
 
 
 

HP TechPulse 
 
 
 
 
 
 

レポートガイド 

 
 
 
 
 

2020年6月 



HP TechPulse レポートガイド 

Copyright 2 

 

 

 

サードパーティソフトウェアの通知 

サードパーティのソース コード、ソフトウェア、ライセン
スは必要に応じて HP ソフトウェア ソリューションと共に再
配布されます。 

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国におけ
る Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 

 
© 2020, 2019, 2018 HP Development Company, L.P. 

こちらに記載されている情報は予告なく変更されること
があります。HP の製品およびサービスに関する保証は、
当該製品およびサービスに付随する明示的な保証文に 

よってのみ規定されるものとします。本書のいかなる 

内容も、新たな保証を追加するものではありません。 

HP は、本書の技術的または編集上の誤りや欠落に関し 

て責任を負いません。 

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国におけ
る Microsoft Corporation の商標です。Android および Google 

は Google Inc. の商標です。 

HP TechPulse プロアクティブ管理プランおよび/または付
属コンポーネントは、地域または認定 HP サービス パー
トナーにより異なる場合があります。居住国における特
定の詳細については、現地の HP 担当者または認定パー
トナーまでお問い合わせください。 

HP のサービスは、提供される、または購入時にお客様に
提示される HP サービス利用規約に準拠します。お客様
は、適用される現地の法律に従って追加の制定法上の権利
を有する場合があり、そのような権利は、HP のサービス
利用規約、または HP 製品と共に提供された HP 限定的保
証により影響されません。 

4AA7-3723JAP v10.3 – 2020 年 6 月 12 日  

KB0010039 

 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 3 

 

 

 

目次 
HP TechPulse .............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 

はじめに ............................................................................................................................................................................................................ 10 

「Deployment (デプロイメント)」レポート ................................................................................................................................................................................................ 10 

「Hardware (ハードウェア)」レポート ......................................................................................................................................................................................................... 10 

「Security (セキュリティ)」レポート ............................................................................................................................................................................................................ 12 

「Software (ソフトウェア)」レポート .......................................................................................................................................................................................................... 13 

「Incident (インシデント)」レポート............................................................................................................................................................................................................. 14 

サービスプラン別レポート .............................................................................................................................................................................................................................. 15 

オペレーティングシステム プラットフォーム別のレポート ............................................................................................................................................................... 18 

レポートの規則 .................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

役割........................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

レポートの操作 ............................................................................................................................................................................................... 22 

レポート リスト ................................................................................................................................................................................................................................................... 22 

レポートの作成 .................................................................................................................................................................................................................................................... 23 

レポートの編集 .................................................................................................................................................................................................................................................... 24 

レポートの削除 .................................................................................................................................................................................................................................................... 24 

レポートの複製 .................................................................................................................................................................................................................................................... 25 

レポートのプレビュー ....................................................................................................................................................................................................................................... 25 

レポートの実行 .................................................................................................................................................................................................................................................... 26 

レポートのフィルター条件 .............................................................................................................................................................................................................................. 26 

レポートのスケジュール設定 .......................................................................................................................................................................................................................... 27 

レポート設定 ......................................................................................................................................................................................................................................................... 28 

レポートの検索、フィルタリング、並べ替え........................................................................................................................................................................................... 29 

レポートのレイアウトおよびナビゲート ............................................................................................................................................... 30 

HTML レポート ....................................................................................................................................................................................................................................................... 30 

PDF レポート.......................................................................................................................................................................................................................................................... 31 

Excel レポート ....................................................................................................................................................................................................................................................... 32 

Dashboard (ダッシュボード)......................................................................................................................................................................... 33 

「Dashboard (ダッシュボード)」ウィジェット .......................................................................................................................................................................................... 33 

カスタムダッシュボードの追加 ..................................................................................................................................................................................................................... 33 

ウィジェットの追加 ........................................................................................................................................................................................................................................... 33 

「Deployment (デプロイメント)」 > 「Data Health Report (データの状態レポート)」 ............................................................... 35 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 35 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 4 

 

 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 36 

「Deployment Status (デプロイメントステータス)」レポート .......................................................................................................... 37 

「By Installation Status (インストールステータス別)」タブ ................................................................................................................................................................... 37 

「By Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス別)」タブ .................................................................................................................................................... 39 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 40 

「BIOS Inventory (BIOS のインベントリ)」レポート .............................................................................................................................. 41 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 41 

「By Week (週別)」タブ ...................................................................................................................................................................................................................................... 42 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 42 

「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポート ................................................................................................................................. 44 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 45 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ ................................................................................................................................................................................. 46 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ........................................................................................................................................................................................................ 46 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 46 

「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート .................................................................................................... 49 

HP ノートブックのバッテリを理解する ...................................................................................................................................................................................................... 49 

リチウムイオンポリマーバッテリのバッテリ状態に影響する主要要素 .......................................................................................................................................... 49 

「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート ........................................................................................................................................................ 50 

「Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラー)」レポート .............................................................................................................. 55 

Blue Screen Errors – Details (ブルースクリーン エラー –詳細) レポート .............................................................................................................................................. 55 

「Blue Screen Errors - Top Devices with Errors (ブルースクリーン エラー –エラーの上位デバイス)」レポート ..................................................................... 56 

「Blue Screen Errors - Top Errors (ブルースクリーン エラー –上位エラー)」レポート ................................................................................................................... 57 

「Device Utilization (デバイスの使用状況)」レポート .......................................................................................................................... 60 

「High CPU utilization (高い CPU 使用率)」タブ ............................................................................................................................................................................................ 60 

「High memory utilization (高いメモリ使用率)」タブ ................................................................................................................................................................................ 61 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 62 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ........................................................................................................................................................................................................ 62 

「Software Performance (ソフトウェアのパフォーマンス)」タブ........................................................................................................................................................ 62 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 63 

「Disk Capacity Planning (ディスク容量計画)」レポート ...................................................................................................................... 65 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 65 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 66 

「Disk Replacement (ディスクの交換)」レポート .................................................................................................................................. 68 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 69 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 5 

 

 

「By Disk Size (ディスクサイズ別)」タブ ..................................................................................................................................................................................................... 69 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ ................................................................................................................................................................................. 70 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ........................................................................................................................................................................................................ 70 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 72 

「Hardware Health Monthly Summary (ハードウェアの状態 - 月ごとの概要レポート)」レポート .......................................... 74 

「Health Summary (状態概要)」タブ .............................................................................................................................................................................................................. 76 

「Resource Health Summary (リソース状態概要)」タブ ........................................................................................................................................................................... 76 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 77 

「Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)」レポート ......................................................................................................... 78 

「Hardware Inventory – All Data (ハードウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポート ....................................................................................................... 78 

「Hardware Inventory – Details (ハードウェアインベントリ – 詳細)」レポート ............................................................................................................................... 78 

「Hardware Inventory – Device Enrollment Status (ハードウェアインベントリ – デバイスの登録状態)」レポート ............................................................... 81 

「Hardware Inventory - Monthly Summary (ハードウェアインベントリ - 月ごとの概要レポート)」レポート ........................................................................ 82 

「Hardware Replacement (ハードウェア交換)」レポート .................................................................................................................... 85 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 86 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 86 

「Hardware Warranty (ハードウェアの保証)」レポート ...................................................................................................................... 88 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 88 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 90 

Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) レポート ................................................................................................................ 91 

「Device Health (デバイスの正常性)」タブ .................................................................................................................................................................................................. 91 

「Upgrade Readiness (アップグレードの準備)」タブ ............................................................................................................................................................................... 92 

「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」タブ .................................................................................................................................................... 93 

「Mobility Factor (モビリティファクター)」レポート .......................................................................................................................... 97 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 98 

「Details (詳細)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................................... 98 

「Thermal Grading (温度のグレード)」レポート .................................................................................................................................... 99 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 100 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 100 

「Thermal Events (温度のイベント)」レポート ................................................................................................................................... 101 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 101 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 101 

「Windows 10 Hardware Compatibility (Windows 10 ハードウェアの互換性)」レポート ........................................................... 103 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 104 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 6 

 

 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 104 

「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベントリ)」レポート ...................................................................................... 106 

「Retail - Base Unit with Peripheral Inventory (リテール - ベースユニットとペリフェラル インベントリ)」レポート .... 106 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 106 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 106 

「Retail - Peripheral Change (リテール - ペリフェラル変更)」レポート ....................................................................................... 108 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 108 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 108 

「Retail - Peripheral Inventory (リテール - ペリフェラル インベントリ)」レポート ................................................................. 109 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 109 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 109 

「Retail - Peripheral Usage Statistics (リテール - ペリフェラル使用状況統計)」レポート ....................................................... 111 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 111 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 113 

「Incident Resolution (インシデント解決)」レポート ........................................................................................................................ 114 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 114 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 115 

「Performance - Value Reminder Email (パフォーマンス - 値リマインダーメール)」レポート .............................................. 116 

「Productivity (生産性)」タブ .......................................................................................................................................................................................................................... 116 

「Security (セキュリティ)」タブ ................................................................................................................................................................................................................... 117 

「Device Health (デバイスの状態)」タブ ..................................................................................................................................................................................................... 117 

「Adoption (導入)」タブ ................................................................................................................................................................................................................................... 117 

「Recommendations (推奨事項)」タブ ......................................................................................................................................................................................................... 118 

「Company Security Compliance (会社のセキュリティへの準拠)」レポート ............................................................................... 119 

「Company Security Compliance - Monthly Summary (会社のセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート ................................................................. 119 

「Company Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (会社のセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート .............................................. 121 

「Device Security Compliance (デバイスのセキュリティへの準拠)」レポート ........................................................................... 124 

「Device Security Compliance - Monthly Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート .............................................................. 124 

「Device Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート .......................................... 126 

「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」レポート ............................................................................................... 129 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 130 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 130 

「Lost Device Protection (紛失したデバイスの保護)」レポート ...................................................................................................... 132 

「Lost Device Protection – Details (紛失したデバイスの保護 – 詳細)」レポート ............................................................................................................................. 132 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 7 

 

 

「Lost Device Protection – Top Devices (紛失したデバイスの保護 – 上位デバイス)」レポート .................................................................................................. 133 

「Non-Reporting Devices (レポートしないデバイス)」レポート .................................................................................................... 135 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 135 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 136 

「Sure Click Advanced Security (Sure Click Advanced セキュリティ)」レポート ............................................................................. 137 

「Devices (デバイス)」タブ ............................................................................................................................................................................................................................. 137 

「Users (ユーザー)」タブ ................................................................................................................................................................................................................................ 138 

「Threats (脅威)」タブ ...................................................................................................................................................................................................................................... 138 

「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ ........................................................................................................................................................................ 138 

「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ ................................................................................................................................................................................. 139 

「Sure Start System Integrity (Sure Start システム整合性)」レポート ............................................................................................ 140 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 140 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 140 

「Sure Recover Activity (Sure Recover アクティビティ)」レポート ................................................................................................. 142 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 142 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 142 

「Sure Recover Settings (Sure Recover 設定)」レポート ..................................................................................................................... 144 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 144 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 144 

「Sure Sense Advanced Security (Sure Sense Advanced セキュリティ)」レポート ....................................................................... 146 

「Devices (デバイス)」タブ ............................................................................................................................................................................................................................. 146 

「Threats (脅威)」タブ ...................................................................................................................................................................................................................................... 146 

「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ ........................................................................................................................................................................ 147 

「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ ................................................................................................................................................................................. 147 

「Driver Inventory (ドライバーインベントリ)」レポート ................................................................................................................. 149 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 149 

「Drivers (ドライバー)」タブ ......................................................................................................................................................................................................................... 150 

「Drivers Table (ドライバーの表)」タブ ...................................................................................................................................................................................................... 150 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 151 

「Software Catalog Compliance (ソフトウェアカタログへの準拠)」レポート ............................................................................ 152 

「Summary (概要)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................. 152 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 153 

「Software Errors (ソフトウェアエラー)」レポート .......................................................................................................................... 154 

「Software Errors - 24 Hour Summary (ソフトウェアエラー - 24 時間の概要)」レポート ........................................................................................................... 154 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 8 

 

 

「Software Errors - Top Devices with Errors (ソフトウェアエラー –エラーの上位デバイス)」レポート .................................................................................. 155 

「Software Errors - Top Errors Monthly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー月次概要)」レポート ............................................................................ 156 

「Software Errors - Top Errors Weekly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー週次概要)」レポート ............................................................................. 158 

「Software Inventory (ソフトウェアインベントリ)」レポート ....................................................................................................... 162 

「Software Inventory – All Data (ソフトウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポート ...................................................................................................... 162 

「Software Inventory – Details (ソフトウェアインベントリ – 詳細)」レポート .............................................................................................................................. 162 

「Software Inventory - Recently Detected Applications (ソフトウェアインベントリ – 最近検出されたアプリケーション)」レポート .......................... 165 

「Software Inventory – Summary (ソフトウェアインベントリ – 概要)」レポート ......................................................................................................................... 168 

「Software Updates (ソフトウェアアップデート)」レポート ......................................................................................................... 170 

「By Model (モデル別)」タブ .......................................................................................................................................................................................................................... 171 

「By OS Release (OS リリース別)」タブ ....................................................................................................................................................................................................... 171 

「By Week (週別)」タブ .................................................................................................................................................................................................................................... 171 

「By Update (アップデート別)」タブ ........................................................................................................................................................................................................... 171 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 172 

「Software Utilization (ソフトウェアの使用状況)」レポート .......................................................................................................... 173 

「Top Used Windows Applications (よく使用される Windows アプリケーション)」タブ ............................................................................................................... 173 

「Top Used Android Applications (よく使用される Android アプリケーション)」タブ .................................................................................................................... 174 

「Top Used macOS Applications (よく使用される macOS アプリケーション)」タブ ...................................................................................................................... 174 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 175 

「Web Applications (Web アプリケーション)」レポート ................................................................................................................... 177 

「Utilization Summary (使用状況の概要)」タブ ......................................................................................................................................................................................... 177 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 177 

「Windows Startup/Shutdown Performance (Windows 起動/シャットダウン パフォーマンス)」レポート .......................... 178 

「Startup Performance (起動パフォーマンス)」タブ ............................................................................................................................................................................... 178 

「Shutdown Performance (シャットダウン パフォーマンス)」タブ ................................................................................................................................................... 179 

「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」タブ ...................................................................................................................................................... 181 

「By Model (モデル別)」タブ .......................................................................................................................................................................................................................... 182 

「Reboots (再起動)」タブ ................................................................................................................................................................................................................................ 184 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 184 

「Subscription Expiration (サブスクリプションの有効期限)」レポート ....................................................................................... 185 

「Summary (概要)」 ........................................................................................................................................................................................................................................... 185 

「Details (詳細)」タブ ....................................................................................................................................................................................................................................... 185 

付録 .................................................................................................................................................................................................................. 186 

Device Country (デバイスの国) ......................................................................................................................................................................................................................... 186 

Device Location (デバイスの場所) ................................................................................................................................................................................................................... 186 



HP TechPulse レポートガイド 

目次 9 

 

 

Device Details (デバイスの詳細) ...................................................................................................................................................................................................................... 187 

Device Warranty Details (デバイスの保証状態) ............................................................................................................................................................................................ 187 

Threat Kill Chain (脅威キルチェーン) の詳細 ............................................................................................................................................................................................... 188 
 

 



HP TechPulse レポートガイド 

はじめに 10 

 

 

はじめに 
HP TechPulse のレポートは、登録されたデバイスについて、計画とコストの最適化およびサービス
管理機能に関する洞察に富んだ分析を提供します。レポートは、デプロイメント、ハードウェ
ア、セキュリティ、ソフトウェア、インシデントの 5 つのカテゴリに分類されます。 

「Deployment (デプロイメント)」レポート 

「Deployment (デプロイメント)」カテゴリのレポートには、デプロイメントのステータスと状態に関
するすべてのレポートが含まれます。以下は、HP TechPulse によるデプロイメントレポートのリスト
です。 

カテゴリ名 Description (説明) 

Data Health (データ
の状態) 

以下の視覚表現と詳細を提供します: 

• HP TechPulse アプリケーションのインストールステータス 

• HP TechPulse アプリケーションにより報告されたデータの状態  

Deployment Status 

(デプロイメントス

テータス) 

HP TechPulse アプリケーションのデプロイメントステータスの視覚表現と
詳細を提供します。 

「Hardware (ハードウェア)」レポート 

「Hardware (ハードウェア)」カテゴリのレポートには、ハードウェアの洞察に関するすべての
レポートが含まれます。以下は、HP TechPulse による「Hardware (ハードウェア)」レポートの
リストです。 

 

カテゴリ名 Description (説明) 

BIOS Inventory (BIOS 
インベントリ) 

登録されたデバイスの BIOS の詳細情報、および HP デバイスの古い BIOS 
バージョンの情報を提供します。 

Battery Replacement 
(バッテリ交換) 

登録されたデバイスのバッテリ交換推奨時期に関する情報を提供します。 

Battery Usage 
Optimization (バッテ
リ使用の最適化) 

HP Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージャー) を活用して最適な
バッテリ使用方法に関するアドバイスを提供します。 

Blue Screen Errors 
(ブルースクリーン 
エラー) 

登録されたデバイスのブルースクリーンおよびドライバークラッシュが
発生したデバイスに関する情報を提供します。 

Device Utilization (デ
バイスの使用状況) 

CPU およびメモリの使用率が高いデバイスと、CPU およびメモリの使用率
が高い原因となっているソフトウェアアプリケーションに関する情報を
提供します。 

Disk Capacity 
Planning (ディスク
容量計画) 

ディスク容量が事前に設定されたしきい値に到達するまでの時間を予測
します。しきい値は、レポートフィルターの中で 0-10%、0-20%、 
0-30%、0-40%、0-50% から選択できます。 

Disk Replacement 
(ディスクの交換) 

登録されたデバイスのディスク交換推奨時期に関する情報を提供します。 



HP TechPulse レポートガイド 

はじめに 11 

 

 

Hardware Health 
(ハードウェアの
状態) 

最適以下のデバイスの月単位のトレンドを問題ありとして示し、個別の
パフォーマンス指標 (バッテリの正常性、ディスクの正常性、CPU および
メモリの使用率、グラフィックスの正常性、ストレージの容量、ブルー
スクリーン エラー) に適合できなかった 
デバイスの特定を容易にします。 

Hardware Inventory 
(ハードウェアイン
ベントリ) 

登録済みデバイスのハードウェア情報およびデバイスの登録履歴に関す
る詳細情報を提供します。 

Hardware 
Replacement (ハー
ドウェア交換) 

現在のデバイスの耐用期間が終了する場合の、デバイスの段階的な交換
に関するガイダンスを提供します。 

Hardware Warranty 
(ハードウェアの 
保証) 

登録されたデバイスについて、保証および/または Care Pack ステータスの
概要を提供します。 

Microsoft Telemetry 
(Microsoft 製品利用
統計情報) 

Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) に登録されたデバイスにつ
いて、デバイスの正常性、「Upgrade Readiness（アップグレードの準
備）」、および「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアン
ス)」の重要評価指標概要に関する集約された情報を提供します。 

Mobility Factor (モビ
リティファクター) 

デバイスをさまざまなモビリティファクター カテゴリに分類したり、ハ
ードウェアの状態別にデバイスのモビリティファクターをグループ化し
たりすることで、デバイスのモビリティの各側面に関する情報を提供し
ます。モビリティファクターが低い場合とは対照的に、モビリティファ
クターの高い、問題ありのデバイスは、IT による注意が必要な場合があ
ります。 

Base Unit with 
Peripheral Inventory 
(ベースユニットと
ペリフェラル イン
ベントリ) 

すべての登録されたリテール ベースユニットと関連ペリフェラルをカテ
ゴリ別および国別で視覚表現および内訳を表示します。 

Peripheral Change 
(ペリフェラル変更) 

リテール ベースユニットから接続または接続解除されたリテール ペリフ
ェラルによる変更イベントの概要および詳細を提供します。 

Peripheral Inventory 
(ペリフェラル イン
ベントリ) 

登録されたリテール ベースユニットに接続されたすべてのリテール ペリ
フェラル デバイスの内訳を提供します。 

Peripheral Usage 
Statistics (ペリフェ
ラル使用状況) 

選択したリテール ペリフェラル カテゴリの主要な使用状況メトリクスを
提供して使用状況の動向、最も使用されているデバイス、しきい値に対
する使用期間、その他の関連分析を提供します。 

Windows 10 
hardware 
compatibility 
(Windows 10 ハード
ウェアの互換性) 

「Windows 10 Hardware Compatibility (Windows 10ハードウェアの互換性)」
レポートは、デバイスのWindows 10へのアップグレードの適合性に関す
る情報を提供します。 
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「Security (セキュリティ)」レポート 

「Security (セキュリティ)」カテゴリのレポートには、セキュリティの洞察およびコンプライアンス
に関するすべてのレポートが含まれます。以下は、HP TechPulse による「Security (セキュリティ)」レ
ポートのリストです。 

 

 カテゴリ名 Description (説明) 

 Company Security 
Compliance (会社の
セキュリティへの
準拠) 

会社内のすべてのデバイスのウイルス対策およびファイアウォール エン
ドポイント保護の準拠の状態について、会社全体の月ごとの傾向を提供
します。 

Device Compromised 
(安全性に疑問があ
るデバイス) 

登録されたデバイスについて、安全性に疑問があるデバイス、デバイス
のパスコード規定への準拠、デバイスの暗号化状態に関する詳細情報を
提供します。 

Device Security 
Compliance (デバ
イスのセキュリ
ティへの準拠) 

会社内の各デバイスのウイルス対策およびファイアウォール エンドポ
イント保護の準拠の状態について、月ごとの傾向を提供します。 

HP Sure Click 
Advanced Security 
(HP Sure Click 
Advanced セキュ
リティ) 

デバイスの保護状態および HP Sure Click Advanced アイソレーション技術ソ
フトウェアにより検出された脅威に関する情報を提供します。 

HP Sure Recover 
Activity (HP Sure 
Recover アクティ
ビティ) 

Sure Recover イメージ復元イベントに関する統合された会社全体の可視性
を提供します。 

HP Sure Recover 
Settings (HP Sure 
Recover 設定) 

PC イメージ リカバリの会社全体のビューを提供して対象範囲の差異を識
別する、または OS 破損イベント後のエンドユーザー ダウンタイムを減ら
す機会を提供します。 

HP Sure Sense 
Advanced Security 
(HP Sure Sense 
Advanced セキュ
リティ) 

デバイスの保護状態および HP の AI ベースのエンドポイントマルウェア対
策保護ソリューション、HP Sure Sense Advanced アイソレーション技術ソ
フトウェアにより検出された脅威に関する情報を提供します。 

HP Sure Start System 
Integrity (HP Sure 
Start System システ
ム統合性) 

IT 管理者は HP Sure Start により検出された PC BIOS およびファームウェア
破損イベントを確認できます。 

Lost Device 
Protection (紛失した
デバイスの保護) 

デバイスで開始されたデバイス消去操作に関する情報を提供します。 

Non-Reporting 
Devices (レポートし
ないデバイス) 

HP TechPulse 内の最終確認状態ごとに、デバイスのハードウェアインベン
トリを提供します。 
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「Software (ソフトウェア)」レポート 

「Software (ソフトウェア)」カテゴリのレポートには、ソフトウェアの洞察およびコンプライアンスに
関するすべてのレポートが含まれます。以下は、HP TechPulse によるソフトウェアレポートのリスト
です。 

 

カテゴリ名 Description (説明) 

Driver Inventory (ド
ライバーインベン
トリ) 

登録されたデバイスのドライバー情報を提供します。 

Software Catalog 
Compliance (ソフト
ウェアカタログへ
の準拠) 

モバイルデバイス管理ソフトウェアからデバイスに公開された、ソフト
ウェアアプリケーションのコンプライアンス状態に関する情報を提供し
ます。 

Software Errors (ソ
フトウェアエラー) 

ソフトウェアエラーが発生したデバイスおよびソフトウェアアプリケー
ションに関する情報を提供します。 

Software Inventory 
(ソフトウェアイン
ベントリ) 

IT 管理者がオペレーティングシステムのバージョンおよびデバイスにイ
ンストールされたアプリケーションを参照できるようにします。以下の
情報が含まれます。 

• アプリケーションが最後に更新された時間。 
• フリート内でインストールされた上位アプリケーション。 

今週、先週、または先月更新またはインストールされたアプリケー
ション。 

Software Updates (ソ
フトウェアアップ
デート) 

デバイスにインストールされていない Microsoft Windows および Microsoft 
Office アップデートの情報とその重要度を提供します。 

Software Utilization 
(ソフトウェアの使
用状況) 

すべてのデバイスで最もよく使用されている上位 25 件のソフトウェアア
プリケーションに関する情報を提供します。 

Windows 
Startup/Shutdown 
Performance 
(Windows 起動/ 
シャットダウン  
パフォーマンス) 

「Startup Performance (起動パフォーマンス)」、「Shutdown Performance 
(シャットダウン パフォーマンス)」、「Wakeup Performance (ウェイクア
ップ パフォーマンス)」、「Reboots (再起動)」に関連した診断情報を提供
します。 
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「Incident (インシデント)」レポート 

インシデントカテゴリのレポートには、インシデント管理および解決指標に関するすべてのレポー
トが含まれます。以下は、HP TechPulse によるインシデント管理レポートのリストです。 

 

カテゴリ名 Description (説明) 

Incident Resolution 
(インシデント 
解決) 

インシデント解決レポートは以下の情報を提供します。 
• 「Incident Burndown Rate (インシデント解決率)」 (未解決のインシ

デントの数対解決したインシデントの数) 

• 「Average Incident Initial Response Time (平均インシデント初期応答
時間)」 (インシデントへの応答にかかった時間を、週ごとにイン
シデントのタイプおよびサブタイプで平均化) 

• 「Average Incident Closure Time on a weekly basis (週ごとの平均インシ
デント解決時間)」 (インシデントの解決にかかった時間を、週ごと
に選択したインシデントのタイプおよびサブタイプで平均化) 
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サービスプラン別レポート 

サービスプラン別のレポートは以下の通りです。 

スタンダードプランは HP TechPulse プロアクティブ管理スタンダードを指します。エンハンスド
プランは HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスドを指します。プレミアムは、HP TechPulse 

プロアクティブ管理プレミアムを指し、DaaS for Apple プランが含まれます#。 
 

カテゴリ レポート 
HP プロアクティ
ブセキュリティ 

スタンダー
ドプラン* 

エンハンス
ドプラン 

プレミアム
プラン 

Hardware (ハー
ドウェア) 

BIOS Inventory (BIOS インベン
トリ) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Battery Replacement (バッテリ
交換)1 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Battery Usage Optimization (バッ
テリ使用の最適化) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Blue screen errors (ブルースク
リーン エラー) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Disk Capacity Planning (ディスク
容量計画) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Disk replacement (ディスクの
交換) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Device Utilization (デバイスの使
用状況) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware health monthly 
trends (ハードウェアの状
態 - 月別の動向)2 3 4 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware Inventory (ハードウェ
アインベントリ) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware Replacement (ハード
ウェア交換) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware warranty (ハード
ウェアの保証)1 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Microsoft Telemetry (Microsoft 
製品利用統計情報) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Mobility factorr (モビリティ
ファクター)5 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Thermal grading (温度のグ
レード) 

    

Hardware (ハー
ドウェア) 

Windows 10 hardware 
compatibility (Windows 10 
ハードウェアの互換性) 
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Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Inventory (ペリフェ
ラル インベントリ) 

    

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Base Unit with Peripheral 
Inventory (ベースユニットと
ペリフェラル インベントリ) 

    

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Usage Statistics (ペリ
フェラル使用状況) 

    

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Change (ペリフェラ
ル変更) 

    

Security (セキュ
リティ) 

Company Security Compliance (会
社のセキュリティへの準拠) 

    

Security (セキ
ュリティ) 

Device Compromised (安全性に
疑問があるデバイス) 

  
  

Security (セキ
ュリティ) 

Device Security Compliance 
(デバイスのセキュリティへ
の準拠) 

    

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Click Advanced Security 
(HP Sure Click Advanced セキュ
リティ)7 

    

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Recover Activity (HP Sure 
Recover アクティビティ) 

 
   

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Recover Settings 
(HP Sure Recover 設定) 

 
   

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Sense Advanced 
Security (HP Sure Sense 
Advanced セキュリティ)7 

    

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Start System Integrity 
(HP Sure Start System システム
統合性) 

    

Security (セキ
ュリティ) 

Lost Device Protection (紛失した
デバイスの保護)6 

    

Security (セキ
ュリティ) 

Non-reporting devices (レポー
トしないデバイス)) 

    

Software (ソ
フトウェア) 

Driver Inventory (ドライバーイ
ンベントリ) 

    

Software (ソ
フトウェア) 

Software Catalog Compliance (ソ
フトウェアカタログへの準拠) 

    

Software (ソ
フトウェア) 

Software Errors (ソフトウェア
エラー) 
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Software (ソ
フトウェア) 

Software Inventory (ソフトウェ
アインベントリ) 

    

Software (ソ
フトウェア) 

Software Updates (ソフトウェ
アアップデート) 

    

Software (ソ
フトウェア) 

Software utilization (ソフトウェ
アの使用状況) 

    

Software (ソ
フトウェア) 
 
 

Windows Startup/Shutdown 
Performance (Windows 起動/ 
シャットダウン パフォー 
マンス) 

    

Incidents (イ
ンシデント) 

Incident Resolution (インシデン
ト解決) 

    

# Apple 以外のオペレーティングシステムがこのプランでリスト表示されています。複数の OS デバイスを展開するお客様のニーズに応える
ために Apple 以外のデバイスのレポートがサポートされています。 

* スタンダード プランは、iOS デバイスでは利用できません。 
1 Microsoft Windows オペレーティングシステムの HP デバイスのみをサポートします。 
2 ハードディスク容量の監視は、iOS デバイスでのみ利用できます。 
3 バッテリの正常性、ディスクの正常性、温度の正常性、およびハードディスク容量の監視は、MACデバイスでのみ利用できます。 
4 バッテリの正常性、ディスクの正常性、およびハードディスク容量の監視は、Android デバイスでのみ利用できます。 
5 ロケーション情報の追跡が有効になっている場合のみサポートされます。 
6 Microsoft Intune ではサポートされません。 
7 別途、HP プロアクティブセキュリティのサブスクリプションが必要です。 

HP TechPulse では、大規模な複数 OS 環境を効果的かつ安全に管理するために、業界をリードするクラウドベースの統合エンドポイント管
理 (UEM) またはエンタープライズ モビリティ管理 (EMM) ソリューションを利用しています。HP TechPulse で EMM を使用することで、クラウ
ドベースのテクノロジーを利用して職場を最新化しようとする企業のために設計され、業界の多数のセキュリティ専門家が推奨しているポ
リシーを展開します。** 

**HP TechPulse は、最先端の EMM プロバイダをサポートし、お客様の環境および目標に最適な EMM テクノロジーを利用します。HP は、
HP TechPulse プロアクティブ管理のエンハンスドプランおよびプレミアムプランの一部として VMWare Workspace ONE ライセンスを含める
ことも、お客様の Microsoft Intune ライセンスを利用する (Windows 10 ライセンス契約の一部として利用可能な場合) こともできます。 
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オペレーティングシステム プラットフォーム別のレポート 

オペレーティングシステム (OS) プラットフォーム別のレポートは以下の通りです。 

スタンダードプランは HP TechPulse プロアクティブ管理スタンダードを指します。エンハンスドプ
ランは HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスドを指します。プレミアムは、HP TechPulse プ
ロアクティブ管理プレミアムを指し、DaaS for Apple プランが含まれます*。 

カテゴリ レポート 
Microsoft 
Windows Android Apple macOS Apple iOS 

Chrome 
Enterprise OS 

Hardware (ハー
ドウェア) 

BIOS Inventory (BIOS イ
ンベントリ) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Battery Replacement 
(バッテリ交換)1 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Battery Usage 
Optimization (バッテリ
使用の最適化) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Blue Screen Errors 
(ブルースクリーン 
エラー) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Disk Capacity Planning 
(ディスク容量計画) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Disk Replacement (ディ
スクの交換) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Device Utilization (デバ
イスの使用状況) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware health 
monthly trends (ハード
ウェアの状態 - 月別の
動向)2 3 4 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware Inventory 
(ハードウェアイン
ベントリ) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware Replacement 
(ハードウェア交換) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Hardware warranty  
(ハードウェアの保証)1 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Microsoft Telemetry 
(Microsoft 製品利用統
計情報) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Mobility factorr (モビリ
ティファクター)5 

     



HP TechPulse レポートガイド 

はじめに 19 

 

 

Hardware (ハー
ドウェア) 

Thermal grading (温度
のグレード) 

     

Hardware (ハー
ドウェア) 

Windows 10 hardware 
compatibility (Windows 
10 ハードウェアの互
換性) 

     

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Inventory (ペ
リフェラル インベン
トリ) 

     

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Base Unit with Peripheral 
Inventory (ベースユニッ
トとペリフェラル イン
ベントリ) 

     

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Usage 
Statistics (ペリフェラ
ル使用状況) 

     

Retail Peripheral 
(リテール ペリ
フェラル) 

Peripheral Change (ペリ
フェラル変更) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

Company Security 
Compliance (会社のセ
キュリティへの準拠) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

Device Security 
Compliance (デバイス
のセキュリティへの
準拠) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

Device Compromised 
(安全性に疑問がある
デバイス) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

Lost Device Protection 
(紛失したデバイスの
保護)6 

     

Security (セキ
ュリティ) 

Non-reporting devices 
(レポートしないデバ
イス)) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Click Advanced 
Security (HP Sure Click 
Advanced セキュリ 
ティ) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Start System 
Integrity (HP Sure Start 
System システム統合性) 
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Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Recover Activity 
(HP Sure Recover アク
ティビティ) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Recover Settings 
(HP Sure Recover 設定) 

     

Security (セキ
ュリティ) 

HP Sure Sense Advanced 
Security (HP Sure Sense 
Advanced セキュリティ) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Driver Inventory (ドラ
イバーインベントリ) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Software Inventory (ソフ
トウェアインベントリ) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Software Catalog 
Compliance (ソフトウェ
アカタログへの準拠) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Software Errors (ソフト
ウェアエラー) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Software Updates (ソフ
トウェアアップデート) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Software Utilization (ソフ
トウェアの使用状況) 

     

Software (ソフ
トウェア) 

Windows 
Startup/Shutdown 
Performance (Windows 
起動/シャットダウン 
パフォーマンス) 

     

Incidents (イン
シデント) 

Incident Resolution  
(インシデント解決) 

     

*Apple 以外のオペレーティングシステムがこのプランでリスト表示されています。複数の OS デバイスを展開するお客様のニーズに応えるた
めに Apple 以外のデバイスのレポートがサポートされています。 
1 HP デバイスのみをサポートします。 
2 ハードディスク容量の監視は、iOS デバイスでのみ利用できます。 
3 バッテリの正常性、ディスクの正常性、温度の正常性、およびハードディスク容量の監視は、MACデバイスでのみ利用できます。 
4 バッテリの正常性、ディスクの正常性、およびハードディスク容量の監視は、Android デバイスでのみ利用できます。 
5 ロケーション情報の追跡が有効になっている場合のみサポートされます。 
6 Microsoft Intune ではサポートされません。 

HP TechPulseプロアクティブ管理では、大規模な複数 OS 環境を効果的かつ安全に管理するために、業界をリードするクラウドベースの統合
エンドポイント管理 (UEM) またはエンタープライズ モビリティ管理 (EMM) ソリューションを利用しています。HP TechPulseプロアクティブ管
理で EMM を使用することで、クラウドベースのテクノロジーを利用して職場を最新化しようとする企業のために設計され、業界の多数のセ
キュリティ専門家が推奨しているポリシーを展開します。** 

**HP TechPulse プロアクティブ管理は、最先端の EMM プロバイダをサポートし、お客様の環境および目標に最適な EMM テクノロジーを利用
します。HP は、HP TechPulse のエンハンスドプランおよびプレミアムプランの一部として VMWare Workspace ONE ライセンスを含めること
も、お客様の Microsoft Intune ライセンスを利用する (Windows 10 ライセンス契約の一部として利用可能な場合) こともできます。 
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レポートの規則 
以下の規則が適用されます。 

1. HP TechPulse レポート内のデータは毎日更新されます (より頻繁に更新されるレポートもあり
ます)。 

2. シリアル番号が null または不正なデバイスはレポートに含まれません。 

3. 仮想デバイスはレポートに含まれません。 

4. 90 日を超えてシステムより認識されていないデバイスはレポートに含まれません。 
 

役割 
レポートを利用できるのは、HP TechPulse の以下の役割です。 

• 「IT Admin (IT 管理者)」。このロールはお客様に適用されます。 

• 「Report Admin (レポート管理者)」。このロールはお客様に適用されます。 

• 「Support Admin (サポート管理者)」。このロールは、お客様のアカウントを管理する HP 担
当者に適用されます。 

• 「Support Specialist (サポートスペシャリスト)」。このロールは、お客様のアカウントを管理
する HP 担当者に適用されます。 

• 「Partner Admin (パートナー管理者)」。このロールは、お客様のアカウントを管理するパー
トナーに適用されます。 

• 「Partner Specialist (パートナースペシャリスト)」。このロールは、お客様のアカウントを管
理するパートナーに適用されます。 
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レポートの操作 
レポート リスト 
HP TechPulse にはレポート専用のセクションがあり、レポートに関係するすべての情報が表示され
ます。 

レポートセクションにアクセスするには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ダッシュボードにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Reports (レポート)」ページには以下の 3 つのタブが表示されています。 

− 「Standard (標準)」。「Standard (標準)」タブには、標準的なレポートおよび Microsoft 

Windows オペレーティングシステムに該当する主なレポートが含まれています。 

− 「Custom (カスタム)」。「Custom (カスタム)」タブには、ユーザーが作成したレポートが
すべて含まれています。新規ユーザーの場合は空です。 

− 「History (履歴)」。「History (履歴)」タブには、過去 6 か月間に手動または自動で実行さ
れたすべてのレポートの一覧が含まれています。 
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レポートの作成 
HP TechPulse では新しいレポートを作成できます。 

新しいレポートを作成するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

「Create (作成)」ボタンをクリックします。 

これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

1. 「Name (名前)」編集フィールドにレポート名を追加します。 

2. 「Category (カテゴリ)」、「Subcategory (サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」をそれぞれ
のドロップダウンメニューから選択します。例えば、「Category (カテゴリ)」、「Subcategory 

(サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」のドロップダウンメニューで、それぞれ「Hardware 

(ハードウェア)」、「Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)」、「Details (詳細)」を選
択します。 

3. 「Filter Criteria (フィルター条件)」セクションで、「+ Add Criteria (基準の追加)」ボタンをクリッ
クして、「Filter Criteria (フィルター条件)」に 1 つまたは複数のフィルターを追加します。 

レポートのフィルター条件はオプションです。ただし、レポートによっては、HTML 形式で
大量のデータを参照する場合にブラウザのパフォーマンスの問題を解決するために、特定の
フィルターが必須になる場合もあります。 

4. 「Default File Type (初期設定のファイルの種類)」セクションで「Default File Type (初期設定のファ
イルの種類)」に「HTML」、「PDF」、「XLSX」のどれかを選択します。例えば、「HTML」を選
択します。 

− 「HTML」ファイルタイプを選択した場合は、新しいブラウザウィンドウ内にレポートが
作成されます。 

− 「PDF」および「XLSX」ファイルタイプを選択した場合は、それぞれ PDF ファイルおよび 

Excel ファイルが作成されます。 

5. 「Preferences (基本設定)」セクションで以下の操作を行います。 

− レポートに HP TechPulse 会社名を表示または非表示にするには「Show company details (会
社の詳細を表示)」を選択します。 

− これをお気に入りのレポートにするには「Make this a favorite report (お気に入りのレポート
にする)」をクリックします。 

6. 「Report Preview (レポートのプレビュー)」セクションで「RUN REPORT (レポートの実行)」をクリ
ックすると、レポートのプレビューが生成されます。デフォルトのファイルタイプを「HTML」と
してレポートを生成する場合、プレビューは新しいブラウザウィンドウ内に生成されます。 

7. 「SAVE (保存)」 をクリックします。 

注: HP TechPulse では、「SAVE (保存)」ボタンをクリックした後は「Category (カテゴリ)」、
「Subcategory (サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」を変更できません。 
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「Reports (レポート)」ページの一覧に新しいレポートが表示されます。 

レポートの編集 

HP TechPulse では、「Custom (カスタム)」タブで以前作成した既存のレポートを編集できます。
「Standard (標準)」タブのレポートは編集できません。 

既存のレポートを編集するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 編集するレポートの「Name (名前)」のハイパーリンクをクリックするか、垂直方向に 3 つのド
ットが並んだボタンをクリックしてドロップダウンメニューから 「View Details (詳細の表示)」
を選択します。 

4. これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

注: HP TechPulse では、同じ会社の中で、「Category (カテゴリ)」、「Subcategory (サブカテゴ
リ)」、「Option (オプション)」が同じ 2 つのレポートに同じ名前を付けることはできません。 

