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Planningについて
Oracle Hyperion Planningを使用して、共同のイベントベースの運営プランニング・プロセスを促進します。意思
決定者およびマネージャは、予算ホルダーと共同で、迅速に対応し最適なプランを確保して、プランニング・プロセス
を最適化します。

Planningの機能
Planningにより次の点を実現できます:

• 世界的規模の企業の複数の事業部にわたる協力、情報伝達および管理を促進します。
• 変動に応じて頻繁に行うプランニング・サイクルを管理し、絶え間ないプランニングを行うためのフレーム・ワークを

提供します。
• WebまたはOracle Smart View for Officeにより使い勝手の良さと、デプロイメントのしやすさを実現します
• より短期間でアプリケーションを作成して導入でき、アプリケーションの保守も容易になるので、総所有費用を削減

できます
• レポート作成、分析およびプランニングにより、意志決定プロセスが改善されます。
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• 複雑なビジネス・ルールや割当てを組み込むことができ、モデリングを推進します。
• 他のシステムと統合してデータをロードできます。

新機能に関する重要な情報
Oracle Hyperion Planningの新機能を使用する際の重要な詳細は、現在のリリースのOracle Hyperion
Planning新機能を参照してください。

Smart View
Smart ViewはPlanningへのMicrosoft Officeのインタフェースで、これによりユーザーは計画および予測アク
ティビティを実行できます。また、Smart Viewによりユーザーは切断モードでオフライン作業を行うことができます。
これらにより、PlanningデータをMicrosoft Outlook、Excel、WordおよびPowerPointで分析することができま
す。Smart Viewのアド・ホック・グリッドにより、PlanningユーザーはSmart ViewまたはPlanningで頻繁にアクセ
スし、お互いに共有する選択されたデータ・スライスをカスタマイズできます。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガ
イド』および『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイド』のアド・ホック・グリッドの操作の章を参照してください。

Planning Webクライアント
PlanningはWebユーザーに完全な機能を提供します。Webインタフェースを使用し、クライアント・コンピュータにソ
フトウェアをインストールせずにアプリケーションを大規模で分散型の組織にロールアウトできます。すべてのソフト
ウェアはサーバーに存在します。以前Planningデスクトップにあった多くの管理機能は、現在Planning Webを通し
て使用できます。管理アプリケーションおよびディメンションの作成と管理など、他の管理機能については、Oracle
Hyperion EPM Architectから利用できます。

Performance Management Architect
Performance Management ArchitectはPlanningインストールと構成のコンポーネントです。これを使用
し、Planningアプリケーションとディメンション、スマート・リスト、UDA、メンバー式および他の機能により作成、作業
できます。さらにビジネス・ルールも作成できます。

Performance Management Architectを使用すると、Performance Management Architectアプリケーショ
ンを表示、作成および検証し、それらのアプリケーションをデプロイしてPlanningアプリケーションを作成できま
す。Performance Management ArchitectからPlanningへのアプリケーションのデプロイは、長期にわたる操作
です。初回のデプロイメントにはそれ以降の再デプロイメントよりも時間がかかります。

Performance Management Architectアプリケーションには、Performance Management Architect
のOracle Hyperion Calculation Managerモジュールを使用して作成されたビジネス・ルールを含められ
ます。Performance Management Architectで実行されるタスクの詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise
Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。Performance Management Architect
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のインストールと構成については、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ガイ
ド』を参照してください。

EPM Workspace
Planningは、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspaceで使用できます。EPM
WorkspaceプリファレンスなどのEPM Workspace機能の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Workspaceユーザー・ガイド』または『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management
Workspace管理者ガイド』を参照してください。EPM Workspaceへのログオンの詳細は、 43ページのEPM
WorkspaceへのログオンおよびPlanningへのアクセスを参照してください。

ライフサイクル管理
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Systemのライフサイクル管理には、Oracle
Enterprise Performance Management System製品のアプリケーション、リポジトリ、または個別のアーティファ
クトを製品環境およびオペレーティング・システムの間で移行する一貫した方法があります。一般的には、Oracle
Hyperion Shared Services Consoleのライフサイクル管理インタフェースは、ライフサイクル管理をサポートする
すべてのEPM System製品に対して一貫しています。ただし、EPM System製品では、ライフサイクル管理インタ
フェースでアーティファクトのリスト表示、およびエクスポートとインポートのオプションの表示が異なります。

ライフサイクル管理には、次の機能があります:

• アプリケーションおよびフォルダの表示
• アーティファクト検索
• アプリケーションから他のアプリケーションへの直接的な移行
• ファイル・システム間の移行
• 移行定義ファイルの保存およびロード
• 選択されたアーティファクトの表示
• 移行の監査
• 移行ステータスの表示
• ファイル・システム上で変更をすばやく行うための、個々のアーティファクトのインポートおよびエクスポート

Shared Services Consoleのライフサイクル管理インタフェースに加え、ライフサイクル管理ユーティリティと呼ば
れるコマンドライン・ユーティリティには、ソースから移行先にアーティファクトを移行させる代替方法を備えています。
ライフサイクル管理ユーティリティは、Windowsタスク・スケジューラやOracle Enterpriseマネージャなど、サード
パーティ製スケジュール・システムともあわせて使用できます。

最後に、ユーザーがライフサイクル管理機能をカスタマイズして拡張できる、ライフサイクル管理アプリケーション・プ
ログラミング・インタフェース(API)があります。

ライフサイクル管理の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Systemライフサイクル管理ガイドを参照
してください。
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Essbase
Planningでは、Oracle Essbase解析および計算機能、セキュリティ・フィルタ、API、ビルト済金融情報、計算関数
および複数データベース・アプリケーション・サポートが活用されます。Planningでは、リレーショナル・データベースに
アプリケーション定義が保管され、アプリケーションのEssbaseデータベースおよびセキュリティ特権が作成されます。

リレーショナル・データベースおよびEssbaseサーバーへのリンクにはデータ・ソースが使用されこれらは各
Planningアプリケーションに関連付けられます。Planningアプリケーション管理用のデータ・ソースの作成の詳
細は、 309ページのデータ・ソースの管理を参照してください。Performance Management Architectで作
成されるPlanningアプリケーションでのデータ・ソースについては、『Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

Financial Reporting
Oracle Hyperion Financial Reportingは、高度にフォーマットされたレポートを通してデータを重要なビジネス情
報に変換する管理レポート・ツールです。PlanningユーザーはFinancial Reportingを使用してレポート・タスクを管
理し、プランのレビューおよび分析を行うことができます。ユーザーはテキスト、データのグリッド、チャート、グラフおよび
イメージを盛り込んだレポートを作成できます。リアルタイムのアドホック差異レポートを使用し、オンラインでの表示ま
たは高性能な形式での印刷が可能な、高度なFinancial Reportingを作成できます。

ビジネス・ルール
ビジネス・ルールは、事前定義済みの式、変数、計算スクリプト、マクロ、ルールセットおよびテンプレートを使用して、
複雑な計算を実行します。 191ページのビジネス・ルールの使用方法を参照してください。

Web Analysis
Oracle Hyperion Web Analysisは、解析、表示方法およびレポート作成のソリューションを提供します。組織は広
範囲に渡るユーザー・コミュニティに低コストで情報を提供できます。

予測プランニング
予測プランニングを使用して、ユーザーはPlanningフォームを操作し、履歴データに基づいてパフォーマンスを予
測することができます。予測プランニングは高度な時系列および自己回帰和分移動平均(ARIMA)統計テクニッ
クを使用して、他の予測手法に基づいてPlanningに入力された予測を確認および検証します。この機能を使用
するには、管理者は『Oracle Hyperion Planning予測プランニング・ユーザー・ガイド』に記載のとおりに、フォームを設
計する必要があります。その後、有効なPlanningフォームがSmart Viewにロードされたら、ユーザーは「プランニ
ング」メニューまたはリボンから予測プランニング機能にアクセスできます(インストール手順については、『Oracle
Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』を参照してください。)
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サードパーティ製ソフトウェアのユーザー・ライセンス
Planningを使用するには、リレーショナル・データベースまたはWebアプリケーション・サーバーなどのライセンスを第
三者のベンダーから購入する必要があります。

Planningの使用方法のシナリオ
Performance Management Architectアプリケーション管理を使用してアプリケーションを作成し、Planningア
プリケーションを作成するためにデプロイします。アプリケーションには、勘定科目、エンティティ、シナリオおよびそ
の他のディメンション要素などのPlanningのニーズに合わせてディメンションおよびディメンション属性が含まれ
ています。作成できるアプリケーションの数に制限はありません。Performance Management Architectの詳細
は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

これらのトピックでは、Planningがどのように使用されるかについて説明されます。

•  19ページのデプロイメント
•  20ページのアプリケーションの設定
•  25ページの作成プラン
•  25ページのビジネス・ルールの起動
•  25ページの予算レビュー・プロセスの開始
•  27ページのプランニング後のアクティビティ

デプロイメント
IT担当者がPlanningをサーバー・コンピュータおよびクライアント・ワークステーションにインストールして構成しま
す。IT担当者は、リレーショナル・データベース、クライアント/サーバーおよびWebサーバー・ソフトウェア、またユーザー・
ディレクトリ構成の管理経験が必要です。

表1 サーバーのインストール

ユーザー タスク

IT担当者 オペレーティング・システム、リレーショナル・データベー
ス、Webサーバー、アプリケーション・サーバーおよびWebブ
ラウザを含むPlanningシステム要件をインストールします。

IT担当者 Essbaseをインストール

IT担当者 OLAPおよびリレーショナル・データベースのデータ・ソース
名(DSN)を設定

IT担当者 PlanningおよびFinancial Reportingをインストールしま
す

IT担当者 リレーショナル・データベースと接続を作成

IT担当者 Webサーバーを構成

IT担当者 外部ユーザー・ディレクトリでユーザーを設定
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ユーザー タスク

IT担当者 オプション: ユーザーのテスト・アプリケーションを作成

IT担当者 インストールと構成をテスト

表2 クライアントのインストール:ユーザーとタスク

ユーザー タスク

IT担当者 PlanningリモートWindowsクライアント、Smart
View、Microsoft ExcelおよびFinancial Reportingの
インストール

IT担当者 Webブラウザのインストール

IT担当者 Webとネットワークの接続をテスト

アプリケーションの設定
サブトピック
• メタデータの作成
• ユーザーおよびアクセス権限の定義
• アプリケーションの作成およびリフレッシュ
• フォームの設計
• ワークシートの設計
• アプリケーションへのデータの移入
• ビジネス・ルールの作成
• ターゲットの設定
• タスク・リストの作成
• レポート
• Planning・サイクルの初期化

アプリケーションの設定には、この項でリストされるタスクが含まれます。管理者は、Performance Management
Architectアプリケーションの管理を使用してアプリケーションを設定し、Planningにデプロイすることもできま
す。『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

メタデータの作成
コンサルティング・パートナーおよびPlanning管理者によりアプリケーションがデザインされ、Performance
Management Architectアプリケーション管理でアプリケーション・フレームワークが作成されます。アプリケーション
の所有者は1つのアプリケーションにつき1人のみです。所有者は、他の管理者に所有権を与えることができます。ア
プリケーション・フレームワークには次が含まれます。

• アプリケーション名
• プラン・タイプ数および名前
• カレンダ構造
• アプリケーションが複数通貨かどうか
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• デフォルトの通貨

アプリケーション・フレームワークが作成されたあと、ディメンションとメンバーがアプリケーションに追加さ
れ、Performance Management Architectのプラン・タイプに割り当てられます。アプリケーションには必須ディメ
ンションが8つまで存在します。

