は、DECIMAL、STRING、NUMBER、DATE、
DATETIME、および BOOLEANです。

この設定により、[フィールド（Fields）]タブのこのフィー
ルドに表示されるオプションが決まります。

計算式Data Type

データセット内のどの列がこのフィールドにバインドされた

かを特定します。SQLパーサーは、データベースからデー
タを取得するときにこの値を使用します。

フィルタフィールドの場合は、データ句を指定し

ます。クエリフィールドの場合、この値はクエリ

から自動的に入力されます。

（注）

クエリフィー

ルドとフィルタ

フィールドのみ

Data Clause

[値リスト（Value List）]列のプラスアイコンをクリックし
ます。[値リストの付加（AttachValueList）]ウィンドウで、
次のフィールドに適切な値を選択するか、または入力しま

す。詳細については、「値リストの関連付け」を参照してく

ださい。

フィールドが値リストに関連付けられている場合、レポート

ユーザは値リストまたはそのコレクションから 1つ以上の
フィールドを使用して、レポートをフィルタに掛けることが

できます。

値リストに関連付けられるのは、文字列と10進数
のフィールドだけです。

（注）

クエリフィール

ドとフィルタ

フィールドのみ

Value List

レポート定義
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定義フィールドタ

イプ

フィールドプ

ロパティ

鉛筆アイコンをクリックして、フィールドとフッターの書式

を編集します。

• Format：デフォルトの書式マスクのリストを指定しま
す。利用可能な書式はデータ型によって異なります。た

とえば、数値の場合は、表示形式をすべて選択できま

す。カスタム選択の場合は、[カスタム書式（Custom
Format）]テキストボックスに書式を入力できます。

• Footer：フッターで使用する数式です。[なし（None）]、
[平均（Average）]、[合計（Sum）]、[カウント
（Count）]、[最小（Min）]、および [カスタム数式
（Custom Formula）]を選択できます。使用可能なオプ
ションはデータ型によって異なります。

フッターの式については、集計関数を列に適用し

ていることを確認してください。例：
SUM(${Field1})/(SUM(${Field2})+SUM(${Field3}))

（注）

カスタムフッターの場合は、次のフィールドが表示され

ます。

• [デフォルトのカスタムフッター数式（Default
Custom Footer formula）]：列がグループ化された
ときに適用されるフッター数式を入力します。この

列には、そのレベルに対して定義されたカスタム

フッター数式はありません。

• [グループ1カスタムフッター数式（Group1Custom
Footer Formula）]：この列がグループの最初のレ
ベルにある場合に適用されるフッター数式を入力し

ます。

• [グループ2カスタムフッター数式（Group1Custom
Footer Formula）]：この列がグループの 2番目の
レベルにある場合に適用されるフッター数式を入力

します。

• [グループ3カスタムフッター数式（Group1Custom
Footer Formula）]：この列がグループの 3番目の
レベルにある場合に適用されるフッター数式を入力

します。

クエリフィー

ルドと数式

フィールドのみ

Format | Footer

レポート定義
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定義フィールドタ

イプ

フィールドプ

ロパティ

[利用可能（Available）]フィールドパネルから非表示にする
には、このチェックボックスをオフにします。グリッドエ

ディタの [利用可能（Available）]フィールドのリストに
フィールドを表示（維持）する場合は、これをオンにしま

す。

クエリフィー

ルドと数式

フィールドのみ

Allow to show if
invisible

フィルタを選択している間にオンにして、フィールドを

[フィールドフィルタ（Field Filters）]タブに追加します。
すべてAvailable in

Filter

リストからフィールドを選択して矢印ボタンをクリックし、

フィールドを [式の構文（Formula Syntax）]フィールドに
挿入します。

このリストのフィールドは、[表示名（Display
Name）]ではなく、[名前（Name）]によって表示
されます。

（注）

計算式Select from
Available Fields

選択したフィールドの数式を構成する演算子を表示します。

詳細については、「式の作成に関するガイドライン」を参照

してください。

計算式Formula Syntax

動的ヘッダー（コンテンツに動的コンテンツが含まれているヘッダー）を使用するレポートの

場合、[レポート定義（Report Definition）] > [フィールド（Fields）]タブで、SQLフィールド
名をヘッダー名の一部として指定します。列名は波括弧で囲まれるため、ユーザはヘッダー内