5. 「Name (名前)」、「Filter Criteria (フィルター条件)」、「Default File Type (初期設定のファイル
の種類)」、「Preferences (基本設定)」を変更して、「Save (保存)」をクリックします。 

注: HP TechPulse では、「SAVE (保存)」ボタンをクリックした後は「Category (カテゴリ)」、
「Subcategory (サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」を変更できません。 

6. 「SAVE (保存)」 をクリックします。 

注: HP TechPulse では、「SAVE (保存)」ボタンをクリックした後は「Category (カテゴリ)」、
「Subcategory (サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」を変更できません。 

「Reports (レポート)」ページの一覧に新しいレポートが表示されます。 
 

レポートの削除 
HP TechPulse では、「Custom (カスタム)」タブで以前作成した既存のレポートを削除できます。
「Standard (標準)」タブのレポートは削除できません。 

既存のレポートを削除するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 削除するレポートの横にある垂直方向に 3 つのドットが並んだボタンを選択し、ドロップダウ
ン メニューから「Delete (削除)」を選択します。 

4. 「OK」ボタンをクリックしてレポートを削除します。 

注: 削除されたレポートを復元する方法はありません。 

注: 単一の手順で複数のレポートを削除する方法はありません。 

5. これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

6. 「Name (名前)」、「Filter Criteria (フィルター条件)」、「Default File Type (初期設定のファイル
の種類)」、「Preferences (基本設定)」を変更します。 
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「SAVE (保存)」 をクリックします。 

レポートの複製 
HP TechPulse では、「Standard (標準)」タブおよび「Custom (カスタム)」タブで以前作成した既存の
レポートを複製できます。 

既存のレポートを複製するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Standard (標準)」タブまたは「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

削除するレポートの横にある垂直方向に3 つのドットが並んだボタンを選択し、ドロップダウン メ
ニューから「Duplicate (複製)」を選択します。 

 

レポートのプレビュー 
HP TechPulse では、「Standard (標準)」タブおよび「Custom (カスタム)」タブで以前作成した既存の
レポートをプレビューできます。 

既存のレポートをプレビューするには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Standard (標準)」タブまたは「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 編集するレポートの「Name (名前)」のハイパーリンクをクリックするか、垂直方向に 3 つの
ドットが並んだボタンを選択してドロップダウンメニューから 「View Details (詳細の表示)」を
選択します。 

これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

4. 「Report Preview (レポートのプレビュー)」セクションに移動して、「RUN REPORT (レポートの
実行)」をクリックします。 

− 「Default File Type (デフォルトのファイルの種類)」に「HTML」を選択した場合、プレビュ
ーは新しいブラウザウィンドウで開き、利用可能なすべてのデータがレポートに表示さ
れます。 

− 「Default File Type (デフォルトのファイルタイプ)」に「PDF」または「XLSX」を選択した
場合、プレビューはそれぞれ PDF ファイルまたは Excel ファイルとしてダウンロードされ
ます。ただし、大きいファイルのプレビューを行うと HTTPS タイムアウトが発生するた
め、レポートは 10,000 行に制限されます。 

「SAVE (保存)」または「DISCARD (破棄)」 をクリックして、「Reports (レポート)」ページに
戻ります。 
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レポートの実行 
HP TechPulse では、「Standard (標準)」タブおよび「Custom (カスタム)」タブで以前作成した既存の
レポートを実行できます。 

既存のレポートを実行するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Standard (標準)」タブまたは「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. レポートの「Name (名前)」に対して、「RUN REPORT (レポートの実行)」をクリックします。 

− 「Default File Type (デフォルトのファイルの種類)」に「HTML」を選択した場合、レポート
は新しいブラウザウィンドウで開き、すべてのデータがレポートに表示されます。 

− 「Default File Type (デフォルトのファイルの種類)」に「PDF」または「XLSX,」を選択した
場合、レポートは新しいブラウザウィンドウで開き、PDF または Excel ファイルですべて
のデータがレポートに表示されます。 

4. PDF ファイルおよび Excel ファイルの内容が大きすぎる場合は、レポートが生成されたときに
電子メールが送信されます。 

− HP TechPulse から送信される電子メールの「Download Report (レポートのダウンロード)」
ボタンをクリックします。 

− HP TechPulse ポータルにログインしている場合は、新しいブラウザウィンドウでファイル
が自動的に開き、PDF または Excel ファイルですべてのデータがレポートに表示されます。 

 

レポートのフィルター条件 
HP TechPulse では、レポートに複数のフィルター条件を追加して特定のデータを絞り込むことがで
きます。 

新しいレポートまたは既存のレポートにフィルターを追加するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 編集するレポートの「Name (名前)」のハイパーリンクをクリックするか、垂直方向に 3 つの
ドットが並んだボタンを選択してドロップダウンメニューから 「View Details (詳細の表示)」
を選択します。 

4. これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

5. 「Filter Criteria (フィルター条件)」セクションで、「+ Add Criteria (基準の追加)」ボタンをクリッ
クして、「Filter Criteria (フィルター条件)」に 1 つまたは複数のフィルターを追加します。 

レポートのフィルター条件はオプションです。ただし、レポートによっては、HTML 形式で
大量のデータを参照する場合にブラウザのパフォーマンスの問題を解決するために、特定の
フィルターが必須になる場合もあります。 

各レポートには独自のフィルター条件があります。左側のドロップダウンのフィールド、中
央のドロップダウンの演算子、右側のドロップダウンの値の順に選択します。 
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− 単一選択オプション: 右側のドロップダウンから複数の値を選択するには、右側のドロッ
プダウンから複数の項目を 1つずつ選択します。 

− 複数選択オプション: 「Software Inventory Details (ソフトウェアインベントリの詳細)」など
の一部のレポートでは、複数の項目を同時に検索および選択できます。 

6. 「+ Add Criteria (基準の追加)」ボタンをクリックしてフィルターを追加します。 

注: レポートを生成するときに複数のフィルターが追加されます。 

7. フィルターを削除するには、フィルターの横にある×印を選択します。 

8. 「SAVE (保存)」 をクリックします。 
 

レポートのスケジュール設定 
HP TechPulse では、1 日、1 週間、1 か月または四半期ごとに電子メール経由で PDF や Excel のレポー
トを送信するようスケジュールを設定できます。また、レポートは、不正なアクセスを防ぐために
パスワード保護することもできます (オプション)。 

新しいレポートまたは既存のレポートのスケジュールを設定するには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 編集するレポートの「Name (名前)」のハイパーリンクをクリックするか、垂直方向に 3 つの
ドットが並んだボタンを選択してドロップダウンメニューから 「View Details (詳細の表示)」
を選択します。 

これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

4. 「Default File Type (初期設定のファイルの種類)」セクションで「Default File Type (初期設定のフ
ァイルの種類)」に「PDF」、「XLSX」のどれかを選択します。これにより「Automatic 

Reports (自動レポート)」セクションが表示されます。 

5. 定期レポートのスケジュールを選択します。 

− 1 日に 1 回: 

o 「Recurrence (頻度)」を「Once a Day (1 日に 1 回)」として選択します。 

o 「At (時間)」ドロップダウンから時間を選択します。 

− 1 週間に 1 回: 

o 「Recurrence (頻度)」を「Once a Week (1 週間に 1 回)」として選択します。 

o 「On (日)」ドロップダウンから日を選択します。 

o 「At (時間)」ドロップダウンから時間を選択します。 

− 1 か月に 1 回: 

o 「Recurrence (頻度)」を「Once a Month (1 か月に 1 回)」として選択します。 

o カレンダーから「Start Date (開始日)」を選択します。 

o 「At (時間)」ドロップダウンから時間を選択します。 
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− 四半期に 1 回: 

o 「Recurrence (頻度)」を「Once a Quarter (四半期に 1 回)」として選択します。 

o カレンダーから「Start Date (開始日)」を選択します。 

o 「At (時間)」ドロップダウンから時間を選択します。 

6. オプションとして、不正なアクセスからパスワード保護するには、「Security (セキュリティ)」
セクションで「Require password to open the document (ドキュメントを開くにはパスワードが必
要)」を選択します。 

7. パスワードを入力します。 

注: パスワード保護の規則には以下が含まれます。 

− パスワードの長さは 1 から 10 文字である必要があります。 

− パスワードに有効期限はありません。 

− 以前に生成されたレポートのパスワードは更新できません。 

8. 「SAVE (保存)」 をクリックします。 
 

レポート設定 
HP TechPulse では、レポートごとに以下の設定を行えます。 

• 「Show company details (会社の詳細の表示)」では、レポートの HP TechPulse 会社名を表示
または非表示にすることができます。 

• 「Advance Months automatically (自動的に月を進める)」 にチェックを入れた場合、レポート
を最後の月まで進めることができます。この設定はデフォルトで選択されています。以下
に例を示します。 

− 2018 年 4 月にレポートを作成し、過去 3 か月（つまり、2018 年 4 月、3 月、および 2 

月）のデータを表示するように「Month (月)」フィルターを選択します。 

− レポートは 2018 年 4 月に生成されたので、レポート生成時、レポートには 2018 年 4 

月、3月、および 2 月のデータが表示されます。 

− 同じレポートを 2018 年 5 月に生成するときは、「Advance Months automatically (自動的に
月を進める)」がチェックされている場合、レポートには 2018 年 5 月、4 月、および 3 

月のデータが表示されます。 

注: 「Month (月)」フィルターが使用可能で、「Filter Criteria (フィルター条件)」セクションで選
択されている場合のみこの設定を使用できます。 

• 「Make this a favorite report (お気に入りのレポートにする)」では、レポートを「お気に入
り」に設定できます。 

 
新しいレポートに設定を追加する、または既存のレポートの設定を更新するには、以下の操作を
実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 
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3. 編集するレポートの「Name (名前)」のハイパーリンクをクリックするか、垂直方向に 3 つの
ドットが並んだボタンを選択してドロップダウンメニューから 「View Details (詳細の表示)」
を選択します。 

4. これにより「Report Details (レポートの詳細)」ページが開きます。 

「Preferences (設定)」セクションで、「Show company details (会社の詳細の表示)」、
「Advance Months automatically (自動的に月を進める)」、または「Make this a favorite report 

(お気に入りのレポートにする)」を更新します。 

「SAVE (保存)」 をクリックします。 
 

レポートの検索、フィルタリング、並べ替え 
HP TechPulse では、さまざまなフィルタリングおよび並べ替えオプションを使用して、「Standard 

(標準)」タブおよび「Custom (カスタム)」タブで以前作成したレポートをすばやく検索できます。 

既存のレポートの検索またはフィルタリングを行うには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Standard (標準)」タブまたは「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 反転した漏斗のアイコンを選択します。 

− デフォルトでは、どのレポー トも選択されていません (すべてのレポート カテゴリおよび
サブカテゴリの選択が解除されています)。そのため、「Reports (レポート)」ページにす
べてのレポートが表示されます。 

− 「Reports (レポート)」ページでサブカテゴリに属するレポートを表示するには、1 つまた
は複数のレポート カテゴリまたはサブカテゴリを選択します。 

− カテゴリまたはサブカテゴリの中にレポートが作成されていない場合、カテゴリまたはサ
ブカテゴリは灰色で表示されます。 

「Reports (レポート)」ページで既存のレポートを並べ替えるには、以下の操作を実行します。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Reports (レポート)」タブに移動します。 

2. 「Standard (標準)」タブまたは「Custom (カスタム)」タブをクリックします。 

3. 「Sort by (並べ替え)」ドロップダウンから並べ替えオプションを選択します。 

− 「Recent (最近)」: レポートは最後に編集された時間の降順に表示されます。 

− 「Favorites (お気に入り)」: お気に入りのレポートが最初に表示され、その後にお気に入り
ではないレポートが表示されます。 

− 「Format (形式)」: レポートはファイルタイプで並べ替えて表示されます。HTML レポー
ト、PDF レポート、XLSX レポートの順に表示されます。 

− 「Category (カテゴリ)」: レポートはカテゴリ名の昇順に表示されます。 

− 「All (Alphabetical) (すべて (アルファベット順))」: レポートはレポート名の昇順に表示され
ます。 



HP TechPulse レポートガイド 

レポートのレイアウトおよびナビゲート 30 

 

 

レポートのレイアウトおよびナビゲート 
HP TechPulse は生成されるすべてのレポートに共通の基準に従っており、「Default File Type (デフォル
トのファイルの種類)」 (HTML、PDF、XLSX) のみに基づいて変わります。 
 

HTML レポート 

レポート名および説明 

生成されたすべての HTML レポートには、レポート名およびレポートの説明セクションがあり、以下
の内容が表示されます。 

• Report Name (レポート名) 

• HP によるデフォルトのレポートの説明。 

レポート ヘッダー 

生成されたすべての HTML レポートには、ヘッダーセクションがあり、以下の内容が表示されます。 

• Company Name (会社名) 

• Category (カテゴリ) 

• Subcategory (サブカテゴリ) 

• Option (オプション) 

• Created by (作成者) 

• Created on (作成日) 

• Filter Criteria (フィルター条件) 

レポートのヘッダーセクションを表示するには、「MORE DETAILS (詳細情報)」をクリックします。レポ
ートのヘッダーセクションを非表示にするには、「LESS DETAILS (詳細を非表示)」をクリックします。 

 
視覚表現およびドリルダウン 

生成された HTML レポートには、通常、複数の視覚表現 (チャート) および 1 つの表形式があります。 

生成された HTML レポートは、以下の 2 種類の方法でドリルダウンできます。 

1. 「Visualization to Details (詳細の視覚表現)」。視覚表現セクション (バー、列など) をクリックする
と、「Details (詳細)」タブはクリックしたセクションに関係するデータのみを表示するように自
動的にフィルタリングされます。 

2. 「Visualization Drilldowns (視覚表現のドリルダウン)」。視覚表現セクション (バー、列など) をク
リックすると、クリックした視覚表現が次のレベルまでドリルダウンされ、詳細な分類が表示
されます。ドリルダウンの直前のレベルをクリックすると、「Details (詳細)」タブはクリックし
たセクションに関係するデータのみを表示するように自動的にフィルタリングされます。 
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視覚表現オプション 

各視覚表現には以下のオプションがあります。 

1. Print Chart (チャートの印刷) 

2. Print PNG image (PNG 画像の印刷) 

3. Print JPEG image (JPEG 画像の印刷) 

4. Print PDF document (PDF ドキュメントの印刷) 

5. Print SVG Vector image (SVG Vector 画像の印刷) 
 

PDF レポート 

レポート名および説明 

生成されたすべての PDF レポートには、レポート名およびレポートの説明セクションがあり、以下の
内容が表示されます。 

• Report Name (レポート名) 

• HP によるデフォルトのレポートの説明。 
 

レポート ヘッダー 

生成されたすべての PDF レポートには、ヘッダーセクションがあり、以下の内容が表示されます。 

• Company Name (会社名) 

• Category (カテゴリ) 

• Subcategory (サブカテゴリ) 

• Option (オプション) 

• Created by (作成者) 

• Created on (作成日) 

• Filter Criteria (フィルター条件) 
 

視覚表現およびドリルダウン 

生成された PDF レポートには、通常、複数の視覚表現 (チャート) および 1 つの表形式があります。
PDF レポートはドリルダウンをサポートしていません。 
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Excel レポート 

レポート名および説明 

生成されたすべての Excel レポートには、レポート名およびレポートの説明セクションがあり、以下の
内容が表示されます。 

• Report Name (レポート名) 

• HP によるデフォルトのレポートの説明。 

レポート ヘッダー 

生成されたすべての Excel レポートには、1 つ目のタブにヘッダーセクションがあり、以下の内容が表
示されます。 

• Company Name (会社名) 

• Category (カテゴリ) 

• Subcategory (サブカテゴリ) 

• Option (オプション) 

• Created by (作成者) 

• Created on (作成日) 

• Filter Criteria (フィルター条件) 
 

視覚表現およびドリルダウン 

生成された Excel レポートには視覚表現 (チャート) はありません。すべてのデータは表形式で提供さ
れます。 
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Dashboard (ダッシュボード) 
「Dashboard (ダッシュボード)」ページでは、組織内で登録したデバイスの全体の状態およびセキュリ
ティステータスを視覚的に、直感的な方法で監視・管理できます。ハードウェアおよびソフトウェア
のインベントリを追跡でき、また、デバイスの状態の監視、セキュリティ脅威の予測、理解、対応が
可能です。 

HP TechPulse のデフォルトのダッシュボードはカスタマイズ可能で、フィルター条件の追加、削除、編
集や、ウィジェットの移動が可能です。組織の特定のニーズに応じてカスタムダッシュボードビュー
を作成することもできます。 

 

「Dashboard (ダッシュボード)」ウィジェット 

このウィジェットは、KPI サマリーや、KPI 詳細で報告される詳細なチャートなどを表示します。イン
タラクティブチャートでは、フィルターを選択してデータや詳細の特定のセグメントのドリルダウン
を実行できます。チャートのセクションをクリックすると、詳細ページに移動します。 

「Dashboard (ダッシュボード)」ページから以下のタスクを実行できます: 

• 会社の選択 (パートナーのみ) 

• 期間 (最大 6 か月) の選択 

• カスタムダッシュボードの追加、編集、削除 

• ダッシュボードのデフォルト設定へのリセット 

• ウィジェットの追加、編集、削除、移動 

• チャートを画像として保存 

• 完全レポートの表示 (一部のウィジェットのみ) 

チャートを画像として編集、削除、保存、または完全レポートを表示するには (…) をクリックします。 

 

カスタムダッシュボードの追加 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Dashboards (ダッシュボード)」ページに移動します。 

2. 「EDIT (編集)」ボタンをクリックします。 

3. ダッシュボードの名前を入力します。 

4. 「ADD (追加)」をクリックします。 

5. ウィジェットを追加できます。 

 

ウィジェットの追加 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Dashboards (ダッシュボード)」ページに移動します。 

2. ウィジェットを追加するダッシュボードを選択します。 

3. 「ADD WIDGET (ウィジェットの追加)」ボタンをクリックします。 
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4. 「Category (カテゴリ)」、「Subcategory (サブカテゴリ)」、「Option (オプション)」をそれぞれのド
ロップダウンメニューから選択します。例えば、「Category (カテゴリ)」、「Subcategory (サブカテ
ゴリ)」、「Option (オプション)」のドロップダウンメニューで、それぞれ「Hardware (ハードウェ
ア)」、「Hardware Inventory (ハードウェア インベントリ)」、「Details (詳細)」を選択します。 

5. 視覚化モデルを選択します。 

6. (オプション) 「Filter Criteria (フィルター条件)」セクションで、「ADD CRITERIA (基準の追加)」ボタン
をクリックして 1 つまたは複数のフィルターを追加します。 

7. ウィジェットのタイトルを入力します。 

8. 「ADD (追加)」をクリックします。 

「Dashboards (ダッシュボード)」ページに新しいウィジェットが表示されます。 
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レポートの説明 

「Deployment (デプロイメント)」 > 「Data Health 

Report (データの状態レポート)」 
以下では、「Data Health (データの状態)」レポートについて説明します。 

• 以下に関する情報を提供します。 

o TechPulse および Touchpoint Analytics のアプリケーションのインストールステータス。 

o TechPulse および Touchpoint Analytics により報告される状態。 

• 平日にのみ収集。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブでは、「Installation Status (インストールステータス)」および「Data Health 

(データの状態)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Installation Status (インストールステータス)」 

ドーナツの視覚表現は、すべての登録済みデバイスのデプロイメントステータスを表示します。以下
の視覚表現が含まれます。 

• HP TechPulse および HP Touchpoint Analytics が正常にインストール/アップグレードされている
登録済みデバイス。 

• HP TechPulse は正常にインストール/アップグレードされているが、HP Touchpoint Analytics は
インストールまたはアップグレードできなかった登録済みデバイス。 

• HP TechPulse は正常にインストールまたはアップグレードできなかったが HP Touchpoint 

Analytics は正常にインストール/アップグレードされている登録済みデバイス。 

• HP TechPulse および HP Touchpoint Analytics がインストールまたはアップグレードできなかった
登録済みデバイス。 

「Data Health (データの状態)」 

このバーチャートの視覚表現は、さまざまな KPI のデータ状態を表示します。 

• X 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• Y 軸: 「Data Collection Category (データ収集カテゴリ)」。 

• 色分け: 「Data Collection Health (データ収集の状態)」。 

デバイスが登録された日から収集されるデータは以下のとおりです: 

100%: 「Excellent (最高)」。 

75% - 100%: 「Very Good (優)」。 

50% - 75%: 「Good (良)」。 

25% - 50%: 「Fair (可)」。 

0% - 25%: 「Poor (低)」。 
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バーの任意のセクションをクリックすると、そのデータ収集のカテゴリとデータの状態ステータスの
詳細のドリルダウンが実行できます。例: 「Operating System (オペレーティングシステム)」と「Good 

(良)」 (緑) をクリックすると、「Good (良)」である OS のすべてのデバイスがリストに表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、デバイスの追加情報およびさまざまなデバイスコンポーネントの状態ステー
タスを提供します。 

• 「Last Signed-In User (前回サインインしたユーザー)」。デバイスに前回ログインしたユーザー。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Enrolled Date (登録日)」。 

• 「Operating System Data Health (オペレーティングシステムデータの状態)」。 

• 「Thermal Data Health (温度データの状態)」。 

• 「Drivers Data Health (ドライバーデータの状態)」。 

• 「Device Utilization Data Health (デバイス使用状況データの状態)」。 

• 「Software Utilization Data Health (ソフトウェア使用状況データの状態)」。 

• 「Software Performance Data Health (ソフトウェアパフォーマンスデータの状態)」。 

• 「Component SN (コンポーネント SN)」。指定したコンポーネントのシリアル番号。 

• 「Component Type (コンポーネントタイプ)」。バッテリの場合、「Component Type (コンポー 

ネントタイプ)」は「Battery (バッテリ)」になります。ディスクドライブの場合、「Component 

Type (コンポーネントタイプ)」は次のディスクドライブに分類されます: SSD (ソリッドステート
ドライブ)、HDD (ハードディスクドライブ)、NVME (不揮発性メモリエクスプレスドライブ)。 

• 「Battery Data Health (バッテリデータの状態)」。 

• 「Disk (Basic) Data Health (ディスク (基本) データの状態)」。 

• 「Disk (Basic) Data Health (ディスク (詳細) データの状態)」。 

• 「Package Name (パッケージ名)」。 

• 「Installed Version (インストールされたバージョン)」。 
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「Deployment Status (デプロイメントステータス)」
レポート 
「Deployment Status (デプロイメントステータス)」レポートは以下の情報を提供します。 

1. アプリケーション別 HP TechPulse アプリケーションの「Deployment Status (デプロイメント
ステータス)」。 

2. TechPulse クラウドと通信する TechPulse アプリケーションの機能。 

3. 次のタブが含まれます: 「By Installation Status (インストールステータス別)」、「By Proxy 

Configuration Status (プロキシ構成ステータス別)」、「Details (詳細)」。 
 

「By Installation Status (インストールステータス別)」タブ 
「By Installation Status (インストールステータス別)」タブには、「Installation Status (インストールステー
タス)」、「HP TechPulse Installation Status by Version (バージョン別 HP TechPulse インストールステータ
ス)」、「HP Touchpoint Analytics Installation Status by Version (バージョン別 HP Touchpoint Analytics インス 

トールステータス)」、「HP TechPulse Installation Top Errors (HP TechPulse インストール 上位エラー)」、
「HP Touchpoint Analytics Installation Top Errors (HP Touchpoint Analytics インストール 上位エラー)」、「HP 

TechPulse Installation Compliance (HP TechPulse インストール 準拠)」、「HP Touchpoint Analytics Installation 

Compliance (HP Touchpoint Analytics インストール 準拠)」の視覚表現が含まれます。 

「Installation Status (インストールステータス)」 

ドーナツの視覚表現は、すべての登録済みデバイスのデプロイメントステータスを表示します。以下
の視覚表現が含まれます。 

• HP TechPulse および HP Touchpoint Analytics が正常にインストール/アップグレードされている登
録済みデバイス。 

• HP TechPulse は正常にインストール/アップグレードされているが、HP Touchpoint Analytics は
インストールされていない、またはアップグレードできなかった登録済みデバイス。 

• HP Touchpoint Analytics は正常にインストール/アップグレードされているが、HP TechPulse は
インストールされていない、またはアップグレードできなかった登録済みデバイス。 

• 色分け: 「Installation Status (インストールステータス)」。 

「HP TechPulse Installation Status by Version (バージョン別 HP TechPulse インストールステータス)」 

このバーの視覚表現は、HP TechPulse のバージョンへのアップグレードが成功/失敗したデバイスの数
を示し、以下の情報を表示します。 

• X 軸: 「TechPulse Version Number (TechPulse バージョン番号)」。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Installation Status (インストールステータス)」 



HP TechPulse レポートガイド 

「Deployment Status (デプロイメントステータス)」レポート 38 

 

 

「HP Touchpoint Analytics Installation Status by Version (バージョン別 HP Touchpoint Analytics インス
トールステータス)」 

このバーの視覚表現は、HP Touchpoint Analytics のバージョンへのアップグレードが成功/失敗したデバ
イスの数を示し、以下の情報を表示します。 

• X 軸: 「Touchpoint Analytics Version Number (Touchpoint Analytics バージョン番号)」。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Installation Status (インストールステータス)」 

「HP TechPulse Installation Top Errors (HP TechPulse インストール 上位エラー)」 

このバーの視覚表現は、HP TechPulse のインストール時に報告された上位エラーを示し、以下の情報を
表示します。 

• X 軸: 「Number of Errors (エラーの数)」。 

• Y 軸: 「TechPulse Installation Error (TechPulse インストール エラー)」。 

• 以下の順で表示: 「Number of Errors (エラーの数)」 (降順)。 

「HP Touchpoint Analytics Installation Top Errors (HP Touchpoint Analytics インストール 上位エラー)」 

このバーの視覚表現は、HP Touchpoint Analytics のインストール時に報告された上位エラーを示し、以
下の情報を表示します。 

• X 軸: 「Number of Errors (エラーの数)」。 

• Y 軸: 「Touchpoint Analytics Installation Error (Touchpoint Analytics インストール エラー)」。 

• 以下の順で表示: 「Number of Errors (エラーの数)」 (降順)。 

「HP TechPulse Installation Compliance (HP TechPulse インストール 準拠)」。 

このバーの視覚表現は、HP TechPulse の自動更新が有効になっているデバイスを示し、以下の情報を表
示します。 

• X 軸: 自動更新 (autoupdate) の実行日 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

「HP Touchpoint Analytics Installation Compliance (HP Touchpoint Analytics インストール 準拠)」。 

このバーの視覚表現は、HP Touchpoint Analytics の自動更新が有効になっているデバイスを示し、以下
の情報を表示します。 

• X 軸: 自動更新 (autoupdate) の実行日 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 
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「By Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス別)」タブ 
「By Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス別)」タブは、「Proxy Configuration Status (プロ
キシ構成ステータス)」の視覚表現を表示します。 

「Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス)」 

ドーナツの視覚表現は、すべての登録済みデバイスのプロキシ構成ステータスを表示します。以下の
視覚表現が含まれます。 

• HP TechPulse および HP Touchpoint Analytics が正常に構成され、hpdaas.com と通信できる登録済
みデバイス。 

• HP TechPulse は正常に構成され、hpdaas.com と通信できるが、HP Touchpoint Analytics は 

hpdaas.com と通信できない登録済みデバイス。 

• HP Touchpoint Analytics は正常に構成され、hpdaas.com と通信できるが、HP TechPulse は 

hpdaas.com と通信できない登録済みデバイス。 

• 色分け: 「Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス)」。 

「HP TechPulse Proxy Configuration Status by Version (バージョン別 HP TechPulse プロキシ構成ステー
タス)」 

このバーの視覚表現は、hpdaas.com との通信ステータスを示し、以下の情報を表示します。 

• X 軸: HP TechPulse との通信に使用されるプロキシ。 

o 「Direct (ダイレクト)」。プロキシを使用せず HP TechPulse と直接通信。 

o 「None (なし)」。プロキシは構成されておらず、デバイスは hpdaas.com と通信できません。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Configuration Status (構成ステータス)」。 

「HP Touchpoint Analytics Proxy Configuration Status by Version (バージョン別 HP Touchpoint Analytics 

プロキシ構成ステータス)」 

このバーの視覚表現は、hpdaas.com との通信ステータスを示し、以下の情報を表示します。 

• X 軸: hpdaas.com との通信に使用されるプロキシ。 

o 「Direct (ダイレクト)」。プロキシを使用せず hpdaas.com と直接通信。 

o 「None (なし)」。プロキシは構成されておらず、デバイスは hpdaas.com と通信できません。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Configuration Status (構成ステータス)」。 
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「HP TechPulse Proxy Configuration Top Errors (HP TechPulse プロキシ構成 上位エラー)」 

このバーの視覚表現は、HP TechPulse のプロキシ構成の上位エラーを示し、以下の情報を表示します。 

• X 軸: 「Number of Errors (エラーの数)」。 

• Y 軸: 「HP TechPulse Proxy Configuration Error (HP TechPulse プロキシ構成 エラー)」 

• 以下の順で表示: 「Number of Errors (エラーの数)」 (降順)。 

「HP Touchpoint Analytics Proxy Configuration Top Errors (HP Touchpoint Analytics プロキシ構成 上位エ
ラー)」 

このバーの視覚表現は、HP Touchpoint Analytics のプロキシ構成の上位エラーを示し、以下の情報を表
示します。 

• X 軸: 「Number of Errors (エラーの数)」。 

• Y 軸: 「HP Touchpoint Analytics Proxy Configuration Error (HP Touchpoint Analytics プロキシ構成 エ
ラー)」 

• 以下の順で表示: 「Number of Errors (エラーの数)」 (降順)。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、インシデント、インシデントの解決指標、およびインシデントが発生し
たデバイスに関する追加情報が提供されます。 

• 「Last Signed-In User (前回サインインしたユーザー)」。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Enrolled Date (登録日)」。 

• 「Package Name (パッケージ名)」。 

• 「Deployment Policy (デプロイメントポリシー)」。 

• 「Installed Version (インストールされたバージョン)」。 

• 「Proxy Policy (プロキシポリシー)」。 

• 「Proxy (プロキシ)」。 

• 「Error Code (エラーコード)」。 

• 「Error Message (エラーメッセージ)」。 
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「BIOS Inventory (BIOS のインベントリ)」レポート 
BIOS のインベントリ レポートは、登録されたデバイスについて、BIOS の詳細情報を提供します。以下
では、BIOS のインベントリ レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. HP および HP 以外のデバイスについて、BIOS のバージョン情報を提供します。 

4. HP デバイスについてのみ、古い BIOS バージョンの情報を提供します。古い BIOS バージョン (BIOS 

のバージョン状態) は以下のように分類されます。 

− 「Old BIOS Version (古い BIOS バージョン)」。HP デバイスに搭載された BIOS のバージョン
は、HP が提供する最新の BIOS バージョンよりも古いものです。 

− 「Latest BIOS Version (最新の BIOS バージョン)」。HP デバイスに搭載された BIOS のバージョン
は、HP が提供する最新の BIOS バージョンと同じです。 

− 「Unknown BIOS Version (不明な BIOS バージョン)」。BIOS のバージョンが古いものか最新のも
のかを判定できません。これは、デバイスが HP 以外のデバイスである場合、または HP 

TechPulse がデバイスに搭載された BIOS のバージョンおよび「Device Platform ID (デバイスのプ
ラットフォーム ID)」(ベースボード ID) を判定できない場合に発生します。 

− 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「By Week (週単位)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
デバイスモデルおよび BIOS のバージョン状態別のデバイス数。これはドリルダウンの視覚表現であ
り、最上位ではデバイスがデバイスモデルおよび BIOS のバージョン状態別に分類されています。視覚
表現の任意のセクションをクリックすると、BIOS のバージョン状態別に、現在インストールされてい
る BIOS の バージョン (デバイス上で検出) までドリルダウンされます。 

最上位の視覚表現は以下のとおりです。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Device model (デバイスモデル)」。 

• 色分け: 「BIOS version status (BIOS のバージョン状態)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 所定のモデルの「No. of Devices (デバイス数)」(降順)。 

ドリルダウンした視覚表現は以下の通りです。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Installed BIOS version (インストールされている BIOS のバージョン)」(デバイス上で検出さ
れた現在の BIOS バージョン)。 
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• 色分け: 「BIOS version status (BIOS のバージョン状態)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 所定のモデルの「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 「BIOS version status (BIOS のバージョン状態)」。 
 

「By Week (週別)」タブ 
週および BIOS のバージョン状態別のデバイス数。デバイスの総数の割合で表現されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Share of the total No. of Devices (%) (デバイスの総数の割合)」。 

• 色分け: 「BIOS version status (BIOS のバージョン状態)」。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスおよび BIOS に関する追加の詳細情報が提供されます。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Device Platform ID (デバイス プラットフォーム ID)」。デバイスの基盤となるプラットフォーム
のベースボード ID。 

• 「BIOS Manufacturer (BIOS 製造元)」。インストール済み BIOS の製造元。 

• 「Installed BIOS Status (インストールされた BIOS の状態)」。現在インストールされている BIOS 

の状態。 

• 「Installed BIOS Version (インストールされた BIOS のバージョン)」。現在インストールされてい
る BIOS のバージョン。 

• 「Installed BIOS Release Date (インストールされた BIOS のリリース日)」。現在インストールされ
ている BIOS のリリース日。 

• 「Latest Available BIOS Version (利用可能な最新 BIOS バージョン)」。このデバイスにインストー
ルできる最新の BIOS バージョン。 

• 「Latest Available BIOS Release Date (利用可能な最新 BIOS バージョンのリリース日)」。このデバ
イスにインストールできる最新の BIOS バージョンのリリース日。 

• 「Latest Available BIOS Criticality (利用可能な最新 BIOS の重要度)」。このデバイスにインストール
できる最新の BIOS バージョンの重要度。 

• 「Latest Available BIOS Release Notes (利用可能な最新 BIOS バージョンのリリースノート)」。この
デバイスにインストールできる最新の BIOS バージョンのリリースノート。 

• 「Softpaq Number (Softpaq 番号)」。デバイスで HP Battery Health Manager (バッテリヘルスマネー
ジャー) を有効にするのに必要な最新の BIOS バージョンの Softpaq 番号。 

• 「Latest Critical Available BIOS Version (利用可能な最新の重要 BIOS バージョン)」。このデバイス
にインストールできる最新の重要 BIOS バージョン。 
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「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Installed BIOS Status (インストールされた BIOSの状態)」(古い順)。 

2. 「Latest Available BIOS Criticality (利用可能な最新 BIOS の重要度)」 (重要度の高い順)。 

3. 「Serial Number (シリアル番号)」 (昇順)。 
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「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポート 
「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポートは、登録されたデバイスのバッテリ交換推奨時期に関
する情報を提供します。 

以下では、バッテリの交換レポートについて説明します。 

1. HP TechPulse でデバイスタイプが「Notebook (ノートブック)」と分類されているデバイスのみが
表示されます。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。HP デバイスの場合、バッテリ交換の推奨時期はバ
ッテリの交換が必要になる時期を示します。HP 以外のデバイスの場合、バッテリ交換の推時期は
常に「N/A (該当なし)」です。 

3. Android、macOS、Chrome Enterprise OS、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイス
で利用できます。 

4. HPノートブック デバイスを対象に HP が所有権を有するバッテリ データ属性 (例: バッテリリコー
ル、破損容量、不良セル、溶断ヒューズ、規格外電圧、非充電、細流過充電、温度アラーム、充
電容量レベル) および予測的モデルを使用して、バッテリの寿命を予測し、バッテリ交換の推奨
時期を示します。 

5. Android および MAC の API を使用してバッテリの寿命を示 し、バッテリ交換の推奨時期を示します。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」、「By 

Manufacture Year (製造年別)」、「Details (詳細)」タブ。 
 

Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスの場合、バッテリ交換の推奨時期 (バッテリ交
換時期) は、以下のように分類されます。 

• 「Recall (リコール)」。HP より提供されているバッテリ リコール。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。バッテリは故障しているか、1 か月以内に交換が必要になると
見込まれます。 

• 「Early Detection (早期検出)」。バッテリは 2～ 3 か月で交換が必要になると見込まれます。 

• 「OK」。バッテリは正常に動作しており、今後 3か月以上交換の必要はありません。 

• 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、バッテリが HP 

以外のノート PC のものであるか、十分なデータがないために HP TechPulse が現時点でバッテリ
の正常性を判定できない場合に発生します。 

 
Android オペレーティングシステムのデバイスの場合、バッテリ交換の推奨時期 (バッテリ交換時期) 

は、(Android API によれば) 以下のように分類されます。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。バッテリは電池切れまたは寿命を迎えているか、特定できない
障害があります。 

• 「Early Detection (早期検出)」。バッテリは低温または過熱状態であるか、バッテリの電圧が設
計仕様を超えています。 

• 「OK」。バッテリは良好で、交換の必要はありません。 
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• 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、データがないた
めに HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

macOS オペレーティングシステムのデバイスの場合、バッテリ交換の推奨時期 (バッテリ交換時期) 

は、以下のように分類されます。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。macOS API の報告によれば、バッテリの状態は「Service Battery 

(バッテリの交換修理)」または「Replace Now (今すぐ交換)」です。 

− 「Service Battery (バッテリの交換修理)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能していま
せん。適正な電源アダプターに接続している間は問題なく Mac を使用できますが、なるべく
早く HP DaaS for macOS 契約の一部として Care Pack の延長を購入している場合は HP にお問い
合わせいただくか、macOS の正規サービス プロバイダにお問い合わせください。 

− 「Replace Now (今すぐ交換)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能していますが、蓄電
能力が新品時と比較して大幅に低下しています。コンピューターを使い続けても安全面に支
障はありませんが、充電能力の低下のせいで作業効率が悪くなるようであれば、できるだけ
早く HP にお問い合わせいただくか (HP DaaS for macOS 契約の一部として Care Pack の延長を購
入している場合)、macOS の正規サービス プロバイダに問い合わせてください。 

• 「Early Detection (早期検出)」。macOS API の報告によれば、バッテリの状態は「Replace Soon (ま
もなく交換)」です。 

− 「Replace Soon (まもなく交換)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能していますが、蓄
電能力が新品時と比較して低下しています。バッテリ状態のメニューを定期的に確認して、
バッテリの正常性を監視してください。 

• 「OK」。macOS によれば、バッテリの状態は「Normal (正常)」で、バッテリは正常に機能にし
ています。 

• 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、データがないた
めに HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、「Battery Replacement Summary (バッテリ交換の概要)」および「Battery 

Replacement Summary by Warranty (保証別のバッテリ交換の概要)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Battery Replacement Summary (バッテリ交換の概要)」 

バッテリ交換の時期別のデバイス数。 
 

「Battery Replacement Summary by Warranty (保証別のバッテリ交換の概要)」 

バッテリ交換の時期およびデバイスの保証状態別のデバイス数。デバイスの保証状態は、デバイスの
すべての保証および/または Care Pack の総合的なステータスを単一の値で示したもので、以下のように
分類されます。 

• 「In warranty (保証期間中)」。デバイスには有効な保証および/または Care Pack があります。 

• 「Out of warranty (保証期間外)」。デバイスには有効な保証も Care Pack もありません。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポート  46 

 

 

• 「Not applicable (該当なし)」。デバイスは HP 製のデバイスではありません。 

• 「Unknown (不明)」。HP デバイスに保証および/または Care Pack があるかどうかを判定できま
せん。 

注: デバイスの保証および Care Pack のステータスは、HP 製のデバイスでのみ利用できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Battery Replacement Timeframe (バッテリ交換の時期)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。 
 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ 
各種バッテリ交換カテゴリおよびデバイス製造元別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Battery Replacement Timeframe (バッテリ交換の時期)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 
 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ 
各種バッテリ交換時期およびデバイス製造年別のデバイス数。デバイス製造年は、HP デバイスでのみ
利用できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Battery Replacement Timeframe (バッテリ交換の時期)」。 

視覚表現はデバイス製造年の昇順に表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、バッテリの正常性および推奨交換時期に関する追加のデータ属性が提供さ
れます。 

• 「Battery Replacement Timeframe (バッテリ交換の時期)」。 

• 「Health (状態)」。バッテリの正常性の現在の状態。 

− Microsoft Windows オペレーティングシステムの HP デバイスの場合、正常性は以下のように
分類されます。 

o 「Fail (故障)」。温度アラーム、溶断ヒューズ、規格外電圧、細流過充電、不良設計電圧、
破損容量、不良セル、非充電のどれかの状態のために、バッテリが故障しています。 

o 「Very Weak Battery (バッテリ残量が非常に低下)」。過放電の問題が発生したためにバッ



HP TechPulse レポートガイド 

「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポート  47 

 

 

テリが激しく消耗しています。 

o 「Weak Battery (バッテリ残量が低下)」。過放電の問題が発生したためにバッテリが消耗
しています。 

o 「Calibrate Battery (バッテリの校正)」。バッテリの校正が必要です。 

o 「Pass (正常)」。バッテリは現在正常に機能している状態であり、バッテリ交換のタイ
ミングがバッテリの今後の状態を示す正確な指標となります。 

o 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、十分なデ
ータがないために HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