• 通貨(複数通貨アプリケーション)
• HSP_Rates (複数通貨アプリケーション)
• 勘定科目
• エンティティ
• シナリオ
• バージョン
• 期間
• 年

表3 メタデータの作成

ユーザー タスク

管理者 アプリケーションの設計と作成

管理者 メタデータの定義(通貨、シナリオ、バージョン、カレンダ)

管理者 為替レートを入力

管理者 属性および属性値の定義

管理者 カスタム・ディメンションのロード

ユーザーおよびアクセス権限の定義
IT担当者はユーザーおよびグループを定義し、ユーザーがPlanningアプリケーションにアクセスする前にユーザー・
ディレクトリを構成します。詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理ガ
イドを参照してください。Planningで、ユーザーまたはグループを保護されたオブジェクトに割り当てます。

表4 ユーザーおよびアクセス権限を設定する

ユーザー タスク

IT担当者 サポートされたユーザー・ディレクトリでPlanningユーザーを
設定します

管理者 Planningアプリケーションのユーザー・ディレクトリでユー
ザーを同期化します

管理者 ユーザーおよびグループにアクセス権限を割り当てます

管理者 Planningで、ディメンション、メンバー、フォーム、フォル
ダ、およびタスク・リストにアクセス権限を割り当てます
( 51ページの第3章「アクセス権限の設定」を参照して
ください)
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アプリケーションの作成およびリフレッシュ
PlanningアプリケーションのEssbaseアウトラインおよびセキュリティ構造は、管理者によって作成され、定期的にリ
フレッシュします。アウトラインおよびセキュリティ構造は、Planningアプリケーションのリレーショナル・データベース
に保管されるメタデータに基づいて作成されます。Planningにより次が作成されます。

• Essbaseアプリケーション
• 複数のEssbaseデータベース(各プラン・タイプにつき1つ)
• Essbaseアクセス権限フィルタ
• Essbaseアウトライン(すべてのメタデータ):

○メンバー
○共有メンバー
○ユーザー定義属性および属性値
○為替レート

表5 データベースの作成

ユーザー タスク

管理者 Planningアプリケーションを、アプリケーションのリレーショ
ナル・データベースに保管されるメタデータに基づいて作
成、リフレッシュします。

フォームの設計

表6 フォームの設計

ユーザー タスク

管理者と対話型ユーザー Planningでフォームを作成、維持します

管理者と対話型ユーザー フォーム管理のためにPlanningでフォルダを作成、管理し
ます

管理者 フォームおよびフォルダにアクセス権限を割り当てます

ワークシートの設計
PlanningユーザーはSmart Viewをインストールし、Excelのフォームを処理してExcelワークシート・モデルを活用し、
カスタムの式、フォーマット・レポートおよびPlanningとの接続を切った作業を作成できます。

アプリケーションへのデータの移入
管理者および対話型ユーザーはPerformance Management Architectアプリケーション管理を使用
し、Planningアプリケーションにデータを事前に移入します。『Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Architect管理者ガイド』を参照してください。
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表7 アプリケーションへのデータの移入

ユーザー タスク

管理者 「データのコピー」を使用し、リレーショナル・データおよびサ
ポート詳細を含めて、1つのディメンショナル交差からのプ
ランを別のディメンショナル交差にコピー

管理者と対話型ユーザー 一括ロードの実行

任意のユーザー ビジネス・ルールを反映し、グローバルに保存された仮定に
値を入力

任意のユーザー PlanningアプリケーションにフォームまたはSmart Viewを
通してデータを入力

任意のユーザー ビジネス・ルールまたは「バージョンのコピー」を使用して
データを計算、作成

ビジネス・ルールの作成
表8 ビジネス・ルールの作成

ユーザー タスク

管理者 ユーザーのアクセス権限をビジネス・ルールに割り当てます

管理者と対話型ユーザー ビジネス・ルールを作成します。Calculation Manager
の役割および権限の詳細は、Oracle Enterprise
Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理
ガイドを参照してください。

管理者によって起動アクセス権限を割り当てられた、管理
者、対話型ユーザーおよびプランナ

Planningアプリケーションのビジネス・ルールを起動します

ビジネス・ルールの管理の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイ
ド』を参照してください。

 191ページのビジネス・ルールの使用方法も参照してください。

ターゲットの設定
管理者はPlanningアプリケーションのターゲット・タイプ・バージョンを設定します。ターゲット・データへのユーザー・ア
クセスはアクセス権限により決定されます。一般的に、ターゲット・データは事業単位などメタデータの上位に保管さ
れます。管理者は、ターゲット・データが下位の#MISSING値で置き換えられないようEssbaseデータベースを構成
します。

ターゲット・データは一般的にデータ入力と分析の指針として使用されます。たとえば次のようにターゲット・データを
作成します:

• データを手動で入力
• ビジネス・ルールによるモデリング
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• ビジネス・ルールを使用し、ターゲットを下位メンバーに押し下げます

表9 ターゲットの設定

ユーザー・タイプ タスク

管理者 標準のターゲット・タイプ・バージョンを追加

管理者 ユーザー・アクセス権限を(通常は読取り専用)をターゲット・
バージョンに割り当てます

管理者 ターゲット・データが下位の#MISSING値で置き換えられ
ないようEssbaseデータベースを構成します

任意のユーザー ターゲット・データの作成

管理者 Financial Reportingデータベースを設定します

任意のユーザー ガイダンスまたは入力のためにフォームでターゲットを表示

タスク・リストの作成
表10 タスク・リスト

ユーザー・タイプ タスク

管理者 ユーザーの予算策定プロセスを構成するタスク・リストを作
成します

管理者 タスク・リストおよびタスクにアクセス権限を割り当てます

レポート
Financial Reportingを使用し、WindowsまたはWeb使用可能クライアント用のレポートを作成します。Financial
ReportingはEssbaseデータベースを使用し、Essbaseアクセス権限フィルタ(Planningが作成)に関連付けます。

表11 レポート

ユーザー・タイプ タスク

管理者と対話型ユーザー Financial Reportingを使用し、レポートを作成、起動しま
す

任意のユーザー レポートの印刷

任意のユーザー プランニング・サイクルを通してレポートを見る

Planning・サイクルの初期化
表12 プランニング・サイクルの初期化

ユーザー・タイプ タスク

管理者 反復レビュー、解析および承認のためプランニング・ユニッ
トを選択します
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ユーザー・タイプ タスク

任意のユーザー プランニング・ユニットの所有者になった後で、電子メール
を受信するかどうかを指定します

作成プラン
管理者はプランニング・プロセスを通してユーザーをガイドするタスク・リストを定義します。Planningユーザーは
アプリケーションにログインし、フォームを開くことでプランニング・サイクルを開始できます。ユーザーはフォームの
手順を読み取り、プランを準備する時に履歴やターゲット・データをレビューします。追加のユーザー・タスクの詳細
は、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

ユーザーはフォームでデータを保存し、フォームの現在保管されているデータ値を保存する前にリフレッシュできます。
ユーザーは直前に保存されたバージョンにデータを復元し、「バージョンのコピー」を使用して使用して個人バージョン
を保存できます。ユーザーの保存時:

• データはEssbaseデータベースに保存されます。
• フォームが作成されるときに保存時に実行するよう「フォームの計算」ビジネス・ルールが選択されている場合、

フォームの小計が計算、保管されます。(デフォルトでは、このビジネス・ルールは保存時に実行するよう選択され
ません。)

• ビジネス・ルールを起動し、データを計算します。

ビジネス・ルールの起動
ビジネス・ルールはアクセス権限に応じてユーザーが使用できます。管理者は起動アクセス権限をビジネス・ルール
にPlanning内から割り当てられます( 51ページの第3章「アクセス権限の設定」を参照)。ビジネス・ルールのア
クセス権限の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理ガイドも参照し
てください。

起動権限を持つユーザーは、PlanningまたはSmart Viewからビジネス・ルールを起動できます。

予算レビュー・プロセスの開始
プランニング・ユニットを使用して、予算の追跡およびステータスの確認、問題やプランニング・ユニット所有権の処
理を行います。プランニング・ユニットはシナリオ、バージョンおよびエンティティまたはエンティティの一部の組合せ
です。シナリオとバージョンはレビュー・サイクルの基礎です。予算プロセスが完了するまで、プランニング・ユニット
は確認者間を移動します。レビュー・プロセスは、プランニング・ユニットに対して所有者および確認者を選択したと
きに設定した移動パスに沿って行われます。ただし、イベントにより移動パスの変更がトリガーされた場合は異なりま
す。

プランニング・ユニットが開始される前に、書込みアクセス権を持つすべてのユーザーは、プランニング・ユニットに関
連付けられたデータを変更できます。ただし、プランニング・ユニットが開始されると、データを変更する機能は、ユー
ザー・タイプに依存します:
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• 承認管理者 - 承認管理者は、承認プロセスの定義および設定を担当します。プランニング・ユニット階層を定義
したら、承認管理者は、プランニング・ユニットを開始することによって、承認プロセスを開始します。

• 承認所有者 - 承認所有者がプランニング・ユニットの所有権を受け取った場合、プランニング・ユニットの確認、
およびプランニング・ユニットに関連付けられたデータの変更が許可され、コメントを入力できます。

• 承認確認者 - 承認確認者がプランニング・ユニットの所有権を受け取った場合、プランニング・ユニットの確認が
許可され、コメントを入力できます。確認者は、プランニング・ユニットに関連付けられたデータの変更は許可され
ていません。

• 承認通知者 - 承認通知者は、プランニング・ユニットが別のユーザーに移行する際に電子メール通知を受信する
関係者です。

承認プロセスの詳細は、 245ページの第9章「予算編成プロセスの管理」を参照してください。

表13 予算レビュー・プロセスの開始

ユーザー タスク

管理者 プランニング・サイクルのためにプランニング・ユニットを
開始します

アクセス権のあるユーザー データを入力します

アクセス権のあるユーザー データを計算します

アクセス権のあるユーザー オプションで送信のコピーを作成します

アクセス権のあるユーザー レビューのためにデータを上位へ移動します

アクセス権のあるユーザー レビュー・プロセスをサポートする注釈を入力します。

注：

プランニング・ユニットの所有者が決まるまで、複数のユー
ザーがそれを更新できます。プランニング・ユニットが上位
の次の確認者に移動されるときに、非所有者のアクセス権
限は読取り専用に変更されます。

アクセス権のあるユーザー プランニング・ユニットのレビューの準備ができたことを確
認者に通知します

アクセス権のあるユーザー 上位へ移動されたプランニング・ユニットのデータをレ
ビューします

アクセス権のあるユーザー フォームを通して上位へ移動されたデータの読取りおよび
変更を行います

アクセス権のあるユーザー ビジネス・ルールを実行します

アクセス権のあるユーザー Financial Reporting、OracleのHyperion Web
Analysis、Smart Viewまたはサードパーティのレポート・
ツールを使用して、上位へ移動されたデータを読み取ります

アクセス権のあるユーザー データ値の変更、注釈の入力、プランニング・ユニットのサ
インオフ、プランニング・ユニットの上位への移動、拒否お
よび承認を行います

管理者 プランニング・プロセス・ステータスを確認します
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ユーザー タスク

管理者 補足的注釈を読み取ります

管理者 監査証跡を表示します

管理者 プランニング・サイクルを完了します

管理者 Essbaseのシナリオおよびバージョンへのユーザーのアクセ
ス権を読取り専用に変更します

管理者と対話型ユーザー Financial Reportingを使用してレポートを発行します

プランニング後のアクティビティ
表14 プランニング後のアクティビティ

ユーザー タスク

管理者と対話型ユーザー シナリオ別のプランニング・データを他のアプリケーション、
総勘定元帳またはERPにアップロードします

アクセス権のあるユーザー 完成したプランのバージョンを新しいバージョンにコピーす
るか、データをあるディメンショナル交差から別のディメン
ショナル交差にコピーします