の動的コンテンツを容易に見つけることができます。

[完了（Done）]をクリックして、そのフィールドの選択内容のみを保存します。

関連トピック

値リストの関連付け（10ページ）
数式の作成ガイドライン（19ページ）
デフォルトのフォーマット（18ページ）

デフォルトのフォーマット

利用可能な書式は、[フィルタフィールドの作成（Create Filter Field）]ダイアログボックスで
設定したフィールドのデータ型によって異なります。たとえば、数値の場合、数値に使用でき

る表示書式がドロップダウンで表示されます。このリストからの選択（カスタム内容）によっ

て、カスタム書式文字列で提供されている書式文字列が、返される値に適用されます。サポー

トされているカスタム書式は次のとおりです。

レポート定義への変更は、それを使用するすべてのレポートに影響を及ぼします。（注）

レポート定義
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1. Stringデータ型：文字列値の前に文字列を追加します。たとえば、nameという名前の文字
列フィールドがあり、そこに医師の名前が列挙されている場合に、レポート内の医師名の

前に Dr.を付け加えるときは、このフィールドのカスタム書式を使用して、Dr.という値
を入力します。作成されるレポートには、すべての名前が Dr. XXXXと表示されます。

2. Decimalデータ型：Unified IntelligenceCenterでは、Javaの 10進表記規則に従った 10進デー
タ書式がサポートされています。

次の表に、カスタム書式の例をいくつか示します。#記号は桁を表します。桁がない場合
には、何も表しません。桁は数字を表します。数字がない場合には、0を表します。

値形態データ

000123123456123

123,456.789###,###.###123456.789

123456.79###.##123456.789

000123.780123456.789123.78

$12,345.67$###,###.###12345.67

$12345.67$1234.5612345.67

1.2E20.0E+0123

1.2E020.0E+00123

Rs 123aRs 1234123

数式の作成ガイドライン

数式とは、演算子を使用してデータベースフィールド上で計算を実行する式です。作成した数

式はレポートに列として表示されます。次の基本的な算術演算子を使用して数式を作成しま

す。+：加算、-：減算、*：乗算、/：除算、( )：オペランドのグループ化。数式内の各値は、
数式内の単一のフィールドを表します。

データ型と構文の例：

• Boolean：!${bool1} (ユーザインターフェイス内で TRUEまたは FALSEとして表示されま
す。否定オペランドが使用されている場合、反対の値が表示されます)。

• Date：${date1} + 246060*1000（date1を 1日分増加）。

• DateTime：DateDiff(${dateTime1},${dateTime2})（dateTime1と dateTime2の差（ミリ秒単
位）を計算してフォーマット化します）。

• 10進数

• ${num1} + ${num2} (2つの数値フィールドで加算を行います)。

• ${Num1} - ${num2} (2つの数値フィールドで減算を行います)。

レポート定義
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• ${num1} / ${num2} * ${num3} (演算子の結合規則に従って(${num1} / ${num2}) * ${num3}
のように計算します)

• (${num1}) / (${num2}) / (${num3} * ${num4}) - ${num1})

•文字列

• ${str1} + ${str2} (文字列を連結します。文字列の減算、乗算、または除算はできませ
ん)。

• "<a href=" + ${URL_FIELD} + " target=_blank>" + ${LINK_NAME_FIELD} +
"</a>"（フィールド値と文字列定数を連結して HTML要素を作成します）。

• ${str1} + ${num1)（str1フィールドと num1フィールドの値を連結します）。

ヌル値は空とみなされます。（注）

ドリルダウンの管理

[ドリルダウン（Drilldowns）]ダイアログボックスからドリルダウンを作成、編集、または削
除することができます。

ドリルダウンを編集または削除するには、リストページで、ドリルダウンの横にある省略記号

ボタンをクリックし、それぞれ [編集（Edit）]または [削除（Delete）]をクリックします。編
集または削除アクションを実行した後、ドリルダウンに加えられた変更を反映するために、レ

ポート定義を保存してください。

（注）

ドリルダウンを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 2 ドリルダウン名を入力し、ドリルダウンにリンクするレポートを選択します。