− Android オペレーティングシステムのデバイスの場合、正常性は、(Android API によれば) 以下
のように分類されます。 

o 「Dead (電池切れ)」。バッテリは電池切れです。 

o 「Unspecified Failure (特定できない障害)」。バッテリで特定できない障害が 1 つ以上発生
しています。 

o 「Cold (低温)」。バッテリが低温状態です。 

o 「Overheat (過熱)」。バッテリが過熱状態です。 

o 「Over Voltage (電圧超過)」。バッテリの電圧が設計仕様を超えています。 

o 「Good (良好)」。バッテリは正常に機能しています。 

o 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、十分なデ
ータがないために HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

− macOS オペレーティングシステムのデバイスの場合、正常性は以下のように分類されます。 

o 「Service Battery (バッテリの交換修理)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能してい
ません。適正な電源アダプターに接続している間は問題なく Mac を使用できますが、で
きるだけ早く macOS ストアまたは macOS の正規サービスプロバイダにお持ちください。 

o 「Replace Now (今すぐ交換)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能していますが、
蓄電能力が新品時と比較して大幅に低下しています。コンピューターを使い続けても安
全面に支障はありませんが、充電能力の低下のせいで作業効率が悪くなるようであれば、
できるだけ早く macOS ストアまたは macOS の正規サービスプロバイダにお持ちください。 

o 「Replace Soon (まもなく交換)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能していますが、
蓄電能力が新品時と比較して低下しています。バッテリ状態のメニューを定期的に確認
して、バッテリの正常性を監視してください。 

o 「Normal (通常)」。macOS によれば、バッテリは正常に機能しています。 

o 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、十分なデ
ータがないために HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 
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• 「Battery Serial Number (バッテリのシリアル番号)」。バッテリのシリアル番号。 

• 「Country (国)」。地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国。 

• 「Battery Warranty Status (バッテリの保証状態)」。デバイスの保証とは異なるバッテリの保証。
バッテリの保証状態は、バッテリの製造日およびバッテリの保証サイクル (6 か月、1 年、2 

年、3 年など) に基づいて計算されます。「Battery Warranty Status (バッテリの保証状態)」は、
HP 製のデバイスでのみ利用できます。 

• 「CT Number (CT 番号)」。バッテリの CT 番号。HP のデバイス/バッテリでのみ利用できます。 

• 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 
 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Battery Replacement Timeframe (バッテリ交換の時期)」。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」
レポート 
HP ノートブックのバッテリを理解する 
HP ノートブックのバッテリは主に 3 つの種類に分類されます。 

• 円筒型電池: 大型の形状で一般的に使用されている従来の技術。 

• プリズム型リチウムイオン電池: 薄型・軽量が求められていない標準システムで使用されている
金属ケースのプリズム型セル。 

• リチウムイオンポリマーバッテリ: サイズと重量の利点から、薄型・軽量の形状で使用されてい
るポリマーケースのセル。PC 業界は、サイズと重量の面でメリットがあることからリチウムイ
オンポリマーバッテリ:に移行しています。 

 

リチウムイオンポリマーバッテリのバッテリ状態に影響する主要要素 

温度暴露 

高温にさらされるとバッテリの全体的な状態に影響する可能性があります。 

• ノートブックとバッテリを長時間高温にさらさないでください。 

• 常にノートブックの適切な通気性を確保し、妨げるものがないことを確認してください。 

• 長期間保管しておく場合は、バッテリを 80%～90% 充電した状態でノートブックを 20°C～25°C 

(68°F～77°F) の環境で保管してください。 

バッテリの充電状態 

ノートブックを常に高充電状態にしておくことはバッテリの全体的な状態に影響する場合があります。 

• 90%～100% 充電されている場合バッテリは高充電状態にあります。 

• 常にコンセント接続されているノートブックの場合、低充電の状態でバッテリを維持すること
により最適なバッテリの状態を確保できます。 

• バッテリを低充電状態に維持するために、お客様は、「HP battery health management (HP バッテ
リの状態管理)」の「Settings (設定)」を使用して、主にシステムがどのように使用されているか
に基づいてバッテリパフォーマンスを最適化できます (これは多くの2016～2019年モデルの市
販ノートブックでのみ利用可能です)。 

バッテリの状態や駆動時間を最適化する方法に関する詳細については、こちらにアクセスしてくださ
い: https://support.hp.com/jp-ja/document/c01297640 
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「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート 
「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポートは、以下の技術を活用してバッテリを使
用するために最適化されたアプローチでお客様にサポートを提供するアプローチです。 

• HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) の活用。HP は、HP バッテリの状態最
適化のために、一部のプラットフォーム (またはデバイスモデル) で HP Battery Health Manager (バ
ッテリヘルスマネージャー) ユーティリティを刷新しています。HP Battery Health Manager (HP バッ
テリヘルスマネージャー) は、BIOS アップデートに基づいてインストールおよび構成されます。
BIOS アップデートのバージョン要件の完全リストはこちらで確認できます: 

https://support.hp.com/jp-ja/document/c06179452 (必要な BIOS については、最新の BHM –最小 BIOS 

の列をご覧ください)。 

最適なバッテリ状態の推奨事項 

最適なバッテリ状態のために、お客様は、HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) 

で使用状況と目的に応じて適切な設定を有効にする必要があります。HP Battery Health Manager (HP バッ
テリヘルスマネージャー) は以下の通りです。 

• 使用モデルや暴露温度に合わせて充電を最適に調整できるインテリジェンスを提供します。 

• 新しい HP プラットフォームのデフォルトの設定により、充電は管理され、お客様による推測的
作業はなくなります。 

• 2016 年以降の HP デバイスでのみ利用可能 

• サポートされている HP プラットフォーム、最小 BIOS 要件、この設定へのアクセスについて
は、https://support.hp.com/jp-ja/document/c06465959 にアクセスしてください。 

 

HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) の設定 

HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) は、バッテリ状態の最大化と最適化のため
に次の設定を提供します。 

• 「Let HP Manage My Battery Charging (HP による充電管理)」。この設定を使用すると、システム
は、使用状況と経時的温度に応じて充電方法を動的に変更することができます。これは、バッテ
リ状態の最大化と最適化のために推奨される設定です。 

• 「Maximize My Battery Health (バッテリ状態の最大化)」。お客様のノートブックが常に AC アダプ
ターに接続されている場合にこの設定を使用します。充電は 80% に抑えられ、バッテリの状態
を最適化します。 

• 「Maximize My Battery Duration (バッテリ駆動時間の最大化)」。お客様が充電するまでにできる
だけ長くバッテリを使用する必要がある場合にこの設定を使用します。100% 充電されると停止
します。 

• 「Not Enabled (無効)」。Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージャー) の設定は BIOS で有
効になっています。 
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HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) のカテゴリは以下の通りです。 

• 「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」。これは以下を意味します。 

− デバイスモデルは HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートし
ており、BIOS が https://support.hp.com/jp-ja/document/c06179452 に記載された BIOS の最低
バージョンにアップグレードされています。 

• 「BIOS Update Needed (BIOS の更新が必要)」。これは以下を意味します。 

− デバイスモデルで BIOS が https://support.hp.com/jp-ja/document/c06179452 に記載された 

BIOS バージョン以上にアップグレードされると HP Battery Health Manager (HP バッテリヘル
スマネージャー) を使用できます。 

• 「Disabled – Not Activated (無効 – アクティブではありません)」。これは、コンシューマーハード
ウェア プラットフォームで以下を意味します。 

− HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートする BIOS バージョン
が最新ですが (BIOS 更新の必要なし)、有効になっていません。 

• 「Enabled – Activated (有効 –アクティブ)」。これは、コンシューマーハードウェア プラットフ
ォームで以下を意味します。 

− HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートする BIOS バージョン
が最新ですが (BIOS 更新の必要なし)、Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージャー) 

ロジックが開始していません。この値はエンドユーザーにより設定されません。最適化が実
行されるには、バッテリは一定の条件を満たす必要があります。 

• 「Enabled – Not Activated (有効 –アクティブではありません)」。これは、コンシューマーハード
ウェア プラットフォームで以下を意味します。 

− HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートする BIOS バージョンが
最新ですが (BIOS 更新の必要なし)、Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージャー) 最適
化ロジックが開始していません。設定が「Enabled (有効)」に設定されていても、最適化が開
始しているわけではないことに注意してください。この値はエンドユーザーにより設定され
ません。最適化が実行されるには、バッテリは一定の条件を満たす必要があります。 

• 「N/A (該当なし)」。これは以下を意味します。 

− デバイスモデルは HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートしてい
ません。HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) をサポートするデバイスモ
デルの完全リストはこちらで確認できます: https://support.hp.com/jp-ja/document/c06179452 

 

「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート: 

1. HP TechPulse プロアクティブ管理でデバイスタイプが「Notebook (ノートブック)」と分類されて
いるデバイスのみが表示されます。 

2. HP のデバイスでのみ利用できます。 

3. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 
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4. HP 専有のバッテリデータ属性と Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージャー、BHM) の
設定を使用してバッテリの状態、駆動時間、パフォーマンスの向上に役立てます。 

5. 次のタブが含まれます: 「Summary (サマリー)」、「By Model (モデル別)」、「By Warranty (保証
別)」、「Details (詳細)」。 

「Summary (概要)」タブ 

「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」 

HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) カテゴリ別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「HP Battery Health Manager Categories (HP バッテリヘルスマネージャーのカテゴリ)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー)」。 

「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」 

このドーナツチャートは、「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」チャートの「BIOS Up to Date (BIOS は最
新です)」 (緑) のみのデータを表示します。 

各設定の詳細については、「Battery Manager Settings (バッテリマネージャーの設定)」セクションを参
照してください。 

「By Model (モデル別)」タブ 

「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」 

デバイスモデル別 HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) カテゴリ別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Model (デバイスモデル)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー)」。 

視覚表現は、デバイスモデル別に、デバイス数の多いものから昇順に分類されます。 

「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」 

デバイスモデル別に「BHM Settings (BHM 設定)」別のデバイス数を表示します。各設定の詳細について
は、「Battery Manager Settings (バッテリマネージャーの設定)」セクションを参照してください。 
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「By Warranty (保証別)」タブ 

「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」 

デバイスの保証別 HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) カテゴリ別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Battery Warranty (バッテリの保証)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー)」。 

 

「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」 

デバイス保証別に「BHM Settings (BHM 設定)」別のデバイス数を表示します。各設定の詳細について
は、「Battery Manager Settings (バッテリマネージャーの設定)」セクションを参照してください。 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、デバイス、HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー)、
BIOS 設定に関する追加のデータ属性が提供されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。シリアル番号のハイパーリンクを
クリックすると、デバイスの詳細ページに移動できます。 

3. 「Device Model (デバイスモデル)」。デバイスのモデル。 

4. 「Platform ID (プラットフォーム ID)」。デバイスモデルに関連付けられたプラットフォーム ID。 

5. 「Manufacture Year (製造年)」。デバイスの製造年。デバイス製造日は、HP デバイスでのみ利用で
きます。 

6. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

7. 「Battery Serial Number (バッテリのシリアル番号)」。バッテリのシリアル番号。 

8. 「CT Number (CT 番号)」。バッテリの CT 番号。HP のデバイス/バッテリでのみ利用できます。 

9. BHM。HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) のカテゴリ。 

10. 「BHM Settings (BHM 設定)」。HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) の設定。 

11. 「Installed BIOS Version (インストールされた BIOS のバージョン)」。デバイスにインストールされ
た BIOS のバージョン。 

12. 「Latest BIOS Version (最新の BIOS バージョン)」。デバイスで HP Battery Health Manager (HP バッテ
リヘルスマネージャー) を有効にするのに必要な最新の BIOS バージョン。 

13. 「Softpaq Number (Softpaq 番号)」。デバイスで HP Battery Health Manager (バッテリヘルスマネージ
ャー) を有効にするのに必要な最新の BIOS バージョンの Softpaq 番号。 
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14. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

15. 「Battery Warranty Status (バッテリの保証状態)」。デバイスの保証とは異なるバッテリの保証。バ
ッテリの保証状態は、バッテリの製造日およびバッテリの保証サイクル (6 か月、1 年、2 年、3 

年など) に基づいて計算されます。「Battery Warranty Status (バッテリの保証状態)」は、HP 製のデ
バイスでのみ利用できます。 

16. 「Lcation Description (場所の説明)」。デバイスのアセット場所。 

17. 「Country (国)」 (非表示)。デバイスに関連付けられた国。 

「BHM BIOS Updates (BHM BIOS 更新)」タブ 

「BHM BIOS Updates (BHM BIOS 更新)」タブは、各デバイスモデルについて以下の情報を提供します。 

• 「Softpaq Number (Softpaq 番号)」。デバイスで HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマ
ネージャー) を有効にするのに必要な最新の BIOS バージョンへの参照。 

• 「Softpaq Release Notes (Softpaq リリースノート)」。このデバイスにインストールできる最新
の BIOS バージョンのリリースノートへの参照。 
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「Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラー)」
レポート 
「Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラー)」レポートは、登録されたデバイスのブルースクリーン
およびドライバークラッシュが発生したデバイスに関する情報を提供します。ブルースクリーン エ  

ラーについては、「Details (詳細)」、「Top Devices with Errors (エラーの多い上位デバイス)」、「Top 

Errors (上位エラー)」 の 3 つのレポートがあります。 
 

Blue Screen Errors – Details (ブルースクリーン エラー –詳細) レポート 
以下では、「Blue Screen Errors – Details (ブルースクリーン エラー –詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. ブルースクリーン エラーが発生したデバイスに関する詳細情報 (ブルースクリーン エラー コー
ド、説明、Microsoft サポート技術情報、ブルースクリーン エラーの原因になったドライバーおよ
びドライバーのバージョン (存在する場合)) が表形式で提供されます。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Details (詳細)」タブ。 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、デバイスおよびブルースクリーン エラーに関する詳細情報が表形式で提供さ
れます。 

1. 「Date Occurred (発生日)」。デバイスでブルースクリーン エラーが発生した日付。 

2. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

3. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。ブルースクリーン エラーの発生時のオペレー
ティングシステムおよびオペレーティングシステムのリリースバージョン。 

4. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

5. 「Bug Check Code (バグ確認コード)」。ブルースクリーン エラーのバグ確認コード。バグ確認コー
ドのハイパーリンクをクリックすると、Microsoft サポート技術情報に移動できます。 

6. 「Bug Check Description (バグ確認の説明)」。Microsoft から提供されるバグ確認コードのわかりや
すい名前。 

7. 「Driver (ドライバー)」。ブルースクリーン エラーの原因になったドライバー。 

8. 「Driver Version (ドライバー バージョン:)」。ドライバーのバージョン。 

「Country (国)」。地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国。 
 

「Details (詳細)」タブは以下の順に表示されます。 

1. 「Date Occurred (発生日)」 (降順)。 

「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Blue Screen Errors - Top Devices with Errors (ブルースクリーン 

エラー –エラーの上位デバイス)」レポート 
以下では、「Blue Screen Errors - Top Devices with Errors (ブルースクリーン エラー –エラーの上位デバイ
ス)」レポートについて説明します。 

1. ブルースクリーン エラーが発生した上位デバイスの月ごとの内訳を提供します。 

2. ブルースクリーン エラー コード、説明、Microsoft サポート技術情報、ブルースクリーン エラー
の原因になったドライバー (存在する場合) に関する情報が提供されます。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

5. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブの視覚表現には、ブルースクリーン エラーが発生した上位デバイスの月ごと
の内訳が表示されます。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Name (デバイス名)」。 

• Y 軸: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

視覚表現は、発生したブルースクリーン エラーの数が最大のデバイスに基づいて並べ替えられます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、ブルースクリーン エラーが発生したデバイスに関する情報が表形式で提供
されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Month (月)」。 

3. 「Bug Check Code (バグ確認コード)」。ブルースクリーン エラーのバグ確認コード。バグ確認コー
ドのハイパーリンクをクリックすると、Microsoft サポート技術情報に移動できます。 

4. 「Bug Check Description (バグ確認の説明)」。 

5. 「Driver (ドライバー)」。ブルースクリーン エラーの原因になったドライバー。 

「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 
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「Blue Screen Errors - Top Errors (ブルースクリーン エラー –上位エラ
ー)」レポート 
以下では、「Blue Screen Errors - Top Errors (ブルースクリーン エラー –上位エラー)」レポートについて
説明します。 

1. ブルースクリーン エラーの数およびブルースクリーン エラーが発生した重複しないデバイスの
数の月ごとの内訳を提供します。 

2. ブルースクリーン エラー コード、説明、サポート技術情報のリンク、ブルースクリーン エラー
の原因になったドライバー （存在する場合) に関する情報が提供されます。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Monthly Summary (月次概要)」、「Weekly Summary (週次概要)」、「Errors 

Summary (エラーの概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Monthly Summary (月次概要)」タブ 

「Monthly Summary (月次概要)」タブの視覚表現には、ブルースクリーン エラーの数およびブルースク
リーン エラーが発生したデバイスの数の月ごとの内訳が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」および「No. of Devices (デバ
イス数)」。 

• 色分け: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」および「No. of Devices (デ
バイス数)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の月から最後の月の順に表示されます。 
 

「Weekly Summary (週次概要)」タブ 

「Weekly Summary (週次概要)」タブの視覚表現には、ブルースクリーン エラーの数およびブルースク
リーン エラーが発生したデバイスの数の週ごとの内訳が表示され、さらに週ごとのエラーの一覧が週
ごとの経時的なエラー数の動向とともに表示されます。 

週ごとの「Errors Over Time (経時的なエラー)」には以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

• 色分け: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」および「No. of Devices (デ
バイス数)」。 
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視覚表現は、(左から右に) 最初の週から最後の週の順に表示されます。 

「Errors by Week (週ごとのエラー)」には以下の視覚表現が含まれます。 

• 「Blue Screen Errors (ブルー スクリーン エラー)」のリストと、先週発生したブルースクリーン 

エラーの数。 

• エラー別の週ごとのエラー数の変化を示すミニチャート。 

この表は、エラー名のアルファベット順に表示されます。 
 

「Errors Summary (エラーの概要)」タブ 

「Errors Summary (エラーの概要)」タブの視覚表現には、上位のブルースクリーン エラーの説明 (バグ
確認の説明) の月ごとの内訳が表示されます。 

 

「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」の視覚表現には、上位のブルースクリー
ン エラーの説明 (バグ確認の説明) 別にブルースクリーン エラーの数の月ごとの内訳が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

• Y 軸: 「Bug Check Description (バグ確認の説明)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 
 

「No. of Devices (デバイス数)」 

「No. of Devices (デバイス数)」の視覚表現には、上位のブルースクリーン エラーの説明 (バグ確認の説
明) 別にデバイス数の月ごとの内訳が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Bug Check Description (バグ確認の説明)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 
 

「Drivers Summary (ドライバーの概要)」タブ 

「Drivers Summary (ドライバーの概要)」タブの視覚表現には、ブルースクリーン エラーの原因になっ
た上位ドライバーの月ごとの内訳が表示されます。 
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「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」の視覚表現には、ブルースクリーン エラ
ーの原因になった上位ドライバー別にブルースクリーン エラーの数の月ごとの内訳が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。 

• Y 軸: 「Driver (ドライバー)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 
 

「No. of Devices (デバイス数)」 

「No. of Devices (デバイス数)」の視覚表現には、ブルースクリーン エラーの原因になった上位ドライ
バー別にデバイス数の月ごとの内訳が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Driver (ドライバー)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、ブルースクリーン エラーが発生したデバイスに関する情報が表形式で提供
されます。 

1. 「Bug Check Code (バグ確認コード)」。ブルースクリーン エラーのバグ確認コード。バグ確認コー
ドのハイパーリンクをクリックすると、Microsoft サポート技術情報に移動できます。 

2. 「Bug Check Description (バグ確認の説明)」。 

3. 「Month (月)」。 

4. 「Driver (ドライバー)」。ブルースクリーン エラーの原因になったドライバー。 

5. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。主要オペレーティングシステムおよびバージ
ョン情報。Microsoft Windows 10 オペレーティングシステムの場合、オペレーティングシステムの
機能リリース情報が表示されます。 

6. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。デバイス名のハイパーリンクをク
リックすると、デバイスの詳細ページに移動できます。 

7. 「No. of Errors (エラーの数)」。 
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「Device Utilization (デバイスの使用状況)」レポート 
以下では、「Device Utilization (デバイスの使用状況)」レポートについて説明します。 

1. CPU およびメモリの使用率が高いデバイスに関する情報を提供します。 

2. CPU およびメモリの使用率が高い原因となっているソフトウェアアプリケーションに関する情報
を提供します。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「By Manufacture Year (製造年別)」、「Software Performance 

(ソフトウェアのパフォーマンス)」、「Details (詳細)」。 
 

「High CPU utilization (高い CPU 使用率)」タブ 
各プロセッサおよびプロセッサ パラメータには、独自の特性およびしきい値があるため、ユーザーが
これらの各パラメータに自身のしきい値を設定できるようにすることはサポートしていません。 

簡素化するために、HP TechPulse では、CPU 時間を活用してデバイスを「overutilized (過剰使用)」、
「underutilized (低使用)」、「normal (通常)」、「unknown (不明)」に分類するものとします。CPU 時間
とは、コンピューター プログラムまたはオペレーティングシステムの命令を処理するために CPU が使
用された時間です。CPU 時間は、クロック ティック数または秒数で測定されます。ただし、CPU 時間
を CPU の容量の割合 (CPU 使用率と呼ばれます) として測定したり、表示したりする方が有効な場合も
あります。 

CPU 時間および CPU 使用率には、主な用途が 2 つあります。1 つ目の用途は、デバイスの全体的なビ
ジー状態を数値化することです。CPU 使用率が一定のしきい値を超えると、タイムラグが発生するこ
とがあります。このような高い CPU 使用率は、処理能力が不十分であることを示し、CPU をアップグ
レードする必要があり、アップグレードされない場合はユーザーの生産性が低下します。2 つ目の用
途は、デバイスで実行されているアプリケーション間でプロセッサの共有状況を数値化することで
す。1 つのアプリケーションによる高い CPU 使用率が確認された場合、処理能力への要求が非常に高
い、または正常に機能していない可能性がある場合があります。 

デバイスの CPU 時間を適切に確認するために、HP TechPulse で多くのプロセッサ パラメータを対象に 

データ サンプルを毎秒収集する必要があります。ただし、デバイスの主な用途は、データのサンプリン
グではないため、これは現実的なものではなく、ユーザーが生産性を損なうことなく業務を続行しなが
ら、デバイスを「overutilized (過剰使用)」、「underutilized (低使用)」、「normal (通常)」、「unknown (不
明)」に分類するために十分なデータ サンプルを収集できるようにするものです。HP TechPulse は、デー
タを毎分収集し、平均値、中央値などの簡単な統計的手法に基づいて 1 時間に集約します。24 時間中に
デバイスがオンになっていた時間に応じて、特定の日に最大 24 の集約されたサンプルを収集できます。 
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HP TechPulse はデバイスを以下のように分類します。 

• 「Overutilized (過剰使用)」 = 1 時間に平均 CPU 使用率が 50% を超えた場合。 

a. デバイスが過剰使用の範囲にあり、その日の合計オンライン時間が 25% 以上の場合はそ
の日に対し「Overutilized (過剰使用)」です。 

b. デバイスが過剰使用の範囲にあり、その月の合計オンライン時間が 25% 以上の場合はそ
の月に対し「Overutilized (過剰使用)」です。 

• 「Normal (通常)」 = 1 時間に平均 CPU 使用率が 20 ～ 50% で、他のすべてのアグリゲーション期
間が低使用状況だった場合。 

a. デバイスが通常使用の範囲にあり、その日の合計オンライン時間が 25% 以上で、他のす
べてが低使用状況の場合はその日に対し「Normal (通常)」です。 

b. デバイスが通常使用の範囲にあり、その月の合計オンライン時間が 25% 以上で、他のす
べてが低使用状況の場合はその月に対し「Normal (通常)」です。 

• 「underutilized (低使用)」: ある 1 日に、すべてのアグリゲーション期間の平均 CPU 使用率が 0 ～ 

20 %である場合。 

• 「unknown (不明)」: ある 1 日に、すべてのアグリゲーション期間のデータがない場合。 
 

「High memory utilization (高いメモリ使用率)」タブ 
HP TechPulse では、多数のメモリ パラメータを対象にデータを相関させることで、数日間にわたるメ
モリ使用状況に基づいてデバイスを「overutilized (過剰使用)」、「underutilized (低使用)」、「normal 

(通常)」、「unknown (不明)」に分類します。各メモリ タイプおよびメモリ パラメータには、独自の特
性およびしきい値があるため、ユーザーがこれらの各パラメータに自身のしきい値を設定できるよう
にすることはサポートしていません。 

簡素化するために、HP TechPulse では、メモリ使用率を活用してデバイスを「overutilized (過剰使
用)」、「underutilized (低使用)」、「normal (通常)」、「unknown (不明)」に分類するものとします。 

HP TechPulse はデバイスを以下のように分類します。 

• 「overutilized (過剰使用)」: ある 1 日に、1 つ以上のアグリゲーション期間の平均メモリ使用率
が 85 % を超えた場合。 

• 「normal (通常)」: ある 1 日に、1 つ以上のアグリゲーション期間の平均メモリ使用率が 50 ～ 

85 % で、他のすべてのアグリゲーション期間が低使用状況だった場合。 

• 「underutilized (低使用)」: ある 1 日に、すべてのアグリゲーション期間の平均メモリ使用率が 

0 ～ 50 %である場合。 

• 「unknown (不明)」: ある 1 日に、すべてのアグリゲーション期間のデータがない場合。 
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「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、「CPU Utilization Summary (CPU使用率の概要)」および「Memory Utilization 

Summary (メモリ使用率の概要)」の視覚表現が表示されます。 
 

「CPU Utilization Summary (CPU 使用率の概要)」 

CPU 使用別のデバイス数。 
 

「Memory Utilization Summary (メモリ使用率の概要)」 

メモリ使用率別のデバイス数。 
 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ 
「By Manufacture Year (製造年別)」タブには、デバイス製造年別の CPU 使用率およびメモリ資料率ごと
のデバイス数の視覚表現が表示されます。デバイス製造年は、HP デバイスでのみ利用できます。 

 

「CPU Utilization by Device Manufacture Year (デバイス製造年別の CPU 使用率)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「CPU Utilization (CPU 使用率)」。 

視覚表現はデバイス製造年の昇順に表示されます。 
 

「Memory Utilization by Device Manufacture Year (デバイス製造年別のメモリ使用率)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Memory Utilization (メモリ使用率)」。 

視覚表現はデバイス製造年の昇順に表示されます。 
 

「Software Performance (ソフトウェアのパフォーマンス)」タブ 
「Software Performance (ソフトウェアのパフォーマンス)」タブには、過剰使用されているデバイスに
ついて、CPU 使用率およびメモリ使用率が高い上位 25 件のソフトウェアアプリケーションの視覚表現
が表示されます。 
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「Applications Causing CPU Overutilization (CPU の使用率を上げているアプリケーション)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: ソフトウェアアプリケーションのせいで CPU の過剰使用が発生しているデバイスの割合。 

視覚表現は、原因となるソフトウェアアプリケーション別に、デバイスの CPU の過剰利用の割合が最
高のものから最低のものの順に表示されます。 

 

「Applications Casing Memory Overutilization (メモリ の使用率を上げているアプリケーション)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: ソフトウェアアプリケーションのせいでメモリの過剰使用が発生しているデバイスの割合。 

視覚表現は、原因となるソフトウェアアプリケーション別に、デバイスのメモリの過剰利用の割合が
最高のものから最低のものの順に表示されます。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスの情報が CPU 使用率およびメモリ使用率に関する詳細情報ととも
に表形式で提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Processor (プロセッサ)」。デバイスで検出されたプロセッサ。 

3. 「Memory (メモリ)」。デバイスで検出されたメモリ。 

4. 「Maximum Allowable Memory Capacity. (利用可能なメモリの最大容量)」。デバイスの最大許容メモ
リ。デバイスで検出されたメモリを「Maximum Allowable Memory Capacity (利用可能なメモリの最
大容量)」と比較することで、メモリが過剰使用されているデバイスのメモリを増やすことができ
ます。例えば、デバイスのメモリ使用率が高いときに、デバイス上のメモリが 8 GB で「Maximum 

Allowable Memory Capacity (利用可能なメモリの最大容量)」が 32 GB の場合、デバイス上のメモリ
をあと 16 GBだけ増やすことができます。 

5. 「CPU Utilization (CPU 使用率)」。CPU 使用率に関するデバイスの分類。「Overutilized (過剰使
用)」、「Normal (通常)」、「Underutilized (低使用)」、「Unknown (不明)」に分類されます。 

6. 「Memory Utilization (メモリ使用率)」。CPU 使用率に関するデバイスの分類。「Overutilized (過剰
使用)」、「Normal (通常)」、「Underutilized (低使用)」、「Unknown (不明)」に分類されます。 

7. 「Apps causing High CPU Usage (CPU の使用率を上げているアプリ)」。CPU の使用率を上げている上
位 5 件のソフトウェアアプリケーションの名前。 

注: 「Applications Causing CPU Overutilization (CPU の使用率を上げているアプリケーション)」の視
覚表現に示されている上位 25 件のアプリケーションに含まれていないソフトウェアアプリケー
ションも表示されます。 
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8. 「Apps causing High CPU Usage (メモリの使用率を上げているアプリ)」。メモリの使用率を上げて
いる上位 5 件のソフトウェアアプリケーションの名前。 

注: 「Applications Causing Memory Overutilization (メモリの使用率を上げているアプリケーショ
ン)」の視覚表現に示されている上位 25 件のアプリケーションに含まれていないソフトウェア
アプリケーションも表示されます。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「CPU Utilization (CPU 使用率)」、「Memory Utilization (メモリ使用率」。 

2. CPU およびメモリの両方が過剰使用されているデバイスが最初に表示されます。 

3. CPU が過剰使用されているデバイス。 

4. CPU が過剰使用されているデバイス。 

5. CPU およびメモリの両方の使用率が標準のデバイス。 

6. CPU およびメモリの使用率が標準のデバイスなど。 

7. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Disk Capacity Planning (ディスク容量計画)」レポート 
以下では、「Disk Capacity Planning (ディスク容量計画)」レポートについて説明します。 

1. ディスク容量が事前に設定されたしきい値に到達するまでの時間を予測します。しきい値は、レ
ポートフィルターの中で 0-10%、0-20%、0-30%、0-40%、0-50% から選択できます。 

2. 過去 3 ～ 6か月のデータを使用して、ディスク容量がレポートフィルターで設定されたしきい値
に到達するまでの時間を判定します。「Disk Space Status (ディスク領域の状態)」の最上位は以下
のように分類されます。 

a. 「Immediate (即時)」。ディスクの空き容量はしきい値に到達しています。 

b. 「Within 1 month (1 か月以内)」。ディスクの空き容量は 1 か月以内にしきい値に到達します。 

c. 「Within 2 month (2 か月以内)」。ディスクの空き容量は 2 か月以内にしきい値に到達します。 

d. 「Within 3 month (3 か月以内)」。ディスクの空き容量は 3 か月以内にしきい値に到達します。 

e. 「OK」。ディスクの空き領域は、「Additional Status (その他の状態)」列の情報に応じて、少
なくとも次の 1 か月、2 か月、または 3 か月の間は問題ないと予測されます。 

f. 「N/A (該当なし)」。今のところディスク容量に問題はありません。ただし、ディスク容量
がしきい値に到達するまでの時間を予測するための十分なデータがありません。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

注: macOS は HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用でき

ます。 
 

「Summary (概要)」タブ 
ディスク容量ステータス別のディスクの数。 

 

「By Disk Size (ディスクサイズ別)」 

ディスクサイズおよびディスク容量ステータス別のディスクの数。ディスクサイズは以下のように分
類されます。 

• 2 GB – 0～2 GB のディスクサイズ。 

• 4 GB – 2～4 GB のディスクサイズ。 

• 8 GB – 4～8 GB のディスクサイズ。 

• 16 GB – 8～16 GB のディスクサイズ。 

• 32 GB – 16～32 GB のディスクサイズ。 

• 64 GB – 32～64 GB のディスクサイズ。 

• 128 GB – 64～128 GB のディスクサイズ。 

• 256 GB – 128～256 GB のディスクサイズ。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Disk Capacity Planning (ディスク容量計画)」レポート  66 

 

 

• 500 GB – 256～512 GB のディスクサイズ。 

• 1 TB – 512～1024 GB のディスクサイズ。 

• 2 TB – 1024～2048 GB のディスクサイズ。 

• 4 TB – 2048～4096 GB のディスクサイズ。 

• 8 TB – 4096～8192 GB のディスクサイズ。 

• 12 TB – 8192～12,228 GB のディスクサイズ。 

• 12 TB 超 – 12,228 GB を超えるディスクサイズ。 
 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Disk Size (ディスクサイズ)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Disk Capacity Status (ディスク容量ステータス)」。 
 

「By Disk Model (ディスクモデル別)」 

「By Disk Model (ディスクモデル別)」タブでは、以下のような、ディスクモデル別のディスク容量ステー
タスなどの情報が提供されます。 

1. 「Disk Space Status (ディスク容量ステータス)」。 

2. 「Additional Status (その他の状態)」。 

3. 「Disk Capacity (ディスク容量)」。 

4. 「Disk Model (ディスクモデル)」。ディスクのモデル。 

「Number of Disks (ディスク数)」。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイス、ディスク パラメータ、およびディスク容量ステータスに関する
追加情報が提供されます。 

1. 「Disk Space Status (ディスク容量ステータス)」。 

2. 「Additional Status (その他の状態)」。 

3. 「Disk Capacity (ディスク容量)」。ディスクサイズのカテゴリ。 

4. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

5. 「Disk Serial Number (ディスクのシリアル番号)」。ディスクのシリアル番号。 

6. 「Disk Model (ディスクモデル)」。ディスクのモデル。 

7. 「Disk Capacity (GB) (ディスク容量)」。ディスクの未処理の容量。 

8. 「Disk Used (GB) (使用されているディスク)」。ディスクの使用済み容量。 

9. 「Free Space (GB) (空き領域)」。未処理の空きディスク容量。 
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「Free Space (空き領域)」。以下のように分類される未処理の空きディスク容量。 

− 2 GB 未満 

− 2 ～ 4 GB 

− 4 ～ 8 GB 

− 8 ～ 16 GB 

− 16 ～ 32 GB 

− 32 ～ 64 GB 

− 64 ～ 128 GB 

− 128 ～ 256 GB 

− 256 ～ 500 GB 

− 500 GB ～ TB 

− 1 ～ 2 TB 

− 2 ～ 4 GB 

− 4 ～ 8 GB 

− 8 ～ 12 TB 

− 12 TB 超  

「Disk Firmware Version (ディスク ファームウェア バージョン)」。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Disk Space Status (ディスク容量ステータス)」(昇順) 

2. 「Disk Capacity (ディスク容量)」(降順)。 

3. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Disk Replacement (ディスクの交換)」レポート 
「Disk Replacement (ディスクの交換)」レポートは、登録されたデバイスのディスク交換推奨時期に関
する情報を提供します。 

以下では、ディスクの交換レポートについて説明します。 

1. HP TechPulse で「Desktop (デスクトップ)」および「Notebook (ノートブック)」と分類されている
デバイスのみが含まれ、HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. Microsoft Windows オペレーティングシステムでのハードドライブ (HDD) およびソリッドステート 

ド ライブ (SSD) のディスク交換の推奨時期のみを示します。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスを対象に、多数の S.M.A.R.T パラメータお
よび予測的モデルを利用してディスクの寿命を予測し、ディスク交換の推奨時期を示します。 

5. Android および macOS の API を使用してディスクの正常性を示し、ディスク交換の推奨時期を示し
ます。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「By Disk Size (ディスクサイズ別)」、「By Device 

Manufacturer (デバイス製造元別)」、「By Manufacture Year (製造年別)」、「Details (詳細)」。 
 

Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスの場合、ディスク交換の推奨時期は以下のよう
に分類されます。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。ディスクは 1 か月で交換が必要になると見込まれます。 

• 「Early Detection (早期検出)」。ディスクは 2 ～ 3 か月で交換が必要になると見込まれます。 

• 「OK」。ディスクは今後 3 か月以上交換が必要にならないと見込まれます。 

• 「N/A (該当なし)」。ディスクの交換が必要かどうか判定できません。これは、データがないた
めに HP TechPulse がディスクの正常性を判定できない場合に発生します。 

Android オペレーティングシステムのデバイスの場合、ディスク交換の推奨時期は以下のように分類さ
れます。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。ストレージメディアは存在するがマウントできない場合、また
はストレージメディアは存在するが、空であるか、サポートされていないファイルシステムを
使用している場合。 

• 「OK」。ディスクは正常に機能しています。 

• 「N/A (該当なし)」。ディスクの交換が必要かどうか判定できません。これは、データがないた
めに現時点で HP TechPulse がディスクの正常性を判定できない場合に発生します。 

macOS オペレーティングシステムのデバイスの場合、ディスク交換の推奨時期は以下のように分類さ
れます。 

• 「Needs Action (操作が必要)」。S.M.A.R.T 属性に基づいて、ディスクは「About to fail (障害が発生
する可能が高い)」状態です。 

• 「OK」。ディスクは正常に機能しています。 
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• 「N/A (該当なし)」。ディスクの交換が必要かどうか判定できません。これは、十分なデータが
ないか、ディスクがサポートされていないために現時点で HP TechPulse がディスクの正常性を
判定できない場合に発生します。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、「Disk Replacement Summary (ディスク交換の概要)」および「Disk 

Replacement Summary by Warranty (保証別のディスク交換の概要)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Disk Replacement Summary (ディスク交換の概要)」 

ディスク交換の時期カテゴリ別のデバイス数。 
 

「Disk Replacement Summary by Warranty (保証別のディスク交換の概要)」 

各種ディスク交換時期カテゴリおよびデバイス保証状態カテゴリ別のデバイス数。デバイスの保証状
態は、デバイスのすべての保証および/または Care Pack の総合的なステータスを単一の値で示したもの
で、以下のように分類されます。 

• 「In warranty (保証期間中)」。デバイスには有効な保証および/または Care Pack があります。 

• 「Out of warranty (保証期間外)」。デバイスには有効な保証も Care Pack もありません。 

• 「Not applicable (該当なし)」。デバイスは HP 製のデバイスではありません。 

• 「Unknown (不明)」。HP デバイスに保証および/または Care Pack があるかどうかを判定できま
せん。 

注: デバイスの保証および Care Pack の情報は、HP 製のデバイスでのみ利用できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。 
 

「By Disk Size (ディスクサイズ別)」タブ 
「By Disk Size (ディスクサイズ別)」タブには、「Devices by Disk Size (ディスクサイズ別のデバイス)」お
よび「Disk Replacement Summary by Disk Size (ディスクサイズ別のディスク交換の概要)」のチャートが
表示されます。 

 
「Devices by Disk Size (ディスクサイズ別のデバイス)」。 

ディスクサイズの分類別のデバイス数。ディスクは以下のように分類されます。 

• 2 GB – 0～2 GB のディスクサイズ。 

• 4 GB – 2～4 GB のディスクサイズ。 

• 8 GB – 4～8 GB のディスクサイズ。 

• 16 GB – 8～16 GB のディスクサイズ。 
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• 32 GB – 16～32 GB のディスクサイズ。 

• 64 GB – 32～64 GB のディスクサイズ。 

• 128 GB – 64～128 GB のディスクサイズ。 

• 256 GB – 128～256 GB のディスクサイズ。 

• 500 GB – 256～512 GB のディスクサイズ。 

• 1 TB – 512～1024 GB のディスクサイズ。 

• 2 TB – 1024～2048 GB のディスクサイズ。 

• 4 TB – 2048～4096 GB のディスクサイズ。 

• 8 TB – 4096～8192 GB のディスクサイズ。 

• 12 TB – 8192～12,228 GB のディスクサイズ。 

• 12 TB 超 – 12,228 GB を超えるディスクサイズ。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Disk Size (ディスクサイズ)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 
 

「Disk Replacement Summary by Disk Size (ディスクサイズ別のディスク交換の概要)」 

ディスクサイズおよびディスク交換の時期別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Disk Size (ディスクサイズ)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 
 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ 
各種ディスク交換時期カテゴリおよびデバイス製造元別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 
 

「By Manufacture Year (製造年別)」タブ 
各種ディスク交換分類およびデバイス製造年別のデバイス数。デバイス製造年は、HP デバイスでのみ
利用できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Disk Replacement (ディスクの交換)」レポート 71 

 

 

視覚表現はデバイス製造年の昇順に表示されます。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイス、ディスクのパラメータおよび推奨交換時期に関する追加のデー
タ属性が提供されます。 

1. 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 

2. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

3. 「Disk Serial Number (ディスクのシリアル番号)」。ディスクのシリアル番号。 

4. 「Drive Type (ドライブの種類)」。ドライブの種類。 

5. 「Disk Model (ディスクモデル)」。ディスクのモデル。 

6. 「Disk Size (ディスクサイズ)」。ディスクの未処理の容量。 

7. 「Disk Capacity (GB) (ディスク容量)」。1 TB、256 GB、512 MB などに分類されたディスクの容量。 

8. 「Disk Firmware Version (ディスク ファームウェア バージョン)」。 

9. 「Disk Status (ディスクの状態)」。ディスクの正常性の現在の状態。 

Microsoft Windows オペレーティングシステムの HP デバイスの場合、正常性は以下のように分類さ
れます。 

− 「Low Disk Space (低ディスク容量)」。ローカルディスクの容量が不足しています。 

− 「Mounted (マウント済み)」。ストレージメディアは存在し、マウント ポイントにマウント
されています。 

− 「Normal (通常)」。ディスクは現在正常に機能している状態です。 

− 「Predicted Failure (障害の兆候)」。ディスクはまもなく障害が発生し、バックアップして交
換する必要があります。 

− 「Unknown (不明)」。ディスクの正常性を判定できません。これは、十分なデータがないた
めに HP TechPulse がディスクの正常性を判定できない場合に発生します。 

「Unmountable (マウント不可)」。Android オペレーティングシステムのストレージメディアの場
合、正常性は、(Android API によれば) 以下のように分類されます。 

− 存在しますが、マウントできません。 

− 「NOFS」。ストレージメディアは存在しますが、空であるか、サポートされていない (または
空白の) ファイル システムを使用しています。 

− 「Removed (取り外し済み)」。ストレージメディアは取り外されています。 

− 「Unmounted (マウントされていない)」ストレージメディアは存在しますが、マウント ポイン
トにマウントされていません。 

− 「Checking (チェック中)」。ストレージメディアは存在しますが、ディスクのチェック中です。 

− 「Mounted (マウント済み)」。ストレージメディアは存在し、マウント ポイントにマウント
されています。 

− 「Shared (共有済み)」。ストレージメディアは、USB 大容量ストレージ経由で共有されてい
るため、マウントされていません。 
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− 「Bad Removal (不正な取り外し)」。外部メディアが SD カード スロットから取り外されまし
たが、マウント ポイントが解除されませんでした。 

− 「Eject (取り外し)」。ユーザーが外部ストレージメディアの取り外しを要求しました。アプ
リケーションは、この要求を受け取ると、マウント ポイント内で開いているファイルをすべ
て閉じる必要があります。 

− 「N/A (該当なし)」。ディスクの正常性を判定できません。これは、十分なデータがないため
に HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

macOS オペレーティングシステムのデバイスの場合、正常性は以下のように分類されます。 

− 「About to fail (障害が発生する可能が高い)」。macOS によれば、macOS デバイスの S.M.A.R.T. 