管理者と対話型ユーザー 実績とプランを比較するレポートを作成するために、最新の
実績データの一括ロードを実行します

アクセス権のあるユーザー フォーム、Financial Reporting、Smart Viewまたはサー
ドパーティのレポート作成ツールを利用し、実績の更新につ
いて読み、パフォーマンスとプランの比較結果を分析します
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2
Planningスタート・ガイド

この項の内容：
Planningアプリケーションについて .............................................................................................  29
Essbaseの開始 ......................................................................................................................  30
Essbaseの操作の考慮事項 ......................................................................................................  30
Planningフォームでの暗黙的な共有の理解 .................................................................................  31
Essbaseの複数のサーバーへの接続 ...........................................................................................  32
リレーショナル・データベースの起動 ..............................................................................................  32
SQLリレーショナル・データベースの最適化 ....................................................................................  32
アプリケーションおよびシステム・プロパティの設定 .........................................................................  33
EPM WorkspaceへのログオンおよびPlanningへのアクセス ........................................................  43
簡略化されたインタフェースの使用 .............................................................................................  44
Planningユーティリティの操作 ...................................................................................................  47
アプリケーション・サーバーの使用方法 ..........................................................................................  50
インスタンスとクラスタの更新について ........................................................................................  50
PlanningおよびEssbaseを閉じる ..............................................................................................  50

Planningアプリケーションについて
Planningアプリケーションは、プランニングのニーズを満たすために使用される、関連したディメンションのセットと
ディメンション・メンバーです。各アプリケーションにはそれ自体の勘定科目、エンティティ、シナリオおよび他のデータ
要素があります。

Performance Management ArchitectおよびPlanningアプリケーション管理を使用してアプリケーションを
操作できます。『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』で、これらの
Performance Management Architectアプリケーション管理タスクを参照してください:

• Planningアプリケーションを作成するための、Performance Management Architectでのアプリケーションの
作成、およびそのデプロイ。

• 組織の予算構造を反映したエンティティの作成。
• プランニング・データを収集するための勘定科目とディメンションの作成。
• シナリオとバージョンの作成。
• 組織で必要となるカスタムの要約期間でのカレンダの変更。
• 複数通貨アプリケーションでの、基本通貨、通貨コード、通貨記号、トライアンギュレーション通貨、レポートの通貨、

および為替レート・タイプの指定。
• Calculation Managerでのビジネス・ルールの作成。
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次のものを含むPlanningアプリケーション管理タスクについては、このガイドを参照してください。

• Planningアプリケーションの作成、削除および登録。
• フォーム、タスク・リストおよびメニューの作成。
• ディメンション・メンバー、タスク・リスト、フォームおよびフォーム・フォルダのアクセス権限の割当

て。 51ページの第3章「アクセス権限の設定」と、Oracle Enterprise Performance Management Systemユー
ザー・セキュリティ管理ガイドおよびそのPlanningに関する情報を参照してください。

• 通貨換算レートと為替レートの表の管理。
• レビューと承認のプロセス、要件、参加者の識別や予算プロセスの管理。

PlanningおよびPerformance Management Architectのインストールおよび構成の詳細は、『Oracle
Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』を参照してください。

Essbaseの開始
Planningアプリケーションのデータは、Essbaseサーバーにあります。Essbaseは、Planningアプリケーションを開く
前に実行する必要があります。Essbaseを起動した後に最小化し、バックグラウンドでまたはサービスとして実行で
きます。

Essbaseの操作の考慮事項
「データベースの管理」ページ上の作成およびリフレッシュはEssbaseデータベースのデータに影響します。「作成」を
クリックするとデータは消去され、Planningのプラン・タイプが再構築されます。「リフレッシュ」をクリックするとデー
タが置き換えられることがあります。重要な情報は、 77ページのアプリケーション・データベースの作成とリフレッ
シュを参照してください。

Performance Management Architectを使用していない場合、Planningアプリケーション管理を使用し
てアプリケーションを操作します。Planningアプリケーション管理で作成したアプリケーションをPerformance
Management Architectへアップグレードすると、Planningアプリケーション管理に戻ってそのアプリケーションを
操作することはできません。Essbaseアウトラインの変更をOracle Essbase Administration Servicesで直接行
うことはできません。

Planningアプリケーションをリフレッシュすると、Essbaseデータベースで次の点が変わります。

• Planningリレーショナル・データベースにメンバーが存在しない場合、メンバーとメンバーのプロパティ、属性、ユー
ザー定義の属性(UDA)は、「リフレッシュ」するとEssbaseに保持されません。

• PlanningでEssbaseに存在するすべてのメンバーのプロパティが取得されてから、Planningで定義可能なメン
バーのプロパティが設定され上書きされます。

この動作は、以前のリリースと異なります。以前のリリースでは、リフレッシュのプロセスは付加的であり、Planningに
メンバー、属性、UDAが存在していなくても、Essbaseのアウトラインに直接変更されました。

HSP_UDFのUDAでは、Planning以外で定義されたメンバー式は保持されます。このUDAをPlanning内からメン
バーへ割り当てることができます。Planningのリフレッシュによるメンバーの割当て解除によって、Essbaseアウトラ
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インのメンバーからのUDAは割当て解除にされません。HSP_UDFのUDAを持つメンバーが、直接Essbaseに追加さ
れる場合、データベースのリフレッシュにより、Essbaseのこのメンバー上の式がすべて保持され、レベル・ゼロと動的
計算のメンバーに計算式のプレースホルダ(;)が生成されません。カスタムUDAやHSP_NOLINK UDAなどのその他
のUDAは(Planningアプリケーション管理に対し)Performance Management ArchitectまたはPlanningで定
義された場合にのみ保持されます。UDAを作成および更新するには、 371ページのUDAの操作を参照してくだ
さい。

メンバー式のサポートは(Planningアプリケーション管理に対し)Performance Management Architectおよび
Planningでのみ使用できるので、HSP_UDF UDAの必要性はあまりありません。各作業は(Planningアプリケーショ
ン管理に対し)Performance Management ArchitectまたはPlanningでUDAを定義するために行われる必要
があります。

@XREF機能により、別のデータベースからのデータ値が調べられ、現在のデータベースからの値が計算されま
す。HSP_NOLINKのUDAをメンバーに加えて、@XREF機能が、そのメンバーに指定されたソース・プラン・タイプではな
いすべてのプラン・タイプに作成されるのを防ぐことができます。UDAおよび関数の詳細は、『Oracle Essbaseデータ
ベース管理者ガイド』を参照してください。

Essbaseアウトラインを最も使用されるEssbaseのメンバー・プロパティのために変更する必要はありませ
ん。Performance Management ArchitectおよびPlanningでは、「期間」ディメンションの動的時系列、「期間」
ディメンションの代替階層、「シナリオ」ディメンションと「バージョン」ディメンションの階層、属性ディメンションの階
層および別名をサポートしています。

スーパーバイザかアプリケーション管理者としてEssbaseにログオンした場合、次のガイドラインに従って操作してく
ださい。

• Essbaseの密・疎ディメンション設定やディメンションの順序を変更しないでください。
• テキスト、ブール式、数値、日付など、どの属性ディメンション・タイプでも使用できます。
• リンクされたレポート・オブジェクト(LRO)は使用しないでください。
• タイム・バランスのデフォルト設定を変更しないでください。デフォルトは「残高」で「末尾」、「フロー」で「なし」で

す。
• 差異レポートの設定を変更しないでください。「保存された仮定」以外のすべての勘定科目タイプにプリセットされ

ています。「保存された仮定」の勘定科目タイプでは、「支出」および「支出外」が有効に設定されています。
• リフレッシュする前にデータベースをバックアップしてください。 85ページのアプリケーションおよびアプリケー

ション・データベースのバックアップを参照してください。

Planningフォームでの暗黙的な共有の理解
Essbase暗黙的な共有を使用すると、一部のメンバーは、明示的に共有として設定しなくても共有されます。これら
のメンバーが暗黙的な共有メンバーです。

暗黙的な 共有関係が作成されると、各暗黙的なメンバーは他のメンバーの値であるとみなされます。Planningは次
の状況でメンバーの共有関係を想定(または暗示)します:

• 親が1つの子のみを持っています
• 親が親に連結される1つの子のみを持っています
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• 親のデータ・タイプは「ラベルのみ」です(この場合、親は子に使用される集約設定にかかわらず最初の子の値を
継承します)

暗黙的な共有関係を持つメンバーを含むPlanningフォームでは、親に対し値が追加されると、フォームが保存され
た後は、子はそれと同じ値を想定します。同様に、子に対し値が追加されると、フォームが保存された後は、親は通
常同じ値を想定します。

たとえば、計算スクリプトまたはロード・ルールが暗黙的な共有メンバーを移入する場合、その他の暗黙的な共有メン
バーは計算スクリプトまたはロード・ルールにより移入されたメンバーの値を想定します。計算されたまたはインポート
された最後の値が優先されます。計算スクリプトの変数として親または子のどちらを参照しても結果は同じです。

必要な場合、Planningフォームで暗黙的な共有を回避できます。 401ページの暗黙的な共有の問題を参照して
ください。

Essbaseの複数のサーバーへの接続
次のように、ポート番号を指定すれば、Planningのアプリケーションから同時に、Essbaseの複数のインスタンスに
接続できます。

• PlanningのアプリケーションをPlanningアプリケーション・ウィザードかPerformance Management Architect
で作成するとき(データ・ソース名ごとに繰り返す)。

• HSPSYS_DATASOURCEデータベース表のESS_SERVERプロパティの値として。

同じコンピュータ上でのEssbaseの複数のインスタンスのインストール手順の詳細は、『Oracle Essbaseデータベース
管理者ガイド』を参照してください。

リレーショナル・データベースの起動
Planningアプリケーションを開く前にリレーショナル・データベースを起動する必要があります。リレーショナル・データ
ベースが起動した後、最小化してバックグラウンドで実行させるか、サービスとして稼働します。

SQLリレーショナル・データベースの最適化
「タイムアウト」レジストリのキー設定によって、タイムアウト値を構成できます。Planningから発行される一部のSQL
問合せには、使用しているデータベースのレコードのサイズによって、デフォルト設定で30秒のADOタイムアウトより
長く実行される場合もあり得ます。これによって、アプリケーション・データベースのリフレッシュが失敗する原因となる
場合があります。タイムアウト値を増やして(例: 180秒)、リフレッシュの失敗を減らすことができます。

タイムアウト値を最適化するには、次の操作を行います。
1. 「レジストリ・エディタ」を開きます。
2. 次の場所にナビゲートします。

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/HyperionSolutions/Planning
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「タイムアウト」レジストリ・キーが右側のペインに存在する場合、タイムアウト値は対応する値に設定されます。
キーが無い場合、値はデフォルトに設定されます。タイプはDWORDとしてください。

アプリケーションおよびシステム・プロパティの設定
アプリケーションやシステム・プロパティを追加または変更して、外部認証の構成ファイルへのパスとして、該当する
アスペクトをカスタマイズできます。

表15 構成可能なプロパティの例

PROPERTY_NAME Column 説明

RDB_DRIVER

RDB_SERVER_URL

 35ページのJDBCドライバの変更を参照。

JDBC_MIN_CONNECTIONS

JDCB_MAX_CONNECTIONS

 35ページのJDBC接続プールの構成を参照。

OFFLINE_COMPRESSION_THRESHOLD  36ページのオフライン圧縮の設定を参照。

SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE  84ページのサポート詳細キャッシュのメモリー割当てを
参照してください。

SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME  216ページのメンバーとしての代替変数の選択につい
てを参照してください。

DIRECT_DATA_LOAD

DATA_LOAD_FILE_PATH

 96ページのデータのロードを参照。

OLAP_PATH_SEPARATOR  36ページのUNIXでのデータの同期の構成を参照し
てください。

OLAP_MAX_CONNECTIONS  83ページのパフォーマンスの最適化を参照してくださ
い。

ENABLE_FOR_OFFLINE  162ページのフォームの精度およびその他オプションの
設定を参照してください。

SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING  36ページのSmart Viewメッセージの制御を参照して
ください。

SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX  462ページのPlanningアプリケーション・プロパティで
の追加モードの選択を参照してください。

SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING  42ページのPlanningフォームでのSmart Viewセル・
フォーマットの制御を参照してください。

HOME_PAGE  37ページのアプリケーション・ホーム・ページの設定を
参照してください。

RULE_MAX_WAIT、RULE_MONITOR_DELAY、CLR_CELL_MAX_WAIT、CLR_CELL_MONITOR_DELAY、COPY_DATA_MAX_WAIT、COPY_DATA_MONITOR_DELAY、PUSH_DATA_MONITOR_DELAY、PUSH_DATA_MAX_WAIT
JOB_STATUS_MAX_AGE

 37ページのバックグラウンド処理の設定を参照。

BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED  39ページのビジネス・ルールの起動ログ・プロパティの
設定を参照してください。
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PROPERTY_NAME Column 説明
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES

BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT

CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE  193ページの実行時プロンプトについてを参照。

MAX_VALIDATION_RECORDS

VALIDATION_CACHE_SIZE

 40ページのデータ検証プロパティの設定を参照してく
ださい。

MAX_CELL_TEXT、MAX_CELL_NOTE  41ページのセル内のテキスト値およびコメントの最大
長の設定を参照してください。

EDIT_DIM_ENABLED  41ページのデプロイされたPlanningアプリケーション
内からのディメンションの管理を参照してください。

ORACLE_ADF_UI  42ページのPlanningリリース11.1.2.1のユーザー・イ
ンタフェースと機能の使用を参照してください。

DATA_GRID_CACHE_SIZE  189ページのユーザーが同時に使用できるフォーム数の
指定を参照してください。

FUSE_MEMBERS_THRESHOLD  43ページの簡略化されたインタフェースに表示される
メンバーの最大数の設定を参照してください。

注：

場合によっては、「プロパティ」ページに追加のプロパティが表示されることがあります。
次のプロパティはPlanningで必要なため、表示可能であっても変更しないでください:
SYSTEM_DB_RELEASEおよびSYSTEM_DB_VERSION。

Planningアプリケーションまたはシステム・プロパティを設定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 選択:

• アプリケーション・プロパティ: 現在のアプリケーションのプロパティを設定します。
• システム・プロパティ: すべてのPlanningアプリケーションのプロパティを設定します。

3. 先:

• プロパティを変更するには、「プロパティ値」の値を変更します。
• プロパティを追加するには、「追加」をクリックします。プロパティの名前(スペースを入れない)と値を空白行に

入力します。

タブにプロパティが既に入力されていると、名前の色が赤くなり、重複していることが示されます。アプリケー
ションとシステムタブ間では、プロパティを重複させることができます。

4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。
5. アプリケーション・サーバーを停止して、再起動します。

プロパティは、デフォルトでHSPSYS_PROPERTIESのシステム・データベース表に保存されます。これは、Oracle
Hyperion Enterprise Performance Management SystemコンフィグレータのPlanningで「データベースの構
成」タスクの選択時に作成するリレーショナル・データベースにあります。



Planningスタート・ガイド 35

JDBCドライバの変更
デフォルトでは、Planning内蔵のOracle JDBCドライバが使用されます。JDBCドライバを変更するには、次の値
でJDBCプロパティを更新します。

表16 JDBCプロパティ値

JDBCドライバ RDB_SERVER_URL RDB_DRIVER

Oracle Thin jdbc:oracle:thin:@

%SERVER_NAME%:1521:%DB_NAME%

oracle.jdbc.driver.OracleDriver

DB2 native jdbc:db2:%DB_NAME% COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver

DB2サーバー用のDB2 native jdbc:db2://

myhost.mydomain.com:6789/

%DB_NAME"

COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver

データベースのドライバ名およびURLは、HSPSYS_DATASOURCEデータベース表に保管されています。

JDBCドライバの変更後、必要なサードパーティ製のファイルをPlanningのサーバーにアクセス可能にするには:
1. .jarファイル(Oracleの場合)または.zipファイル(DB2の場合)がある場所を検索します。

• Oracleの場合、classes12.jarはOraHome/jdbc/libディレクトリにあります。
• DB2の場合、db2java.jarまたはdb2java.zipは/Program Files/sqllib/javaディレクトリにありま

す。
2. 前の手順にある.jarまたは.zipファイルをWebアプリケーション・サーバーの宛先ディレクトリにコピーします。例:

a. .earファイルを展開します。
b. .jarまたは.zipファイルをHPDomain/applicationsディレクトリにコピーします。
c. このファイルをstartHPServer.cmdのCLASSPATHに追加します。

3. Webアプリケーション・サーバーを停止して、再起動します。

JDBC接続プールの構成
JDBC接続プールの最小数と最大数を設定できます。この構成は、リレーショナル・データベースにアクセスする
Planningユーザー数に大きく依存します。たとえば、JDBC接続プールの最小接続数を1に、最大接続数を5に指定
できます。そうすることで、ユーザーがPlanningにログオンする際、接続が1つ作成されます。次の4人のユーザーが
Planningにログオンすると、さらに接続が作成され、合計5つの接続となります。ログオンする他のユーザーは、5つ
の接続を共有します。

JDBC接続設定は、デフォルトで最小が2、最大が10に設定されています。Planningアプリケーションは、最大
数JDBC_MAX_CONNECTIONSを2より小さくすると、正常に機能しません。

JDBC接続プールのパラメータを再構成するには、次のように、最小と最大のプロパティ値を変更します。

• JDBC_MIN_CONNECTIONS
• JDBC_MAX_CONNECTIONS



36 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

パフォーマンスを最適化するために、次の設定をお薦めします:

• JDBC_MIN_CONNECTIONS=10
• JDBC_MAX_CONNECTIONS=45

UNIXでのデータの同期の構成
Performance Management ArchitectでPlanningアプリケーションを操作する場合、EssbaseがUNIX
コンピュータにインストールされていると、データの同期の統合の実行が失敗します。この問題を解決するに
は、Planningで、「管理」、「アプリケーション」、「プロパティの管理」の順に選択します。「アプリケーション・プロパ
ティ」をクリックして値OLAP_PATH_SEPARATOR=/を追加します(Windows環境の場合、デフォルト値は\)。「保
存」をクリックし、Planningサーバーを再起動します。

オフライン圧縮の設定
オフラインに切換えられたアプリケーションにOFFLINE_COMPRESSION_THRESHOLDプロパティを追加し、圧縮を開
始するとき、バイトによるしきい値を設定することによって、圧縮の設定ができます。オフライン・クライアントの要求
が、オフライン圧縮のしきい値の数より大きいとき、圧縮は使用可能です。

オフライン圧縮を設定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「システム・プロパティ」を選択して、すべてのPlanningアプリケーションのプロパティに設定します。
3. 「オフラインの圧縮しきい値」の設定を更新します。

• プロパティを追加するには、「追加」をクリックします。空白行にOFFLINE_COMPRESSION_THRESHOLD(スペー
スを入れない)を入力します。「プロパティ値」に、オフライン・アプリケーションを圧縮するときのしきい値に使
用するバイト数を入力します。

• プロパティを変更するには、「プロパティ値」の値を変更します。圧縮を無効にするには、0を入力します。
• プロパティを削除するには、削除するプロパティの名前を選択して[Delete]キーを押します。

4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。
5. アプリケーション・サーバーを停止して、再起動します。

Smart Viewメッセージの制御
Smart ViewおよびPlanningの異なるリリースを使用する場合、ユーザーがSmart Viewを起動するとメッセージが
表示されます。このメッセージを表示しないようにするには、SMART_VIEW_DISPLAY_WARNINGのシステム・プロパ
ティを追加します。

Smart Viewメッセージを制御するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「システム・プロパティ」を選択して、すべてのPlanningアプリケーションのプロパティに設定します。
3. 「追加」をクリックして、空白行に次のプロパティを入力します。
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SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING

4. 「プロパティ値」に次の値を入力します。

• はい: メッセージを表示します。
• いいえ: メッセージを表示しません。

5. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

新しいPlanningメンバーをSmart Viewで表示
Smart ViewでPlanningメタデータをインポートし、編集できます。( 459ページのSmart ViewでのPlanning
ディメンションのインポートを参照してください。)Smart Viewグリッドで作成された新規メンバーは、デフォルトでは
グリッドにアスタリスク(*)のマークが付きます。アプリケーション・プロパティを編集して異なる符号を使用できます。

Smart Viewグリッドでアスタリスク(*)以外の記号が付いた新規Planningメンバーを表示するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「システム・プロパティ」を選択して、すべてのPlanningアプリケーションのプロパティに設定します。
3. SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIXをクリックします。
4. 「プロパティ値」に次の値を入力します。
5. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

アプリケーション・ホーム・ページの設定
ユーザーがPlanningアプリケーションにログインしたときに表示されるページを指定できるため、ユーザーはフォーム、
タスク・リスト、または「承認の管理」ページに直接移動できます。これを行うには、HOME_PAGEアプリケーション・プロ
パティを設定します。

アプリケーション・ホーム・ページを設定するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「アプリケーション・プロパティ」を選択し、Planningアプリケーションのプロパティと値を設定します。
3. 「追加」をクリックしてプロパティを追加し、空白行にプロパティを入力し、「プロパティ値」に次の値を入力しま

す。

• Forms

• TaskList

• Approvals

4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

バックグラウンド処理の設定
構成したしきい値の後にバックグラウンド処理に切り替えるジョブ(ビジネス・ルール、「セル詳細のクリア」、「デー
タのコピー」および「データのプッシュ」)を設定できます。指定した期間の後にジョブをバックグラウンドで実行しま
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す。また、Planningにジョブ・ステータスを確認させる頻度を設定し、ジョブ・コンソールに表示させることもできます
(『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照)。

バックグラウンド処理およびステータス確認の頻度を設定するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「アプリケーション・プロパティ」を選択し、Planningアプリケーションのプロパティと値を設定します。
3. 「追加」をクリックしてプロパティを追加し、空白行にプロパティを入力し、「プロパティ値」に次の値を入力しま

す。

表17 ジョブ・プロパティ名および値

PROPERTY_NAME Column プロパティ値 説明

RULE_MAX_WAIT デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

バックグラウンドでビジネス・ルールを
実行する前のミリ秒の待機間隔。この
プロパティが設定されていないと、この
機能は適用されず、バックグラウンドで
ビジネス・ルールは実行されません。

注：

フォームがロードまたは保存されたとき
に自動的に実行されるよう設定された
ビジネス・ルールはバックグラウンドで
実行されません。

RULE_MONITOR_DELAY デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

ビジネス・ルールのステータスを確認す
るときのミリ秒の間隔。

CLR_CELL_MAX_WAIT デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

バックグラウンドで「セル詳細のクリア」
ジョブを実行する前のミリ秒の待機間
隔。このプロパティが設定されていな
いと、「セル詳細のクリア」ジョブはバッ
クグラウンドで実行されません。