ステップ 3 [一致フィールドの追加（Add Match Field）]をクリックして、[ターゲットレポート（Target
Report）]フィールドおよび対応する（一致する）[ソースレポート（Source Report）]フィール
ドを選択します。このアクションは、一致した [ソースレポート]フィールドの列値に基づいて
ターゲットレポートをフィルタリングします。

日付および時刻型のフィールドの場合、[日付範囲の一致（Match Date range）]オプ
ションを選択すると、ソースレポートの履歴フィールドの日付範囲に基づいてター

ゲットレポートがフィルタ処理されます。ソースレポートが履歴レポートの場合にの

み使用できます。

（注）
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ステップ 4 [Save]アイコンをクリックします。フィールドの編集または削除は、それぞれのアイコンを使
用して行えます。

ステップ 5 [一致フィールドの追加（Add Match Field）]をクリックしてさらにフィールドを追加し、[次
へ（Next）]をクリックします。

[一致フィールドの追加（AddMatchField）]リンクは、選択したフィールドを保存す
るまで有効になりません。

（注）

ステップ 6 フィルタ条件を指定して、[完了（Done）]をクリックします。
作成したドリルダウンは、そのレポートの [ドリルダウン（Drilldowns）]ページに表示されま
す。

•ドリルダウンを作成すると、デフォルトでは、ドリルダウンフィルタ画面にター
ゲットレポートのフィルタ条件が入力されます。作成プロセス中に、ターゲット

レポートのフィールドの一致フィールドまたは一致する日付範囲を削除すると、

ドリルダウンフィルタ画面はそのフィールドのデフォルト条件が反映されるよう

にリセットされます。

•ドリルダウンを編集すると、ドリルダウンフィルタ画面にターゲットレポートの
現在のドリルダウンフィルタ条件が入力されます。編集プロセス中に、ターゲッ

トレポートのフィールドの一致フィールドまたは一致する日付範囲を削除する

と、ドリルダウンフィルタ画面はそのフィールドの現在のドリルダウンフィルタ

条件を反映するようにリセットされます。

（注）

フィルタ条件の設定の詳細については、『Cisco Unified Intelligence Center User Guide』
（https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-user-guide-list.html）
の「Report Filters」セクションを参照してください。

[プロパティ（Properties）]タブ
[プロパティ（Properties）]タブをクリックして、レポートテンプレートの追加プロパティを
設定します。

リアルタイム（ライブデータ）レポートの場合は、[作成者（Author）]フィールドと [バージョ
ン（Version）]フィールドのみを使用できます。

（注）

表 1 : [プロパティ（Properties）]タブのアクション

説明アクション

エンティティを作成したテンプレートプロバイダーの名前。作成者
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-user-guide-list.html.


説明アクション

Unified Intelligence Centerで現在展開されているレポート定義エンティ
ティのバージョン。

形式：x.y（xと yは整数）。バージョンの先頭または末尾は小数点に
できません。

例：8.9または 11.15

バージョン

選択すると、単純なクエリに基づいてレポートをフィルタリングしま

す。

匿名ブロックまたはストアドプロシージャに基づくレポート

については、このフィールドは無効です。

レポート定義にキー基準フィールドが定義されていない場合

は、単純なクエリに基づいてレポートを実行できます。ただ

し、レポートはデフォルトのフィルタで実行されるため、取

得されるデータは大きくなる可能性があります。

（注）

キー基準フィールド

レポートタイプを選択します。リアルタイムまたは

履歴

レポートの日付と時間間隔を選択します。

このフィールドは、履歴レポートタイプに対してのみ有効に

なります。

このフィールドが空白のままである場合でも履歴レポートを

実行できますが、レポートはすべての日付に対するすべての

データと取得されたデータを返します。このリストでは、

DATEとDATETIME形式のフィールドのみを使用できます。

（注）

履歴キーフィールド

レポートが自動更新される間隔（秒単位）。最小更新間隔は、リアル

タイムレポートの場合は15秒ごとで、履歴レポートの場合は900秒ご
とです。デフォルトより少ない値は入力できません。

履歴タイプの新しいレポート定義の場合、デフォルトの更新

間隔は 3600秒です。リアルタイムレポートのデフォルトの
更新間隔は 900秒です。

（注）

リフレッシュレート
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