ステータスは、「Failing (障害発生)」であり、直ちにドライブをバックアップして交換する必
要があります。ディスクに致命的なハードウェア エラーまたは問題があることを示すメッセ
ージが表示された場合、ドライブはまもなく障害が発生し、可能な限り早くバックアップし
て交換する必要があります。 

− 「Verified (確認済み)」。macOS によれば、macOS デバイスの SMART ステータスは「Verified 

(確認済み)」であり、ドライブは良好な状態にあり、適切に機能しています。 

− 「Not supported (サポートされていません)」。macOS によれば、ディスクはサポートされて
いません。 

− 「N/A (該当なし)」。バッテリの交換が必要かどうか判定できません。これは、十分なデータ
がないために HP TechPulse がバッテリの正常性を判定できない場合に発生します。 

10. 「Country (国)」。地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国。 

11. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

• 「Disk Replacement Timeframe (ディスク交換の時期)」。 

• 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Hardware Health Monthly Summary (ハードウェアの状
態 - 月ごとの概要レポート)」レポート 
ハードウェアの状態レポートには、最適な状態ではないデバイスの月ごとの傾向が「unhealthy (問題あ
り)」と表示され、詳細に調べて個々のパフォーマンス メトリクスを満たしていないデバイスを特定す
るために役立ちます。 

問題のあるデバイスは、特定の月のパフォーマンス メトリクスに関して、以下の規則によって分類さ
れます。 

 

パフォーマンス メトリクス 問題のあるデバイス基準 

「Battery Health (バッテリの状態)」 該当期間の 10% でバッテリ交換を推奨、または任
意の時点で「Battery Recall (バッテリ リコール)」。 

「Blue Screen Errors (ブルースク
リーン エラー)」 

少なくとも 1 つのブルースクリーン エラー 

「CPU Utilization (CPU 使用率)」 該当期間の 25% で CPU の使用が高い状況 

「Disk Health (ディスクの状態)」 該当期間の 10% でディスク交換を推奨 

「Graphics health (グラフィックスの
状態)」 

該当期間の 10% でグラフィックスの障害 

「Memory Utilization (メモリ使用率)」 該当期間の 25% でメモリの使用が高い状況 

「Thermal Health (温度の状態)」 該当期間の 10% で温度の問題 

「Storage Space (ストレージ容量)」 該当期間の 10% で空き容量が 10% 未満 

 
デバイスの総合的な状態の概要は以下のように分類されます。 

• 「Healthy (問題なし)」。デバイスのすべてのパフォーマンス メトリクスが「Healthy (問題な
し)」と分類されている場合です。 

• 「Unhealthy (問題あり)」。デバイスのパフォーマンス メトリクスのどれかが「Unhealthy (問題
あり)」と分類されている場合です。 

• 「Unknown (不明)」。デバイスの正常性を判定できません。以下では、「Hardware Health 

Monthly Summary (ハードウェアの状態 - 月ごとの概要レポート)」レポートについて説明します。 

1. 特定の月におけるデバイスの総合的な状態の概要を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

注: macOS は HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用でき
ます。 

4. 次のタブが含まれます: 「Health Summary (状態の概要)、「Resource User Guide (リソース ユーザー 
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ガイド)」、「Details (詳細)」。 
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以下の表は、さまざまなオペレーティングシステムにおいてさまざまなパフォーマンス メトリクスの
適用可能性を示したものです。 

 

パフォーマンス メトリクス 
Microsoft 
Windows 

 
Android 

 
macOS 

「Battery Health (バッテリの状態)」    

「Blue Screen Errors (ブルースク
リーン エラー)」 

 
  

「CPU Utilization (CPU 使用率)」    

「Disk Health (ディスクの状態)」    

「Graphics health (グラフィックス
の状態)」 

   

「Memory Utilization (メモリ使用率)」    

「Thermal Health (温度の状態)」    

「Storage Space (ストレージ容量)」    

 
「Health Summary (状態概要)」タブ 
総合的な状態の概要および月別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Health Summary (状態の概要)」。 

チャートは月別に分類されます (昇順)。 
 

「Resource Health Summary (リソース状態概要)」タブ 
「Resource Health Summary (リソース状態概要)」タブには、各パフォーマンス メトリクスに対し視覚表
現が含まれます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Health (状態)」(各パフォーマンス メトリクスの状態)。 

視覚表現は月別に分類されます (昇順)。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、正常性の問題が発生したデバイスの詳細情報が提供されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

3. 「Month (月)」。 

4. 「Health Summary (状態の概要)」。特定の月におけるデバイスの総合的な状態の概要。 

5. 「Performance Metrics (パフォーマンス メトリクス)」。影響を受けたパフォーマンス メトリクス
のリスト。複数の値がカンマ区切りで表示されます。 

6. 「Resource Health Details (リソース状態の詳細)」。影響を受けたパフォーマンス メトリクスに関
する詳細。「Performance Metrics (パフォーマンス メトリクス)」列は以下を示す場合があります。 

− 「Battery Health (バッテリの状態)」。列はバッテリ交換時期、バッテリのシリアル番号を表
示します。 

− 「Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラー)」。列は、ブルースクリーン エラーの数を表
示します。 

− 「CPU Utilization (CPU 使用率)」。列は、プロセッサ情報を表示します。 

− 「Disk Health (ディスクの状態)」。列は、ディスク交換時期、ディスクのシリアル番号、ディ
スクの合計容量および空き容量を表示します。 

− 「Graphics Health (グラフィックスの状態)」。列は、グラフィックス情報を表示します。 

− 「Memory Utilization (メモリ使用率)」。列は、現在のメモリ、利用可能なメモリの最大容量の
情報を表示します。 

− 「Thermal Health (温度の状態)」。列は、温度の状態を表示します。 

− 「Storage Space (ストレージ容量)」。列は、ディスクのシリアル番号、ディスクの合計容量
および空き容量を表示します。 

7. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

8. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 
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「Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)」レ
ポート 
「Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)」レポートは、登録済みデバイスのハードウェア情報
に関する詳細情報を提供し、次のレポートを含みます: 「All Data (すべてのデータ)」、「Details (詳細)」、
「Device Enrolment Summary (デバイス登録概要)」、「Monthly Summary (月次概要)」。 

 

「Hardware Inventory – All Data (ハードウェアインベントリ – すべての
データ)」レポート 
以下では、「Hardware Inventory – All Data (ハードウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポートにつ
いて説明します。 

1. すべての利用可能なハードウェアインベントリ フィールドをフィルタリングできます。 

次のタブが含まれます: 「Details (詳細)」タブ。 

 

「Hardware Inventory – Details (ハードウェアインベントリ – 詳細)」レ
ポート 
以下では、「Hardware Inventory – Details (ハードウェアインベントリ – 詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. すべてのデバイス製造元のデバイスおよびオペレーティングシステムが含まれます。 

次のタブが含まれます: 「By Location (場所別)」、「By Device Configuration (デバイス構成別)」、「By 

Operating System (オペレーティングシステム別)」、「Details (詳細)」。 
 

「By Location (場所別)」 

デバイスの国 (地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国) 別のデバイス数が
世界地図上に表示されます。世界地図はヒートマップ形式で、多くのデバイスがある国は暗い色、デ
バイスが少ない国は明るい色で示されます。 

 

「By Device Configuration (デバイス構成別)」 

「By Device Configuration (デバイス構成別)」タブは、「By Device Type (デバイスタイプ別)」、「By Device 

Manufacturer (デバイス製造元別)」、「By Manufacture Year (製造年別)」の視覚表現を表示します。 
 

「By Device Type (デバイスタイプ別)」 

さまざまなデバイスタイプ別のデバイス数 (ノートブック、デスクトップ、タブレット、スマートフォン
など)。 
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「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」 

さまざまなデバイス製造元別のデバイス数。視覚表現は、デバイス数が最大のデバイス製造元から最
小のデバイス数の順で表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 
 

「By Manufacture Year (製造年別)」 

デバイスの製造年別デバイス数。デバイス製造年は、HP デバイスでのみ利用できます。視覚表現は、
デバイスの製造年の最初の年から最後の年の順で表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 
 

「By Operating System (オペレーティングシステム別)」 

オペレーティングシステム別のデバイス数。これはドリルダウンの視覚表現であり、最上位ではデバ
イスが主要なオペレーティングシステム (Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android 8、Android 9、
iOS 10、iOS 11、MAC 10 など) 別に分類されています。視覚表現の任意のセクションをクリックする
と、オペレーティングシステム リリース情報までドリルダウンされます。Windows 10 オペレーティン
グシステムの場合、オペレーティングシステム リリース情報は、主要なオペレーティングシステム リ
リース (例: 1703、1709 など) に基づいて分類されます。他のすべてのオペレーティングシステムにつ
いては、オペレーティングシステム バージョンが表示されます (例: 6.1.7601、7601.23694 など)。 

「Details (詳細)」タブ 

1. 「Details (詳細)」タブでは、ハードウェアインベントリ情報の詳細が提供されます。 

2. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

3. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。Windows 10 オペレーティン
グシステムの場合、オペレーティングシステム リリース情報は、主要なオペレーティングシステ
ム リリース (例: 1703、1709 など) に基づいて分類されます。他のすべてのオペレーティングシス
テムについては、オペレーティングシステム バージョンが表示されます (例: 6.1.7601、
7601.23694 など)。 

4. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。オペレーティングシステ
ム バージョンの詳細情報。 

5. 「Version Support (バージョン サポート)」。特定の「Operating System Release (オペレーティング
システム リリース)」に対し「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番
号)」が最新のビルド番号であるか示します。 

6. 「Memory (メモリ)」。デバイスで検出されたメモリ。 
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7. 「Graphics (グラフィックス)」。デバイスで検出されたグラフィックス。 

8. 「Processor (プロセッサ)」。デバイスで検出されたプロセッサ。 

9. 「Enrolled Date (登録日)」。HP TechPulse でデバイスが登録された日付。 

10. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

11. 「User Name (ユーザー名)」。デバイスに関連付けられたユーザー。ユーザー名のハイパーリンク
をクリックすると、ユーザーの詳細ページに移動できます。 

12. 「Last Activity (最終アクティビティ)」。デバイスの最終表示状態カテゴリ。最終表示状態は以下
のように分類されます。 

a. 「Today (今日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 24 時間以内です。 

b. 「Yesterday (昨日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は昨日です。 

c. 「This week (今週)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は今週です。 

d. 「1 week ago (1 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 1 週間より前です。 

e. 「2 week ago (2 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 2 週間より前です。 

f. 「3 week ago (3 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 週間より前です。 

g. 「4 week ago (4 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 週間より前です。 

h. 「5 week ago (5 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 5 週間より前です。 

i. 「6 week ago (6 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 週間より前です。 

j. 「7 week ago (7 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 7 週間より前です。 

k. 「8 week ago (8 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 8 週間より前です。 

l. 「3 months ago (3 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 か月より前
です。 

m. 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 ～ 6 か月前
です。 

n. 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 か月
より前です。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは「Device Name (デバイス名)」の順 (昇順) に表示されます。 
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「Hardware Inventory – Device Enrollment Status (ハードウェアインベ
ントリ – デバイスの登録状態)」レポート 

1. 以下では、「Hardware Inventory – Device Enrollment Status (ハードウェアインベントリ – デバイス
の登録状態)」レポートについて説明します。 

2. すべてのデバイス製造元のデバイスおよびオペレーティングシステムが含まれます。 

3. デバイスが HP TechPulse に登録、登録解除、削除された月別にデバイス数を表示します。 

次のタブが含まれます: 「Monthly Summary (月次概要)」、「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Monthly Summary (月次概要)」 

「Monthly Summary (月次概要)」タブは HP TechPulse に登録、登録解除、削除されたデバイス数を月別
に表示します。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device enrolment status (デバイスの登録状態)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device enrolment status (デバイスの登録状態)」。 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブは、当月に HP TechPulse に登録、登録解除、削除されたデバイス数を表示しま
す。デバイスの登録状態別に色分けされた円グラフの視覚表現が含まれます。 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、当月にデバイスの追加のデータ属性が提供されます。 

1. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

2. 「Asset Tag (アセット タグ)」。デバイスのアセット タグ (デバイスインポートによりインポート)。 

3. 「Alias (エイリアス)」。デバイスのエイリアス (デバイスインポートによりインポート)。 

4. 「State (状態)」。デバイスの登録状態。 

5. 「Location (場所)」。デバイスの実際の場所 (デバイスインポートによりインポート)。 

6. 「Department (部門)」。デバイスの場所に関連付けられた部門 (デバイスインポートによりイン
ポート)。 

7. 「Cost Center (コストセンター)」。デバイスの場所に関連付けられたコストセンター (デバイスイン
ポートによりインポート)。 

8. 「User Name (ユーザー名)」。デバイスに関連付けられたユーザー。ユーザー名のハイパーリンク
をクリックすると、ユーザーの詳細ページに移動できます。 

9. 「Last Activity (最終アクティビティ)」。デバイスの最終表示状態カテゴリ。最終表示状態は以下
のように分類されます。 

a. 「Today (今日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 24 時間以内です。 

b. 「Yesterday (昨日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は昨日です。 
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c. 「This week (今週)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は今週です。 

d. 「1 week ago (1 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 1 週間より前です。 

e. 「2 week ago (2 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 2 週間より前です。 

f. 「3 week ago (3 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 週間より前です。 

g. 「4 week ago (4 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 週間より前です。 

h. 「5 week ago (5 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 5 週間より前です。 

i. 「6 week ago (6 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 週間より前です。 

j. 「7 week ago (7 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 7 週間より前です。 

k. 「8 week ago (8 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 8 週間より前です。 

l. 「3 months ago (3 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 か月より前です。 

m. 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 ～ 6 か月前
です。 

n. 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 か月
より前です。 

10. 「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。「Serial Number (シリアル番
号)」 (昇順)。 

「Hardware Inventory - Monthly Summary (ハードウェアインベントリ - 

月ごとの概要レポート)」レポート 
以下では、「Hardware Inventory – Details (ハードウェアインベントリ – 詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. すべてのデバイス製造元のデバイスおよびオペレーティングシステムが含まれます。 

2. デバイスが HP TechPulse に登録された月別にデバイス数を表示します。 

次のタブが含まれます: 「Monthly Summary (月次概要)」、「Details (詳細)」。 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブは、「Summary (概要)」、「By Device Type (デバイスタイプ別)」、「By Device 

Manufacturer (デバイス製造元別)」チャートを表示します。HP TechPulseに登録された月別にデバイス数
を表示します。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device enrolment month (デバイスの登録月)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

視覚表現の各列は、以前に登録された月のすべてのデバイスの累積的情報を表示します。任意の列を
クリックすると、特定の月に登録されたデバイスの「Details (詳細)」タブが表示されます。 
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「By Device Type (デバイスタイプ別)」タブ 

デバイスタイプ別 (ノートブック、デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど) に HP TechPulse 

に登録された月別にデバイス数を表示します。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Enrolment Month (デバイスの登録月)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Type (デバイスの種類)」 

視覚表現の各列は、以前に登録された月のすべてのデバイスの累積的情報を表示します。任意の列を
クリックすると、特定の月に登録されたデバイスの「Details (詳細)」タブが表示されます。 

 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ 

デバイス製造元別に HP TechPulse に登録された月別にデバイス数を表示します。以下の視覚表現が含
まれます。 

• X 軸: 「Device Enrolment Month (デバイスの登録月)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 
 

視覚表現の各列は、以前に登録された月のすべてのデバイスの累積的情報を表示します。任意の列を
クリックすると、特定の月に登録されたデバイスの「Details (詳細)」タブが表示されます。 

 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、ハードウェアインベントリ情報に関する追加のデータ属性が提供されます。 

1. 「Enrolled Month (登録した月)」。HP TechPulse でデバイスが登録された月。 

2. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

3. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。Windows 10 オペレーティン
グシステムの場合、オペレーティングシステム リリース情報は、主要なオペレーティングシステ
ム リリース (例: 1703、1709 など) に基づいて分類されます。他のすべてのオペレーティングシス
テムについては、オペレーティングシステム バージョンが表示されます (例: 6.1.7601、
7601.23694 など)。 

4. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。オペレーティングシステ
ム バージョンの詳細情報。 

5. 「Version Support (バージョン サポート)」。特定の「Operating System Release (オペレーティング
システム リリース)」に対し「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番
号)」が最新のビルド番号であるか示します。 

6. 「Memory (メモリ)」。デバイスで検出されたメモリ。 

7. 「Graphics (グラフィックス)」。デバイスで検出されたグラフィックス。 

8. 「Processor (プロセッサ)」。デバイスで検出されたプロセッサ。 

9. 「Enrolled Date (登録日)」。HP TechPulse でデバイスが登録された日付。 
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10. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

11. 「User Name (ユーザー名)」。デバイスに関連付けられたユーザー。ユーザー名のハイパーリンク
をクリックすると、ユーザーの詳細ページに移動できます。 

12. 「Last Activity (最終アクティビティ)」。デバイスの最終表示状態カテゴリ。最終表示状態は以下
のように分類されます。 

a. 「Today (今日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 24 時間以内です。 

b. 「Yesterday (昨日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は昨日です。 

c. 「This week (今週)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は今週です。 

d. 「1 week ago (1 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 1 週間より前です。 

e. 「2 week ago (2 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 2 週間より前です。 

f. 「3 week ago (3 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 週間より前です。 

g. 「4 week ago (4 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 週間より前です。 

h. 「5 week ago (5 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 5 週間より前です。 

i. 「6 week ago (6 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 週間より前です。 

j. 「7 week ago (7 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 7 週間より前です。 

k. 「8 week ago (8 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 8 週間より前です。 

l. 「3 months ago (3 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 か月より前です。 

m. 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 ～ 6 か月前
です。 

n. 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 か月
より前です。 

 「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Enrolled Month (登録した月)」 (降順)。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Hardware Replacement (ハードウェア交換)」レポート 
以下では、「Hardware Replacement (ハードウェア交換)」レポートについて説明します。 

1. 現在のデバイスの耐用期間が終了する場合の、デバイスの段階的な交換に関するガイダンスを提
供します。 

2. ハードウェアの状態レポートで各パフォーマンス メトリクスの月ごとの傾向を確認したハードウ
ェアの状態レポートをベースにしています。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

最初に、各デバイスのハードウェアの状態メトリクスは、すべてのパフォーマンス メトリクスにおい
て計算され、デバイスは、各月で「Healthy (問題なし)」、「Unhealthy (問題あり)」、で「Unknown (不
明)」で分類されます。 

問題のあるデバイスは、特定の月のパフォーマンス メトリクスに関して、以下の規則によって分類さ
れます。 

 

パフォーマンス メトリ
クス 

問題のあるデバイス基準 

「Battery Health (バッテ
リの状態)」 

該当期間の 10% でバッテリ交換を推奨、または任意の時点
で「Battery Recall (バッテリ リコール)」。 

「CPU Utilization (CPU 使
用率)」 

該当期間の 25% で CPU の使用が高い状況 

「Disk Health (ディスク
の状態)」 

該当期間の 10% でディスク交換を推奨 

「Graphics health (グラフ
ィックスの状態)」 

該当期間の 10% でグラフィックスの障害 

「Memory Utilization (メ
モリ使用率)」 

該当期間の 25% でメモリの使用が高い状況 

「Thermal Health (温度の
状態)」 

該当期間の 10% で温度の問題 

デバイスの総合的な状態の概要は以下のように分類されます。 

• 「Healthy (問題なし)」。デバイスのすべてのパフォーマンス メトリクスが「Healthy (問題な
し)」と分類されている場合です。 

• 「Unhealthy (問題あり)」。デバイスのパフォーマンス メトリクスのどれかが「Unhealthy (問題
あり)」と分類されている場合です。 

• 「Unknown (不明)」。デバイスの正常性を判定できません。 
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今月のパフォーマンス メトリクスに基づいて、デバイスのハードウェア交換は以下のように分類され
ます。 

• 「Replace Now (今すぐ交換)」。 

− 今月、デバイスの製造年が 4 年以上前になり、パフォーマンス メトリクスのどれかに問題が
あります。 

− 今月、デバイスの製造年が 2 ～ 4 年前になり、パフォーマンス メトリクスの CPU 使用率およ
びメモリ使用率に問題があります。 

• 「Replace Soon (まもなく交換)」。 

− 今月、デバイスの製造年が不明または 2 年前未満であり、パフォーマンス メトリクスのどれ
かに問題があります。 

− 今月、デバイスの製造年が 2 ～ 4 年前になり、パフォーマンス メトリクスの 

「Battery Health (バッテリの状態)」、「Disk Health (ディスクの状態)」、「Graphics Health (グ
ラフィックスの状態)」、「Memory Utilization (メモリ使用率)」のどれかに問題があります。 

• 「OK」。今月のパフォーマンス メトリクスはすべて問題ありません。 

• 「N/A (該当なし)」。デバイスのおすすめの交換時期を判定できません。 
 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、「Affected Devices (影響を受けたデバイス)」および「Device Health 

Summary (デバイスの状態の概要)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Affected Devices (影響を受けたデバイス)」 

「Replace Now (今すぐ交換)」および「Replace Soon (まもなく交換)」のハードウェア交換およびデバイ
スタイプ別のデバイス数。 

デフォルトでは、視覚表現には「Replace Now (今すぐ交換)」およびデバイスタイプ別のデバイス数が
表示されます。バーの視覚表現の「Replace Soon (まもなく交換)」セクションをクリックすると、
「Replace Soon (まもなく交換)」およびデバイスタイプ別のデバイス数が表示されます。 

「Device Health Summary (デバイスの状態の概要)」 

ハードウェア交換別のデバイス数。 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、正常性の問題が発生し、交換が必要なデバイスの詳細情報が提供されます。 

1. 「Hardware Replacement (ハードウェア交換)」。総合的なハードウェア交換 (「Replace Now (今すぐ
交換)」、「Replace Soon (まもなく交換)」、「OK」、「N/A (該当なし)」) 

2. 「Affected Resources (影響を受けたリソース)」。問題を経験したパフォーマンス メトリクス。複
数の値がカンマ区切りで表示されます。 

3. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 
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4. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 
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「Hardware Warranty (ハードウェアの保証)」レポート 
以下では、「Hardware Warranty (ハードウェアの保証)」レポートについて説明します。 

1. 登録されたデバイスについて、保証および/または Care Pack ステータスの概要を提供します。 

2. デバイスの保証状態は、デバイスのすべての保証および/または Care Pack の総合的なステータス
を単一の値で示したもので、以下のように分類されます。 

− 「In warranty (保証期間中)」。デバイスには有効な保証および/または Care Pack があります。 

− 「Out of warranty (保証期間外)」。デバイスには有効な保証も Care Pack もありません。 

− 「Not applicable (該当なし)」。デバイスは HP 製のデバイスではありません。 

− 「Unknown (不明)」。HP デバイスに保証および/または Care Pack があるかどうかを判定でき
ません。 

注: デバイスの保証および Care Pack の情報は、HP 製のデバイスでのみ利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、総合的な保証または Care Pack のステータスが、「By Manufacture Year (製
造年別)」、「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」、および「By Warranty Expiration (保証期限
別)」の視覚表現に表示されます。 

 

「By Manufacture Year (製造年別)」 

総合的なデバイスの保証または Care Pack のステータスおよびデバイス製造年別のデバイス数。デバイ
ス製造年は、HP デバイスでのみ利用できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacture Year (デバイス製造年)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。 

視覚表現はデバイス製造年の昇順に表示されます。 
 

「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」 

総合的なデバイスの保証および/または Care Pack のステータスおよびデバイス製造元別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。 
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「By Warranty Expiration (保証期限別)」 

総合的なデバイスの保証または Care Pack のステータスおよび有効期限ステータス別のデバイス数。有
効期限ステータスは以下のように分類されます。 

• 「Expired (期限切れ)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせの期限が切れてい
ます。 

• 「Today (今日)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが今日期限切れになり
ます。 

• 「Tomorrow (明日)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが明日中に期限切れ
になります。 

• 「Within 7 days (7 日以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 7 日以内に期
限切れになります。 

• 「Within 30 days (30 日以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 30 日以内
に期限切れになります。 

• 「Today (今日)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが今日期限切れになり
ます。 

• 「Within 90 days (90 日以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 90 日以内
に期限切れになります。 

• 「Within 1 year (1 年以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 1 年以内に期
限切れになります。 

• 「Within 2 year (2 年以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 2 年以内に期
限切れになります。 

• 「Within 3 year (3 年以内)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが 3 年以内に期
限切れになります。 

• 「More than 3 years (3 年後以降)」。すべての保証および/または Care Pack の組み合わせが期限切
れになるのは 3 年後以降です。 

• 「Unknown (不明)」。HP TechPulse では、すべての保証および/または Care Pack の組み合わせの
日付を判定できません。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 有効期限ステータス。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 総合的なデバイスの保証および/または Care Pack のステータス。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、保証および Care Pack の情報に関する追加のデータ属性が提供されます。
「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。総合的なデバイスの保証および/または Care Pack のス
テータス。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Last Checked On (前回の確認)」。HP TechPulse でデバイスの保証および/または Care Pack のステー
タスが最後に確認および更新された日付。 

3. 「Type (種類)」。保証および/または Care Pack のステータスの最新情報が保証であるか Care Pack 

であるかを示します。 

「Warranty Type (保証の種類)」。保証および/または Care Pack のステータスの最新情報が出荷時
保証であるかバンドル保証であるかを示します。保証の種類や Care Pack が複数あるデバイス
は、「Details (詳細)」タブに別々の行項目として表示されます。 

4. 「End Date (終了日)」。総合的なデバイスの保証および/または Care Pack の終了日。 

5. 「Title (タイトル)」。総合的なデバイスの保証および/または Care Pack のタイトル。 

6. 「Expiry (期限)」。総合的なデバイスの保証および/または Care Pack の期限ステータス。 

7. 「Days Remaining (残日数)」。総合的なデバイスの保証および/または Care Pack の残り日数。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Status (ステータス)」 

2. 「Days Remaining (残り日数)」 

3. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) 

レポート 
以下では、Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) レポートについて説明します。 

Microsoft 製品利用統計情報に登録されたデバイスについて、デバイスの正常性、「Upgrade Readiness

（アップグ レードの準備）」、および「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」の重
要評価指標概要に関する集約された情報。 

「Device Health (デバイスの正常性)」、「Upgrade Readiness (アップグレードの準備)」、「Update 

Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」タブが含まれます。 
 

「Device Health (デバイスの正常性)」タブ 
Microsoft によれば、「Device Health (デバイスの正常性)」は、既存の「Upgrade Readiness (アップグレー
ドの準備)」および「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」ソリューションを補完す
る最新の Windows Analytics ソリューションです。このソリューションでは、エンドユーザーが遭遇する
可能性のある一般的な問題に関するレポートが提供され、IT 担当者が事前に対処できるため、サポー
ト対応時間を節約し、エンドユーザーの生産性を向上することができます。 

「Device Health (デバイスの正常性)」では、以下の情報を提供します。 

• 頻繁にクラッシュするため再構築または交換が必要な可能性のあるデバイスの ID。 

• デバイスのクラッシュの原因となっているデバイス ドライバーの ID、およびそれらのドライバ
ー代替バージョンの提示 (これにより、クラッシュ回数を減らせる可能性があります)。 

• エンド ユーザーにプロンプトで送信される Windows Information Protection の誤設定の通知。 

• Windows 10 の診断データを使用したクラウド接続のアクセスにより、新しくカスタマイズされ
た複雑なインフラストラクチャは必要ありません。 

「Device Health (デバイスの正常性)」タブは以下の通りです。 

• お客様の組織内で発生するオペレーテ ィング システムのカーネル クラッシュ (ブルースクリー
ン) に関する集約レベルの洞察を提供して、クラッシュ回数を減らすための対策を取れるように
します。 

• 「Frequently Crashing Devices (頻繁にクラッシュするデバイス)」および「Driver-Induced OS 

Crashes (ドライバーによって生じた OSのクラッシュ)」の視覚表現が含まれます。 

「Frequently Crashing Devices (頻繁にクラッシュするデバイス)」 

「Frequently Crashing Devices (頻繁にクラッシュするデバイス)」の視覚表現には、クラッシュしたデバ
イス数の週ごとの動向が表示されます。視覚表現の左下の数字は、今週クラッシュしたデバイスの数
を示しています。視覚表現の右下の数字は、前週からのクラッシュ回数の増加率、および今週のデバ
イスの総数を示しています。 
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「Driver-Induced OS Crashes (ドライバーによって生じた OSのクラッシュ)」 

「Frequently Crashing Devices (頻繁にクラッシュするデバイス)」の視覚表現には、ドライバーによりク
ラッシュしたデバイス数の週ごとの動向が表示されます。視覚表現の左下の数字は、今週クラッシュ
したデバイスの数を示しています。視覚表現の右下の数字は、前週からのクラッシュ回数の増加率、
および今週のデバイスの総数を示しています。 

 

「Upgrade Readiness (アップグレードの準備)」タブ 
Microsoft によれば、新しいオペレーティングシステムへのアップグレードは多くの企業にとって従来
から困難で複雑な、時間のかかるプロセスでした。アプリケーションとドライバーを検出し、互換性
に関する潜在的な問題がないかをテストすることは、最も苦労する点の 1 つです。 

Microsoft によれば、Upgrade Readiness Windows Analytics ソリューションのリリースにより、企業はアッ
プグレード プロセスの全行程をツールで計画および管理することで、Windows の新しいリリースをよ
り迅速に導入できるようになりました。Windows の新しいバージョンが年に数回リリースされるのに
伴い、アプリケーションとドライバーの互換性を継続的に確保することが、Windows の新しいバージ
ョンをリリースされたとおりに導入する上で重要な鍵となります。Windows の Upgrade Readiness は、
Windows 7、Windows 8.1 から Windows 10 へのアップグレード管理だけでなく、サービスとしての 

Windows モデルでの Windows 10へのアップグレードもサポートしています。 

Microsoft では、Windows 10 へのアップグレードに関する追加の指示や詳細を探し求める企業のお客様
からの要望に応えて Upgrade Readiness を開発しました。Upgrade Readiness は、複数チャネルからのお
客様のフィードバックを考慮し、テストし、Microsoft で何百万台ものデバイスの Windows 10へ のアッ
プグレードを経験して作成されました。 

 

「Application Readiness (アプリケーションの準備状態)」 

Microsoft によれば、これは Upgrade Readiness Windows Analytics ソリューションのワークフローの最初の
ステップです。このステップでは、アプリケーションが一覧表示され、重要レベル別に分類されま
す。重要レベルを設定すると、アップグレード対象のアプリケーションに優先順位を付けることがで
きます。「Application Readiness (アプリケーションの準備状態)」の視覚表現には、アプリケーションの
総数およびレビューするアプリケーションの数が表示されます。 

「Driver Readiness (ドライバーの準備状態)」 

「Driver Readiness (ドライバーの準備状態)」の視覚表現には、既知の問題が含まれるドライバーとレ
ビューが必要なドライバーが表示されます。 

 

「Update Progress (更新の進行状況)」 

「Update Progress (更新の進行状況)」の視覚表現では、お客様による展開の進捗状況および状態を監
視できます。この 30 日間にアップグレードを試みたすべてのデバイスに、「Deployment Status (展開
状態)」属性が表示されます。アップグレードに成功したコンピューター、アップグレードに失敗し
たコンピューター、停止したコンピューターなどの数を確認できます。 
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「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」タブ 
「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」タブでは、すべてのデバイスを対象とし
た、Windows 10 の機能 (セキュリティ更新プログラム、機能の更新状態、Windows Defender ウイルス対
策保護の保護および脅威の状態、配信の最適化) に関する集約情報を提供します。 

Microsoft によれば、Update Compliance は Windows Analytics ソリューション の 1 つであり、組織はこのソ
リューションを使用して、以下の操作を実行できます。 

• Windows 10 Professional、Education、Enterpriseのセキュリティ、品質、機能の更新プログラムを
監視できます。 

• 注意が必要なコンプライアスに関連したデバイスや更新の問題に関するレポートを表示でき
ます。 

• Windows Defender ウイルス対策の署名および脅威の状態を表示できます。 

• 「Delivery Optimization (配信の最適化)」を使用することで、複数のコ ンテンツ タイプで行われ
た帯域幅の節約を確認できます。 

 
「Overall Security Update Status (セキュリティ更新の全体的な状態)」 

「Overall Security Update Status (セキュリティ更新の全体的な状態)」の視覚表現には、最新のセキュリ
ティ更新プログラムに含まれているデバイスと含まれていないデバイスの視覚表現が表示されます。
Microsoftによれば、Windows 10 では、セキュリティ更新プログラムは累積的なものであり、すべての
品質更新プログラムのサブセットになります。最新の状態のデバイスには、最新のセキュリティ更新
プログラムがインストールされています。 

注: このセクションに Insider デバイスは含まれません。 

「Latest Security Update Deployment Status (セキュリティ更新展開の最新の状態)」 

「Latest Security Update Deployment Status (セキュリティ更新展開の最新の状態)」には、Windows 10 のビ
ルド（またはバージョン）ごとの最新の更新プログラムおよびその更新プログラムの リビジョンに関
して、デバイスが置かれているさまざまな展開状態の視覚表現が表示されます。 

 

Microsoft によれば、デバイス別に報告される各種の展開状態は以下の通りです。 

• インストール済みデバイスとは、所定の更新プログラムのインストールが完了しているデバイ
スです。 

• デバイスが「Progress (進行中)」または「Deferred (遅延)」とみなされている場合、デバイスは
所定の更新プログラムのインストール プロセスが開始しているか、Windows Update for Business 

設定を使用して意図的に延期または一時停止されています。 

• 「Update Issues (更新に関する問題)」含むデバイスは、所定のセキュリティ更新プログラムの
インストール プロセ スのどの時点かで更新に失敗したか、7 日間にわたって進捗が確認され
ていません。 

• デバイスは何らかの方法でこのセキュリティ更新プログラムを進めようとしているはずです
が、その状態を推測できない場合、デバイスは「Status Unknown (状態不明)」とみなされます。
ほとんどの場合、これはどこかの時点で更新プログラムのスキャンが実行されなかったデバイ
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ス、または Windows Update によって管理されていないデバイスです。 
 

「Overall Feature Update Status (機能更新の全体的な状態)」 

「Overall Feature Update Status (機能更新の全体的な状態)」の視覚表現では、最新のデバイスまたは最
新でないデバイスの数の内訳が、サポートされていないビルドを実行しているデバイスの数を表す特
殊なコールアウトとともに表示されます (すべての機能更新プログラムの一覧については、「Windows 

10 ‐ リリース情報」ページを参照してください)。 
 

「Protection Status (保護の状態)」 

「Protection Status (保護の状態)」の視覚表現には、Windows Defender ウイルス対策を使用しているデバ
イスのうち、署名が期限切れになっているか、リアルタイム保護がオフになっているデバイスの数が
表示されます。 

Microsoft によれば、Windows 10 の Windows Defender ウイルス対策は、デスクトップ コンピューター、ポ
ータブル コンピューター、サーバー向けにセキュリティおよびマルウェア対策管理を提供する組み込み
のマルウェア対策ソリューションです。注: このセクションに、Insider デバイス、または E5 エンタープ
ライズ サブスクリプションを含むデバイスは含まれません。クラウド保護付きの Windows Defender を新
しく有効にしたデバイスでは、このレポートに表示されるまでに最大 28 日間かかる場合があります。 

「Threat Status (脅威の状態)」 

「Threat Status (脅威の状態)」の視覚表現には、脅威が検出されたデバイス、およびそのうち正常に修
復された数と修復されなかった数が表示されます。Microsoft によれば、脅威の状態は以下のように分
類されます。 

• 「Signature out of date (署名が有効期限切れ)」デバイスとは、署名の経過期間が 14 日を超えた
デバイスです。 

• 「No real-time protection (リアルタイム保護なし)」デバイスとは、Windows Defender AV を使用し
ているものの、リアルタイム保護が無効にされたデバイスです。 

• 「Recently disappeared (最近表示されていない)」デバイスとは、以前は Windows Defender AV に
表示されていたものの、過去 7 日間表示されていないデバイスです。 

• 「Remediation failed (修復失敗)」デバイスとは、Windows Defender AV が脅威の修復に失敗したデ
バイスです。原因としては、ディスクに空きがないこと、ネットワーク エラー、操作の中止な
どが考えられます。IT チームによる手動介入が必要になる可能性があります。 

• 「Not assessed (評価が行われていません)」デバイスとは、サード パーティの AV ソリューショ
ンが使用されているデバイスや、「Recently disappeared (最近表示されていない)」状態が 7 日間
を超えたデバイスです。 

 

「Device Configuration (デバイスの構成)」 

Microsoft によれば、配信の最適化 (Delivery Optimization, DO) は、更新プログラムのダウンロード作業を
環境内の複数のデバイス間で共有することによって、消費する帯域幅を削減するために使用できる 

Windows 10 の機能です。DO は他の多くの展開方法と併用できますが、クラウド マネージド ソリュー
ションであるため、DO クラウド サービスへのアクセスが要件となります。DO について詳しくは、



HP TechPulse レポートガイド 

Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) レポート  95 

 

 

「Windows 10更新プログラムの配信の最適化の構成」の資料をご覧ください。注: このセクションに 

Insider デバイスは含まれません。 
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デバイスは、各種ダウンロードモードを使用するように設定できます。これらのダウンロード モードに
より、どのような状況で配信の最適化がピアツーピアの配信を使用してダウンロードを実行するかが決
まります。「Device Configuration (デバイスの構成)」の視覚表現には、「Peering On (ピアリング オン)」 

モードでピアツーピアの配信を使用するように構成されたデバイスの数が、「Peering Off (ピアリング オ
フ)」モードの場合と比較して表示されます。 

「Content Distribution (%) (コンテンツ配布)」 

「Content Distribution (%) (コンテンツ配布)」の視覚表現 (配信の最適化 (DO) 機能の一部でもある) は、
コンテンツの内訳に関する情報を提供します。この視覚表現には、(ピアツーピアの配信を使用した
デバイスで) ダウンロードされた全データのうち、ピア ソースから受信されたデータの割合である帯
域幅の節約 (%) がまとめられています。 

「Content Distribution (GB) (コンテンツ配布)」 

「Content Distribution (GB) (コンテンツ配布)」の視覚表現 (配信の最適化 (DO) 機能の一部でもある) は、
コンテンツの内訳に関する情報を提供します。この視覚表現には、ピアツーピアの配信を使用してダ
ウンロードされた総バイト数が、HTTP の配信を使用した場合と比較してまとめられています。以下
のダウンロード ソースを含めることができます。 