CLR_CELL_MONITOR_DELAY デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

「セル詳細のクリア」操作のステータス
を確認するときのミリ秒の間隔。

COPY_DATA_MAX_WAIT デフォルトで最小値は180000ミリ秒
(3分)です。これより低い値に設定され
ると、値は無視され、プロパティにはデ
フォルト値が設定されます。

バックグラウンドで「データのコピー」
ジョブを実行する前のミリ秒の待機間
隔。このプロパティが設定されていな
いと、「データのコピー」ジョブはバック
グラウンドで実行されません。

COPY_DATA_MONITOR_DELAY デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

「データのコピー」ジョブのステータスを
確認するときのミリ秒の間隔。
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PROPERTY_NAME Column プロパティ値 説明

PUSH_DATA_MONITOR_DELAY デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

「データのプッシュ」ジョブのステータス
を確認するときのミリ秒の間隔。

PUSH_DATA_MAX_WAIT デフォルトである最小値は180,000ミ
リ秒(3分)です。これより低い値に設定
されると、値は無視され、プロパティに
はデフォルト値が設定されます。

バックグラウンドで「データのプッシュ」
ジョブを実行する前のミリ秒の待機間
隔。このプロパティが設定されていな
いと、「データのプッシュ」ジョブはバッ
クグラウンドで実行されません。

JOB_STATUS_MAX_AGE 値をミリ秒単位で指定します。デフォ
ルト値は4日間です(ミリ秒で設定しま
す)。最小値はありません。

Planningによってデータベース
表HSP_JOB_STATUSから削除される
までの完了ジョブ・レコードの最大残存
期間。Planningではジョブ・レコードを
30分ごとに確認します。

たとえば、プロパティ値を60,000 (1
分)に設定していて、ジョブが3:00に
完了し、Planningでジョブ・レコードが
3:01に確認された場合、完了ジョブ・
レコードはPlanningによって削除され
ます。

完了ジョブ・レコードが除去されると、
パフォーマンスが改善されます。

4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

ビジネス・ルールの起動ログ・プロパティの設定
アプリケーション・プロパティを設定して、Calculation Managerのビジネス・ルールを起動したときにロギングを有
効にできます。

注：

ログに書き込まれるメッセージのレベルは、ODL logging.xmlファイルで指定されているロギ
ング・レベルによって決まります。ODLメッセージ・タイプとロギング・レベルの詳細は、『Oracle
Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成トラブルシューティング・ガイド』を
参照してください。

ロギングを有効に設定できるアプリケーション・プロパティがあります:

• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED: Calculation Managerのビジネス・ルールが実行されたときにロギ
ングを有効にし、次の2つのプロパティがtrueに設定されているかどうかを確認します。このプロパティのデフォル
ト設定はFALSEです。
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• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES: trueに設定すると、ランタイム・プロンプト値がログに記録されま
す。このプロパティのデフォルト設定はFALSEです。

• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT: trueに設定されている場合、Essbaseに送信される計算スクリ
プトがログに記録されます。このプロパティのデフォルト設定はFALSEです。

Calculation Managerビジネス・ルールの起動ロギング・プロパティを設定するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「アプリケーション・プロパティ」を選択し、Planningアプリケーションのプロパティと値を設定します。
3. 「追加」をクリックしてプロパティを追加し、空白行にプロパティを入力し、「プロパティ値」に値(Trueまたは

False)を入力します:

• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED

• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES

• BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT

4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

これらのプロパティでロギングが有効に設定されている場合は、次のファイルがログ・ファイル・ディレクトリに書き込
まれます:

• Planning_CalcLaunch.logファイルには、ビジネス・ルール起動の開始時刻および終了時刻、ユーザー、実行時
プロンプト値、および計算スクリプトについての情報が記録されます。

• Planning_CalcExecution.logファイルには、ビジネス・ルールの実行中に発生するその他の例外を記録され
ます。

• Planning_CalcDeploy.logファイルには、デプロイ中に発生するエラーが記録されます。

データ検証プロパティの設定
このアプリケーションで、アプリケーションのデータ検証ルール・プロパティを設定できま
す。MAX_VALIDATION_RECORDSでは、フォームに表示される「データ検証メッセージ」ペインに表示する検証失敗エ
ントリの最大数を指定できます。エラー数がこの制限を超えると、優先度が下位のルールのエントリが削除されます。
「移動しない」に設定されたルールなど、優先度が上位のエラーは、残されます。VALIDATION_CACHE_SIZEでは、パ
フォーマンス向上のためにキャッシュするデータ検証ルールの最大数を指定できます。データ検証ルールの作成につ
いては、 219ページの第8章「データ検証の管理」を参照してください。

データ検証のプロパティを設定するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「アプリケーション・プロパティ」を選択し、Planningアプリケーションのプロパティと値を設定します。
3. 「追加」をクリックしてプロパティを追加し、空白行にプロパティを入力し、「プロパティ値」に次の値を入力しま

す。

• MAX_VALIDATION_RECORDS: 「データ検証メッセージ」ペインに表示するレコードの最大数。デフォルト設定
は100です。

• VALIDATION_CACHE_SIZE: キャッシュできるデータ検証ルールの最大数。デフォルト設定は10,000です。
4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。
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セル内のテキスト値およびコメントの最大長の設定
『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』に説明しているように、ユーザーはセル・テキスト値およびコメントをフォー
ム・セルに追加できます。デフォルトでは、各セルのテキストに使用できるシングルバイトの最大文字数は255で、コ
メントに使用できる最大文字数は1,500です。

注：

データベースでは、デフォルトで列データ・タイプがvarchar(255)およびvarchar(2,000)に設定さ
れます。

セル・テキストまたはコメントに追加の文字を表示する必要がある場合、これらのPlanningアプリケーション・プロパ
ティをアプリケーションで必要な最大長に設定できます

• MAX_CELL_TEXT_SIZE: データ・タイプがテキストに設定されたセル内に入力された値
• MAX_CELL_NOTE_SIZE: セルに追加されたコメント

この設定を2,000より大きい値に更新する場合は、データベースに対応する変更を加える必要があります。セル・テ
キストの最大文字数を大きくする場合、変更後のサイズをサポートするようにデータベースの列サイズまたはタイプを
変更する必要があります(大きいセル・テキスト・サイズに合せて列タイプをCLOB、NCLOB、TEXTまたはNTEXT
に変更すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。このような変更は、大きいセル・テキスト・エントリが
必要なアプリケーションでのみ実行してください)。詳細はデータベースのドキュメントを参照してください。

セル内のテキスト値およびコメントの最大長を設定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「アプリケーション・プロパティ」を選択し、Planningアプリケーションのプロパティと値を設定します。
3. 「追加」をクリックしてプロパティを追加し、空白行に次のいずれかのプロパティを入力します:

• MAX_CELL_TEXT_SIZE

• MAX_CELL_NOTE_SIZE

4. 「プロパティ値」に各セルのテキスト値またはコメントとして入力できるシングルバイトの最大文字数を示す値を
入力します。

5. オプション: 両方のプロパティを更新する場合は、それぞれのプロパティに対して 41ページのステップ 3お
よび 41ページのステップ 4を繰り返します。

6. 「保存」をクリックして、変更を確認します。
7. Planningサーバーを停止して、再起動します。
8. データベースをバックアップしてから、このプロパティで指定した変更したサイズをサポートするようにデータベー

スの列サイズまたはタイプを更新します。詳細はデータベースのドキュメントを参照してください。

デプロイされたPlanningアプリケーション内からのディメンションの管
理
デフォルトでは、管理者はPerformance Management Architectのディメンションとメンバーを管理します。ただ
し、EDIT_DIM_ENABLEDプロパティを追加および有効化すると、管理者はPerformance Management Architect
内からではなく、デプロイされたPlanningアプリケーションからのみディメンションを管理できます。
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EDIT_DIM_ENABLEDプロパティを使用するには、 33ページのアプリケーションおよびシステム・プロパティの設
定の手順を使用して追加し、その値をtrueに設定します。

注意

このプロパティを追加および設定する場合、ディメンションおよびメンバーを変更してから、アプ
リケーションをPerformance Management Architectから再デプロイします。すべての変更は
Performance Management Architectからデプロイされたコンテンツにより上書きされます。

PlanningフォームでのSmart Viewセル・フォーマットの制御
管理者はSMART_VIEW_MERGE_FORMATTINGプロパティを設定して、管理者がSmart Viewで設定したセル・フォー
マットと、管理者以外がSmart Viewで設定したセル・フォーマットをマージするかどうかを制御できます。

SMART_VIEW_MERGE_FORMATTINGプロパティを使用するには、 33ページのアプリケーションおよびシステム・プ
ロパティの設定の手順を使用して追加し、その値を次のように設定します:

• trueに設定すると、Planningフォームで、管理者以外がSmart Viewで保存したセル・フォーマットが、管理者が
保存したフォーマットとマージされます。

• false (デフォルト)に設定すると、Planningフォームで、管理者以外がSmart Viewで保存したセル・フォーマット
は、管理者がそれらのセルのフォーマットを変更した場合でも持続します。

Smart Viewで適用したセル・フォーマットがPlanningフォームで同じセルに適用される方法の詳細
は、 204ページのSmart Viewでのセル・フォーマットがPlanningで持続する方法を参照してください。

Planningリリース11.1.2.1のユーザー・インタフェースと機能の使用
現在のリリースにアップグレードした後で、以前のPlanningリリース11.1.2.1のユーザー・インタフェースと機能を使用
する場合、そのリリースのインタフェースおよび機能を使用するようにORACLE_ADF_UIアプリケーション・プロパティ
を追加できます。Planningリリース11.1.2.1のユーザー・インタフェースと機能に戻すには、アプリケーション・プロパ
ティORACLE_ADF_UI ( 33ページのアプリケーションおよびシステム・プロパティの設定で説明しています)を追
加し、その値をfalseに設定します。現在のリリースのインタフェースと機能に戻すには、プロパティの設定をtrueに
変更するか、そのプロパティを削除します。

注：

現在のリリースの新機能は、ORACLE_ADF_UIがtrueに設定されていないと使用できませ
ん。ORACLE_ADF_UIをfalseに設定すると、Planningリリース11.1.2.1の機能が有効になります。

Planningリリース11.1.2.1のドキュメントにここでアクセスできます:

http://docs.oracle.com/cd/E17236_01/index.htm

http://docs.oracle.com/cd/E17236_01/index.htm
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注意

このプロパティを使用する予定がある場合は、Planningアプリケーションで変更を行う前に設定
することをお薦めします。現在のリリースで新しい機能を操作してから以前のインタフェースに戻す
と、変更が失われる場合があります。このプロパティを繰返し変更することはお薦めしません。

簡略化されたインタフェースに表示されるメンバーの最大数の設定
簡略化されたインタフェースで「メンバーの編集」ページを起動する際にパフォーマンスが遅くなる場合は、ページ・メ
ンバーの参照中に表示されるメンバーの最大数を制限するFUSE_MEMBERS_THRESHOLDシステム・パラメータを追加
することをお薦めします。デフォルト値は500に設定されます。このプロパティを設定すると、表示されるメンバーの最
大数がFUSE_MEMBERS_THRESHOLDプロパティに定義した値を超えません。