• 「LAN Bytes (LAN のバイト数)」。同じローカルネットワーク上の他のデバイスである LAN ピア
からダウンロードされたバイト数。 

• 「Group Bytes (グループのバイト数)」。同じグループ (「グループ」ダウンロード モードの使用
時に利用可能) に属する他のデバイスであるグループ ピアからダウンロードされたバイト数。 

• 「HTTP Bytes (HTTP のバイト数)」。ピア以外のバイト数。HTTP のダウンロード ソースには、
「Microsoft Servers (Microsoftのサーバー)」、「Windows Update Servers (Windows Updateのサー 

バー)」、「WSUS server (WSUS サーバー)」、「SCCM Distribution Point for Express Updates (Express 

Updates 向けの SCCM 配布ポイント)」を指定できます。 
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「Mobility Factor (モビリティファクター)」レポート 
「Mobility Factor (モビリティファクター)」レポートは、デバイスをさまざまなモビリティファクター カ
テゴリに分類することで、デバイスのモビリティの各側面に関する情報を提供します。ある期間中のデ
バイスのモビリティファクターは、複数の複雑なモバイル動作パターンに基づいています。例えば、あ
るユーザーは同一デバイスまたはフォームファクターの異なるさまざまなデバイスを持って絶えず別の
場所に移動します。別のユーザーは、デバイスを持って 2 か所または 3 か所を何度も往復します。デバ
イスを持って短い距離を移動し続けるユーザーもいます。デバイスのモビリティファクターは、HP 

TechPulse 内のすべてのデバイスを対象とした相対的なランク付けシステムに基づいています。デバイス
のモビリティファクターは以下のように分類されます。 

• 「High (高)」。モビリティが最も高いデバイス。 

• 「Limited (限定的)」。デバイスに動きはありますが、「High (高)」カテゴリのデバイスほど高く
はありません。 

• 「Stationary (静止)」。デバイスに動きはありますが、「Limited (限定的)」に比べて動きは少な
いです。 

• 「Bad Device (不正なデバイス)」。デバイスは 1 時間につき 600 マイル以上の動きを見せている
ため、デバイスのモビリティファクターでは使用されません。 

• 「No Data (データなし)」。デバイスが地理位置情報を返していないか、HP TechPulse の会社全
体で位置情報サービスがオフになっています。 

モビリティファクターは、登録されたデバイスについて、外部ソースからのデバイス位置ではなく、
デバイスのリアルタイムの地理位置情報を利用します。 

注: HP TechPulse は、登録されているすべてのデバイスでリアルタイムの地理位置情報サービスを有効
または無効にする柔軟性をお客様に提供します。デフォルトでは、すべての新しいお客様に対してリ
アルタイムの地理位置情報サービスが無効になっています。任意の時点ですべてのデバイスのリアル
タイムの地理位置情報を参照し、有効または無効にするためのオプションが用意されています。リア
ルタイムの地理位置情報サービスがオンになっている場合でも、HP TechPulse では、従業員所有または
個人所有のデバイスに分類されているデバイスについては (HP TechPulse 内で) リアルタイムのデバイス
位置情報を収集できません。 

また、デバイス全体で最も高いデバイスモビリティファクターに基づいて、ユーザーのモビリティ ファ 

クターもランク付けされます。例えば、ユーザーが 3 台のデバイスを所有し、各デバイスのランクがそ
れぞれ「High (高)」、「Limited (限定的)」、「Stationary (静止)」である場合、ユーザーのモビリティファ
クターは「High (高)」に設定されます。 

モビリティファクター分析は、毎月月初に 1 回、定期的に実行されるようにスケジュールが設定されて
います。実行は月 1 回に設定されているため、HP TechPulse に登録されていないか、前回のスケジュー
ル実行後に登録されたユーザーおよびデバイスはこのレポートには表示されません。 

以下では、「Mobility Factor (モビリティファクター)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 
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「Summary (概要)」、「Details (詳細)」タブが含まれます。 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、デバイスのモビリティファクターおよびハードウェアの状態別のデバイ
ス数が表示されます。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスの地理位置情報に基づいたデバイスのモビリティの各側面に関す
る追加情報が提供されます。 

1. 「User Mobility Factor (ユーザーのモビリティファクター)」。 

2. 「User Name (ユーザー名)」。デバイスに関連付けられているユーザーの名前。 

3. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

4. 「Device Mobility Factor (デバイスのモビリティファクター)」。デバイスのモビリティファクター。 

5. 「Health Summary (状態の概要)」。 

6. 「Performance Metrics (パフォーマンス メトリクス)」。 

7. 「Start Duration (期間の開始)」。モビリティファクター分析が考慮される期間の開始時間。 

8. 「End Duration (期間の終了)」。モビリティファクター分析が考慮される期間の終了時間。 

9. 「Total Distance Covered (miles) (対象となる総距離 (マイル))」。期間の開始と終了の間で対象とな
るマイル単位の総距離。 

10. 「No. of unique 100-mile area covered (重複しない 100 マイル エリアの数)」。デバイス別の対象と
なる重複しない 100 マイル エリアの数。 

11. 「No. of times distance is more than 500 miles (距離が 500 マイルを超えた回数)」。デバイスの対象
が 500 マイルを超えた回数。 

12. 「Area of space covering all location points (すべての地点を対象とする空間の面積)」。期間の開始か
ら終了までの間にデバイスが移動した面積。 

13. 「Perimeter of space covering all location points (すべての地点を対象とする空間の外周)」。期間の開
始から終了までの間にデバイスが移動した外周。 
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「Thermal Grading (温度のグレード)」レポート 
ノート PC の主な懸念事項の 1 つに放熱があります。「Thermal Grading (温度のグレード)」レポートの
目的は、温度インシデントを防止し、デバイスの寿命を延ばすためにデバイスの点検が必要になる時
期を検出することです。 

Microsoft Windows オペレーティングシステムを搭載したデバイス上で、HP TechPulse は、すべてのプロ
セッサ (CPU)、ファン、システムの複数のセンサーに温度データを相関させ、デバイスを OK またはメン
テナンスが必要か分類します。HP TechPulse で CPU、バッテリ、ディスク センサーの温度データを収集
したとしても、現在は、温度グレードの観点からデバイスの分類にこうしたセンサーの温度データは利
用されません。 

各種デバイスモデルの各温度センサーには、独自の特性およびしきい値があるため、ユーザーがこれ
らの各パラメータに自身のしきい値を設定できるようにすることはサポートしていません。 

Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスでの温度状態 は以下のように分類されます。 

• 「OK」。デバイスに温度の問題は発生していません。 

• 「Maintenance (メンテナンス)」。通気口が塞がってないかを確認してデバイスを清掃する必要
があります。 

• 「Unknown (不明)」。デバイスの温度状態を判定できません。これは、HP TechPulse がデバイス
の温度状態を判定できない場合に発生します。 

macOS オペレーティングシステムのデバイスの場合、温度状態は以下のように分類されます。 

• 「Critical (重大)」 - macOS によれば、デバイスの温度状態はシステムのパフォーマンスに大きな
影響を及ぼし、デバイスの冷却が必要です。アプリケーションで使用されている CPU、GPU、
I/O の量をユーザーの操作に必要な最低レベルまで減少させる必要があります。アプリでのカメ
ラなどの周辺機器の使用を停止することをおすすめします。 

• 「Serious (深刻)」 - macOS によれば、デバイスの温度状態は高いです。ファンが最高速度で動作
しており、システム パフォーマンスに影響する可能性があります。アプリケーションで使用され
ている CPU、GPU、I/O (例: ネットワーキングまたは Bluetooth) の量を減少させる必要があります。 

• 「Nominal (標準)」 - macOS によれば、温度状態は正常範囲内にあり、修正アクションは必要あ
りません。 

• 「Fair (適正)」 - macOS によれば、温度状態はわずかに上昇しており、ファンが音を立てる可能
性があります。 

以下では、「Thermal Grading (温度のグレード)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
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「Summary (概要)」タブ 
さまざまな温度状態別のデバイス数。 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスに関する追加のデータ属性が温度状態とともに提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Thermal Condition (温度状態)」。デバイスの温度状態です。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Thermal Condition (温度状態)」(降順)。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Thermal Events (温度のイベント)」レポート 
「Thermal Events (温度のイベント)」レポートは、登録済みデバイスの温度の障害や停止のイベントに
関する情報を提供します。 

以下では、「Thermal Events (温度のイベント)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Apple MAC、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブは、温度の障害イベントや停止のイベントの数に関する視覚表現を表示しま
す。フィルターをクリックして結果を絞り込むことができます。 

「Thermal Crash Events (温度の障害イベント)」 

温度イベントによる傷害が発生した週あたりのデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Number of Events (イベントの数)」。 

「Hibernation Events (停止のイベント)」 

温度イベントによる傷害が発生した週あたりのデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Number of Devices (デバイスの数)」。 

• 色分け: 「Number of Events (イベントの数)」。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスに関する追加のデータ属性が温度状態とともに提供されます。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Month (月)」 

• 「Week (週)」 

• 「Event Type (イベントの種類)」。「Thermal ShutDown (サーマルシャットダウン)」、「Thermal 

Hibernate (サーマル停止)」。 

• 「No. Of Errors (エラーの数)」。 
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• 「No. Of Errors (エラーの数)」 (範囲): 

• イベントなし。 

• 1 ～ 10 イベント。 

• 10+ イベント。 
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「Windows 10 Hardware Compatibility (Windows 10 ハー
ドウェアの互換性)」レポート 
以下では、「Windows 10 Hardware Compatibility (Windows 10 ハードウェアの互換性)」レポートについて
説明します。 

1. デバイスの Windows 10 オペレーティングシステムへのアップグレードの適合性に関する情報を提
供します。 

2. デバイスのハードウェアの状態に関する追加情報を提供します。 

3. Windows 10 バージョン (ビルド) 1803 以上と互換性のあるデバイスを特定するためのいくつかの基
準にデバイスを照らし合わせ、アップグレード後のデバイスのエンドユーザーエクスペリエンスが
ハードウェアの状態またはパフォーマンスによって低下する可能性があるかどうかを確認します。
お客様は、これらの結果に基づいてデバイスの交換またはアップグレードを検討できます。 

4. Windows 10 と互換性のあるデバイスの OEM の一覧は以下の通りです。 

5. HP。https://support.hp.com/jp-ja/document/c05195282 

6. Dell。https://www.dell.com/support/article/jp/ja/04/sln297954/dell-computers-tested-for-windows-10- 
april-2018-update-and-previous-versions-of-windows-10?lang=ja 

7. Lenovo。https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht506455 

8. 4GB 以上の RAM。 

9. BIOS UEFI v2.31 以上。 

10. 20 GB 以上の空きディスク容量 (初期アップグレード後に OS の更新プログラムをサポートするこ
とを強くおすすめします)。 

11. また、このレポートではデバイスのハードウェアの状態に関する情報を提供し、デバイスをアッ
プグレードした場合にユーザーエクスペリエンスが低下する要因を特定します。 

12. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

デバイスの Windows 10 へのアップグレードの適合性 (アップグレードの互換性に関する推奨事 

項) は以下のように分類されます。 

• 「Upgrade Not Compatible (アップグレードに非対応)」。デバイスには、Windows 10 オペレー
ティングシステムへのアップグレードの前提条件が 1つ以上不足しています。 

• 「Upgrade Risk (アップグレード リスク)」。デバイスは Windows 10 オペレーティングシステム
へのアップグレードの準備が整っていますが、デバイスで Windows 10 オペレーティングシステ
ムに関するパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 

• 「Upgrade Compatible (アップグレード対応)」。デバイスは、Windows 10 オペレーティングシス
テムへのアップグレードに必要なハードウェア仕様を満たしています。 

• 「Missing Criteria (条件が見つからない)」。デバイスを Windows 10 にアップグレードできるかど
うか判定できません。これは、十分なデータがないために現時点でデバイスに情報が不足して
いる場合に発生します。 
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アップグレードに互換性がない理由は、以下のように分類されます。 

• 「Not on OEM list (OEM になしリスト)」 

• 「Insufficient CPU speed (不十分な CPU 速度)」 

• 「Insufficient RAM size (不十分な RAM サイズ)」 

• 「Insufficient HDD size (不十分な HDD サイズ)」 

アップグレードにリスクがある理由は、以下のように分類されます。 

• 「Performance Risk (パフォーマンス リスク)」 

• 「Insufficient RAM size (不十分な RAM サイズ)」 

基準が不足している理由は、以下のように分類されます。 

• 「Missing HDD size info (HDD サイズ情報がない)」 

• 「Missing BIOS version info (BIOS バージョン情報がない)」 

• 「Missing CPU speed info (CPU 速度情報がない)」 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブでは、アップグレードの互換性に関する推奨事項別のデバイスの内訳が提供さ
れます。「Summary (概要)」タブには、デバイスモデルやアップグレードの互換性評価 (例: 

「Compatible (互換性)」など）、または非互換性やパフォーマンス リスクの評価の理由に基づいて結果
をドリルダウンできる視覚表現も含まれています。 

 

「Devices with Upgrade Risks (アップグレード リスクがあるデバイス)」 

アップグレードの互換性に関する推奨事項別のデバイス数。これはドリルダウンの視覚表現であり、
最上位ではデバイスがアップグレードの互換性の状態別に分類されています。視覚表現の任意のセク
ションをクリックすると、デバイスタイプおよびデバイスモデル別のデバイス数までドリルダウンさ
れます。 

 

「Upgrade Risk Assessment Details (アップグレード リスク評価の詳細)」 

アップグレードの互換性に関する推奨事項およびアップグレードできない理由別のデバイス数。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスおよびデバイスの Windows 10 オペレーティングシステムへのアッ
プグレードの適合性に関する詳細情報が提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Recommendation (推奨事項)」。アップグレードの互換性に関する推奨事項。 

3. 「Issue Detected (検出された問題)」。アップグレードできない理由。 

4. 「Processor (プロセッサ)」。デバイスで検出されたプロセッサ。 

5. 「Free Disk Space (空きディスク領域)」 (GB)。GB 単位で表される利用可能な空きディスク容量。 

6. 「Memory (メモリ)」。デバイスで検出されたメモリ。 
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7. 「Graphics (グラフィックス)」。デバイスで検出されたグラフィックス。 

8. 「TPM Version (TPM バージョン)」。トラステッド プラットフォーム モジュールのバージョン。 

9. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

10. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

11. 「Device Performance Rating (デバイスのパフォーマンス評価)」。これは、デバイスの「hardware 

health grade (ハードウェアの状態評価)」であり、「Healthy (問題なし)」、「Unhealthy (問題あ
り)」、で「Unknown (不明)」で表されます。詳細については、「Hardware Health Monthly Summary 

(ハードウェアの状態 - 月ごとの概要レポート)」を参照してください。 

12. 「Performance Metrics (パフォーマンス メトリクス)」。これらは、状態を評価するために問題領域
として認識されている要素です。詳細については、「Hardware Health Monthly Summary (ハードウェ
アの状態 - 月ごとの概要レポート)」を参照してください。 

13. 「Details (詳細)」タブ。ハードウェアの状態に関する問題の詳細を収集する方法を特定します。 
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「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベント
リ)」レポート 
「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベントリ)」レポートは、「HP Retail Peripheral Client 

(HP リテール ペリフェラル クライアント)」をデプロイするお客様向けのものです。レポートは、バ
ーコードスキャナ、レシートプリンタ、磁気ストライプリーダー (MSR)、その他のセールス アクセサ
リの関連リテール ポイントのインベントリ、使用状況、変更イベント分析に関する情報を提供し 

ます。 

「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベントリ)」レポートのカテゴリはデフォルトでは有
効になっていません。レポートを有効にするには、「Settings (設定)」 > 「Preferences (基本設定)」 > 

「Reports (レポート)」の順に移動し、「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベントリ)」レ
ポートを有効にします。 

「Retail - Base Unit with Peripheral Inventory (リテール - 

ベースユニットとペリフェラル インベントリ)」レポート 
「Base Unit with Peripheral Inventory (ベースユニットとペリフェラル インベントリ)」レポートは、すべ
ての登録されたベースユニット デバイスと関連リテール ペリフェラルの視覚的概要を表示します。 

ベースユニットは国別に分類され、ユーザーは、どのようなベースユニットが各国の販売店舗で使用
されているか把握でき、これらに接続されたリテール ペリフェラルの内訳も確認できます。これによ
りユーザーは、簡潔な高レベルの概要で、各国で使用されているリテール ベースユニット デバイスを
把握でき、これらに接続されたペリフェラルも確認できます。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブは、世界中にデプロイされたベースユニット デバイスの地理的情報を提供し
ます。各国にマウスカーソルを移動すると、システムの正確な数を確認でき、多くのシステムがデプ
ロイされている国が確認できるレベル マッピングも確認できます。 

特定の国をクリックすると、タイプ別のベースユニットおよびカテゴリ別の接続されたペリフェラル
の内訳が円グラフで表示されます。ユーザーは、選択した国で、ベースユニット タイプを選択して
「Details (詳細)」タブに移動してさらにドリルダウンを実行できます。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、ベースユニット デバイスの追加情報および接続されたペリフェラルの数の詳
細を表示します。 

1. 「Base Unit Name (ベースユニット名)」。これは、ペリフェラルが接続されたベースユニットを表
示し、ベースユニットをクリックすると、デバイスの「Details (詳細)」ページですべての情報を確
認できます。 
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2. 「Base Unit Serial (ベースユニット シリアル)」。 

3. 「Base Unit Manufacturer (ベースユニット製造元)」。 

4. 「Model (モデル)」。 

5. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。 

6. 「Device Type (デバイスの種類)」。これは、オールインワン、デスクトップ、ノートブック、
タブレットなどに分類されるシステムの 

7. デバイスの種類です。 

8. 「Managed Peripheral Count (マネージド ペリフェラル カウント)」。登録されたシステムに接続さ
れた対応するペリフェラルの数です。 

9. 「Custom Location (カスタム場所)」。店舗名などを表示できるユーザー入力によるフィールド。 

10. 「Alias Name (エイリアス名)」。ベースユニット デバイスのエイリアスのユーザー入力による
フィールド。 

11. 「Store Number (店番号)」。 

12. 「Country (国)」。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Retail - Peripheral Change (リテール - ペリフェラル変更)」レポート  108 

 

 

 

「Retail - Peripheral Change (リテール - ペリフェラル変
更)」レポート 
「Retail - Peripheral Change (リテール - ペリフェラル変更)」レポートは、登録されたベースユニットに
追加または削除されたペリフェラル デバイスのアクティビティとその時間および場所に関する概要を
表示します。 

ベースユニットに追加または削除されたペリフェラルの概要をタイプ別に表示し、デバイスのチャー
ン & ローテーションを追跡できます。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブは、ペリフェラル変更の総数の概要をペリフェラル カテゴリ別に表示しま
す。現在の期間の各月における変更の総数の概要を表示し、削除したペリフェラルと比較して追加し
たペリフェラルの数の内訳を示します。 

概要チャートにより、プリンタのみ変更イベントを確認する、または 7 月の周辺機器の削除のみを確
認するといったドリルダウンを実行できます。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、特定のペリフェラル デバイスの追加情報、接続されたベースユニット、ペ
リフェラル イベントの発生時間、発生した場所が表示されます。 

1. 「Base Unit Name (ベースユニット名)」。 

2. 「Base Unit Serial Number (ベースユニット シリアル番号)」。 

3. 「Peripheral Name (ペリフェラル名)」。特定のモデルおよび/またはペリフェラルの製造元に関す
る詳細を提供します。「Peripheral Serial Number (ペリフェラル シリアル番号)」。 

4. 「Peripheral Category (ペリフェラル カテゴリ)」。ペリフェラル タイプの詳細と実際のカテゴリと
して示される「その他」タイプを表示します (キャッシュ ドロア、ライン ディスプレイなど)。 

5. 「Peripheral Type (ペリフェラル タイプ)」。ペリフェラルを 4 つのタイプに分類した高度な説明 (ス
キャナ、MSR、プリンタ、その他)。 

6. 「Change Type (変更の種類)」。変更がベースユニットに「Added (追加)」されたものであるか、
「Removed (削除)」されたものであるか示します。 

7. 「Status Change Date (ステータス変更日)」。変更が発生した日時。 

8. 「Custom Location (カスタム場所)」。店舗名などを表示できるユーザー入力によるフィールド。 

9. 「Store Number (店番号)」。 

10. 「Country (国)」。 
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「Retail - Peripheral Inventory (リテール - ペリフェラル 

インベントリ)」レポート 
「Retail - Peripheral Inventory (リテール - ペリフェラル インベントリ)」レポートは、リテールや医療環境
で活躍します。登録されたベースユニットに接続されたペリフェラル デバイスを効果的に追跡できま
す。IT 管理者は、使用しているペリフェラル、場所、接続されているデバイス、ファームウェア バー
ジョン、シリアル番号が確認できます。 
 
「Summary (概要)」タブで、主要ペリフェラル タイプ (プリンタ、スキャナ、MSR、その他) 別に表示
し、各タイプをドリルダウンしてペリフェラルや接続されたベースユニットの詳細を表示できます。
レポートは、どのようなレシート プリンタ モデルがフリートでデプロイされているか、2x20 カスタマ
ー向けディスプレイを持つベースユニットはどれかといった質問にも答えます。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブは、円グラフでタイプ別にフリートのペリフェラルの視覚表現を表示します。
各カテゴリにあるペリフェラルの数を表示し、各カテゴリをクリックして詳細ページに進むことがで
きます。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、ペリフェラルの追加情報および接続されたベースユニットの詳細を表示し
ます。 

「Base Unit Name (ベースユニット名)」。これは、ペリフェラルが接続されたベース ユニットを表示
し、ベース ユニットをクリックすると、デバイスの「Details (詳細)」ページですべての情報を確認で
きます。 

1. 「Base Unit Serial (ベースユニット シリアル)」。 

2. 「Base Unit Manufacturer (ベースユニット製造元)」。 

3. 「Model (モデル)」。 

4. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。 

5. 「Last Seen (最終表示)」。 

6. 「Base Unit Enrolled Date (ベースユニット登録日)」。 

7. 「Peripheral Name (ペリフェラル名)」。特定のモデルおよび/またはペリフェラルの製造元に関する
詳細を提供します。 

8. 「Peripheral Serial Number (ペリフェラル シリアル番号)」。 

9. 「Peripheral Category (ペリフェラル カテゴリ)」。ペリフェラル タイプの詳細と実際のカテゴリとし
て示される「その他」タイプを表示します (キャッシュ ドロア、ライン ディスプレイなど)。 

10. 「Peripheral Type (ペリフェラル タイプ)」。ペリフェラルを 4 つのタイプに分類した高度な説明 (ス
キャナ、MSR、プリンタ、その他)。 

11. 「Custom Location (カスタム場所)」。店舗名などを表示できるユーザー入力によるフィールド。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Retail - Peripheral Inventory (リテール - ペリフェラル インベントリ)」レポート 110 

 

 

12. 「Alias Name (エイリアス名)」。ベースユニット デバイスのエイリアスのユーザー入力によるフィ
ールド。 

13. 「Store Number (店番号)」。 

14. 「Driver Version (ドライバー バージョン:)」。 

15. 「Firmware Version (ファームウェア バージョン)」。 

16. 「Peripheral Manufacturing Date (ペリフェラル製造日)」。 

17. 「Country (国)」。 
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「Retail - Peripheral Usage Statistics (リテール - ペリフェ
ラル使用状況統計)」レポート 
「Retail - Peripheral Usage Statistics (リテール - ペリフェラル使用状況統計)」レポートは、登録されたベー
スユニットに接続されたすべての対応するペリフェラルにおける全体的な使用状況の内訳と、プリン
タ、スキャナ、磁気ストライプ リーダーのペリフェラル タイプの詳細な概要を提供します。 

これによりペリフェラルの使用状況を確認および分析でき、より情報に基づいた決定が可能となり、
リテール オペレーションやデバイスの使用状況を改善できます。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「All Peripherals (すべてのペリフェラル)」 

「All Peripherals Summary (すべてのペリフェラル概要)」タブは、デバイスの使用期間において全体の使
用状況が最も高い店舗の概要を表示します。履歴概要で接続されたリテール ペリフェラルが正常に検
出された、正常に検出されなかった数を表示する状態チェックの概要を提供します。すべての店舗に
おける合計稼働時間の概要が月別に表示されます。 

「Printers (プリンタ)」 

「Printers Summary (プリンタ概要)」タブは、印刷した枚数や行数など、レシート プリンタの主要な使
用状況メトリクスを提供します。最初の概要チャートは、使用時間の長い上位 10 のプリンタを表示
し、各プリンタの詳細についてドリルダウンできます。Y 軸は「Printed Lines (印刷した行数)」、X 軸は
プリンタのシリアル番号を示します。 

次の 3つのチャートは、すべてのプリンタにおける主要な使用状況メトリクス別の月別の内訳を表示し
ます。「Total Printed Lines (合計印刷行数)」、「Total Paper Cuts (合計用紙枚数)」、「Total Power-On 

Hours (合計動作時間)」の順にチャートが用意されています。 

「Scanners (スキャナ)」 

「Scanners Summary (スキャナ概要)」タブは、バーコード スキャナの主要な使用状況メトリクスと成功
したスキャンの総数を表示します。最初の概要チャートは、使用時間の長い上位 10 のスキャナを表示
し、各スキャナの詳細についてドリルダウンできます。Y 軸は「Total Good Scans (成功したスキャンの
総数)」、X 軸はスキャナのシリアル番号を示します。 

次の 2 つのチャートは、すべてのスキャナにおける「Total Good Scans (成功したスキャンの総数)」、
「Power-On Hours (稼動時間)」の月別の内訳を表示します。 

「Magnetic Stripe Reader (磁気ストライプ リーダー)」 

「Magnetic Stripe Reader Summary (磁気ストライプ リーダー概要)」タブは、MSR の主要な使用状況メト
リクスと「Total Good Reads (成功した読み取り)」を表示します。最初の概要チャートは、使用時間の長
い上位 10 の MSR を表示し、各 MSR の詳細についてドリルダウンできます。Y 軸は「Total Good Reads 

(成功した読み取り)」、X 軸は MSR のシリアル番号を示します。 

次の 2 つのチャートは、すべての MSR における「Total Good Reads (成功したスキャンの読み取り)」、
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「Power-On Hours (稼動時間)」の月別の内訳を表示します。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、使用状況の情報、モデル詳細、接続されたベースユニットの情報などのペ
リフェラル デバイスの追加情報が表示されます。 

1. 「Base Unit Name (ベースユニット名)」。 

2. 「Base Unit Serial Number (ベースユニット シリアル番号)」。 

3. 「Peripheral Category (ペリフェラル カテゴリ)」。ペリフェラル タイプの詳細と実際のカテゴリとし
て示される「その他」タイプを表示します (キャッシュ ドロア、ライン ディスプレイなど)。 

4. 「Peripheral Serial Number (ペリフェラル シリアル番号)」。 

5. 「Model (モデル)」。 

6. 「Check Health Status (状態ステータスの確認)」。正常に接続されたペリフェラル デバイスのステー
タス。 

7. 「Check Health Status Extended (状態ステータスの高度確認)」。 

8. 「Power-On Hours (稼動時間)」。デバイスの合計稼働時間。 

9. 「Power-On Hours Count Threshold (稼動時間 計算しきい値)」デバイスのしきい値に対する耐用期間
の稼働時間のしきい値。この値はペリフェラルのファームウェアに基づき、IT 管理者により調節可
能です。 

10. 「Paper Cuts (印刷枚数)」。プリンタの印刷枚数の合計。該当しない場合はデバイスに対し「0」と
表示されます。 

11. 「Paper Cut Count Threshold (印刷枚数のしきい値)」。プリンタの耐用期間の印刷枚数のしきい値。
この値はペリフェラルのファームウェアに基づき、IT 管理者により調節可能です。該当しないデバ
イスについては「0」と表示されます。 

12. 「Receipt Lines Printed Count (印刷したレシート行数)」。プリンタに対し印刷したレシート行の総
数。該当しない場合はデバイスに対し「0」と表示されます。 

13. 「Printed Line Threshold (印刷した行数しきい値)」。デバイスのしきい値に対する耐用期間の印刷し
た行数のしきい値。この値はペリフェラルのファームウェアに基づき、IT 管理者により調節可能で
す。該当しないデバイスについては「0」と表示されます。 

14. 「Good Scan Count (成功したスキャンの数)」。スキャナの成功したスキャンの総数。該当しない場
合はデバイスに対し「0」と表示されます。 

15. 「Good Scans Count Threshold (成功したスキャン数のしきい値)」。デバイスのしきい値に対する耐
用期間の成功したスキャン数のしきい値。この値はペリフェラルのファームウェアに基づき、IT 管
理者により調節可能です。該当しないデバイスについては「0」と表示されます。 

16. 「Good Read Count (成功した読み取り数)」。MSR の成功した読み取りの総数。該当しない場合はデ
バイスに対し「0」と表示されます。 

17. 「Good Read Count Threshold (成功した読み取り数のしきい値)」。デバイスのしきい値に対する耐用
期間の成功した読み取り数のしきい値。この値はペリフェラルのファームウェアに基づき、IT 管理
者により調節可能です。該当しないデバイスについては「0」と表示されます。 

18. 「Store Number (店番号)」。 

19. 「Data Collected On (データ収集オン)」。前回使用した日付と詳細がペリフェラルから収集されます。 
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「Incident Resolution (インシデント解決)」レポート 
以下では、「Incident Resolution (インシデント解決)」レポートについて説明します。 

以下に関する情報を提供します。 

• 「Incident Burndown Rate (インシデント解決率)」 (未解決のインシデントの数対解決したインシ
デントの数) 

• 「Average Incident Initial Response Time (平均インシデント初期応答時間)」 (インシデントへの応
答にかかった時間を、週ごとにインシデントのタイプおよびサブタイプで平均化) 

• 「Average Incident Closure Time on a weekly basis (週ごとの平均インシデント解決時間)」 (インシ
デントの解決にかかった時間を、週ごとに選択したインシデントのタイプおよびサブタイプで
平均化) 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

システム生成インシデントのみが含まれます。HP TechPulse のインシデントの統合サービスを通じて
「ServiceNow」で作成されたユーザー エスカレート インシデントは、HP TechPulse プロアクティブ管理
でインシデントがデバイスに割り当てられるまで含まれません。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブには、「Incident Burndown (インシデント解決)」および「Incident Response and 

Closure Time(s) (インシデントの応答および解決時間)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Incident Burndown (インシデント解決)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Number of Incidents (インシデント数)」。 

• 色分け: 「Incident Status (インシデントの状態)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の週から最後の週の順に表示されます。 
 

「Incident Response and Closure Time(s) (インシデントの応答および解決時間)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Average Incident Initial Response Time (平均インシデント初期応答時間)」および「Average 

Incident Closure Time (平均インシデント解決時間)」。 

• 色分け: 「Average Initial Incident Response Time (平均インシデント初期応答時間)」および
「Average Incident Closure Time (平均インシデント解決時間)」。視覚表現は、(左から右に) 最初の週から
最後の週の順に表示されます。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、インシデント、インシデントの解決指標、およびインシデントが発生した
デバイスに関する追加情報が提供されます。 

1. 「Week (週)」。 

2. インシデントに関連付けられているインシデント ID。 

3. 「Type (種類)」。インシデントのタイプ。 

4. 「Subtype (サブタイプ)」。インシデントのサブタイプ。 

5. 「Created On (作成日)」。インシデントが作成された日。 

6. 「Priority (優先度)」。インシデントの優先度。 

7. 「Status (ステータス)」。インシデントの状態。 

8. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

9. 「Device Warranty Details (デバイスの保証状態)」。 

10. 「Initial Incident Response Time (hrs.) (インシデントの初期応答時間 (時間))」。 

11. 「Incident Closure Time (hrs.). (インシデントの解決時間 (時間))」。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Week (週)」(降順)。 

2. 「Type (種類)」(昇順)。 

3. 「Subtype (サブタイプ)」(昇順)。 

4. 「Created On (作成日)」(昇順)。 

5. 「Status (ステータス)」(降順)。 

6. 「Device Serial Number (デバイス シリアル番号)」(昇順)。 
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「Performance - Value Reminder Email (パフォーマンス - 

値リマインダーメール)」レポート 
以下では、「Value Reminder Email (値リマインダーメール)」レポートについて説明します。 

• 「Customer Success Manager (カスタマーサクセスマネージャー)」の役割を持つユーザーが利用
できます。 

• 以下のカテゴリでお客様の会社の週次パフォーマンスの情報を提供します。 

o 「Productivity (生産性)」: 会社の「Productivity (生産性)」スコアは、ユーザーにとって最適な
デバイスエクスペリエンスをもたらすエリアを示します。 

o 「Adoption (導入)」: 会社の「Adoption (導入)」スコアは、登録可能なデバイス数に対し登録済
みデバイス数を示します。 

o 「Device Health (デバイスの状態)」: 会社の「Device Health (デバイスの状態)」スコアは、正常
な状態のデバイスに対し、交換が必要なデバイスを示します。 

o 「Security (セキュリティ)」: 「Security (セキュリティ)」スコアは、正常なデバイスに対し、
セキュリティ問題に対し脆弱なデバイスを示します。 

• TechPulse により追加された値の概要を確認できるリマインダーメールが送信されます。アカウ
ントオーナーと、指定された場合はその他のユーザーに送信されるメールには、最低スコアカ
テゴリの改善方法とその他の詳細を表示するリンクが記載されています。 

• 次のタブが含まれます: 「Productivity (生産性)」、「Security (セキュリティ)」、「Device Health 

(デバイスの状態)」、「Adoption (導入)」、「Recommendations (推奨事項)」。 
 

「Productivity (生産性)」タブ 
「Productivity (生産性)」タブは、生産性の動向と KPI の視覚表現を表示します。会社のスコアを平均的
なお客様と比較した生産性スコアの詳細を提供します。 

「Productivity (生産性)」スコア 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Productivity (生産性)」スコア。 

• 色分け: 現在のお客様 対 平均値 

KPI (Key Performance Indicator) 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Indicator Value (指標値)」。 

• Y 軸: 「Performance Indicator (パフォーマンス指標)」。 
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• 色分け: スコア。 

「Security (セキュリティ)」タブ 
「Security (セキュリティ)」タブは、準拠していないデバイス数、準拠の状態の動向、KPI 視覚表現を表
示します。 

「No. of Devices Not Complaint (準拠していないデバイス数)」と「Compliance Status (準拠の状態)」 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Compliance (準拠)」スコア。 

• 色分け: 現在のお客様 対 平均値 

KPI (Key Performance Indicator) 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Indicator Value (指標値)」。 

• Y 軸: 「Performance Indicator (パフォーマンス指標)」。 

• 色分け: スコア。 

 

「Device Health (デバイスの状態)」タブ 
「Device Health (デバイスの状態)」タブは、状態スコアの動向と状態概要の視覚表現を表示します。 

「Device Health (デバイスの状態)」スコア 

状態動向の視覚表現には以下の情報が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Health (状態)」スコア。 

• 色分け: 現在のお客様 対 平均値 

「Device Health Summary (デバイスの状態の概要)」 

KPI 視覚表現には、状態ステータス別に色分けされた状態のドーナツチャートが含まれます。 

 

「Adoption (導入)」タブ 
「Adoption (導入)」タブは、「Adoption (導入)」スコアと登録済みデバイスの総数の視覚表現を表示し
ます。 

「Adoption (導入)」スコア 

「Adoption (導入)」スコアの視覚表現には以下の情報が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: 「Adoption (導入)」スコア。 
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• 色分け: 現在のお客様 対 平均値 

「Total No. Of Devices Enrolled (登録済みデバイスの総数)」 

「Total No. Of Devices Enrolled (登録済みデバイスの総数)」の視覚表現には、登録ステータス別に色分け
されたデバイスの総数のドーナツチャートが含まれます。 

 

「Recommendations (推奨事項)」タブ 
「Recommendations (推奨事項)」タブは、「Value Reminder Email (値リマインダーメール)」で記された
パフォーマンスカテゴリを改善するためのベストレポート、解決方法、推奨事項を表示します。 
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「Company Security Compliance (会社のセキュリティへ
の準拠)」レポート 
「Company Security Compliance - Monthly Summary (会社のセキュリ
ティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート 
HP TechPulse プロアクティブ管理は、Microsoft Windows オペレーティングシステムと共に登録されたす
べてのウイルス対策およびファイアウォール保護アプリケーションを検出して、ウイルス対策保護お
よびファイアウォール保護の準拠の状態をリアルタイムで監視します。「Company Security Compliance - 

Monthly Summary (会社のセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポートは、会社内のすべてのデバ
イスのウイルス対策およびファイアウォール エンドポイント保護の準拠の状態 (準拠の種類) につい
て、会社全体の月ごとの傾向を提供します。 

これらの準拠の種類はそれぞれに「compliance status (準拠の状態)」があり、以下のように分類されます。 

• 「Compliant (準拠しています)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォール保
護が有効になっています。 

• 「Not Compliant (準拠していません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が無効になっています。 

• 「Not Monitored (監視されていません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が監視されていません。 

これらの準拠の種類にはそれぞれ 2 つの異なる指標があり、最初に個々のデバイスごとに計算され、
次に会社内のすべてのデバイスでまとめられます。 

「Time (hrs) (時間)」。特定の月において、「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠してい
ます)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) について、会
社内のデバイスが費やした時間 (時間単位)。 

• 時間 はそれぞれの「compliance status (準拠の状態)」カテゴリの間隔に基づいて計算されます。
例えば、特定の月において、1 日目の午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効にな
り、同じ 1 日目の午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場合、このデ
バイスの「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリは 0.25 時間です。残りの時間は
「Compliant (準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 時間 (時間単位) は 24 時間の期間に基づいて計算されます。例えば、特定の月において、1 日目
の午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効になり、同じ 1 日目の午前 10:00 にデバイ
スがオフラインになり、3 日目の午前 10:00 にデバイスがオンラインになり、3 日目の午前 

11:00 にウイルス対策保護が有効になった場合、このデバイスの「Not Compliant (準拠していま
せん)」状態カテゴリにいた時間は 1 日目の午前 8:00 から 3 日目の午前 11:00 (49 時間) となり、
残りの時間は「Compliant (準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 5 日間連続してオンラインで表示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで
自動的に「Not Monitored (監視されていません)」に分類されます。 
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「No. of Devices (デバイス数)」。会社内のデバイスが特定の月に「compliance status (準拠の状態)」カテ
ゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視さ
れていません)」) のいずれかにある回数。特定の月に、あるデバイスがすべての準拠の状態カテゴリに
ある場合もあります。例えば、ある月の 1 日の午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効にな
り、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場合、デバイスはその月に
「Compliant (準拠しています)」および「Not Compliant (準拠していません)」の両方の「compliance status 

(準拠の状態)」カテゴリでカウントされます。また、特定の月に同一デバイスがさまざまな準拠の状態
カテゴリを複数回往復した場合、そのデバイスはそれぞれの「compliance status (準拠の状態)」カテゴ
リで 1 回カウントされます。5 日間連続してオンラインで表示されなかったデバイスは、デバイスが 

オンラインになるまで自動的に「Not Monitored (監視されていません)」に分類されます。 

「Company Security Compliance - Monthly Summary (会社のセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レ
ポート 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Endpoint Protection (エンドポイント保護)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、各「Compliance Type (準拠の種類)」 (ウイルス対策保護およびファイア
ウォール保護) の視覚表現が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Time (hrs.) (時間)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の月から最後の月の順に表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、エンドポイント保護のセキュリティへの準拠情報が表形式で表示されます。 

1. 「Month (月)」。 

2. 「Compliance Type (準拠の種類)」。 

3. 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

4. 「No. of Devices (デバイス数)」。会社内のデバイスが特定の月に「compliance status (準拠の状
態)」カテゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not 

Monitored (監視されていません)」) のいずれかにある回数。 

5. 「Total Time (合計時間)」。特定の月において会社内で登録済みとみなされているすべてのデバイ
スにおける合計時間。 

6. 「Time (hrs.) (時間)」。特定の月において、「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠し
ています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) に
ついて、会社内のデバイスが費やした時間。 
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7. 「Time % (時間)」。時間 / 合計時間 (特定の月についての準拠の種類と準拠の状態カテゴリ) 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Month (月)」(昇順)。 

2. 「Compliance Type (準拠の種類)」(昇順)。「Compliance Status (準拠の状態)」(降順)。 
 

「Company Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (会社のセ
キュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート 
HP TechPulse は、Microsoft Windows オペレーティングシステムと共に登録されたすべてのウイルス対策
およびファイアウォール保護アプリケーションを検出して、ウイルス対策保護およびファイアウォー
ル保護の準拠の状態をリアルタイムで監視します。「Company Security Compliance - 24 Hour Summary 

Summary (会社のセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポートは、直近 24 時間において会社内の
すべてのデバイスのウイルス対策およびファイアウォール エンドポイント保護の準拠の状態 (準拠の種
類) について、会社全体の 24 時間の概要を提供します。 