注：

Planningでは、フォーム設計中に管理者がメンバーを選択した順序に基づいてメンバーが表示さ
れます。たとえば、合計650のメンバーがあり、管理者がFUSE_MEMBERS_THRESHOLD値を450に
設定した場合、フォーム設計中に管理者が追加した最初の450のメンバーが簡略化されたインタ
フェースに表示されます。他の200メンバーは簡略化されたインタフェース外に表示されます。

簡略化されたインタフェースに表示されるメンバーの最大数を設定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. 「システム・プロパティ」を選択して、すべてのPlanningアプリケーションのプロパティに設定します。
3. 「追加」をクリックし、空白行にFUSE_MEMBERS_THRESHOLDプロパティを入力して、プロパティを追加します。
4. ページ・メンバー参照中に表示されるメンバーの最大数を示す「プロパティ値」に値を入力します。
5. 「保存」をクリックして、変更を確認します。

EPM WorkspaceへのログオンおよびPlanningへのアクセス
EPM Workspace環境でPlanningを操作します。デフォルトのEPM Workspace URLは、http://Webサー

バー:ポート/workspace/で、WebサーバーはWebサーバー・コンピュータ・ホスト名、ポートはWebサーバー・ポート番号
です。たとえば、EPM System Configuratorで構成したOracle HTTPサーバー・インスタンスを使用する場合は
19000になります。URLをすべてのPlanningユーザーに通信してEPM WorkspaceへのログオンおよびPlanning
へのアクセスを可能にします。

EPM Workspaceのインストールおよび構成の詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemイ
ンストールおよび構成ガイド』を参照してください。

EPM Workspaceへログオンし、Planningへアクセスするには:
1. Webサーバーが開始され、Webアプリケーション・サーバーがサービス・パネルで実行中であることを確認しま

す。
2. ブラウザで、EPM Workspaceの「ログオン」ページのURLを入力します。
3. ユーザー名を入力します。
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4. パスワードを入力します。
5. 「ログオン」をクリックします。
6. EPM Workspaceで、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Planning」の順に選択します。Planningアプリケー

ションを選択します。プロンプト表示された場合は、ログオン情報を入力します。Planningでは、パスワードの非
ASCII文字はサポートされません。

複数のPlanningアプリケーションへ同時にログオンし、EPM Workspaceのタブでアプリケーション間を移
動できます。アプリケーション名はウィンドウの下にタブとして表示され、タブをクリックすることでアプリケー
ション間を移動できます。また、EPM Workspaceのタブで同じアプリケーションを2つ表示することもできま
す。2つ以上のブラウザのインスタンスを開いてEPM Workspaceにログオンする場合、『Oracle Hyperion
Enterprise Performance Management Workspaceユーザー・ガイド』の説明に従い、EPM Workspace URLを
追加する必要があります。

Performance Management Architectアプリケーションの管理タスクに関する情報は、『Oracle Hyperion
Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

Planningはさまざまなネットワーク回線容量のユーザーをサポートします。56Kダイアルアップ接続は、Planning
サーバーのHTTP圧縮を使用することで強化できます。

注：

この手順に従って、PlanningにはEPM WorkspaceのURLからのみアクセスしてください。

簡略化されたインタフェースの使用
サブトピック
• 簡略化されたインタフェースへのログイン
• モバイル・デバイスでのPlanningアーティファクトへのアクセスの有効化
• 簡略化されたユーザー・インタフェース使用時の考慮事項
• 簡略化されたインタフェース使用時のセル・フォーマットについて
• Microsoft ExcelとPlanning Webフォーム間でのデータのコピーおよび貼付け
• 高速保存について
• 自動保存について

管理者は、プランナが簡略化されたインタフェースを使用して一般的なプランニング・タスクにアクセスできるように
設定できます。たとえば、プランナは、簡略化されたインタフェースを使用して、タスク・リストへのアクセス、データの
操作、予算の承認、レポートの表示、および設定の制御を行うことができます。管理者は、簡略化されたインタフェー
スを使用して、アプリケーションの作成と管理、ジョブのスケジュール、およびお知らせを行うことができます。

簡略化されたインタフェースへのログイン
プランナおよび管理者が簡略化されたインタフェースにログオンできるようにするには、次のURLを使用します:

http://web server:port/HyperionPlanning。web serverはWebサーバー・マシンのホスト名、portはWeb
サーバーのポート番号(8300など)で、PlanningのEPM Systemコンフィグレータで構成されています。
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モバイル・デバイスでのPlanningアーティファクトへのアクセスの有効
化
モバイル・デバイスで、簡略化されたインタフェースを使用してフォーム、タスク・リスト、ビジネス・ルールなどのアー
ティファクトを操作するには、管理者がそれらのアーティファクトへのユーザーのアクセスを有効にする必要がありま
す。

モバイル・デバイスでのPlanningアーティファクトへのアクセスを有効にするには:
1. 「管理」、「管理」、「タブレット・アクセス」の順に選択します。
2. 「タブレット・アクセス設定」で、表示する「フォーム」タブ、「タスク」タブおよび「ルール」タブを選択し、有効にす

るアーティファクトを選択します。

簡略化されたユーザー・インタフェース使用時の考慮事項
簡略化されたインタフェースを使用する際には、次の考慮事項に注意してください:

• 簡略化されたインタフェースでは、iPadおよびAndroidタブレットのランドスケープ・モードのみがサポートされま
す。

• タブレットでのユーザーの操作性は、AndroidデバイスよりiPadの方が優れています。
• iPadではSafari Webブラウザを使用し、AndroidデバイスではGoogle Chromeを使用することをお薦めしま

す。
• タブレットでレポートを表示するには、PDFビューアが必要です。Adobe PDFビューアをお薦めします

が、AndroidデバイスではKindleまたはPolaris Office、iPadでは同様のアプリケーションで開くことができま
す。

• 一部の管理機能は、デスクトップから簡略化されたインタフェースにアクセスする場合にのみ使用可能です。
• 「メンバーの編集」ページを起動する際に多くのディメンション・メンバーが存在する場合、パフォーマンスが遅くな

る可能性があります。パフォーマンスが遅くなりすぎた場合は、ページに表示されるメンバーの最大数を設定する
FUSE_MEMBERS_THRESHOLDというシステム・パラメータを定義することをお薦めします。このシステム・パ
ラメータを定義するには、 43ページの簡略化されたインタフェースに表示されるメンバーの最大数の設定を参
照してください。

• Smart Viewで保存したフォーマットの詳細は、 42ページのPlanningフォームでのSmart Viewセル・フォー
マットの制御および 45ページの簡略化されたインタフェース使用時のセル・フォーマットについてを参照してく
ださい。

• Microsoft ExcelとPlanning Webフォーム間でのデータのコピーおよび貼付けの詳細
は、 46ページのMicrosoft ExcelとPlanning Webフォーム間でのデータのコピーおよび貼付けを参照してく
ださい。

簡略化されたインタフェース使用時のセル・フォーマットについて
フォームにOracle Smart View for Officeで保存したフォーマットまたはPlanningで設定したフォーマットを適用
できます。

適用するフォーマットを選択するには:
1. フォームで、「アクション」、「適用」の順にクリックまたはタップします。
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2. クリックまたはタップします:

• セル・スタイル: Planningのフォーマットを使用する場合
• カスタム・スタイル: Smart Viewで保存したフォーマットを使用する場合

Smart Viewフォーマットの使用の詳細は、 42ページのPlanningフォームでのSmart Viewセル・フォーマット
の制御を参照してください。

Microsoft ExcelとPlanning Webフォーム間でのデータのコピーおよ
び貼付け

Microsoft Excelからデータをコピーして貼り付けるには:
1. Excelで、1つのセルまたはセル範囲のデータをハイライトして、[Ctrl]を押しながら[C]を押してデータをクリップ

ボードにコピーします。
2. Planning Webフォームで1つまたは複数のターゲット・セルをハイライトして選択し、[Ctrl]を押しながら[V]を押

します。
3. クリップボード・ヘルパーが表示されたら、再度[Ctrl]を押しながら[V]を押します。データがクリップボード・ヘル

パーに貼り付けられます。
4. 「貼付け」をクリックまたはタップして、データをPlanning Webフォームに貼り付けます。

次の機能はInternet Explorerブラウザでのみサポートされています:

• Planning WebフォームからコピーしたデータのMicrosoft Excelへの貼付け
• あるPlanning Webフォームから別へのデータのコピー
• 数値以外のデータ(スマート・リスト、日付、テキスト・データ型など)のコピーおよび貼付け

高速保存について
プランナが単一のデータ・フォームで作業する際、「保存」をクリックまたはタップすると、新規または変更されたデー
タは、データ・フォームの構造が変更されていない場合即時に保存されます。たとえば、(データ・フォームの構造を変
更するため)これらのいずれかのオプションがデータ・フォームに選択されている場合を除き、高速保存は自動的に
動作します:

• 欠落データの抑制
• 欠落ブロックの抑制
• 「保存」で起動されるビジネス・ルールが選択されます(デフォルトの「フォームの計算」および「通貨の計算」ビジ

ネス・ルール以外)。

自動保存について
グリッド・プロパティ・オプションの自動保存の有効化が単一のフォームに選択されている場合、プランナがセルから
出ると、プロンプトおよびメッセージが表示されることなく、行った変更が自動的に保存されます。セルの値はその親
に集約され、影響を受けたセルは緑の背景で表示されます。また、このオプションを選択すると、プランナは[Ctrl]を
押しながら[Z]を押して変更を元に戻せます。このオプションおよびその依存オプションである自動保存時にフォー
ム・ルールを実行の詳細は、 157ページのフォーム・グリッド・プロパティの設定を参照してください。
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Planningユーティリティの操作
サブトピック
• Planningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制
• Planningユーティリティのテキスト・ファイルについて
• UNIXでのPlanningユーティリティの実行
• EPM Oracleインスタンスについて

管理者はPlanningとともに次のユーティリティを使用できます。

注：

これらのユーティリティはPlanningサーバー上のファイルを必要とするので、ユーティリティをクライ
アントからではなくPlanningサーバーから実行する必要があります。

表18 Planningユーティリティ

ユーティリティ 説明 参照

BroadcastMessage ブロードキャスト・メッセージを使用し
て、現在アプリケーションにログオンし
ているすべてのPlanningユーザーにテ
キスト・メッセージを送信します。

 76ページのブロードキャスト・メッ
セージの使用方法

CalcMgrCmdLineLauncher Calculation Managerで作成された
ビジネス・ルールとルールセットを起動
します。

 200ページのユーティリティによるビ
ジネス・ルールの起動

CubeRefresh アプリケーションの各プラン・タイプに
対しEssbaseにデータを保管するの
に使用されるアプリケーション・データ
ベースを作成およびリフレッシュしま
す。

 363ページのPlanningアプリケー
ション管理を使用するアプリケーション
の操作

DeleteSharedDescendant 指定したメンバーの子孫である共有
ディメンション・メンバーを削除します。

 363ページのPlanningアプリケー
ション管理を使用するアプリケーション
の操作

ExportSecurity ファイルへのPlanningアクセス権限を
エクスポートして、アプリケーション間で
のアクセス権限のエクスポートおよび
インポートを可能にします。

 63ページのアクセス権限のエクス
ポート

FormDefUtil Planningアプリケーション間でエクス
ポートまたはインポートにより、あるいは
XMLファイルからフォーム定義を移動
します。

 188ページのフォーム定義のイン
ポートとエクスポート

HBRMigrateSecurity ビジネス・ルールの起動のアクセス権
限を、Oracle Hyperion Business

 72ページのビジネス・ルール・セ
キュリティの移行
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ユーティリティ 説明 参照
RulesからPlanningのCalculation
Managerビジネス・ルールへ移行しま
す。