これらの準拠の種類はそれぞれに「compliance status (準拠の状態)」があり、以下のように分類されます。 

• 「Compliant (準拠しています)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォール保
護が有効になっています。 

• 「Not Compliant (準拠していません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が無効になっています。 

• 「Not Monitored (監視されていません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイア
ウォール保護が監視されていません。 

これらの準拠の種類にはそれぞれ 2 つの異なる指標があり、最初に個々のデバイスごとに計算され、
次に会社内のすべてのデバイスでまとめられます。 

「Time (時間)」。それぞれの「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠しています)」、「Not 

Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) について、直近 24 時間に会
社内のデバイスが費やした時間 (時間単位)。 

• 時間 (時間単位) はそれぞれの「compliance status (準拠の状態)」カテゴリの間隔に基づいて計算
されます。例えば、直近 24 時間において、午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効
になり、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場合、このデバイスの
「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリは 0.25 時間です。残りの時間は「Compliant 

(準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 時間 (時間単位) は 24 時間の期間に基づいて計算されます。例えば、直近 24 時間において、午
前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効になり、午前 10:00 にデバイスがオフラインに
なった場合、このデバイスが「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリにあった時間 

(時間単位) は午前 8:00 から翌日午前 0 時 (16時間) とみなされます。残りの時間は「Compliant 

(準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 5 日間連続してオンラインで表示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで
自動的に「Not Monitored (監視されていません)」に分類されます。 
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「No. of Devices (デバイス数)」。会社内のデバイスが特定の月に「compliance status (準拠の状態)」カテ
ゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視さ
れていません)」) のいずれかにある回数。直近 24 時間において、あるデバイスがすべての準拠の状態
カテゴリにある場合もあります。例えば、直近 24 時間において、午前 8:00 にデバイス上でウイルス対
策保護が無効になり、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場合、デバイス
はその月に「Compliant (準拠しています)」および「Not Compliant (準拠していません)」の両方の
「compliance status (準拠の状態)」カテゴリでカウントされます。また、直近 24 時間において、同一デ
バイスがさまざまな準拠の状態カテゴリを複数回往復した場合、そのデバイスはそれぞれの
「compliance status (準拠の状態)」カテゴリで 1 回カウントされます。5 日間連続してオンラインで表示
されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで自動的に「Not Monitored (監視されていま
せん)」に分類されます。 

「Company Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (会社のセキュリティへの準拠 –24 時間の概
要)」レポート: 

• HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

• Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、各「Compliance Type (準拠の種類)」 (ウイルス対策保護およびファイア
ウォール保護) の視覚表現が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

1. X 軸: 「Month (月)」。 

2. Y 軸: 「Time (hrs.) (時間)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

3. 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の月から最後の月の順に表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、エンドポイント保護のセキュリティへの準拠情報が表形式で表示されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Month (月)」。 

3. 「Compliance Type (準拠の種類)」。 

4. 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

5. 「No. of Devices (デバイス数)」。会社内のデバイスが直近 24 時間において、「compliance status 

(準拠の状態)」カテゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していませ
ん)」、「Not Monitored (監視されていません)」) のいずれかにある回数。 

6. 「Total Time (合計時間)」。直近 24 時間において、会社内で登録済みとみなされているすべての
デバイスにおける合計時間。 
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7. 「Time (hrs.) (時間)」。それぞれの「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠していま
す)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) につい
て、直近 24 時間に会社内のデバイスが費やした時間。 

8. 「Time % (時間)」。時間 / 合計時間 (特定の月についての準拠の種類と準拠の状態カテゴリ) 

9. 「No. of Not Compliant Instances (準拠していないインスタンスの数)」。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Compliance Type (準拠の種類)」(昇順)。 

2. 「Compliance Status (準拠の状態)」(降順)。 
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「Device Security Compliance (デバイスのセキュリティ
への準拠)」レポート 
「Device Security Compliance - Monthly Summary (デバイスのセキュリ
ティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート 
HP TechPulse は、Microsoft Windows オペレーティングシステムと共に登録されたすべてのウイルス対策
およびファイアウォール保護アプリケーションを検出して、ウイルス対策保護およびファイアウォー
ル保護の準拠の状態をリアルタイムで監視します。「Device Security Compliance - Monthly Summary (デバ
イスのセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポートは、会社内の各デバイスのウイルス対策およ
びファイアウォール エンドポイント保護の準拠の状態 (準拠の種類) について、会社全体の月ごとの傾
向を提供します。 

これらの準拠の種類はそれぞれに「compliance status (準拠の状態)」があり、以下のように分類され
ます。 

• 「Compliant (準拠しています)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォール
保護が有効になっています。 

• 「Not Compliant (準拠していません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が無効になっています。 

• 「Not Monitored (監視されていません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が監視されていません。 

これらの準拠の種類にはそれぞれ 2 つの異なる指標があり、最初に個々のデバイスごとに計算され、
次に会社内のすべてのデバイスでまとめられます。 

「Time (時間)」。特定の月において、「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠していま
す)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) について、会社
内のデバイスが費やした時間 (時間単位)。 

• 時間 (時間単位) はそれぞれの「compliance status (準拠の状態)」カテゴリの間隔に基づいて計算
されます。例えば、特定の月において、1 日目の午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が
無効になり、同じ 1 日目の午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場
合、このデバイスの「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリは 0.25 時間です。残り
の時間は「Compliant (準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 時間 (時間単位) は 24 時間の期間に基づいて計算されます。例えば、特定の月において、1 日目
の午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効になり、同じ 1 日目の午前 10:00 にデバイ
スがオフラインになり、3 日目の午前 10:00 にデバイスがオンラインになり、3 日目の午前 

11:00 にウイルス対策保護が有効になった場合、このデバイスの「Not Compliant (準拠していま
せん)」状態カテゴリにいた時間は 1 日目の午前 8:00 から 3 日目の午前 11:00 (49 時間) となり、
残りの時間は「Compliant (準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 5 日間連続してオンラインで表示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで
自動的に「Not Monitored (監視されていません)」に分類されます。 
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「No. of Instances (インスタンス数)」。会社内のデバイスが特定の月に「compliance status (準拠の状
態)」カテゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not 

Monitored (監視されていません)」) のいずれかにある回数 (インスタンスの数)。特定の月に、あるデバ
イスがすべての準拠の状態カテゴリにある場合もあります。例えば、ある月の 1 日の午前 8:00 にデバ
イス上でウイルス対策保護が無効になり、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効にな
った場合、デバイスはその月に「Compliant (準拠しています)」および「Not Compliant (準拠していませ
ん)」の両方の「compliance status (準拠の状態)」カテゴリでカウントされます。また、特定の月に同一
デバイスがさまざまな準拠の状態カテゴリを複数回往復した場合、そのデバイスはそれぞれの
「compliance status (準拠の状態)」カテゴリで複数回カウントされます。5 日間連続してオンラインで表
示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで自動的に「Not Monitored (監視されてい
ません)」に分類されます。 

「Device Security Compliance - Monthly Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポ
ート: 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Endpoint Protection (エンドポイント保護)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、各「Compliance Type (準拠の種類)」 (ウイルス対策保護およびファイア
ウォール保護) の視覚表現が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Time (hrs.) (時間)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の月から最後の月の順に表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、エンドポイント保護のセキュリティへの準拠情報が表形式で表示されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Month (月)」。 

3. 「Compliance Type (準拠の種類)」。 

4. 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

5. 「Total Time (合計時間)」。特定の月において会社内で登録済みとみなされているすべてのデバイ
スにおける合計時間。 

6. 「Time (hrs.) (時間)」。特定の月において、「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠し
ています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) に
ついて、会社内のデバイスが費やした時間。 

7. 「Time % (時間)」。時間 / 合計時間 (特定の月についての準拠の種類と準拠の状態カテゴリ) 
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8. 「Number of Not Compliant Instances (準拠していないインスタンスの総数)」。会社内のデバイスが
特定の月に「Not Compliant (準拠していません)」の状態にある回数 (インスタンスの数)。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Month (月)」(昇順)。 

2. 「Compliance Type (準拠の種類)」(昇順)。 

3. 「Compliance Status (準拠の状態)」(降順)。 

4. 「Time % (時間)」(降順)。 

5. 「Number of Not Compliant Instances (準拠していないインスタンスの総数)」(降順)。 

「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
 

「Device Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (デバイスの
セキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート 
HP TechPulse は、Microsoft Windows オペレーティングシステムと共に登録されたすべてのウイルス対策
およびファイアウォール保護アプリケーションを検出して、ウイルス対策保護およびファイアウォー
ル保護の準拠の状態をリアルタイムで監視します。「Device Security Compliance - 24 Hour Summary 

Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポートは、直近 24 時間において会社
内のすべてのデバイスのウイルス対策およびファイアウォール エンドポイント保護の準拠の状態 (準拠
の種類) について、24 時間の概要を提供します。 

これらの準拠の種類はそれぞれに「compliance status (準拠の状態)」があり、以下のように分類され
ます。 

• 「Compliant (準拠しています)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォール
保護が有効になっています。 

• 「Not Compliant (準拠していません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイアウォ
ール保護が無効になっています。 

• 「Not Monitored (監視されていません)」。デバイス上でウイルス対策および/またはファイア
ウォール保護が監視されていません。 

これらの準拠の種類にはそれぞれ 2 つの異なる指標があり、最初に個々のデバイスごとに計算され、
次に会社内のすべてのデバイスでまとめられます。 

「Time (時間)」。それぞれの「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠しています)」、「Not 

Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) について、直近 24 時間に会
社内のデバイスが費やした時間 (時間単位)。 

• 時間 (時間単位) はそれぞれの「compliance status (準拠の状態)」カテゴリの間隔に基づいて計算
されます。例えば、直近 24 時間において、午前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効
になり、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効になった場合、このデバイスの
「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリは 0.25 時間です。残りの時間は「Compliant 

(準拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 
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• 時間 (時間単位) は 24 時間の期間に基づいて計算されます。例えば、直近 24 時間において、午
前 8:00 にデバイス上でウイルス対策保護が無効になり、午前 10:00 にデバイスがオフラインに
なった場合、このデバイスが「Not Compliant (準拠していません)」状態カテゴリにあった時間 

(時間単位) は午前 8:00 から翌日午前 0 時 (16時間) とみなされます。残りの時間は「Compliant (準
拠しています)」状態カテゴリの時間とみなされます。 

• 5 日間連続してオンラインで表示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで
自動的に「Not Monitored (監視されていません)」に分類されます。 

「Number of Instances (インスタンス数)」。会社内のデバイスが特定の月に「compliance status (準拠の
状態)」カテゴリ (「Compliant (準拠しています)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not 

Monitored (監視されていません)」) のいずれかにある回数 (インスタンスの数)。特定の月に、あるデバ
イスがすべての準拠の状態カテゴリにある場合もあります。例えば、ある月の 1 日の午前 8:00 にデバ
イス上でウイルス対策保護が無効になり、午前 8:15 に同一デバイス上でウイルス対策保護が有効にな
った場合、デバイスはその月に「Compliant (準拠しています)」および「Not Compliant (準拠していませ
ん)」の両方の「compliance status (準拠の状態)」カテゴリでカウントされます。また、特定の月に同一
デバイスがさまざまな準拠の状態カテゴリを複数回往復した場合、そのデバイスはそれぞれの
「compliance status (準拠の状態)」カテゴリで複数回カウントされます。5 日間連続してオンラインで表
示されなかったデバイスは、デバイスがオンラインになるまで自動的に「Not Monitored (監視されてい
ません)」に分類されます。 

以下では、「Device Security Compliance - 24 Hour Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –24 時間の
概要)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Antivirus Applications (ウイルス対策アプリケーション)」、「Firewall 

Applications (ファイアウォール アプリケーション)」、「24 Hour Summary (24 時間の概要)」、「Details 

(詳細)」。 
 

「Antivirus Applications (ウイルス対策アプリケーション)」 

月別およびウイルス対策アプリケーション別のデバイス数。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Antivirus Applications (ウイルス対策アプリケーション)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 検出されたデバイス数が最大のウイルス対策アプリケーションから最小のデバイス数の順。 

「Firewall Applications (ファイアウォール アプリケーション)」 

月別およびファイアウォール アプリケーション別のデバイス数。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Firewall Applications (ファイアウォール アプリケーション)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 検出されたデバイス数が最大のファイアウォール アプリケーションから最小のデバイス数
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の順。 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、各「Compliance Type (準拠の種類)」 (ウイルス対策保護およびファイアウ
ォール保護) の視覚表現が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Time (hrs.) (時間)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の月から最後の月の順に表示されます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、エンドポイント保護のセキュリティへの準拠情報が表形式で表示されます。 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Month (月)」。 

• 「Compliance Type (準拠の種類)」。 

• 「Compliance Status (準拠の状態)」。 

• 「Total Time (合計時間)」。直近 24 時間において、会社内で登録済みとみなされているすべての
デバイスにおける合計時間。 

• 「Time (hrs.) (時間)」。それぞれの「compliance status (準拠の状態)」 (「Compliant (準拠していま
す)」、「Not Compliant (準拠していません)」、「Not Monitored (監視されていません)」) につい
て、直近 24 時間に会社内のデバイスが費やした時間。 

• 「Time % (時間)」。時間 / 合計時間 (特定の月についての準拠の種類と準拠の状態カテゴリ) 

• 「Policy Value (ポリシーの値)」。「Policy Value (ポリシーの値)」は、直近 24 時間においてデバ
イスで最後に検出されたウイルス対策およびファイアウォール アプリケーションの名前を示し
ます。 

• 「Number of Not Compliant Instances (準拠していないインスタンスの総数)」。会社内のデバイス
が特定の月に「Not Compliant (準拠していません)」の状態にある回数 (インスタンスの数)。 

 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

• 「Compliance Type (準拠の種類)」(昇順)。 

• 「Compliance Status (準拠の状態)」(降順)。 

• 「Time % (時間)」(降順)。 

• 「Number of Not Compliant Instances (準拠していないインスタンスの総数)」(降順)。 

• 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」
レポート 
「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」レポートは、登録されたデバイスについて、安
全性に疑問があるデバイス、デバイスのパスコード規定への準拠、デバイスの暗号化状態に関する詳
細情報を提供します。 

「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」は以下のように分類されます。 

• 「Compromised (安全性に疑問あり)」。 

• 「Not Compromised (安全性に疑問なし)」。 

• 「Unknown (不明)」。 

• 「N/A (該当なし)」。 

「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」の状態は、各種プラットフォームで以下のよう
に分類されます。 

• Android デバイスは、root 化された場合に「Compromised (安全性に疑問あり)」と分類されま
す。それ以外の場合、デバイスは「Not Compromised (安全性に疑問なし)」と分類されます。 

これは VMWare Workspace ONE と Microsoft Intune の両方に適用されます。 

• iOS デバイスは、ジェイルブレイクした場合に「Compromised (安全性に疑問あり)」と分類され
ます。それ以外の場合、デバイスは「Not Compromised (安全性に疑問なし)」と分類されます。 

これは VMWare Workspace ONE と Microsoft Intune の両方に適用されます。 

• MAC デバイス: 

− VMWare Workspace ONE: これは常に「Not Compromised (安全性に疑問なし)」に設定されます。 

− Microsoft Intune: MAC デバイスはサポートされていないため、「Unknown (不明)」に設定され
ます。 

• Microsoft Windows デバイス: 

− VMWare Workspace ONE で定義された設定の適用失敗に基づいて状態が設定されます。 

− Microsoft Intune: MAC デバイスはサポートされていないため、「Unknown (不明)」に設定され
ます。 

「Passcode Compliance (パスコード規定への準拠)」状態は以下のように分類されます。 

• 「Compliant (準拠しています)」。デバイスは (VMWare Workspace ONE または Microsoft Intune のど
ちらかで設定された) パスコード ポリシーに準拠しています。 

• 「Not Compliant (準拠していません)」。デバイスは (VMWare Workspace ONE または Microsoft 

Intune のどちらかで設定された) パスコード ポリシーに準拠しています。 
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• 「Unknown (不明)」。 

− VMWare Workspace ONE: デバイスはオフラインであるか、VMWare Workspace ONE との通信に
失敗しました。 

− Microsoft Intune: デバイスはオフラインであるか、何らかの理由で Microsoft Intune または 

Azure Active Directory との通信に失敗しました。 

• 「Error (エラー)」。これは Microsoft Intune にのみ適用されます。デバイスは Microsoft Intune ま
たは Azure Active Directory との通信に失敗し、エラーを受信しました。 

• 「Conflict (競合)」。これは Microsoft Intune にのみ適用されます。これは、競合する 2 つ以上の
パスコード ポリシー設定がデ バイスに適用され、競合を解決するため Microsoft Intune を利用で
きないことを示します。 

「Passcode Compliance (パスコード規定への準拠)」状態は、どのプラットフォームでも VMWare 

Workspace ONE と Microsoft Intune の両方で同様に機能します。 

「Device Encryption (デバイスの暗号化)」は以下のように分類されます。 

• 「Encrypted (暗号化)」。デバイスは暗号化されています。 

• 「Not Encrypted (暗号化なし)」。デバイスは暗号化されていません。 

「Device Encryption (デバイスの暗号化)」状態は、どのプラットフォームでも VMWare Workspace ONE と 

Microsoft Intune の両方で同様に機能します。 

以下では、「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブは、登録されたデバイスについて、安全性に疑問があるデバイス、パスコード
規定への準拠、デバイスの暗号化状態に関する視覚表現が含まれています。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスおよび安全性に疑問があるデバイスの状態に関する追加のデータ
属性が表形式で提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Enrolled Date (登録日)」。HP TechPulse でデバイスが登録された日付。 

3. 「Country (国)」。地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国。 

4. 「Compromised (安全性に疑問あり)」。安全性に疑問があるデバイスの状態。 

5. 「Passcode (パスコード)」。パスコード規定への準拠の状態。 

6. 「Encryption (暗号化)」。デバイスの暗号化の状態。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」レポート  131 

 

 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」 (昇順)。 
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「Lost Device Protection (紛失したデバイスの保護)」レ
ポート 
「Lost Device Protection – Details (紛失したデバイスの保護 – 詳細)」レ
ポート 
以下では、「Lost Device Protection – Details (紛失したデバイスの保護 – 詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. デバイスで開始されたデバイス消去操作に関する情報を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

4. VMWare Workspace ONE でのみ利用できます。 

次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

「Summary (概要)」タブ 

デバイス消去操作および月別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Number of Operations (操作数)」(デバイス消去操作の回数)。 

• 色分け: 「Wipe operations (消去操作)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 「Month (月)」 (昇順)。 
 

「Details (詳細)」タブ 

1. 「Details (詳細)」タブでは、デバイスおよびデバイス消去操作に関する追加のデータ属性が表形
式で提供されます。 

2. 「Month (月)」。デバイス消去操作が開始された月。 

3. 「Date Initiated (開始日)」。デバイス消去操作が開始された日付と時刻。 

4. 「Date Completed (完了日)」。デバイス消去操作が完了した日付と時刻。 

5. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

6. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

7. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

8. 「Operation (操作)」。これは「Wipe (消去)」に設定されています。 

9. 「Status (ステータス)」。デバイス消去操作が正常に完了したかどうかを示します。 
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10. 「Duration (期間) (分)」。「Date Completed (完了日)」 – 「Date Initiated (開始日)」(分単位)。デバイ
ス消去操作が完了していない場合、「Duration (期間) (分)」は「Current Date (現在日時)」 – 「Date 

Initiated (開始日)」で計算されます。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Month (月)」(降順)。 

2. 「Date Initiated (開始日)」(昇順)。 
 

「Lost Device Protection – Top Devices (紛失したデバイスの保護 – 上位
デバイス)」レポート 
以下では、「Lost Device Protection – Details (紛失したデバイスの保護 – 詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. 消去操作を行った回数が最大のデバイスに関する情報を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

4. VMWare Workspace ONE でのみ利用できます。以下のタブが含まれます。 

「Top Devices (上位デバイス)」。 

「Top Devices (上位デバイス)」タブ 

デバイス消去操作を行った回数が最大のデバイス。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Name (デバイス名)」および「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Number of Operations (操作数)」(デバイス消去操作の回数)。 

• 色分け: 「Wipe operations (消去操作)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

1. デバイス消去操作を行った回数が最大の「Device Name (デバイス名)」。 

2. 「Month (月)」(降順)。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、デバイスおよびデバイス消去操作に関する追加のデータ属性が表形式で提
供されます。 

1. 「Month (月)」。デバイス消去操作が開始された月。 

2. 「Date Initiated (開始日)」。デバイス消去操作が開始された日付と時刻。 

3. 「Date Completed (完了日)」。デバイス消去操作が完了した日付と時刻。 

4. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

5. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

6. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 
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7. 「Operation (操作)」。これは「Wipe (消去)」に設定されています。 

8. 「Status (ステータス)」。デバイス消去操作が正常に完了したかどうかを示します。 

9. 「Duration (期間) (分)」。「Date Completed (完了日)」 – 「Date Initiated (開始日)」(分単位)。デバイ
ス消去操作が完了していない場合、「Duration (期間) (分)」は「Current Date (現在日時)」 – 「Date 

Initiated (開始日)」で計算されます。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Month (月)」(降順)。 

2. 「Date Initiated (開始日)」(昇順)。 
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「Non-Reporting Devices (レポートしないデバイス)」レ
ポート 
デバイス上の HP TechPulse ソフトウェアは、定期的に HP TechPulse プロアクティブ管理ポータルと通信
して、デバイス上で正常に動作していることを通知します。最終表示状態は、デバイスが HP TechPulse 

プロアクティブ管理ポータルと最後に正常に通信したタイムスタンプです。以下では、「Non-

Reporting Devices (レポートしないデバイス)」レポートについて説明します。 

1. HP TechPulse プロアクティブ管理内の最終確認状態ごとに、デバイスのハードウェアインベント
リを提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS、Chrome Enterprise OS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用でき
ます。注: macOS は HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用
できます。 

4. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
以下のように分類される最終表示状態別のデバイス数。 

• 「Today (今日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 24 時間以内です。 

• 「Yesterday (昨日)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は昨日です。 

• 「This week (今週)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は今週です。 

• 「1 week ago (1 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 1 週間より前です。 

• 「2 week ago (2 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 2 週間より前です。 

• 「3 week ago (3 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 週間より前です。 

• 「4 week ago (4 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 4 週間より前です。 

• 「5 week ago (5 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 5 週間より前です。 

• 「6 week ago (6 週間より前)」。HP TechPulseによるデバイスの最終表示は 6 週間より前です。 

• 「7 week ago (7 週間より前)」。HP TechPulseによるデバイスの最終表示は 7 週間より前です。 

• 「8 week ago (8 週間より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 8 週間より前です。 

• 「3 months ago (3 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 3 か月より前です。 

• 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。HP TechPulseによるデバイスの最終表示は 4 ～ 6 か月前です。 

• 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。HP TechPulse によるデバイスの最終表示は 6 か月よ
り前です。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、デバイスに関する追加のデータ属性が最終表示状態とともに提供されます。 

1. 「Last Seen (最終表示)」。最終表示状態カテゴリ。 

2. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名をクリックすると、デバイスの詳細
ページに移動できます。 

3. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

4. 「Device Type (デバイスの種類)」。デバイスのタイプ。 

5. 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。デバイスの製造元。 

6. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

7. 「Device Enrolled Date (デバイスの登録日)」。HP TechPulse でデバイスが登録された日付。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Last Seen (最終表示)」(降順)。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
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「Sure Click Advanced Security (Sure Click Advanced セキュ
リティ)」レポート 
以下では、「Sure Click Advanced Security (Sure Click Advanced セキュリティ)」レポートについて説明し
ます。 

• HP プロアクティブセキュリティ サービスでのみ利用可能です。 

• デバイスの保護状態および HP アイソレーション技術ソフトウェアにより検出された脅威に関
する情報を提供します。HP プロアクティブセキュリティ サービスの登録者は、HP アイソレー
ション技術を活用して、Windows 10 デバイス上で広範な Web ベースおよびファイルベースの
脅威に対処できます。 

• マネージドデバイスで HP Sure Click ソフトウェアの詳細なステータスを提供し、保護が有効化
されていないデバイスを識別し、マルウェアベースの攻撃リスクにさらされているデバイスを
特定します。 

• 企業全体で脅威分離のイベントに対し広範な保護メトリクスに関する情報を提供します。 

• 次のタブが含まれます: 「Devices (デバイス)」、「Users (ユーザー)」、「Threats (脅威)」、
「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」、「Threat Protection Details (脅威保護の 

詳細)」。 

 

「Devices (デバイス)」タブ 
「Devices (デバイス)」タブでは、HP アイソレーション技術がデプロイされているデバイスの内訳と詳
細な保護状態が表示されます。 

 
「Client Status (クライアントステータス)」 

デバイスは、保護状態 (「Protected (保護されています)」/「Not Protected (保護されていません)」) に基 

づいてこの視覚表現で分類され、デバイスが保護されていない理由を確認できるドリルダウン オプ 

ションも用意されています。この視覚表現のビューをクリックして各カテゴリのデバイスの詳細を確認
できます。 

 
「Disabled Clients – Protection Gap by Length of Time (無効のクライアント – 期間別の保護ギ
ャップ)」 

この視覚表現により、HP Sure Click 保護が無効になっているデバイスをその期間別に確認できます。こ
れにより IT デバイス マネージャーは、最も迅速に修正が必要なデバイスを識別できます。 

「Most Impacted Devices by Prevented Threats (防止済み脅威別最も影響を受けたデバイス)」 

この視覚表現では、最も脅威分離のイベントが発生したデバイスのリストが表示されます。これによ
りお客様は、スピア フィッシングの標的となる可能性があるもの、または不明な添付ファイルの安全
な取り扱いに関するトレーニングが必要とされるものが確認できます。 
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「Users (ユーザー)」タブ 
「Users (ユーザー)」タブは「Most at Risk Users by Prevented Threats (防止済み脅威別最もリスクのある
ユーザー)」の視覚表現を表示します。 

 

「Most at Risk Users by Prevented Threats (防止済み脅威別最もリスクのあるユーザー)」 

この視覚表現では、最も脅威分離イベントが発生したデバイスを識別でき、閲覧やファイルを操作、
またはスピア フィッシングやその他のカスタマイズされた攻撃により、脅威の主な標的となっている
ユーザーを識別できます。 
 

「Threats (脅威)」タブ 
「Threats (脅威)」タブは、経時的に検出されたアクティビティと影響を受けたアプリケーションに基づ
いて脅威を識別します。チャートセクションでは、指定したカテゴリに合わせて脅威の詳細をクリッ
クして確認できます。 

 

「Prevented Threats by Source (ソース別防止済み脅威)」 

この視覚表現では、脅威が実行を試みたアプリケーションが表示されます。これには、一般的なアプ
リケーションが含まれ、Google Chrome や Internet Explorer といったブラウザを使用してダウンロードし
たファイル、Microsoft Office アプリケーション、Acrobat Reader などで開いたファイルも含まれます。 

「Threats Over Time (経時的な脅威)」 

この視覚表現では、経時的に分類された脅威アクティビティの時間ベースのビューが表示されます。 

 

「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ 
「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブは、HP アイソレーション技術エージェントが
インストールされたデバイスの追加情報を表示し、リスクのあるデバイスを識別する、または保護
が中断された理由を診断するために使用されます。 

1. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスが前回データを HP TechPulse コントローラーに送信した日。 

2. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

3. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

4. 「Device State (デバイスの状態)」。「Protected (保護されています)」/「Not Protected (保護されて
いません)」。 

5. 「Reason (理由)」。「Protection status (保護の状態)」カテゴリ。状態が「RUNNING (実行中)」の場
合、「Management Actions (管理アクション)」列で詳細を確認してください。 

6. 「Last Disabled Date (最終無効化日)」。クライアントが無効化、またはデバイスからアンインスト
ールされた日 (該当する場合)。 

7. 「Total Threats Occurred (発生した脅威の合計)」。保護が有効化され、検出された脅威の数。 
8. 「Management Actions (管理アクション)」。エラーが保護の状態で検出された場合、この列には 

Sure Click Advanced ナレッジベースへの Web サイトリンクが含まれる場合があり、問題の診断とト
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ラブルシューティングの手順が提供されます。 

「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ 
「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブでは、お客様の環境全体において分離した脅威イ
ベントに関する情報が表示されます。これには、コンテンツ ファイルの名前とパス、日時、デバイ
スのユーザーが含まれます。 

1. 「Date Occurred (発生日)」。脅威アクティビティ イベントの発生日。 

2. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

3. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

4. 「File hash (ファイルハッシュ)」。脅威イベントをトリガーしたファイルの一意のファイルハッシ
ュ。これはお客様が使用でき、ウイルス対策ブラックリストに追加して、Sure Click Advanced を利
用していないデバイスもこの脅威タイプから保護できるようにするものです。 

5. 「Details (詳細)」タブ。Sure Click Advanced は脅威バンドルを表示できる機能サポートが追加され
ました。このレポートは、確認された脅威、カテゴリ、重大度、マルウェアファミリー、MITRE 

ATT&CK™ フレームワーク手法 (および防御方法) のサマリーを表示します。 

6. 「Application (アプリケーション)」。悪意のあるアクティビティが識別されたアプリケーション。 

7. 「Affected Resource (影響を受けたリソース)」。悪意のあるコンテンツが識別されたファイル名ま
たは Web サイト アドレス。 
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「Sure Start System Integrity (Sure Start システム整合
性)」レポート 
「Sure Start System Integrity (Sure Start システム整合性)」レポートにより IT 管理者は HP Sure Start により
検出された PC BIOS およびファームウェア破損イベントを確認できます。この情報により、PC ファーム
ウェアに対する低レベルのマルウェア攻撃やマルウェア以外のその他の BIOS 破損イベントが確認でき
ます。 

• レポートは、HP Sure Start をサポートする HP デバイスで利用可能です。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブでは、HP アイソレーション技術がデプロイされているデバイスの内訳と詳細
な保護状態が表示されます。 

「Unauthorized Sure Start Firmware Changes (許可されていない Sure Start ファームウェアの
変更)」 

このチャートは、通常の BIOS またはファームウェア メンテナンス アクティビティを示していない 

HP Sure Start により検出されたファームウェアに対する変更の内訳を表示します。BIOS 破損、マル
ウェア イベント、BIOS 更新失敗を招くおそれがあります。 

「Activity Over Time (経時的なアクティビティ)」 

この視覚表現は、検出されたファームウェア変更、リカバリ アクティビティといった Sure Start アク
ティビティを時間ベースで表示します。 

「Most Impacted Devices (最も影響を受けたデバイス)」 

このチャートは、ファームウェア破損および修復イベントの多いデバイスのリストを表示します。 

「High-Severity Events (高い重大度のイベント)」 

この視覚表現は、HP のハードウェア サポート チームの注意が必要な可能性のある、重大なファーム
ウェア破損イベントのリストを表示します。 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、Sure Start イベントの詳細なリストを表示します。これには影響を受けたデバ
イスおよびイベント タイプが含まれます。 

1. 「Event date/time (イベントの日付/時刻)」。イベントが発生した時間です。 

2. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。 

3. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。デバイス名のハイパーリンクをク
リックすると、デバイスの詳細ページに移動できます。 
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4. 「Source. (ソース)」。Sure Start イベント ソース (コンポーネント) 番号を識別します。 

5. 「Event ID (イベント ID)」。イベント番号を表示します。ハードウェア チームが問題を解決するの
に役立ちます。 

6. 「Event Type (イベントの種類)」。イベントが問題の検出または修復の発生を示しているか識別し
ます。 

7. 「Event Text (イベント テキスト)」。これは、検出されたアクティビティの説明です。 
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「Sure Recover Activity (Sure Recover アクティビティ)」
レポート 
「Sure Recover Activity (Sure Recover アクティビティ)」レポートは、Sure Recover イメージ復元イベント
に関する統合された会社全体の可視性を提供します。 

• レポートは、HP Sure Recover をサポートする HP デバイスで利用可能です。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、会社内の最近の Sure Recover アクティビティの内訳が表示されます。 

「Recovery Events by Type (種類別リカバリ イベント)」 

このチャートは、リカバリの開始、完了、失敗別に分類されたイメージ リカバリ イベントの内訳を表
示します。失敗したイベントは、イメージ リカバリの試行失敗を示す場合があります。リカバリ失敗
のイベントは、さまざまな理由により発生する場合があります。具体的には、以下の通りです。 

• リカバリがユーザーにより中断された 

• 完了前にデバイスの電源がオフにされたか、切断された 

• リカバリイメージに問題が発生した 

• リカバリイメージのダウンロードに問題が発生した 

ただし、イメージが操作可能な状態に復元され、デバイスが HP TechPulse に再登録されると、失敗イベ
ントはレポートに表示される場合があります。そのため、Sure Recover のカウントが開始し、Sure 

Recover 完了/失敗イベントが一致しない場合があります。 

「Activity Over Time (経時的なアクティビティ)」 

視覚表現は Sure Recover アクティビティを時系列で表示します。 

「Recent Recovery Activity (最近のリカバリ アクティビティ)」 

この表は、会社の最近検出された Sure Recover アクティビティを表示します。 

「Details (詳細)」タブ 
1. 「Details (詳細)」タブは、Sure Recover イベントの詳細なリストを表示します。これには影響を受

けたデバイスおよびイベント タイプが含まれます。 

2. 「Event date/time (イベントの日付/時刻)」。イベントが発生した時間です。 

3. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。 

4. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。デバイス名をクリックすると、デ
バイスの詳細ページに移動できます。 

5. 「Last seen date (最終確認日)」。デバイスが最近 TechPulse 分析システムに接続された日。 
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6. 「Event Type (イベントの種類)」。イベントの種類を示します (「recovery initiated (最近実行)」、
「completed (完了)」など)。 

7. 「Event Text (イベントテキスト)」。イベントの説明です。 

8. 「Recovery trigger (リカバリ トリガー)」。リカバリが PC により自動的に、またはエンドユーザー
により実行かれたか示します。 

9. 「Recovery source (リカバリソース)」。リカバリイメージの場所を示します。 

10. 「Error code (エラーコード)」。リカバリ プロセスにより生成された診断コードです (該当する
場合)。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Sure Recover Settings (Sure Recover 設定)」レポート  144 

 

 

 

「Sure Recover Settings (Sure Recover 設定)」レポート 
「Sure Recover Settings (Sure Recover 設定)」レポートは、PC イメージリカバリの会社全体のビューを提
供して対象範囲の差異を識別する、または OS 破損イベント後のエンドユーザー ダウンタイムを減らす
機会を提供します。 

• レポートは、HP Sure Recover をサポートする HP デバイスで利用可能です。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

「Summary (概要)」タブ 
「Summary (概要)」タブでは、「Sure Recover Status (Sure Recover ステータス)」チャートが表示されます。 

「Sure Recover Status (Sure Recover ステータス)」 

このチャートは、デバイスが Sure Recover をサポートする視覚表現を表示し、リモート管理により有効
化されているか示します。チャートのセクションをクリックしてカテゴリに合わせてデバイスの詳細
なリストを表示できます。 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、組織の Sure Recover 設定の詳細なリストを表示します。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。デバイス名のハイパーリンクをク
リックすると、デバイスの詳細ページに移動できます。 

3. 「Sure Recover Enabled. (Sure Recover の有効化)」。Sure Recover がデバイスで有効になっている
か、デバイスによりサポートされていないか示します。 

4. 「Recovery Settings Management (リカバリ設定管理)」。デバイスが Sure Recover をサポートして
いる場合、このフィールドは、リモート リカバリ設定管理がデバイスで有効になっているか示
します。 

5. 「Custom Recovery Agent (カスタム リカバリ エージェント)」。Sure Run をサポートしているデ
バイスについて、このフィールドは、イメージ リカバリ タスクの実行に使用されるカスタム 

イメージ リカバリ エージェントが有効になっているか示します。 

6. 「Recovery Agent Location (リカバリエージェントの場所)」。カスタム イメージ リカバリ エー
ジェントが有効になっているデバイスについて、デバイスがカスタム エージェントを検出し
た場所を示します。 

7. 「Custom OS Recovery Image (カスタム OS リカバリイメージ)」。Sure Recover 機能が HP Sure Recover 

Web ベースイメージを使用するか、カスタマー定義の場所が構成されているか示します。 

8. 「Recovery Image Location (リカバリイメージの場所)」。リカバリ イメージの場所を示します (構成
されている場合)。 
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9. 「Download Driver DVD Image (ドライバー DVD イメージのダウンロード)」。Sure Recover は HP ドラ
イバー DVD イメージをダウンロードし、OS リイメージ プロセス時に HP ドライバーをインストー
ルするか設定します。 

10. 「Frequency (頻度)」。定期的にシステムを自動的にリイメージするよう Sure Recover を構成でき
ます。定期的、自動リイメージングについてデバイスで構成された設定を表示します。 

11. 「Device Last seen date (デバイス最終確認日)」。デバイスが最近 TechPulse 分析システムに接続さ
れた日。 
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「Sure Sense Advanced Security (Sure Sense Advanced セ
キュリティ)」レポート 
以下では、「HP Sure Sense Advanced Security (HP Sure Sense Advanced Security セキュリティ)」レポートに
ついて説明します。 

• HP プロアクティブセキュリティ サービスでのみ利用可能です。 

• デバイスの保護状態および HP Sure Sense Advanced ディープラーニングマルウェア対策エージェ
ントにより検出された脅威に関する情報を提供します。HP プロアクティブセキュリティ サービ
スの登録者は、Windows 10、Mac、Android デバイス上で強力で広範なエンドポイント保護を利
用できます。 

• マネージドデバイスで HP Sure Sense Advanced ソフトウェアの詳細なステータスを提供し、保護
が有効化されていないデバイスを識別し、マルウェアの攻撃リスクにさらされているデバイス
を特定します。 

• 企業全体で脅威防止のイベントに対し広範な保護メトリクスに関する情報を提供します。 

• 次のタブが含まれます: 「Devices (デバイス)」、「Threats (脅威)」、「Device Protection Details (デ
バイス保護の詳細)」、「Event (イベント)」、「File Protection Details (ファイル保護の詳細)」。 

「Devices (デバイス)」タブ 
「Devices (デバイス)」タブでは、HP Sure Sense Advanced がデプロイされているデバイスの内訳と詳細な
保護状態が表示されます。 

「Client Status (クライアントステータス)」 

デバイスは、保護状態 (「Not Installed (インストールされていません)」/「Protected (保護されています)」
/「Not Protected (保護されていません)」) に基づいてこの視覚表現で分類され、デバイスが保護されて
いない理由を確認できるドリルダウン オプションも用意されています。この視覚表現のビューをク 

リックして各カテゴリのデバイスの詳細を確認できます。 

「Devices by OS (OS 別デバイス)」 

この視覚表現では、Sure Sense Advanced がデプロイされている保護されているデバイスの詳細がオペ
レーティングシステム別に表示されます。 

「Disabled Clients – Protection Gap by Length of Time (無効のクライアント – 期間別の保護ギ
ャップ)」 

この視覚表現により、HP Sure Sense Advanced が稼動していたが、無効になっているデバイスをその期
間別に確認できます。チャートは、保護が長時間無効になっているデバイスを表示します。 

「Threats (脅威)」タブ 
「Threats (脅威)」タブは、経時的に検出されたアクティビティと影響を受けたアプリケーションに基づ
いて脅威を識別します。チャートセクションでは、指定したカテゴリに合わせて脅威の詳細をクリッ
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クして確認できます。 

「Threats by Deep Classification (ディープ分類別脅威)」 

このチャートは、タイプ別に環境で確認された脅威を分類します (例: スパイウェア、トロイの木馬、
ランサムウェアなど)。 

「Most at Risk Users by Prevented Threats (防止済み脅威別最もリスクのあるユーザー)」 

このチャートは、最もリスクの高度な脅威が検出されたデバイスを表示します。 

「Threats Over Time (経時的な脅威)」 

この視覚表現では、経時的に分類された脅威アクティビティの時間ベースのビューが表示されます。
脅威アクティビティのグラフは、広範なマルウェア攻撃が組織に対し行われたことを示します。 

「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ 
「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブは、登録されたデバイスの HP Sure Sense 

Advanced 保護状態に関する詳細を表示し、リスクのあるデバイスを識別する、または保護が中断され
た理由を診断するために使用されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

3. 「Device Last Seen (デバイスの最終表示)」。デバイスが前回データを HP TechPulse コントローラー
に送信した日。 

4. 「Protection State (保護状態)」。「Protected (保護されています)」、「Not Installed (インストール
されていません)」、「Not Protected (保護されていません)」 

5. 「DI Policy Name (DI ポリシー名)」。これはデバイスに適用されている保護ポリシーの名前です。 

「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ 
「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブでは、お客様の環境全体において HP Sure Sense 

Advanced によりブロックされた脅威に関する情報が表示されます。これには、コンテンツ ファイルの
名前とパス、日時、マルウェアディープ分類が含まれます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

3. 「Threat Date (脅威の発生日)」。脅威アクティビティ イベントの発生日。 

4. 「Threat Deep Classification (脅威ディープ分類)」。ディープラーニングエンジンにより検出された
マルウェアの分類されたタイプ (トロイの木馬、潜在的に迷惑なアプリケーション (PUA)、スパイ
ウェアなど)。 

5. 「Threat Severity (脅威の重大度)」。悪意のあるファイルの評価されたリスクレベル。 
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6. 「Filename (ファイル名)」。悪意のあるコンテンツが識別されたファイル名または Web サイトア
ドレス。 

7. 「File hash (ファイルハッシュ)」。脅威イベントをトリガーしたファイルの一意のファイルハッ 

シュ。これはお客様が使用でき、従来のウイルス対策ブラックリストにする、または害のないイ
ベントもしくは誤検知の場合は、マルウェア対策スキャンやブロックから除外できるものです。 

8. 「Action Taken (実行されたアクション)」。これには 2 種類のアクションがあります。「Prevented 

(防止済み)」または「Detected (検出済み)」。「Prevented (防止済み)」は、ファイルがブロックさ
れ、可能な場合は隔離されていることを意味します。AI エンジンは、悪意のある、または動作が
ターゲットデバイスを侵害するものとみなされた脅威を自動的にブロックします。「Detected (検
出済み)」イベントは、動作が通常とは異なるが悪意のあるものではないと思われるファイルに対
する警告イベントです。例として、BitTorrent といった PUA (潜在的に迷惑なアプリケーション)、
特定の IT システムユーティリティ、通常とは異なるアクションを実行するものなどが含まれま
す。悪意のあるプログラムでないとみなされた場合、「Detected (検出済み)」警告が生成されま
す。お客様は、「Detected (検出済み)」イベントアクティビティを確認して、追加のアクションが
必要か判定することができます。 

9. 「Device Last Seen (デバイスの最終表示)」。デバイスが最近 TechPulse コントローラーに接続され
た日。 
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「Driver Inventory (ドライバーインベントリ)」レポート 
「Driver Inventory (ドライバーインベントリ)」レポートは、登録されたデバイスの詳細なドライバー
情報を提供します。以下では、「Driver Inventory (ドライバーインベントリ)」レポートについて説明
します。 

• HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

• Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

• HP および HP 以外のデバイスについて、署名済みハードウェア ドライバーの情報を提供します。 

• HP 署名済みドライバーについてのみ、古いドライバーの情報を提供します。「Driver Status (ド
ライバーの状態)」は以下のように分類されます。 

− 「Outdated (古い)」。HP デバイスに搭載された HP ドライバーのバージョンは、HP が提供す
る最新のドライバーのバージョンよりも古いものです。 

− 「Updated (最新)」。HP デバイスに搭載された HP ドライバーのバージョンは、HP が提供す
る最新のドライバーのバージョンと同じです。 

− 「Unknown (不明)」。HP ドライバーのバージョンが古いものか最新のものかを判定できま
せん。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Drivers (ドライバー)」、「Drivers Table (ドライ
バー表)」、「Details (詳細)」。 

 

「Summary (概要)」タブ 
円グラフは以下を表示します。 

• 「Updated (最新)」、「Outdated (古い)」、「Unknown (不明)」として分類されるドライバーの相
対的な数。 

• 「Critical (重大)」、「Recommended (推奨)」、「Routine (ルーティン)」として分類される「Outdated 

Drivers (古いドライバー)」の相対的な数。 

「Summary (概要)」チャートには以下が含まれます。 

• 「Driver Status (ドライバーの状態)」: 状態別のドライバーの相対的な数 (「Updated (最新)」、
「Outdated (古い)」、「Unknown (不明)」)。 

• 「Outdated Drivers by Criticality (重要度別の古いドライバー)」: 重要度 (「Critical (重大)」、
「Recommended (推奨)」、「Routine (ルーティン)」) 別のドライバーの相対的な数。HP ドライ
バーのみ。 
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「Drivers (ドライバー)」タブ 
「Drivers (ドライバー)」タブ – 「DRIVERS BY MODEL (モデル別ドライバー)」 

デバイスモデルおよびドライバーの状態別のデバイス数。 

• 「Updated (最新)」 - デバイスのすべてのドライバーが「Updated (最新)」の場合、デバイスは
「Updated (最新)」に分類されます。 

• 「Outdated (古い)」 - デバイスの 1 つ以上のドライバーが「Outdated (古い)」の場合、デバイス
は「Outdated (古い)」に分類されます。 

• 「Unknown (不明)」 - デバイスのすべてのドライバーが「Unknown (不明)」または状態が確認で
きない場合、デバイスは「Unknown (不明)」に分類されます。 

数が最大のデバイスで「Device Model (デバイスモデル)」別に分類されます。 
 

「Drivers Table (ドライバーの表)」タブ 
「Drivers Table (ドライバーの表)」タブには次の列が次の順で含まれます。 

1. 「Device Model (デバイスモデル)」 

2. 「Driver Name (ドライバー名)」 

3. 「Version (driver version) (バージョン (ドライバーバージョン))」 

4. 「Criticality (重要度)」 

5. 「Status (状態)」 

6. 「Number of Devices (デバイス数)」 (モデル、ドライバー名、バージョン、重要度別デバイス数) 

7. 数が最大のデバイスで「Device Model (デバイスモデル)」別に分類されます。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブには次のフィールドが次の順で含まれます。 

1. 「Serial Number (シリアル番号)」 (3 昇順) 

2. 「Device Name (デバイス名)」 

3. 「Device Type (デバイスの種類)」 

4. 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」(非表示) 

5. 「Device Model (デバイスモデル)」 

6. 「Manufacture Date (製造日)」(非表示) 

7. 「Device Platform ID (デバイス プラットフォーム ID)」(非表示) 

8. 「Operating System (オペレーティングシステム)」 

9. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」 

10. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」 

11. 「Operating System Type (32 vs 64 bit) (オペレーティングシステムの種類)」(非表示) 

12. 「Driver Status (Outdated, Updated, Unknown) (ドライバーの状態 (古い、最新、不明))」(order by 1) 

13. 「Order by Outdated first followed by Updated followed by Unknown (古い、最新、不明の順)」 

14. 「Driver Category (ドライバー カテゴリ)」 

15. 「Driver Name (ドライバー名)」(4 昇順) 

16. 「Installed Driver Version (インストールされたドライバーのバージョン)」 

17. 「Latest Driver Version (最新のドライバーのバージョン)」 

18. 「Latest Driver Release Date (最新のドライバーのリリース日)」 

19. 「Driver Criticality (ドライバーの重要度)」 (「Critical (重大)」、「Recommended (推奨)」、「Routine 

(ルーティン)」の順で表示) 

20. 「Latest Available Driver Release Notes (利用可能な最新ドライバーのリリースノート)」 

21. 「Softpaq Number (Softpaq 番号)」。最新ドライバーバージョンのダウンロードリンク。 

 
「Filter By (次によりフィルター)」: 

• 「Driver Status (ドライバーの状態)」 

• 「Driver Criticality (ドライバーの重要度)」 

• 「Device Model (デバイスモデル)」 
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「Software Catalog Compliance (ソフトウェアカタログへ
の準拠)」レポート 
以下では、「Software Catalog Compliance (ソフトウェアカタログへの準拠)」レポートについて説明し
ます。 

1. VMWare Workspace ONE および/または Microsoft Intune からデバイスに公開された、ソフトウェアア
プリケーションの準拠の状態に関する情報を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS iOS、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。次の
タブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

ソフトウェアアプリケーションの準拠の状態は以下のように分類されます。 

• 「Installed (インストール済み)」。ソフトウェアアプリケーションはデバイスに正常にインスト
ールされています。 

• 「Pending (保留中)」。ソフトウェアアプリケーションは保留中です。VMWare Workspace ONE 

は、ソフトウェアアプリケーションがデバイスにインストールされるまで、ソフトウェアアプ
リケーションをデバイスに 5 回発行しようとします。この状態の間、ステータスは「Pending 

(保留中)」と呼ばれます。 

• 「Not Installed (未インストール)」。ソフトウェアアプリケーションは、5 回の試行の後、デバ
イスに正常にインストールされていません。 

• 「Failed (失敗)」。VMWare Workspace ONE はデバイスと通信できますが、デバイスの何らかの制
限のため、ソフトウェアアプリケーションのインストールは失敗しました。 

• 「Uninstall Failed (アンインストールに失敗)」。 

• 「Error (エラー)」。 

• 「Not Applicable (該当なし)」。 

• 「Removed (取り外し済み)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 
ソフトウェアアプリケーション名および状態別のデバイス数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」 

• 色分け: 「Status (ステータス)」。 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、デバイス、ソフトウェアアプリケーション、およびそれらのコンプライアン
スに関する追加情報が表形式で提供されます。 

1. 「Status (ステータス)」。 

2. 「Type (種類)」。ソフトウェアアプリケーションのタイプ。 

− VMWare Workspace ONE の場合、「Mandatory (必須)」または「Optional (オプション)」の値を
取ることができます。 

o 「Mandatory (必須)」。デバイス上でソフトウェアアプリケーションは必須です。 

o 「Optional (オプション)」。デバイス上でソフトウェアアプリケーションはオプション
です。 

− Microsoft Intune の場合、「N/A (該当なし)」の値を取ることができます。 

o 「N/A (該当なし)」。Microsoft Intune は、タイプによるソフトウェアアプリケーションの
分類をサポートしていません。 

3. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアアプリケーションのわかりやすい名前。 

4. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。ソフトウェアアプリケーションのバー
ジョン情報。 

5. 「Application Publisher (アプリケーション発行者)」。ソフトウェアアプリケーションの発行者情報。 

6. 「Application Size (MB) (アプリケーション サイズ)」。ソフトウェアアプリケーションの MB 単位の
サイズ。 

7. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

8. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

9. 「Device Type (デバイスの種類)」。デバイスのタイプ。 

10. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 

11. 「Enrolled Date (登録日)」。HP TechPulse プロアクティブ管理でデバイスが登録された日付。 

12. 「Country (国)。地域および言語の設定に基づいてデバイスに割り当てられている国。 

13. 「Date (日付)」。VMWare Workspace ONE または Microsoft Intune から最後に受信した更新の日時。 

14. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。 



HP TechPulse レポートガイド 

「Software Errors (ソフトウェアエラー)」レポート  154 

 

 

「Software Errors (ソフトウェアエラー)」レポート 
以下では、「Software Errors (ソフトウェアエラー)」レポートについて説明します。 

1. エラー (クラッシュまたは応答しない) が発生したアプリケーションに関する情報を提供します。 

2. デスクトップ アプリケーションのソフトウェアエラーのみが含まれます (Web アプリケーション
は含まれません)。 

3. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

4. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

5. ソフトウェアエラーについて 4 つのレポートが含まれます。「24 Hour Summary (24 時間の概
要)」、「Top Devices with Errors (エラーの上位デバイス)」、「Top Errors Monthly Summary (上位エ
ラー月次概要)」、「Top Errors Weekly Summary (上位エラー週次概要)」。 

 

「Software Errors - 24 Hour Summary (ソフトウェアエラー - 24 時間の
概要)」レポート 
以下では、「Software Errors - 24 Hour Summary (ソフトウェアエラー - 24 時間の概要)」レポートについ
て説明します。 

1. 直近 24 時間にソフトウェアエラーが発生したデバイスを提供します。 

次のタブが含まれます: 「24 Hour Summary (24 時間の概要)」。 

「24 Hour Summary (24 時間の概要)」タブ 

「24 Hour Summary (24 時間の概要)」タブでは、直近 24 時間にソフトウェアエラーが発生したデバイ
ス、アプリケーション、バージョン、およびモジュールに関する情報が表形式で提供されます。 

1. 「Date Occurred (発生日)」。ソフトウェアエラーの発生日。 

2. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

3. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。ソフトウェアエラー発生日のオペレーティン
グシステム情報。 

4. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。ソフトウェアエラー発生日
のオペレーティングシステム リリース情報。 

5. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。ソフトウェアエラー発生
日のオペレーティングシステム バージョンの詳細情報。 

6. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーションの
名前。 

7. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。アプリケーションのバージョン。 

8. 「Module (モジュール)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーション内のモジュール。 

9. 「Level (レベル)」。エラーが重大かエラーかを示します。 

10. 「No. of Errors (エラーの数)」。デバイスで直近 24 時間に発生したソフトウェアエラーの数。 
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11. 「Windows Event ID (Windows イベント ID)」。 

12. 「Windows Event Provider (Windows イベント プロバイダ)」。 

「Details (詳細)」タブは以下の順に表示されます。 

1. 「Date (日付)」(降順)。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 
 

「Software Errors - Top Devices with Errors (ソフトウェアエラー –エラ
ーの上位デバイス)」レポート 
以下では、「Software Errors - Top Devices with Errors (ソフトウェアエラー –エラーの上位デバイス)」レ
ポートについて説明します。 

1. ソフトウェアエラーが発生した上位デバイスの月ごとの概要を提供します。 

2. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 
 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブの視覚表現には、ソフトウェアエラーが発生した上位デバイスの月ごとの概要
が表示されます。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Device Name (デバイス名)」。 

• Y 軸: 「No. of Errors (エラーの数)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

視覚表現は、発生したソフトウェアエラーの数が最大のデバイスに基づいて並べ替えられます。 
 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、ソフトウェアエラーが発生したデバイス、アプリケーション、バージョン、
モジュールに関する詳細情報が表形式で提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。ソフトウェアエラー発生日のオペレーティン
グシステム情報。 

3. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。ソフトウェアエラー発生日
のオペレーティングシステム リリース情報。 

4. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。ソフトウェアエラー発生
日のオペレーティングシステム バージョンの詳細情報。 

5. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーションの
名前。 

6. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。アプリケーションのバージョン。 

7. 「Module (モジュール)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーション内のモジュール。 

8. 「Month (月)」 
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9. 「No. of Errors (エラーの数)」。デバイスでその月に発生したソフトウェアエラーの数。 

10. 「Windows Event ID (Windows イベント ID)」。 

11. 「Windows Event Provider (Windows イベント プロバイダ)」。 
 

「Software Errors - Top Errors Monthly Summary (ソフトウェアエラー –上
位エラー月次概要)」レポート 
以下では、「Software Errors - Top Errors Monthly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー月次概要)」
レポートについて説明します。 

ソフトウェアエラーの数およびソフトウェアエラーが発生したデバイスの数の月ごとの概要を提供し
ます。次のタブが含まれます: 「Monthly Summary (月次概要)」、「Errors by Operating System (オペレー
ティングシステム別エラー)」、「Errors Summary (エラーの概要)」、「Details (詳細)」。 

「Monthly Summary (月次概要)」タブ 

「Monthly Summary (月次概要)」タブの視覚表現には、ソフトウェアエラーの数およびソフトウェアエ
ラーが発生したデバイスの数の月ごとの概要が表示されます。 

 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

視覚表現は、(左から右に) 最後の月から最初の月の順に表示されます。 
 

「Errors by Operating System (オペレーティングシステム別エラー)」タブ 

「Errors by Operating System (オペレーティングシステム別エラー)」の視覚表現には、オペレーティング
システム ビルド番号別のソフトウェアエラーの月ごとの概要が表示されます。 

 

「Number of Errors (エラーの数)」タブ 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」の視覚表現には、オペレーティングシステム ビ
ルド番号別のソフトウェアエラー数の月ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」 

• Y 軸: 「No. of Errors (エラーの数)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

視覚表現はオペレーティングシステム ビルド番号別に分類されます (昇順)。 
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「No. of Devices (デバイス数)」タブ 

「No. of Devices (デバイス数)」の視覚表現には、オペレーティングシステム ビルド番号別に、ソフトウ
ェアエラーが発生したデバイス数の月ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

視覚表現はオペレーティングシステム ビルド番号別に分類されます (昇順)。 
 

「Errors Summary (エラーの概要)」タブ 

「Errors Summary (エラーの概要)」タブの視覚表現には、ソフトウェアエラーが発生した上位アプリ
ケーションの月ごとの概要が表示されます。 

 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」タブ 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」の視覚表現には、エラーが発生した上位ソフト
ウェアアプリケーション別のソフトウェアエラー数の月ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」。 

• Y 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

視覚表現は、当月に最もエラーの多いアプリケーションに基づいて分類されます。 
 

「No. of Devices (デバイス数)」タブ 

「No. of Devices (デバイス数)」の視覚表現には、エラーが派生した上位ソフトウェアアプリケーション
別のデバイス数の月ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• 色分け: 「Month (月)」。 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」について、視覚表現は、当月に最もエラーの多
いアプリケーションに基づいて分類されます。 
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「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、ソフトウェアエラーが発生したデバイス、アプリケーション、バージョン、
モジュールに関する詳細情報が表形式で提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。ソフトウェアエラー発生日のオペレーティン
グシステム情報。 

3. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。ソフトウェアエラー発生日
のオペレーティングシステム リリース情報。 

4. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。ソフトウェアエラー発生
日のオペレーティングシステム バージョンの詳細情報。 

5. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーションの
名前。 

6. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。アプリケーションのバージョン。 

7. 「Module (モジュール)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーション内のモジュール。 

8. 「Month (月)」 

9. 「No. of Errors (エラーの数)」。デバイスでその月に発生したソフトウェアエラーの数。 

10. 「Windows Event ID (Windows イベント ID)」。 

「Windows Event Provider (Windows イベント プロバイダ)」。 

 

「Software Errors - Top Errors Weekly Summary (ソフトウェアエラー –
上位エラー週次概要)」レポート 
以下では、「Software Errors - Top Errors Weekly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー週次概要)」
レポートについて説明します。 

1. ソフトウェアエラーおよびソフトウェアエラーが発生したデバイスの数の週ごとの概要を提供し
ます。 

次のタブが含まれます: 「「Weekly Summary (週次概要)」、「Errors Summary (エラーの概要)」、「Details 

(詳細)」。 

「Weekly Summary (週次概要)」タブ 

「Weekly Summary (週次概要)」タブの視覚表現には、ソフトウェアエラーの数および週別のソフトウェ
アエラーが発生したデバイスの数の月ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Month (月)」。 

• Y 軸: 「Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」および「No. of Devices (デバイス数)」。 
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視覚表現は、(左から右に) 最後の週から最初の週の順に表示されます。 
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「Errors Summary (エラーの概要)」タブ 

「Errors Summary (エラーの概要)」タブの視覚表現には、ソフトウェアエラーが発生した上位アプリ
ケーションの週ごとの概要が表示されます。 

 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」タブ 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」の視覚表現には、エラーが発生した上位ソフト
ウェアアプリケーション別のソフトウェアエラー数の週ごとの概要が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」。 

• Y 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• 色分け: 「Week (週)」。 

視覚表現は、当週に最もエラーの多いアプリケーションに基づいて分類されます。 
 

「No. of Devices (デバイス数)」タブ 

「No. of Devices (デバイス数)」の視覚表現には、エラーが派生した上位ソフトウェアアプリケーション
別のデバイス数の週ごとの概要が表示されます。 

• 以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• Y 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• 色分け: 「Week (週)」。 

「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」について、視覚表現は、当週に最もエラーの多
いアプリケーションに基づいて分類されます。 

 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、ソフトウェアエラーが発生したデバイス、アプリケーション、バージョン、
モジュールに関する詳細情報が表形式で提供されます。 

1. 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

2. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。ソフトウェアエラー発生日のオペレーティン
グシステム情報。 

3. 「Operating System Release (オペレーティングシステム リリース)」。ソフトウェアエラー発生日
のオペレーティングシステム リリース情報。 

4. 「Operating System Build No. (オペレーティングシステム ビルド番号)」。ソフトウェアエラー発生
日のオペレーティングシステム バージョンの詳細情報。 

5. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーションの
名前。 

6. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。アプリケーションのバージョン。 
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7. 「Module (モジュール)」。ソフトウェアエラーが発生したアプリケーション内のモジュール。 

− 「Month (月)」 

− 「Week (週)」 

8. 「No. of Errors (エラーの数)」。デバイスでその月に発生したソフトウェアエラーの数。 

9. 「Windows Event ID (Windows イベント ID)」。 

10. 「Windows Event Provider (Windows イベント プロバイダ)」。 
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「Software Inventory (ソフトウェアインベントリ)」
レポート 
「Software Inventory (ソフトウェアインベントリ)」レポートは、IT 管理者がオペレーティングシステム
のバージョンおよびデバイスにインストールされたアプリケーションを参照できるようにします。以
下の情報が含まれます。 

• アプリケーションが最後に更新された時間。 

• フリート内でインストールされた上位アプリケーション。 

• 今週、先週、または先月更新またはインストールされたアプリケーション。 

以下では、「Software Inventory (ソフトウェアインベントリ)」レポートについて説明します。 

1. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

2. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

注: macOS は HP TechPulse エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用できます。 

1. Microsoft Windows ストアのソフトウェアアプリケーションおよび macOS iOS の工場出荷時のアプ
リケーションを含みます。 

2. 次のレポートを含みます: 「All Data (すべてのデータ)」、「Details (詳細)」、「Recently Detected 

Applications (最近検出されたアプリケーション)」、「Summary (概要)」。 
 

「Software Inventory – All Data (ソフトウェアインベントリ – すべての
データ)」レポート 
以下では、「Software Inventory – All Data (ソフトウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポートにつ
いて説明します。 

すべての利用可能なソフトウェアインベントリ フィールドをフィルタリングできます。 

次のタブが含まれます: 「Details (詳細)」タブ。 
 

「Software Inventory – Details (ソフトウェアインベントリ – 詳細)」レ
ポート 
以下では、「Software Inventory – Details (ソフトウェアインベントリ – 詳細)」レポートについて説明し
ます。 

1. デバイスおよびアプリケーションの状態 (「Installed (インストール済み)」/「Updated (更新)」およ
び/または「Uninstalled (アンインストール済み)」) 別にソフトウェアアプリケーションに関する情
報を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

4. 注: macOS、iOS は HP TechPulse エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用できます。 
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以下のタブが含まれます。「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

アプリケーションの状態は以下のように分類されます。 

• 「Installed (インストール済み)」。 

• 「Uninstalled (アンインストール済み)」。 

アプリケーション検出日は以下のように分類されます。 

• 「Today (今日)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/「Updated 

(更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは 24 時間以内
です。 

• 「Yesterday (昨日)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/

「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは昨
日です。 

• 「This week (今週)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/

「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは今
週です。 

• 「1 week ago (1 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 1 週間より前です。 

• 「2 week ago (2 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 2 週間より前です。 

• 「3 week ago (3 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 3 週間より前です。 

• 「4 week ago (4 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 4 週間より前です。 

• 「5 week ago (5 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 5 週間より前です。 

• 「6 week ago (6 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 6 週間より前です。 

• 「7 week ago (7 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 7 週間より前です。 

• 「8 week ago (8 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 8 週間より前です。 
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• 「3 months ago (3 か月より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 3 か月より前です。 

• 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール
済み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出され
たのは 4 ～ 6 か月前です。 

• 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インス
トール済み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検
出されたのは 6 か月より前です。 

• 「Unknown (不明)」。HP TechPulse は、「Installed (インストール済み)」/「Updated (更新)」また
は「Uninstalled (アンインストール済み)」の日付を取得できません。これは通常、VMWare 

Workspace ONE または Microsoft Intune に登録された macOS iOS デバイスで発生します。 

注: デバイスに HP TechPulse ソフトウェアをインストールする前にソフトウェアアプリケーションをデ
バイスにインストールしていた場合、アプリケーション検出日のデフォルトはデバイス上で HP 

TechPulse によってアプリケーションが初めて検出された日付です。 

「Summary (概要)」タブ 

デバイスおよびアプリケーションの状態別のソフトウェアアプリケーションの数。以下の視覚表現が
含まれます。 

• X 軸: 「Device Name (デバイス名)」。 

• Y 軸: 「Number of Applications (アプリケーション数)」(ソフトウェアアプリケーションの数)。 

• 色分け: 「Application State (アプリケーションの状態)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• ソフトウェアアプリケーションの数が最大のデバイス (「Device Name (デバイス名)」) から最小
のデバイスの順。 

 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、デバイスおよびソフトウェアアプリケーションに関する詳細情報が表形式で
提供されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Application Detected (アプリケーションの検出)」。 

3. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアアプリケーションのわかりやすい名前。 

4. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。ソフトウェアアプリケーションのバー
ジョン情報。 

5. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。デバイス上で検出された主要オペレーティン
グシステム。 

6. 「Application State (アプリ ケーションの状態)」。 
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「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 

2. 「Application Detected (アプリケーションの検出)」(昇順)。 

3. 「Application Name (アプリケーション名)」(昇順)。 

「Software Inventory - Recently Detected Applications (ソフトウェアイ
ンベントリ – 最近検出されたアプリケーション)」レポート 
以下では、「Software Inventory - Recently Detected Applications (ソフトウェアインベントリ – 最近検出さ
れたアプリケーション)」レポートについて説明します。 

• アプリケーションの状態 (「Installed (インストール済み)」/「Updated (更新)」および/または
「Uninstalled (アンインストール済み)」) およびアプリケーション検出日 (デバイス上でソフト 

ウェアアプリケーションがインストールまたはアンインストールされた日付) 別に、最近検出さ
れたアプリケーションに関する情報を提供します。 

• HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

• Android、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

注: macOS、iOS は HP TechPulse エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用できます。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

アプリケーションの状態は以下のように分類されます。 

• 「Installed (インストール済み)」。 

• 「Uninstalled (アンインストール済み)」。 

アプリケーション検出日は以下のように分類されます。 

• 「Today (今日)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/「Updated 

(更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは 24 時間以内
です。 

• 「Yesterday (昨日)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/

「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは昨
日です。 

• 「This week (今週)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済み)」/

「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出されたのは今
週です。 

• 「1 week ago (1 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 1 週間より前です。 

• 「2 week ago (2 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 2 週間より前です。 
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• 「3 week ago (3 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 3 週間より前です。 

• 「4 week ago (4 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 4 週間より前です。 

• 「5 week ago (5 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 5 週間より前です。 

• 「6 week ago (6 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 6 週間より前です。 

• 「7 week ago (7 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 7 週間より前です。 

• 「8 week ago (8 週間より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 8 週間より前です。 

• 「3 months ago (3 か月より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール済
み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出された
のは 3 か月より前です。 

• 「4-6 months ago (4 ～ 6 か月前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インストール
済み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検出され
たのは 4 ～ 6 か月前です。 

• 「More than 6 months ago (6 か月より前)」。ソフトウェアアプリケーションが「Installed (インス
トール済み)」/「Updated (更新)」または「Uninstalled (アンインストール済み)」として最後に検
出されたのは 6 か月より前です。 

• 「Unknown (不明)」。HP TechPulse は、「Installed (インストール済み)」/「Updated (更新)」また
は「Uninstalled (アンインストール済み)」の日付を取得できません。これは通常、VMWare 

Workspace ONE または Microsoft Intune に登録された macOS iOS デバイスで発生します。 

注: デバイスに HP TechPulse ソフトウェアをインストールする前にソフトウェアアプリケーションをデ
バイスにインストールしていた場合、アプリケーション検出日のデフォルトはデバイス上で HP 

TechPulse によってアプリケーションが初めて検出された日付です。 
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「Summary (概要)」タブ 

アプリケーション検出日およびアプリケーションの状態別のソフトウェアアプリケーションの数。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Detected (アプリケーションの検出)」。 

• Y 軸: 「Number of Applications (アプリケーション数)」(ソフトウェアアプリケーションの数)。 

• 色分け: 「Application State (アプリケーションの状態)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 「Application Detected (アプリケーションの検出)」(昇順)。 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブは、デバイスおよびソフトウェアアプリケーションに関する詳細情報が表形式で
提供されます。 

1. 「Application Detected (アプリケーションの検出)」。 

2. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

3. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアアプリケーションのわかりやすい名前。 

4. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。ソフトウェアアプリケーションのバー
ジョン情報。 

5. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。デバイス上で検出された主要オペレーティン
グシステム。 

6. 「Application State (アプリケーションの状態)」。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは以下の順に表示されます。 

1. 「Application Detected (アプリケーションの検出)」(昇順)。 

2. 「Device Name (デバイス名)」(昇順)。 

3. 「Application Name (アプリケーション名)」(昇順)。 
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「Software Inventory – Summary (ソフトウェアインベントリ – 概
要)」レポート 
以下では、「Software Inventory – Summary (ソフトウェアインベントリ – 概要)」レポートについて説明
します。 

1. オペレーティングシステム別にすべてのデバイスについてインストール済みのソフトウェアアプ
リケーションの概要を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、macOS iOS、macOS、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

注: macOS は HP TechPulse プロアクティブ管理エンハンスド/プレミアムプランでのみ利用でき

ます。 

4. 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

レポートには「Installed % (インストール済みの割合)」と呼ばれるフィルター条件があり、すべてのデ
バイスを対象としてインストール済みソフトウェアアプリケーションの上位または下位についてのレ
ポートを生成できます。「Installed % (インストール済みの割合)」は、ソフトウェアアプリケーション
がインストールされているデバイスの数/特定のオペレーティングシステムについて登録されているデ
バイスの総数です。「Installed % Greater than (インストール済み割合が次の値以上)」のフィルター条件
にそれぞれのドロップダウンから 97 を追加すると、97% 以上のデバイスにインストール済みの上位の
ソフトウェアアプリケーションが表示されます。「Installed % Less than (インストール済み割合が次の
値以下)」のフィルター条件にそれぞれのドロップダウンから 3 を追加すると、3% 以上のデバイスに 

インストール済みの上位のソフトウェアアプリケーションが表示されます。 

「Summary (概要)」タブ 

「Summary (概要)」タブでは、オペレーティングシステム別のインストール済みソフトウェアアプリ
ケーションの概要が提供されます。以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 「No. of Devices (デバイス数)」。 

• 色分け: 「Operating System (オペレーティングシステム)」。 

視覚表現は以下の順に表示されます。 

• 検出されたデバイス数が最大のアプリケーション名から最小のデバイス数の順。 

「Details (詳細)」タブ 

「Details (詳細)」タブでは、オペレーティングシステム別のインストール済みソフトウェアアプリケー
ションの概要が表形式で提供されます。 

1. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。デバイス上で検出された主要オペレーティン
グシステム。 

2. 「Application Name (アプリケーション名)」。デバイスにインストールされたソフトウェアアプリ
ケーションの名前。 
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3. 「Installed Devices (インストール済みデバイス)」。ソフトウェアアプリケーションがインストー
ルされているデバイスの数。 

4. 「Total Devices (総デバイス数)」。HP TechPulse プロアクティブ管理にされているオペレーティン
グシステム別のデバイスの総数。 

5. 「Installed % (インストール済み割合)」。「Installed Devices (インストール済みデバイス)」/「Total 

Devices (総デバイス数)」×100。 
 



HP TechPulse レポートガイド 

「Software Updates (ソフトウェアアップデート)」レポート 170 

 

 

 

「Software Updates (ソフトウェアアップデート)」
レポート 
以下では、「Software Updates (ソフトウェアアップデート)」レポートについて説明します。 

1. デバイスにインストールされていない Microsoft Windows および Microsoft Office アップデートの情
報とその重要度を提供します。 

• Microsoft Office のアップデートレポートは、Microsoft Access、Excel, OneNote、Outlook、
PowerPoint、Publisher、Visio、Word、InfoPath、Project、OneDrive、SharePoint、Teams、Skype for 

Business の製品が対象となります。 

• Microsoft Windows のアップデートレポートは、Microsoft 以外のものも含め、Windows Updates API 

経由で提供されるその他のすべてのアップデートが対象となります。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。 

4. 次のタブが含まれます: 「By Model (モデル別)」、「By OS Release (OS リリース別)」、「By Week 

(週別)」、「By Update (アップデート別)」、「Details. (詳細)」。 

インストールされていないアップデートは次の重大度別に分類されます: 「Critical (重大)」、
「Important (重要)」、「Moderate (中)」、「Low (低)」、「Unknown (不明)」ステータス。各重大度に関
する詳細についてはこちらをご覧ください: 

https://www.microsoft.com/en-us/msrc/security-update-severity-rating-system. 

レポートは次の項目でフィルタリングできます。 

• 重大アップデートがインストールされていないデバイス 

• 重要アップデートがインストールされていないデバイス 

• 中アップデートがインストールされていないデバイス 

• 低アップデートがインストールされていないデバイス 

• 「Device Model (デバイスモデル)」。 

• アップデートの KB コード 

• 「OS Release (OS リリース)」 

注: 2 種類以上のアップデートがインストールされていないデバイスは、重大度が最も高いインストール
されていないアップデートのカテゴリで 1 度のみ表示されます。例: デバイスに重大アップデート、重要
アップデート、中アップデートがインストールされていない場合、重大アップデートがインストールさ
れていないデバイスのカテゴリにそのデバイスが表示されます。重要アップデートがインストールされ
ていないデバイス、または中アップデートがインストールされていないデバイスのカテゴリに表示され
ません。 
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「By Model (モデル別)」タブ  
バーチャートはデバイスモデルとデバイスのカテゴリ別にデバイスの数を表示します。 

バーチャートの任意のセクションをクリックすると、インストールされていないアップデートのドリ
ルダウンが実行でき、その重要度とデバイスモデルが確認できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 重要度別のデバイスの数。 

• Y 軸: 「Device Model (デバイスモデル)」。 

• 色分け: 「Criticality (重要度)」 
 

「By OS Release (OS リリース別)」タブ 
バーチャートは OS リリースとデバイスのカテゴリ別にデバイスの数を表示します。 

バーチャートの任意のセクションをクリックすると、インストールされていないアップデートのドリ
ルダウンが実行でき、その重要度と OS リリースが確認できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 重要度別のデバイスの数。 

• Y 軸: 「OS release (OS リリース)」 

• 色分け: 「Criticality (重要度)」 
 

「By Week (週別)」タブ 
デバイスの総数に対しデバイスのカテゴリが占める割合を週別に表示します。 

チャートの任意のセクションをクリックすると、直近の週のデバイスカテゴリのドリルダウンが実行
できます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」 

• Y 軸: 「Share of the total number of devices (%) (デバイスの総数の割合)」。 

• 色分け: 「Criticality (重要度)」 
 

「By Update (アップデート別)」タブ 
組織のすべてのデバイスにおいてインストールされていないアップデートのリストを表示します。名
前、KB コード、重大度で検索したり、また説明テキストに文字を入力して検索することも可能です。
「By Update (アップデート別)」タブにより、組織のデバイスで最もインストールされていないアップ
デートを見つけることができます。 

リストは以下の順に表示されます。  

• そのアップデートがインストールされていないデバイスの数 

• デバイスの総数の割合 
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「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、直近の週においてインストールされていないアップデートに関する以下の情
報を提供します。 

• 「Serial Number (シリアル番号)」 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」 

• 「OS Name (OS 名)」 

• 「OS Release (OS リリース)」 

• 「Last Seen (最終表示)」 

• インストールされていない KB コード 

• インストールされていないアップデートの重要度 
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「Software Utilization (ソフトウェアの使用状況)」
レポート 
以下では、「Software Utilization (ソフトウェアの使用状況)」レポートについて説明します。 

1. 選択されたすべての月を通して、登録されたデバイス全体で使用されている上位 25 件のソフト
ウェアアプリケーションに関する情報を提供します。 

2. HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

3. Android、Microsoft Windows オペレーティングシステムで利用できます。Android の場合は、フォア
グラウンドのソフトウェアアプリケーションのみが判定されます。 

4. 次のタブが含まれます: 「Top Used Windows Applications (よく使用される Windows アプリケーショ
ン)」、「Top Used Android Applications (よく使用される Android アプリケーション)」、「Details  

(詳細)」。 
 

「Top Used Windows Applications (よく使用される Windows アプリケー
ション)」タブ 
「Top Used Windows Applications (よく使用される Windows アプリケーション)」タブには、「Top Actively 

Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」および「Top Apps by 

Usage Time (使用時間別の上位のアプリ)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選
択されたすべての月を通して、ソフトウェアアプリケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使
用するデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの割合 

(%) が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用されるデバイスの
割合。 

 
「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選択さ
れたすべての月を通して、ソフトウェア アプリ ケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使用す
るデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの合計時間が
表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用される合計時間。 
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「Top Used Android Applications (よく使用される Android アプリケーシ
ョン)」タブ 
「Top Used Android Applications (よく使用される Android アプリケーション)」タブには、「Top Actively 

Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」および「Top Apps by 

Usage Time (使用時間別の上位のアプリ)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選
択されたすべての月を通して、ソフトウェアアプリケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使
用するデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの割合 

(%) が表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用されるデバイスの
割合。 

 

「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選択さ
れたすべての月を通して、ソフトウェア アプリ ケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使用す
るデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの合計時間が
表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用される合計時間。 
 

「Top Used macOS Applications (よく使用される macOS アプリケーショ
ン)」タブ 
「Top Used macOS Applications (よく使用される macOS アプリケーション)」タブには、「Top Actively 

Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」および「Top Apps by 

Usage Time (使用時間別の上位のアプリ)」の視覚表現が表示されます。 
 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選
択されたすべての月を通して、ソフトウェアアプリケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使
用するデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの割合 

(%) が表示されます。 
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以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用されるデバイスの
割合。 

 
「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」 

「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」には、選択さ
れたすべての月を通して、ソフトウェア アプリ ケーション (そのすべてのバージョンが対象) を使用す
るデバイス数 /デバイスの総数によってランク付けされたソフトウェアアプリケーションの合計時間が
表示されます。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Application Name (アプリケーション名)」。 

• Y 軸: 選択されたすべての月を通してソフトウェアアプリケーションが使用される合計時間。 
 

「Details (詳細)」タブ 
1. 「Details (詳細)」タブでは、ソフトウェアアプリケーションの使用状況に関する追加情報が表形

式で提供されます。 

2. 「Application Name (アプリケーション名)」。ソフトウェアアプリケーションのわかりやすい名前
およびバージョン。 

3. 「Application Version (アプリケーションのバージョン)」。ソフトウェアアプリケーションのバー
ジョン。 

4. 「Application Rank (Application Usage (%) (アプリケーションのランク (アプリケーションの使用
率))」。すべての月とすべてのデバイスを対象として、「Application Usage (%). (アプリケーション
の使用率)」に基づいて決められたソフトウェアアプリケーションのランク。 

5. 「Application Usage (%). (アプリケーションの使用率)」。すべての月を通してソフトウェアアプリ
ケーションを使用するデバイスの総数 /デバイスの総数。 

6. 「No. of Devices Using Application (アプリケーションを使用するデバイス数)」。すべての月を通し
てソフトウェアアプリケーションを使用するデバイスの総数。 

7. 「Total No. of Devices (デバイスの総数)」。登録されたデバイスの総数。 

8. 「Application Rank (Avg.Application Usage (hrs.) (アプリケーションのランク (アプリケーションの平均
使用時間))」。すべての月とすべてのデバイスを対象として、「Application Usage (hrs.) (アプリケー
ションの平均使用時間)」に基づいて決められたソフトウェアアプリケーションのランクApplication 

Usage (hrs.) (アプリケーションの平均使用時間))」。 

9. Application Usage (hrs.) (アプリケーションの平均使用時間))」。すべての月を通してすべてのデバ
イスでソフトウェアアプリケーションが使用される合計時間。 

10. 「Avg.Application Usage (hrs.) (アプリケーションの平均使用時間))」。すべての月を通してすべての
デバイスでソフトウェア アプリ ケーションが使用される合計時間 / 登録されたデバイスの総数。 
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11. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。 

「Details (詳細)」タブは以下の順に表示されます。 

1. 「Application Rank (Application Usage (%) (アプリケーションのランク (アプリケーションの使用率))」 

(昇順)。 

2. 「Application Usage (%). (アプリケーションの使用率)」(降順)。 
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「Web Applications (Web アプリケーション)」レポート 
以下では、「Web Applications (Web アプリケーション)」レポートについて説明します。 

1. 登録済みデバイスでの Web アプリケーション使用状況の詳細なリストを提供します。 

2. Google Chrome または Mozilla Firefox を実行している Windows デバイスで使用できます。 

3. 次のタブが含まれます: 「Utilization Summary (使用状況の概要)」、「Details (詳細)」。 

4. デフォルトでは有効になっていません。「Software Web Application (ソフトウェア Web アプリケー
ション)」レポートを有効にするには、「Settings (設定)」 > 「Preferences (基本設定)」 > 「Data 

Collection (データ収集)」の順に移動し、「Web Application Usage (Web アプリケーションの使用率)」
レポートを有効にします。 

「Utilization Summary (使用状況の概要)」タブ 
「Utilization Summary (使用状況の概要)」タブは、アプリケーション別にヒット数で分類された Web ア
プリケーションのツリーマップの視覚表現を提供します。Web アプリケーションは、ブラウザ経由で
アクセスする特定のドメインおよびサブドメインを指します。 

ドメイン URL をクリックして Web アプリケーションの詳細のドリルダウンを実行できます。 

 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブは、Web アプリケーションと、アクセスに使用したブラウザと OS に関する情報
を表形式で表示します。 

• 「Domain URL (ドメイン URL)」。アクセスしている特定の Web アプリケーション。 

• 「Number of Hits (ヒット数)」。Web アプリケーションにアクセスした回数。 

• 「Total No. of Devices (デバイスの総数)」。Web アプリケーションにアクセスしたデバイスの数。 

• 「Browser Name (ブラウザ名)」。Web アプリケーションへのアクセスに使用したブラウザの名前。 

• 「Browser (ブラウザ)」。Web アプリケーションへのアクセスに使用したブラウザのバージョン。 

• 「Operating System (オペレーティングシステム)」。Web アプリケーションへのアクセスに使用し
たオペレーティングシステム。 

• 「Start Month (開始月)」。アプリケーションに最初にアクセスした年と月。 
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「Windows Startup/Shutdown Performance (Windows 