HspUnlockApp HSP_LOCK表のすべてのレコードをク
リアします。

 75ページのアプリケーションの
ロック解除

ImportFormDefinition フォーム定義をテキスト・ファイルから
Planningフォームへインポートします。

 166ページのフォーム定義のイン
ポート

ImportSecurity ユーザーまたはグループのアクセス権
限をテキスト・ファイルからPlanning
データ・フォームへロードします。

 60ページのアクセス権限のイン
ポート

MaintenanceMode メンテナンス中にPlanningアプリケー
ションへのアクセス権を付与および取
り消します。

 284ページのMaintenanceMode
ユーティリティを使用したアプリケーショ
ンのアクセス権の制限

アウトライン・ロード Planningアプリケーションのメタデータ
およびデータをロードします。

 89ページのアウトライン・ロード・
ユーティリティの操作

PasswordEncryption パスワードに関するメッセージを表示す
るPlanningユーティリティの実行時に
パスワード・プロンプトを非表示にしま
す。

 48ページのPlanningユーティリ
ティでパスワード・プロンプトを抑制

ProvisionUsers Shared Services Consoleの
Planningユーザー、グループおよび役
割がPlanningアプリケーションおよび
Essbaseと同期されます。

 71ページのプロビジョニング・
ユーザー・ユーティリティとの同期

PushData レポート・アプリケーションへのデータの
プッシュをスケジュールします。

 293ページのユーティリティを使用
したデータのプッシュ

SortMember エンティティ、勘定科目、シナリオ、バー
ジョン、ユーザー定義のカスタム・ディ
メンションでディメンション・メンバーを
ソートします。

 363ページのPlanningアプリケー
ション管理を使用するアプリケーション
の操作

TaskListDefUtil Planningアプリケーション間でタス
ク・リスト定義をエクスポートまたはイン
ポートにより、あるいはXMLファイルか
らタスク・リスト定義を移動します。

 273ページのタスク・リストのイン
ポートとエクスポート

Planningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制
パスワードを催促するPlanningユーティリティを実行する際、管理者はバッチ・モードでユーティリティを実行する場
合などで、オプションを利用してパスワード・プロンプトを非表示にできます。パスワード・プロンプトの抑制を使用可
能にするには、PasswordEncryptionユーティリティを使用してパスワードを暗号化された形式で保管するファイル
を作成します。ファイルを設定したら、コマンド・ラインの最初のパラメータとしてパスワード・プロンプトをスキップし、
暗号化されたファイルからパスワードを使う[-f:passwordFile]オプションでPlanningユーティリティを実行でき
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ます。各パスワード・ファイルには1つのパスワードが含まれ、ユーティリティを実行する際に指定する場所へ保管され
ます。

PasswordEncryptionユーティリティはコマンド・ライン・インタフェースを使用します。デフォルトで
は、planning1ディレクトリにインストールされます(完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンス
についてを参照してください)。

Planningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制するには:
1. planning1ディレクトリから次のコマンドを入力します(ただし、passwordFileは、パスワード・ファイルの完全

なファイル・パスおよびファイル名です):

• Windows: PasswordEncryption.cmd passwordFile
• UNIX: PasswordEncryption.sh passwordFile

2. 催促された場合は、パスワードを入力します。

マスクされたパスワードは暗号化されpasswordFileで指定した場所へ保管されます。他のPlanningユーティ
リティのパスワード・プロンプトでは、コマンド・ラインの最初のパラメータとして[-f:passwordFile]を使用し
て、プロンプトをスキップし、passwordFileで指定したパスワード・ファイルから暗号化されたパスワードを使用
します。

Planningユーティリティのテキスト・ファイルについて
PlanningユーティリティのFormDefUtil、SampleApp_Data、TaskListDefUtilおよびアウトライン・ロード・ユー
ティリティでは、UTF-8フォーマットで保存する必要があるテキスト・ファイルが使用されます。その他のユーティリ
ティではテキスト・ファイルを使用せず、特定のエンコードも必要ありません。

たとえば、FormDefUtilユーティリティのテキスト・ファイルをメモ帳で更新すると、ファイルはデフォルトで正しいエ
ンコード・フォーマットで保存されます。エンコード・オプションを変更したり、ANSIやUnicodeなどの別のエンコード・
フォーマットを使用してテキスト・ファイルを作成したりすると、ユーティリティは正しく動作しません。テキスト・ファイル
を保存する際に、UTF-8エンコードが選択されていることを確認してください。

UNIXでのPlanningユーティリティの実行
UNIXでPlanningユーティリティを実行するには、適切な権限が必要です。たとえば、ユーティリティを実行するディ
レクトリにおける実行権限、およびログ・ディレクトリへの読取りおよび書込み権限が必要です。

EPM Oracleインスタンスについて
EPM OracleインスタンスはOracle Enterprise Performance Management System製品の構成時に定義さ
れます。このガイドでのEPM Oracleインスタンスの場所はEPM_ORACLE_INSTANCEです。EPM Oracleインスタ
ンスのデフォルト場所はMIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1です。デフォルトでは、Planningユー
ティリティはEPM_ORACLE_INSTANCE/Planning/planning1ディレクトリにインストールされ、Planningの.logファ
イルはEPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planningディレクトリに書き込まれます。
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Planningユーティリティ(ProvisionUsers、ImportSecurity、ExportSecurityなど)のデバッグ・メッセージ
が、C: \Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\planningの下に生成さ
れるPlanningCLU.logと呼ばれるログ・ファイルに記録されます。デバッグ・レベルは、C:\Oracle\Middleware
\user_projects\epmsystem1\Planning\planning1の下にあるloggingCLU.xmlファイルで変更できます。

アプリケーション・サーバーの使用方法
アプリケーション・サーバーを通してPlanningアプリケーションにアクセスできます。アプリケーション・サーバーをワーク
ステーションで登録する必要があります。

インスタンスとクラスタの更新について
アプリケーションの作成時に、インスタンス(クラスタとも呼ばれる)に関連付けられているデータ・ソースを選択します。
必要に応じて、EPM Systemコンフィグレータを使用してクラスタを更新できます。『Oracle Enterprise Performance
Management Systemインストールおよび構成ガイド』のPlanningクラスタ管理に関する項を参照してください。

PlanningおよびEssbaseを閉じる
Essbaseサーバーを閉じるには:

1. Essbaseウィンドウを最大化します。
2. 「Quit」と入力します。

Planning Webページからログオフするには、「ファイル」、「ログオフ」の順に選択します。ログオン・ページに戻りま
す。

WebでPlanningを閉じるには、「ファイル」、「終了」の順に選択します。
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3
アクセス権限の設定

この項の内容：
アクセス権限のレベル ...............................................................................................................  51
アクセス権の割当てが可能なPlanningのアーティファクト ...............................................................  52
アクセス権限タイプ ..................................................................................................................  52
ディメンションのアクセス権限の使用可能 ....................................................................................  54
メンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当て .................................................................  54
フォームとフォルダへのアクセス権の管理 .....................................................................................  57
アクセス権限のインポート ..........................................................................................................  60
アクセス権限をインポートする場合のパフォーマンス向上 .................................................................  63
アクセス権限のエクスポート .......................................................................................................  63
アクセス権限のレポート .............................................................................................................  66
セキュリティ・フィルタの管理 ......................................................................................................  70
プロビジョニング・ユーザー・ユーティリティとの同期 ........................................................................  71
ユーザーとグループ・アイデンティティの移行 ..................................................................................  72
ビジネス・ルール・セキュリティの移行 ...........................................................................................  72
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Financial Reportingでのアクセス権限の設定 ...........................................................................  74

アクセス権限のレベル
Planningアプリケーション要素にアクセス権限を設定すると、権限のないユーザーによるデータの表示または変更を
防止します。アクセス権限はこれらのレベルで設定できます。

• 外部ユーザー・ディレクトリによるプロビジョニングされたユーザーおよびグループの認証。Oracle Enterprise
Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理ガイドとそのPlanningに関する情報を参照してくださ
い。

• アプリケーション・グループ、アプリケーション、ディメンション、ユーザー、およびグループを管理するアクセス権限を
設定するOracle Hyperion Shared Servicesの役割。たとえば、特定のタスクを実行するには、ユーザーにはこ
れらのShared Services役割が必要となります。
○プロジェクト・マネージャ: Shared Servicesでアプリケーション・グループを作成および管理します。
○プロビジョニング・マネージャ: アプリケーションでユーザーおよびグループを設定します。
○ディメンション編集者: Performance Management ArchitectおよびPlanningアプリケーション管理に必要

です。Performance Management Architectでは、Planningのアプリケーション管理オプションのアクセス
を許可します。Planningアプリケーション管理では、PlanningのPlanningアプリケーション管理オプションへ
のアクセスを許可します(Planningアプリケーション作成者の役割と組み合せて)。
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○Planningアプリケーション作成者: Performance Management ArchitectおよびPlanningアプリケーショ
ン管理に必要です。Performance Management Architectでは、ユーザーにPlanningアプリケーションおよ
びPerformance Management Architect一般アプリケーションの作成を許可します。Planningアプリケー
ション管理では、PlanningのPlanningアプリケーション管理オプションへのアクセスを許可します(ディメン
ション編集者の役割と組み合せて)。これらの役割の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management
Systemユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照してください。

• ユーザー定義のディメンションを含む、ディメンション。ディメンション・プロパティの「セキュリティの適用」を選択す
ることにより、メンバーに対してアクセス権限を割り当てます。「セキュリティの適用」の設定を省略またはクリアする
と、すべてのユーザーがディメンションのメンバーにアクセスできるようになります。

デフォルトでは、勘定科目、エンティティ、シナリオ、バージョン、年、期間、通貨の各ディメンションのアクセス権限
が使用可能です。

• アプリケーションごとに異なるユーザーおよびグループ。「アクセス権の割当て」を使用して、Planningアプリケー
ション・アーティファクトにアクセス権を割り当てます。

アクセス権限の更新後、アプリケーションをリフレッシュしてEssbaseセキュリティ・フィルタを更新します。

アクセス権の割当てが可能なPlanningのアーティファクト
アクセス権限を次に割り当てることができます:

• シナリオ・メンバー

• バージョン・メンバー

• 勘定科目メンバー

• エンティティ・メンバー

• ユーザー定義カスタム・ディメンションのメンバー

• ビジネス・ルールへの起動権限

• フォーム

• フォーム・フォルダおよびビジネス・ルール・フォルダ

• タスク・リスト

ユーザーのユーザー・タイプを変更すると、Essbaseデータベースをリフレッシュするまで、そのユーザーには、サードパー
ティ製のツールを介したアプリケーションへの完全な読取り/書込みアクセス権があります。データベースがリフレッ
シュされると、適切なアクセス権限がユーザーに適用されます。

アクセス権限タイプ
アクセス権限には、読取り、書込みおよびなしがあります。どのユーザーがどのOracle Hyperion Calculation
Managerビジネス・ルールを起動できるかを設定することもできます。

• 起動: 起動の権限を許可します
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注：

表示ユーザー・タイプには、ディメンション・メンバーへの書込み許可がないため、メンバー、ディメン
ション、メンバー範囲またはディメンション間実行時プロンプト・タイプを含む実行時プロンプトのあ
るビジネス・ルールを起動できません。その他の実行時プロンプト(たとえば日付タイプ)のあるビジ
ネス・ルールを起動することは可能です。

• 起動しない: 起動を許可しない権限。

注：

ユーザーがあるグループに属する理由からビジネス・ルールの起動アクセス権限を継承している
が、他のグループに属する理由から起動を許可しないアクセス権限も割り当てられている場合は、
より制限的である「起動を許可しない」権限が優先します。