起動/シャットダウン パフォーマンス)」レポート 
「Windows Startup/Shutdown Performance (Windows 起動/シャットダウン パフォーマンス)」レポート
は、「Startup Performance (起動パフォーマンス)」、「Shutdown Performance (シャットダウン パフォー
マンス)」、「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」、「Reboots (再起動)」に関連し
た診断情報を提供します。 

• HP および HP 以外のデバイスで利用できます。 

• Microsoft Windows オペレーティングシステムのデバイスで利用できます。 

• 「Startup Performance (起動パフォーマンス)」、「Shutdown Performance (シャットダウン パフォー
マンス)」、「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」、「Reboots (再起動)」の情
報を提供します。 

• 次のタブが含まれます: 「Startup Performance (起動パフォーマンス)」、「Shutdown Performance 

(シャットダウン パフォーマンス)」、「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマン
ス)」、「Reboots (再起動)」、「Details (詳細)」。 

 

「Startup Performance (起動パフォーマンス)」タブ 

「Startup Performance of the Devices (デバイスの起動パフォーマンス)」 (エリアチャート) 

このチャートは、過去 12 週間のデバイスの起動パフォーマンスの概要を表示します。5 分超、3 ～ 5 分、
1 ～ 3 分、1 分未満、パフォーマンスなしのフィルターを使用できます。 

• 「More than 5 minutes (5 分超)」: 5 分よりも長く起動時間がかかったデバイスのイベントを表示し
ます。これらのデバイスやモデルに対するアクションが必要で、速度低下の原因を確認する必要
があります。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」表では、問題を起こしているアプリケーション、
ドライバー、ポリシーが確認できます。 

また、「3-5 minutes (3 ～ 5 分)」、「1-3 minutes (1 ～ 3 分)」、「Less than 1 minute (1 分未満)」
で問題が発生しているデバイスも確認・操作できます。 

• 「No Performance (パフォーマンスなし)」: 起動時にイベントに問題はありませんでした。デバイ
スは適切に起動しており、確認やアクションが必要な速度低下の理由はありません。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: デバイスの数。 

• 色分け: パフォーマンス。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の週から最後の週の順に表示されます。 

最近の週でチャートの時間ノードをクリックすると、デバイスモデル別のその時間カテゴリのバーチ
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ャートのドリルダウンを実行できます。この機能は、最近の週に対してのみ利用可能です。 

モデル別バー チャート 

チャートの任意の「エリア」セクションをクリックすると、特定のモデル別のデバイスの起動パフォー
マンスについて、最近の週において影響を受けたデバイスモデル別に、該当するカテゴリの詳細のドリ
ルダウンが実行できます。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週) 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」は、最近の週において上位の速度低下理由の詳細を表
形式で表示します。各行は、単一の速度低下理由についてデバイスにおける集計データを表示しま
す。この視覚表現は「Severity Rank (重大度ランク)」別に分類されます (昇順)。 

速度低下理由が Windows イベントで表示されない場合、速度低下理由は「Unknown (不明)」としてリス
トに表示されます。速度低下理由は判明しているが、詳細が Windows イベントで表示されない場合、
「N/A (該当なし)」がそれぞれの列で表示されます。 

• 「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケー
ションの名前。 

• 「Type (タイプ)」。起動の速度低下を起こしたイベントタイプの名前: アプリケーション、デバイ
ス、ドライバー、サービス、セッションマネージャー、不明、ユーザーポリシー。 

• 「Description (説明)」。速度低下に関する説明 (利用可能な場合)。 

• 「Publisher (発行者)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケーションの発行者。 

• 「Version (バージョン)」。速度低下を起こしたサービスまたはバージョン情報 (利用可能な場合)。 

• 「Severity Rank (重大度ランク)」。それぞれの「Slowdown Reason (速度低下理由)」に対し、週あ
たりの速度低下インシデントの総数を総デバイス数で割って計算されます。 

• 「Device Impacted (影響を受けたデバイス)」。特定の速度低下理由のあるデバイスの数。 

• 「Share of total number of devices (デバイスの総数の割合)」。速度低下の理由により影響を受けた
デバイス数/会社のデバイス数。 

• 「Weekly Trend (週間動向)」。過去 12 週間において速度低下理由により影響を受けたデバイス数
の視覚表現。 

 

「Shutdown Performance (シャットダウン パフォーマンス)」タブ 

「Shutdown Performance of the Devices (デバイスのシャットダウン パフォーマンス)」 (経時的
なエリアチャート) 

このチャートは、過去 12 週間のデバイスのシャットダウン パフォーマンスの概要を表示します。5 分
超、3 ～ 5 分、1 ～ 3 分、1 分未満、パフォーマンスなしのフィルターを使用できます。 

• 「More than 5 minutes (5 分超)」: 5 分よりも長くシャットダウン時間がかかったデバイスのイベン
トを表示します。これらのデバイスやモデルに対するアクションが必要で、速度低下の原因を確
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認する必要があります。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」表では、問題を起こしているアプリケーショ
ン、ドライバー、ポリシーが確認できます。 

また、「3-5 minutes (3 ～ 5 分)」、「1-3 minutes (1 ～ 3 分)」、「Less than 1 minute (1 分未満)」
で問題が発生しているデバイスも確認・操作できます。 

• 「No Performance (パフォーマンスなし)」: シャットダウン時にイベントに問題はありませんでし
た。デバイスは適切にシャットダウンしており、確認やアクションが必要な速度低下の理由はあ
りません。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: デバイスの数。 

• 色分け: パフォーマンス。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の週から最後の週の順に表示されます。 

最近の週でチャートの時間ノードをクリックすると、デバイスモデル別のその時間カテゴリのバー
チャートのドリルダウンを実行できます。この機能は、最近の週に対してのみ利用可能です。 

モデル別バー チャート 

チャートの任意の「エリア」セクションをクリックすると、特定のモデル別のデバイスのシャットダ
ウンパフォーマンスについて、最近の週において影響を受けたデバイスモデル別に、該当するカテゴ
リの詳細のドリルダウンが実行できます。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週) 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」は、最近の週において上位の速度低下理由の詳細を表
形式で表示します。各行は、単一の速度低下理由についてデバイスにおける集計データを表示しま
す。この視覚表現は「Severity Rank (重大度ランク)」別に分類されます (昇順)。 

速度低下理由が Windows イベントで表示されない場合、速度低下理由は「Unknown (不明)」としてリス
トに表示されます。速度低下理由は判明しているが、詳細が Windows イベントで表示されない場合、
「N/A (該当なし)」がそれぞれの列で表示されます。 

• 「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケー
ションの名前。 

• 「Type (タイプ)」。シャットダウンの速度低下を起こしたイベントタイプの名前: アプリケーショ
ン、デバイス、ドライバー、サービス、セッションマネージャー、不明、ユーザーポリシー。 

• 「Description (説明)」。速度低下に関する説明 (利用可能な場合)。 

• 「Publisher (発行者)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケーションの発行者。 

• 「Version (バージョン)」。速度低下を起こしたサービスまたはバージョン情報 (利用可能な場合)。 

• 「Severity Rank (重大度ランク)」。それぞれの「Slowdown Reason (速度低下理由)」に対し、週あ



HP TechPulse レポートガイド 

「Windows Startup/Shutdown Performance (Windows 起動/シャットダウン パフォーマンス)」レポート 181 

 

 

たりの速度低下インシデントの総数を総デバイス数で割って計算されます。 

• 「Device Impacted (影響を受けたデバイス)」。特定の速度低下理由のあるデバイスの数。 

• 「Share of total number of devices (デバイスの総数の割合)」。速度低下の理由により影響を受けた
デバイス数/会社のデバイス数。 

• 「Weekly Trend (週間動向)」。過去 12 週間において速度低下理由により影響を受けたデバイス数
の視覚表現。 

 

「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」タブ 
「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」タブは、デバイスの「Wakeup Performance (ウェ
イクアップ パフォーマンス)」と「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」の視覚表現を表示しま
す。「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」は、「Modern Standby (モダンスタンバイ)」
状態のデバイスに対し計算されます。 

「Wakeup Performance of the Devices (デバイスのウェイクアップ パフォーマンス)」 (経時的な
エリアチャート) 

このチャートは、過去 12 週間のデバイスのウェイクアップ パフォーマンスの概要を表示します。5 分
超、3 ～ 5 分、1 ～ 3 分、1 分未満、パフォーマンスなしのフィルターを使用できます。 

• 「More than 5 minutes (5 分超)」: 5 分よりも長くウェイクアップ時間がかかったデバイスのイベン
トを表示します。これらのデバイスやモデルに対するアクションが必要で、速度低下の原因を確
認する必要があります。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」表では、問題を起こしているアプリケーショ
ン、ドライバー、ポリシーが確認できます。 

また、「3-5 minutes (3 ～ 5 分)」、「1-3 minutes (1 ～ 3 分)」、「Less than 1 minute (1 分未満)」
で問題が発生しているデバイスも確認・操作できます。 

• 「No Performance (パフォーマンスなし)」: シャットダウン時にイベントに問題はありませんでし
た。デバイスは適切にシャットダウンしており、確認やアクションが必要な速度低下の理由はあ
りません。 

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 「Week (週)」。 

• Y 軸: デバイスの数。 

• 色分け: パフォーマンス。 

視覚表現は、(左から右に) 最初の週から最後の週の順に表示されます。 

最近の週でチャートの時間ノードをクリックすると、デバイスモデル別のその時間カテゴリのバーチ
ャートのドリルダウンを実行できます。この機能は、最近の週に対してのみ利用可能です。 

モデル別バー チャート 
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チャートの任意の「エリア」セクションをクリックすると、特定のモデル別のデバイスのウェイクアッ
プ パフォーマンスについて、最近の週において影響を受けたデバイスモデル別に、該当するカテゴリの
詳細のドリルダウンが実行できます。 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週) 

「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」は、最近の週において上位の速度低下理由の詳細を表
形式で表示します。各行は、単一の速度低下理由についてデバイスにおける集計データを表示しま
す。この視覚表現は「Severity Rank (重大度ランク)」別に分類されます (昇順)。 

速度低下理由が Windows イベントで表示されない場合、速度低下理由は「Unknown (不明)」としてリス
トに表示されます。速度低下理由は判明しているが、詳細が Windows イベントで表示されない場合、
「N/A (該当なし)」がそれぞれの列で表示されます。 

• 「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケー
ションの名前。 

• 「Type (タイプ)」。シャットダウンの速度低下を起こしたイベントタイプの名前: アプリケーショ
ン、デバイス、ドライバー、サービス、セッションマネージャー、不明、ユーザーポリシー。 

• 「Description (説明)」。速度低下に関する説明 (利用可能な場合)。 

• 「Publisher (発行者)」。速度低下を起こしたサービスまたはアプリケーションの発行者。 

• 「Version (バージョン)」。速度低下を起こしたサービスまたはバージョン情報 (利用可能な場合)。 

• 「Severity Rank (重大度ランク)」。それぞれの「Slowdown Reason (速度低下理由)」に対し、週あ
たりの速度低下インシデントの総数を総デバイス数で割って計算されます。 

• 「Device Impacted (影響を受けたデバイス)」。特定の速度低下理由のあるデバイスの数。 

• 「Share of total number of devices (デバイスの総数の割合)」。速度低下の理由により影響を受けた
デバイス数/会社のデバイス数。 

• 「Weekly Trend (週間動向)」。過去 12 週間において速度低下理由により影響を受けたデバイス数
の視覚表現。 

「By Model (モデル別)」タブ 
「By Model (モデル別)」タブは、次の状態について影響を受けたデバイスモデルの視覚表現を表示し
ます。 

• 「Startup (起動)」 

• 「Shutdown (シャットダウン)」  

• 「Wakeup (ウェイクアップ)」  

以下の視覚表現が含まれます。 

• X 軸: 時間 (分)。 
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• Y 軸: 「Device Model (デバイスモデル)」。  
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「Reboots (再起動)」タブ 
「Reboots (再起動)」タブは、最近の週において前回の再起動からのデバイス数を時間別に表した視覚
表現を提供します。過去 3 か月において確認されていないデバイスは、「>4 Weeks (>4 週)」カテゴリ
に計算されます。 

「Number of Devices Since Last Reboot (前回の再起動からのデバイス数)」 

• X 軸は前回の再起動からの時間を示します: 前週 > 1 週 > 2 週 > 3 週 > 4 週 

• Y 軸は「Number of Devices (デバイス数)」を示します 

視覚表現は、(左から右に) 最後の週から最初の週の順に表示されます。 

 

「Details (詳細)」タブ 
表は変化するコンテンツですべてのレポート デバイスを表示します。「Details (詳細)」レポートは、す
べての前のタブから表示でき、そのレポートに関連したデバイスを表示します。ページを更新してフ
リート全体を表示できます。 

「Details (詳細)」タブは任意の列で並べ替えることができます。 

次の列が表示されます: 

• 「Device Details (デバイスの詳細)」。 

• 「Last Restart Date (前回の再起動日)」。デバイスの前回の再起動日を表示します。過去 90 日間
において再起動されなかったデバイスは、前回の再起動日を表示しません。 

• 「Event Type (イベントの種類)」。パフォーマンスイベントの種類。 

• 「Current Week Performance (minutes) (現在の週パフォーマンス (分))」。最近の週におけるこのイ
ベントタイプのすべてのイベントの平均。 

• 「Current Week Main Path Boot Time (minutes) (現在の週 メインパス 起動時間 (分))」。デバイスが
起動 (Windows ロゴが表示) してからユーザーのデスクトップまたはログオンプロンプトが表示
されるまでの平均時間。 

• 「Current Week Post On/Off Boot Time (minutes) (現在の週 ポストオン/オフ 起動時間 (分))」。ユー
ザーのデスクトップまたはログオンプロンプトが表示されてからデバイスが使用できるように
なる (デバイスがアイドル状態 80% に到達) までの平均時間。 

• 「Current Week Slowdown Reasons (現在の週の速度低下理由)」。速度低下の原因。 

• 「Performance Previous Week (minutes) (パフォーマンス 前の週 (分))」。前の週におけるこのイベ
ントタイプのすべてのイベントの平均。 

• 「Performance Two Weeks Ago (minutes) (パフォーマンス 2 週間前 (分))」。2 週間前におけるこの
イベントタイプのすべてのイベントの平均。 
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「Subscription Expiration (サブスクリプションの有効
期限)」レポート 
以下では、「Subscription Expiration (サブスクリプションの有効期限)」レポートについて説明します。 

• 以下に関する情報を提供します。 

o 月次および週次のサブスクリプションライセンス数/登録済みデバイス数、月次/週次導入
率。週次導入率は、「Value Reminder Adoption (値リマインダー 導入)」率で使用されます。 

o 顧客ベースのサブスクリプション有効期限ステータスを理解するためのパートナー向けの
概要。 

o HP およびパートナーのサブスクリプション変更ステータスの概要。 

• パートナーおよび MSP のみ利用可能です。 

• 次のタブが含まれます: 「Summary (概要)」、「Details (詳細)」。 

 

「Summary (概要)」 
「Summary (概要)」タブは、「Subscription Expiration Status (サブスクリプションの有効期限ステータ
ス)」の視覚表現を表示します。 

• X 軸: 「Subscription Expiration Status (サブスクリプションの有効期限ステータス)」。 

• Y 軸: 「No. Of Companies (会社の数)」。 

• 色分け: 「Subscription Status (サブスクリプションステータス)」。 
 

「Details (詳細)」タブ 
「Details (詳細)」タブでは、インシデント、インシデントの解決指標、およびインシデントが発生した
デバイスに関する追加情報が提供されます。 

1. 「Product (製品)」。 

2. 「Subscription Key (サブスクリプションキー)」。 

3. 「Start Date (開始日)」。 

4. 「Expiration Date (有効期限)」。 

5. 「Term (期間)」。 

6. 「Seat (シート)」。 
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付録 
Device Country (デバイスの国) 
(モビリティファクター レポートを除く) すべてのレポートで、国の情報は、デバイスのユーザー コン
テキストに関連付けられた「Region & language (地域と言語)」設定に基づいたデバイスの国に割り当て
られています。 

Microsoft Windows オペレーティングシステムで「Region & language (地域と言語)」設定を参照するに
は、以下の操作を行います。 

1. デバイスで「Settings (設定)」アプリケーションを起動します。 

2. 「Settings (設定)」ダイアログで「Region & language (地域と言語)」設定を検索します。 

3. 「Region & language (地域と言語)」設定には以下の 2 つの設定があります。 

− 「Country or region (国または地域)」。 

− 「Languages (言語)」 > 「Windows display language (Windows の表示言語)」。 

4. HP TechPulse プロアクティブ管理では、「Country or region (国または地域)」を最優先で利用して
デバイスの国をレポートします。何らかの理由で「Country or region (国または地域)」空白である
場合、HP TechPulse プロアクティブ管理は、「Languages (言語)」 > 「Windows display language 

(Windows の表示言語)」を利用してデバイスの国を表示します。 

注: 国の情報は、HP TechPulse プロアクティブ管理のリアルタイムの地理位置情報サービスに基づいて
はいません。そのため、HP TechPulse ポータルの「Location (場所)」設定は使用されません。 

 

Device Location (デバイスの場所) 
モビリティファクターは、登録されたデバイスについて、外部ソースからのデバイス位置ではなく、
デバイスの地理位置情報を利用します。 

注: HP TechPulse は、HP TechPulse に登録されているすべてのデバイスでリアルタイムの地理位置情報
サービスを有効または無効にする柔軟性をお客様に提供します。デフォルトでは、すべての新しいお
客様に対してリアルタイムの地理位置情報サービスが無効になっています。任意の時点ですべてのデ
バイスのリアルタイムの地理位置情報を参照し、有効または無効にするためのオプションが用意され
ています。リアルタイムの地理位置情報サービスがオンになっている場合でも、HP TechPulse では、
従業員所有または個人所有のデバイスに分類されているデバイスについては (HP TechPulse ポータル内
で) リアルタイムのデバイス位置情報を収集できません。 

HP TechPulse の「Location (場所)」設定を表示または編集するには、以下の操作を行います。 

1. HP TechPulse ポータルにログインし、「Settings (設定)」 > 「Preferences (基本設定)」 > 「Data 

Capture (データの取り込み)」セクションの順に移動します。 

2. 「Location (場所)」設定が「Disabled (無効)」になっている場合、デバイスのリアルタイムの地理
位置情報は取り込まれず、モビリティファクター レポートではすべてのデバイスについてモビリ
ティファクターが「-1」と表示されます。 
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3. 「Location (場所)」設定が「Enabled (有効)」になっている場合、デバイスのリアルタイムの地理位
置情報が取り込まれ、モビリティファクター レポートで使用されます。 

HP TechPulse では、デバイスの最適なリアルタイム地理位置情報を判定するために、Wi-Fi、GPS、携帯
電話基地局、IP アドレスなど、複数のソフトウェア ライブラリおよび技術を利用します。デバイスの
リアルタイム地理位置情報は、Wi-Fi アクセス ポイントや携帯電話基地局などのビーコンから位置を推
定したり、デバイスの IP アドレスから位置を推定したりして取得します。GNSS や GPS (使用可能な場
合) など、その他のソースから取得する場合もあります。 

デバイスのタイプが Wi-Fi ネットワークを使用するデスクトップおよびノートブックの場合、デバイス
のリアルタイム地理位置情報は、Wi-Fi ネットワーク カードまたはデバイスに接続されたルーターを使
用して解釈されます。ルーターの場所は、近くの携帯電話基地局またはインターネット サービス プロ
バイダを使用して取得します。セル ネットワークをベースにしたモバイルデバイスや GSM 無線は、リ
アルタイム地理位置情報の解釈に使用されます。 

 

Device Details (デバイスの詳細) 
ほとんどのレポートは、「Details (詳細)」タブで次のデバイス情報を表示します。 

1. 「Device Name (デバイス名)」。デバイスの名前。デバイス名のハイパーリンクをクリックする
と、デバイスの詳細ページに移動できます。 

2. 「Serial Number (シリアル番号)」。デバイスのシリアル番号。 

3. 「Device Type (デバイスの種類)」。デバイスのタイプ。 

4. 「Device Manufacturer (デバイス製造元)」。デバイスの製造元。 

5. 「Device Model (デバイスモデル)」。デバイスのモデル。 

6. 「Manufacture Date (製造日)」。デバイスの製造日。デバイス製造日は、HP デバイスでのみ利用で
きます。 

7. 「Operating System (オペレーティングシステム)」。デバイスのオペレーティングシステム。例: 

Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android 8、Android 9、iOS 10、iOS 11、MAC 10 など。 

8. 「Last Seen (最終表示)」。デバイスの最終オンライン日付。 
 

Device Warranty Details (デバイスの保証状態) 
ほとんどのレポートは、「Details (詳細)」タブで次のデバイス保証情報を表示します。 

1. 「Device Warranty Status (デバイスの保証状態)」。デバイスの総合的な保証/ Care Pack ステータス。 

2. 「Device Warranty Date (デバイスの保証日)」。保証/ Care Pack 全体の終了日。 

注: デバイスの保証状態は、デバイスのすべての保証および/または Care Pack の総合的なステータスを
単一の値で示したもので、以下のように分類されます。 

• 「In warranty (保証期間中)」。デバイスには有効な保証および/または Care Pack があります。 

• 「Out of warranty (保証期間外)」。デバイスには有効な保証も Care Pack もありません。 

• 「Not applicable (該当なし)」。デバイスは HP 製のデバイスではありません。 

• 「Unknown (不明)」。HP デバイスに保証および/または Care Pack があるかどうかを判定できません。 
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注: デバイスの保証および Care Pack の情報は、HP 製のデバイスでのみ利用できます。 

「Details (詳細)」タブはデフォルトでは「Device Name (デバイス名)」の順 (昇順) に表示されます。 

 

Threat Kill Chain (脅威キルチェーン) の詳細  
Sure Click Advanced は脅威バンドルを表示できる機能サポートが追加されました。このレポートは、確
認された脅威、カテゴリ、重大度、マルウェアファミリー、MITRE ATT&CK™ フレームワーク手法 (およ
び防御方法) のサマリーを表示します。これは「View Details (詳細の表示)」リンクをクリックして、
「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」 タブにある Sure Click Advanced Security レポートからアク
セスできます。 

このリンクから脅威バンドルの「Summary (サマリー)」タブにアクセスできます。各脅威について、脅
威の「Summary (サマリー)」タブで攻撃に使用された MITRE ATT&CK™ 手法を確認できます。「Summary 

(サマリー)」タブの右側パネルから、MITRE attack の詳細が確認でき、さまざまなサードパーティソース
へのリンクも用意されており、この脅威に関連した挙動に関する最新情報が取得できます。 

「Threat Intelligence (脅威インテリジェンス)」: 「Graph (グラフ)」、「Files (ファイル)」、
「Behavioral (挙動)」、「Network (ネットワーク)」タブ  

脅威バンドルページにはその他のタブも用意されています。攻撃に関連したすべてのファイルおよび
ハッシュ、独自の micro-VM イントロスペクションテクノロジーを使用した脅威の対処法分析、攻撃中
に記録されたネットワークアクティビティの包括的なリストが確認できます。これらのタブはマル 

ウェアの意図の理解を深めるために活用できます。 

  


	HP TechPulse
	はじめに
	「Deployment (デプロイメント)」レポート
	「Hardware (ハードウェア)」レポート
	「Security (セキュリティ)」レポート
	「Software (ソフトウェア)」レポート
	「Incident (インシデント)」レポート
	サービスプラン別レポート
	オペレーティングシステム プラットフォーム別のレポート
	レポートの規則
	役割

	レポートの操作
	レポート リスト
	レポートの作成
	レポートの編集
	レポートの削除
	レポートの複製
	レポートのプレビュー
	レポートの実行
	レポートのフィルター条件
	レポートのスケジュール設定
	レポート設定
	レポートの検索、フィルタリング、並べ替え

	レポートのレイアウトおよびナビゲート
	HTML レポート
	レポート名および説明
	レポート ヘッダー
	視覚表現およびドリルダウン
	視覚表現オプション


	PDF レポート
	レポート名および説明
	レポート ヘッダー
	視覚表現およびドリルダウン

	Excel レポート
	レポート名および説明
	レポート ヘッダー
	視覚表現およびドリルダウン


	Dashboard (ダッシュボード)
	「Dashboard (ダッシュボード)」ウィジェット
	カスタムダッシュボードの追加
	ウィジェットの追加

	「Deployment (デプロイメント)」 > 「Data Health Report (データの状態レポート)」
	「Summary (概要)」タブ
	「Installation Status (インストールステータス)」
	「Data Health (データの状態)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Deployment Status (デプロイメントステータス)」レポート
	「By Installation Status (インストールステータス別)」タブ
	「Installation Status (インストールステータス)」
	「HP TechPulse Installation Status by Version (バージョン別 HP TechPulse インストールステータス)」
	「HP Touchpoint Analytics Installation Status by Version (バージョン別 HP Touchpoint Analytics インストールステータス)」
	「HP TechPulse Installation Top Errors (HP TechPulse インストール 上位エラー)」
	「HP Touchpoint Analytics Installation Top Errors (HP Touchpoint Analytics インストール 上位エラー)」
	「HP TechPulse Installation Compliance (HP TechPulse インストール 準拠)」。
	「HP Touchpoint Analytics Installation Compliance (HP Touchpoint Analytics インストール 準拠)」。

	「By Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス別)」タブ
	「Proxy Configuration Status (プロキシ構成ステータス)」
	「HP TechPulse Proxy Configuration Status by Version (バージョン別 HP TechPulse プロキシ構成ステータス)」
	「HP Touchpoint Analytics Proxy Configuration Status by Version (バージョン別 HP Touchpoint Analytics プロキシ構成ステータス)」
	「HP TechPulse Proxy Configuration Top Errors (HP TechPulse プロキシ構成 上位エラー)」
	「HP Touchpoint Analytics Proxy Configuration Top Errors (HP Touchpoint Analytics プロキシ構成 上位エラー)」

	「Details (詳細)」タブ

	「BIOS Inventory (BIOS のインベントリ)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「By Week (週別)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Battery Replacement (バッテリ交換)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Battery Replacement Summary (バッテリ交換の概要)」
	「Battery Replacement Summary by Warranty (保証別のバッテリ交換の概要)」

	「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ
	「By Manufacture Year (製造年別)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート
	HP ノートブックのバッテリを理解する
	リチウムイオンポリマーバッテリのバッテリ状態に影響する主要要素
	温度暴露
	バッテリの充電状態

	「Battery Usage Optimization (バッテリ使用の最適化)」レポート
	最適なバッテリ状態の推奨事項
	HP Battery Health Manager (HP バッテリヘルスマネージャー) の設定
	「Summary (概要)」タブ
	「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」
	「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」

	「By Model (モデル別)」タブ
	「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」
	「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」

	「By Warranty (保証別)」タブ
	「Devices by BHM (BHM 別デバイス)」
	「BIOS Up to Date (BIOS は最新です)」

	「Details (詳細)」タブ
	「BHM BIOS Updates (BHM BIOS 更新)」タブ



	「Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラー)」レポート
	Blue Screen Errors – Details (ブルースクリーン エラー –詳細) レポート
	「Details (詳細)」タブ

	「Blue Screen Errors - Top Devices with Errors (ブルースクリーン エラー –エラーの上位デバイス)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Blue Screen Errors - Top Errors (ブルースクリーン エラー –上位エラー)」レポート
	「Monthly Summary (月次概要)」タブ
	「Weekly Summary (週次概要)」タブ
	「Errors Summary (エラーの概要)」タブ
	「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。
	「No. of Devices (デバイス数)」

	「Drivers Summary (ドライバーの概要)」タブ
	「Number of Blue Screen Errors (ブルースクリーン エラーの数)」。
	「No. of Devices (デバイス数)」

	「Details (詳細)」タブ


	「Device Utilization (デバイスの使用状況)」レポート
	「High CPU utilization (高い CPU 使用率)」タブ
	「High memory utilization (高いメモリ使用率)」タブ
	「Summary (概要)」タブ
	「CPU Utilization Summary (CPU 使用率の概要)」
	「Memory Utilization Summary (メモリ使用率の概要)」

	「By Manufacture Year (製造年別)」タブ
	「CPU Utilization by Device Manufacture Year (デバイス製造年別の CPU 使用率)」
	「Memory Utilization by Device Manufacture Year (デバイス製造年別のメモリ使用率)」

	「Software Performance (ソフトウェアのパフォーマンス)」タブ
	「Applications Causing CPU Overutilization (CPU の使用率を上げているアプリケーション)」
	「Applications Casing Memory Overutilization (メモリ の使用率を上げているアプリケーション)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Disk Capacity Planning (ディスク容量計画)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「By Disk Size (ディスクサイズ別)」
	「By Disk Model (ディスクモデル別)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Disk Replacement (ディスクの交換)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Disk Replacement Summary (ディスク交換の概要)」
	「Disk Replacement Summary by Warranty (保証別のディスク交換の概要)」

	「By Disk Size (ディスクサイズ別)」タブ
	「Devices by Disk Size (ディスクサイズ別のデバイス)」。
	「Disk Replacement Summary by Disk Size (ディスクサイズ別のディスク交換の概要)」

	「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ
	「By Manufacture Year (製造年別)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Hardware Health Monthly Summary (ハードウェアの状態 - 月ごとの概要レポート)」レポート
	「Health Summary (状態概要)」タブ
	「Resource Health Summary (リソース状態概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)」レポート
	「Hardware Inventory – All Data (ハードウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポート
	「Hardware Inventory – Details (ハードウェアインベントリ – 詳細)」レポート
	「By Location (場所別)」
	「By Device Configuration (デバイス構成別)」
	「By Device Type (デバイスタイプ別)」
	「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」
	「By Manufacture Year (製造年別)」

	「By Operating System (オペレーティングシステム別)」
	「Details (詳細)」タブ

	「Hardware Inventory – Device Enrollment Status (ハードウェアインベントリ – デバイスの登録状態)」レポート
	「Monthly Summary (月次概要)」
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Hardware Inventory - Monthly Summary (ハードウェアインベントリ - 月ごとの概要レポート)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「By Device Type (デバイスタイプ別)」タブ
	「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」タブ

	「Details (詳細)」タブ


	「Hardware Replacement (ハードウェア交換)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Affected Devices (影響を受けたデバイス)」
	「Device Health Summary (デバイスの状態の概要)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Hardware Warranty (ハードウェアの保証)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「By Manufacture Year (製造年別)」
	「By Device Manufacturer (デバイス製造元別)」
	「By Warranty Expiration (保証期限別)」

	「Details (詳細)」タブ

	Microsoft Telemetry (Microsoft 製品利用統計情報) レポート
	「Device Health (デバイスの正常性)」タブ
	「Frequently Crashing Devices (頻繁にクラッシュするデバイス)」
	「Driver-Induced OS Crashes (ドライバーによって生じた OSのクラッシュ)」

	「Upgrade Readiness (アップグレードの準備)」タブ
	「Application Readiness (アプリケーションの準備状態)」
	「Driver Readiness (ドライバーの準備状態)」
	「Update Progress (更新の進行状況)」

	「Update Compliance (更新プログラムのコンプライアンス)」タブ
	「Overall Security Update Status (セキュリティ更新の全体的な状態)」
	「Latest Security Update Deployment Status (セキュリティ更新展開の最新の状態)」
	「Overall Feature Update Status (機能更新の全体的な状態)」
	「Protection Status (保護の状態)」
	「Threat Status (脅威の状態)」
	「Device Configuration (デバイスの構成)」
	「Content Distribution (%) (コンテンツ配布)」
	「Content Distribution (GB) (コンテンツ配布)」


	「Mobility Factor (モビリティファクター)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Thermal Grading (温度のグレード)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Thermal Events (温度のイベント)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Thermal Crash Events (温度の障害イベント)」
	「Hibernation Events (停止のイベント)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Windows 10 Hardware Compatibility (Windows 10 ハードウェアの互換性)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Devices with Upgrade Risks (アップグレード リスクがあるデバイス)」
	「Upgrade Risk Assessment Details (アップグレード リスク評価の詳細)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Retail Device Inventory (リテール デバイス インベントリ)」レポート
	「Retail - Base Unit with Peripheral Inventory (リテール - ベースユニットとペリフェラル インベントリ)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Retail - Peripheral Change (リテール - ペリフェラル変更)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Retail - Peripheral Inventory (リテール - ペリフェラル インベントリ)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Retail - Peripheral Usage Statistics (リテール - ペリフェラル使用状況統計)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「All Peripherals (すべてのペリフェラル)」
	「Printers (プリンタ)」
	「Scanners (スキャナ)」
	「Magnetic Stripe Reader (磁気ストライプ リーダー)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Incident Resolution (インシデント解決)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Incident Burndown (インシデント解決)」
	「Incident Response and Closure Time(s) (インシデントの応答および解決時間)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Performance - Value Reminder Email (パフォーマンス - 値リマインダーメール)」レポート
	「Productivity (生産性)」タブ
	「Productivity (生産性)」スコア
	KPI (Key Performance Indicator)

	「Security (セキュリティ)」タブ
	「No. of Devices Not Complaint (準拠していないデバイス数)」と「Compliance Status (準拠の状態)」
	KPI (Key Performance Indicator)

	「Device Health (デバイスの状態)」タブ
	「Device Health (デバイスの状態)」スコア
	「Device Health Summary (デバイスの状態の概要)」

	「Adoption (導入)」タブ
	「Adoption (導入)」スコア
	「Total No. Of Devices Enrolled (登録済みデバイスの総数)」

	「Recommendations (推奨事項)」タブ

	「Company Security Compliance (会社のセキュリティへの準拠)」レポート
	「Company Security Compliance - Monthly Summary (会社のセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Company Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (会社のセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ


	「Device Security Compliance (デバイスのセキュリティへの準拠)」レポート
	「Device Security Compliance - Monthly Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –月ごとの概要)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Device Security Compliance - 24 Hour Summary Summary (デバイスのセキュリティへの準拠 –24 時間の概要)」レポート
	「Antivirus Applications (ウイルス対策アプリケーション)」
	「Firewall Applications (ファイアウォール アプリケーション)」
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ


	「Device Compromised (安全性に疑問があるデバイス)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Lost Device Protection (紛失したデバイスの保護)」レポート
	「Lost Device Protection – Details (紛失したデバイスの保護 – 詳細)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Lost Device Protection – Top Devices (紛失したデバイスの保護 – 上位デバイス)」レポート
	「Top Devices (上位デバイス)」タブ
	「Details (詳細)」タブ


	「Non-Reporting Devices (レポートしないデバイス)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Sure Click Advanced Security (Sure Click Advanced セキュリティ)」レポート
	「Devices (デバイス)」タブ
	「Client Status (クライアントステータス)」
	「Disabled Clients – Protection Gap by Length of Time (無効のクライアント – 期間別の保護ギャップ)」
	「Most Impacted Devices by Prevented Threats (防止済み脅威別最も影響を受けたデバイス)」

	「Users (ユーザー)」タブ
	「Most at Risk Users by Prevented Threats (防止済み脅威別最もリスクのあるユーザー)」

	「Threats (脅威)」タブ
	「Prevented Threats by Source (ソース別防止済み脅威)」
	「Threats Over Time (経時的な脅威)」

	「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ
	「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ

	「Sure Start System Integrity (Sure Start システム整合性)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Unauthorized Sure Start Firmware Changes (許可されていない Sure Start ファームウェアの変更)」
	「Activity Over Time (経時的なアクティビティ)」
	「Most Impacted Devices (最も影響を受けたデバイス)」
	「High-Severity Events (高い重大度のイベント)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Sure Recover Activity (Sure Recover アクティビティ)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Activity Over Time (経時的なアクティビティ)」
	「Recent Recovery Activity (最近のリカバリ アクティビティ)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Sure Recover Settings (Sure Recover 設定)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Sure Recover Status (Sure Recover ステータス)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Sure Sense Advanced Security (Sure Sense Advanced セキュリティ)」レポート
	「Devices (デバイス)」タブ
	「Client Status (クライアントステータス)」
	「Devices by OS (OS 別デバイス)」
	「Disabled Clients – Protection Gap by Length of Time (無効のクライアント – 期間別の保護ギャップ)」

	「Threats (脅威)」タブ
	「Threats by Deep Classification (ディープ分類別脅威)」
	「Most at Risk Users by Prevented Threats (防止済み脅威別最もリスクのあるユーザー)」
	「Threats Over Time (経時的な脅威)」

	「Device Protection Details (デバイス保護の詳細)」タブ
	「Threat Protection Details (脅威保護の詳細)」タブ

	「Driver Inventory (ドライバーインベントリ)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Drivers (ドライバー)」タブ
	「Drivers Table (ドライバーの表)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Catalog Compliance (ソフトウェアカタログへの準拠)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Errors (ソフトウェアエラー)」レポート
	「Software Errors - 24 Hour Summary (ソフトウェアエラー - 24 時間の概要)」レポート
	「24 Hour Summary (24 時間の概要)」タブ

	「Software Errors - Top Devices with Errors (ソフトウェアエラー –エラーの上位デバイス)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Errors - Top Errors Monthly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー月次概要)」レポート
	「Monthly Summary (月次概要)」タブ
	「Errors by Operating System (オペレーティングシステム別エラー)」タブ
	「Number of Errors (エラーの数)」タブ
	「No. of Devices (デバイス数)」タブ

	「Errors Summary (エラーの概要)」タブ
	「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」タブ
	「No. of Devices (デバイス数)」タブ

	「Details (詳細)」タブ

	「Software Errors - Top Errors Weekly Summary (ソフトウェアエラー –上位エラー週次概要)」レポート
	「Weekly Summary (週次概要)」タブ
	「Errors Summary (エラーの概要)」タブ
	「Number of Software Errors (ソフトウェアエラーの数)」タブ
	「No. of Devices (デバイス数)」タブ

	「Details (詳細)」タブ


	「Software Inventory (ソフトウェアインベントリ)」レポート
	「Software Inventory – All Data (ソフトウェアインベントリ – すべてのデータ)」レポート
	「Software Inventory – Details (ソフトウェアインベントリ – 詳細)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Inventory - Recently Detected Applications (ソフトウェアインベントリ – 最近検出されたアプリケーション)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Inventory – Summary (ソフトウェアインベントリ – 概要)」レポート
	「Summary (概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ


	「Software Updates (ソフトウェアアップデート)」レポート
	「By Model (モデル別)」タブ
	「By OS Release (OS リリース別)」タブ
	「By Week (週別)」タブ
	「By Update (アップデート別)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Software Utilization (ソフトウェアの使用状況)」レポート
	「Top Used Windows Applications (よく使用される Windows アプリケーション)」タブ
	「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」
	「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」

	「Top Used Android Applications (よく使用される Android アプリケーション)」タブ
	「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」
	「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」

	「Top Used macOS Applications (よく使用される macOS アプリケーション)」タブ
	「Top Actively Used Apps (Monthly Summary) (積極的に使用された上位のアプリ (月ごとの概要))」
	「Top Apps by Usage Time (Monthly Summary) (使用時間別の上位のアプリ (月ごとの概要))」

	「Details (詳細)」タブ

	「Web Applications (Web アプリケーション)」レポート
	「Utilization Summary (使用状況の概要)」タブ
	「Details (詳細)」タブ

	「Windows Startup/Shutdown Performance (Windows 起動/シャットダウン パフォーマンス)」レポート
	「Startup Performance (起動パフォーマンス)」タブ
	「Startup Performance of the Devices (デバイスの起動パフォーマンス)」 (エリアチャート)
	モデル別バー チャート

	「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週)

	「Shutdown Performance (シャットダウン パフォーマンス)」タブ
	「Shutdown Performance of the Devices (デバイスのシャットダウン パフォーマンス)」 (経時的なエリアチャート)
	モデル別バー チャート

	「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週)

	「Wakeup Performance (ウェイクアップ パフォーマンス)」タブ
	「Wakeup Performance of the Devices (デバイスのウェイクアップ パフォーマンス)」 (経時的なエリアチャート)
	モデル別バー チャート

	「Top Slowdown Reasons (上位の速度低下理由)」 (最近の週)

	「By Model (モデル別)」タブ
	「Reboots (再起動)」タブ
	「Number of Devices Since Last Reboot (前回の再起動からのデバイス数)」

	「Details (詳細)」タブ

	「Subscription Expiration (サブスクリプションの有効期限)」レポート
	「Summary (概要)」
	「Details (詳細)」タブ

	付録
	Device Country (デバイスの国)
	Device Location (デバイスの場所)
	Device Details (デバイスの詳細)
	Device Warranty Details (デバイスの保証状態)
	Threat Kill Chain (脅威キルチェーン) の詳細
	「Threat Intelligence (脅威インテリジェンス)」: 「Graph (グラフ)」、「Files (ファイル)」、「Behavioral (挙動)」、「Network (ネットワーク)」タブ