個別ユーザーおよび各グループにアクセス権限を指定できます。ユーザーをグループに割り当てる場合、ユーザーはグ
ループへのアクセス権限が必要になります。個人のアクセス権限とユーザーが属するグループのアクセス権限に矛盾
がある場合は、ユーザーに割り当てられたアクセス権限が優先します。

アクセス権限の継承
ユーザーまたはグループのアクセス権限は継承によって決定されます。メンバーの子または子孫がそのアクセス権限
を継承する原因となる属性を指定できます。割り当てられたアクセス権限は、継承されたアクセス権限に優先しま
す。アクセス権限設定で、メンバーを含めるかまたは除外できます。

表19 アクセス権限の継承オプション

継承オプション アクセス権限の割当て

メンバー 現在選択されているメンバーのみ

子 現在選択されているメンバーのレベル以下にあるすべての
子メンバー

iChildren 現在選択されているメンバーおよびそのメンバーのレベル
以下にあるすべての子メンバー

子孫 現在選択されているメンバーの下にあるすべての子孫メン
バー

iDescendant 現在選択されているメンバーおよびそのメンバーの下にあ
るすべての子孫メンバー

アクセス権限の評価法
アクセス権限を評価する場合、Planningは次の順序で優先権を与えます。
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1. 役割レベルのセキュリティ。管理者ユーザーにはすべてのアプリケーション要素に対するアクセス権が与えられま
す(「一括割当て」機能を使用するアクセス権の割当てが必要となる、一括割当てを除く)。

2. 役割レベルのセキュリティ。管理者の役割を持つユーザーには、すべてのアプリケーション要素へのアクセス権が
あります。

3. 具体的にユーザーに割り当てられたアクセス権限である、対話型ユーザーおよびプランナ・ユーザー・タイプ。
4. グループに属することで割り当てられたアクセス権。
5. 親レベルの割当て(たとえば、親メンバーまたはフォルダへのアクセス)。

ディメンションのアクセス権限の使用可能
ディメンション・プロパティ タブを使用し、ユーザー定義カスタム・ディメンション・メンバーへのアクセス権限を設定し
ます。

ディメンションのアクセス権限を使用可能にするには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、ディメンションを選択します。
3. 「アクション」を選択して、「編集」を選択します。
4. 「ディメンション・プロパティ」で、「セキュリティの適用」を選択します。

注：

このオプションを選択しないと、ディメンションにはセキュリティが設定されず、ユーザーはそのメン
バーに制限なしにアクセスできます。 54ページのディメンションのアクセス権限の使用可能を
参照してください。

5. 「保存」をクリックします。

「リセット」をクリックして、前に保存した値に戻します。

メンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当て
ユーザー定義のカスタム・ディメンション・メンバーにアクセス権を割り当てる前に、ディメンションの「プロパティ」タブ
で「セキュリティの適用」チェック・ボックスを選択する必要があります。 54ページのディメンションのアクセス権
限の使用可能を参照してください。

メンバーまたはビジネス・ルールにアクセス権を割り当てるには:
1. メンバーまたはビジネス・ルールを選択します:

• メンバーの場合: 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択し、続いてディメンションおよびメンバーを選
択します。

• ビジネス・ルールの場合: 「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」の順に選択します。ビジネス・ルールを含
むフォルダを選択し、ビジネス・ルールを選択します。

2. 「アクション」を選択して、「アクセス権の割当て」を選択します。
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3. オプション: ユーザー・ディレクトリのユーザーやグループの変更済アイデンティティや位置をShared Services
ConsoleからPlanningへ移行するには、「移行アイデンティティ」をクリックします。

注：

ユーザーまたはグループの変更されたアイデンティティ、あるいはそのユーザー・ディレクトリ内の位
置をShared Services ConsoleからPlanningに移行する際に、「移行アイデンティティ」ボタン
は使用しないでください。かわりに、UpdateUsersコマンドライン・ユーティリティを実行してくださ
い。

4. オプション: プロビジョニングされていないユーザーや削除されたユーザーまたはグループをPlanningデータ
ベースから除去して、スペースを節約するには、「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をク
リックします。

5. アクセス権を追加、編集または削除します。

 55ページのアクセス権の追加、編集および削除を参照してください。

アクセス権の追加、編集および削除
選択したメンバーまたはビジネス・ルールにアクセスできるユーザーまたはグループを指定できます。

メンバーまたはビジネス・ルールへのアクセス権限の割当て、編集および削除を行うには:

1. メンバーまたはビジネス・ルールを選択します:

• メンバーの場合: 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。続いてディメンションおよびメンバー
を選択します。

• Calculation Managerのビジネス・ルールの場合: 「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」の順に選択し
ます。ビジネス・ルールを含むフォルダを選択し、ビジネス・ルールを選択します。

2. 「アクション」を選択して、「アクセス権の割当て」を選択します。
3. オプション: ユーザー・ディレクトリのユーザーやグループの変更済アイデンティティや位置をShared Services

ConsoleからPlanningへ移行するには、「移行アイデンティティ」をクリックします。
4. オプション: プロビジョニングされていないユーザーや削除されたユーザーまたはグループをPlanningデータ

ベースから除去して、スペースを節約するには、「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をク
リックします。

5. アクセス権を追加するには:

a. 「アクセス権の追加」をクリックします。
b. 選択したメンバーまたはビジネス・ルールにアクセスするユーザーまたはグループを選択します。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

• 複数ページのユーザーまたはグループが存在する場合、「ページ」でページ番号を入力し、「実行」をクリッ
クします。

• 「開始」または「終了」をクリックして、最初か最後のページに移動します。

• 「前へ」または「次へ」をクリックして、前か次のページに移動します。
c. メンバーのオプション: 関係を選択します。
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たとえば、「子」を選択して、選択したメンバーの子にアクセス権を割り当てます。
d. 次のいずれかのオプションを選択します:

• 「起動」をクリックし、選択したユーザーとグループによる選択したビジネス・ルールの起動を許可します。
• 「起動しない」をクリックし、選択したユーザーとグループが選択したビジネス・ルールを起動するのを防ぎ

ます。
e. 選択されたユーザーまたはグループは、アクセス権のタイプを選択し、「追加」をクリックします。
f. 「閉じる」をクリックします。

6. アクセス権を変更するには:

a. 「アクセス権の編集」をクリックします。
b. 選択したメンバーまたはビジネス・ルールには、表示されたユーザーまたはグループのアクセス権のタイプを

選択します。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

ビジネス・ルールのみ:

• 「起動」をクリックし、選択したユーザーとグループによる選択したビジネス・ルールの起動を許可します。
• 「起動しない」をクリックし、選択したユーザーとグループが選択したビジネス・ルールを起動するのを防ぎ

ます。
c. メンバーのオプション: 関係を選択します。

たとえば「子」を選択し、選択したメンバーの子にアクセス権を割り当てます。
d. 「設定」をクリックします。
e. 「閉じる」をクリックします。

7. アクセス権を削除するには:

a. 選択したメンバーまたはビジネス・ルールのアクセス権を除去するユーザーおよびグループを選択します。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

b. 「アクセス権の削除」をクリックします。
c. 「OK」をクリックします。
d. 「閉じる」をクリックします。

共有メンバーへの有効なアクセス権限について
共有メンバーに対して直接アクセス権を割り当てることはできません。共有メンバーは、その基本メンバー、親または
祖先からアクセス権限を継承します。

Planningにより、メンバーのアクセス権限継承関係に基づき、最初にユーザー、次にグループ、という順でアクセス権
限が各レベルで確認されます。複数のアクセス権限が存在する場合、最も制限の少ないアクセス権限が適用され
ます(たとえば、書込みアクセスは読取りアクセスより優先されます)。

この例は、「データベースのリフレッシュ」または「データベースの作成」ページで「セキュリティ・フィルタ」および「共有
メンバー」オプションが選択されて、データベースがリフレッシュまたは作成された場合に、基本メンバーおよびその共
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有メンバーへの有効なアクセス権を決定する方法について示します( 77ページのアプリケーション・データベース
の作成とリフレッシュを参照してください)。

サンプルのエンティティ・メンバー

親エンティティ 子エンティティ

米国  

 CA (ベース)

 NY

West  

 CA (共有)

 NV

営業地域1  

 CA (共有)

表20 共有メンバーへの継承されたアクセス権の例

ケース アクセス権限 基本および共有メンバーCA
への有効なアクセス権

説明

ケース1 CA(ベース) = なし

iDescendants (West) =
読取り

読取り 「読取り」は「なし」よりも
制限が少ないため、CAは
Westの親から「読取り」アク
セス権を継承します。

ケース2 iDescendants (米国) =な
し

iDescendants (West) =
読取り

iDescendants (営業地域
1) = 書込み

書込み 「書込み」は「読取り」および
「なし」よりも制限が少ない
ため、CAは営業地域1の親
から「書込み」アクセス権を
継承します。

ケース3 iDescendants (米国) = 書
込み

iDescendants (West) =
なし

iDescendants (営業地域
1) = 読取り

書込み 「書込み」は「読取り」およ
び「なし」よりも制限が少な
いため、CAは米国の親から
「書込み」アクセス権を継承
します。

フォームとフォルダへのアクセス権の管理
サブトピック
• フォームとフォルダへのアクセス権の割当て
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• フォームおよびフォルダへのアクセス権の追加、変更および削除

フォームとフォルダへのアクセス権の割当て
管理者はフォーム、フォーム・フォルダおよびCalculation Managerのビジネス・ルール・フォルダにアクセ
ス権を割り当てることができます。(ビジネス・ルールおよびメンバーに対するアクセス権限の割当てについて
は、 52ページのアクセス権限タイプおよび 54ページのメンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割
当てを参照してください。)

原則:

• フォーム:
○プランナおよび対話型ユーザーは、アクセス権のあるフォームのみ表示またはデータ入力することが可能です(ま

た、アクセス権のあるメンバーに対してのみ作業を行うことが可能です)。
○管理者と対話型ユーザーはフォームをデザインできます。
○対話型ユーザーは自分が作成した、または管理者がアクセス権を割り当てたフォームにアクセスできます。
○管理者はすべてのディメンション・メンバーおよびすべてのフォームへの書込みアクセス権を持ちます。

• ビジネス・ルール: プランナは、起動アクセス権を割り当てられているビジネス・ルールのみを表示および起動でき
ます。

• フォーム・フォルダおよびビジネス・ルール・フォルダ:
○フォーム・フォルダへのアクセス権を割り当てられているプランナは、特定なアクセス権が割り当てられていない

限り、フォルダのフォームにアクセスできます。同様に、特定なアクセス権が割り当てられていない限り、プランナ
にはアクセス権を割り当てられているフォルダにあるCalculation Managerのビジネス・ルールへの起動アク
セス権があります。

○フォルダに対してアクセス権を割り当てる場合、そのフォルダ内にあるすべてのフォルダはそのアクセス権を継
承します。

○フォーム・フォルダに特定のアクセス権限を割り当てる場合(たとえば、「なし」または「書込み」)、そのアクセス権
限はその親フォルダのアクセス権限に優先します。たとえば、あるユーザーに「なし」アクセス権が割り当てられ
ているFolder2を含むFolder1に対する「書込み」アクセスが割り当てられている場合、ユーザーはFolder1を
開くことができますが、Folder2を見ることはできません。

○Calculation Managerのフォルダに対して特定のアクセス(たとえば起動)を割り当てる場合、そのアクセス
権限はその親フォルダのアクセス権限に優先します。たとえば、あるユーザーに「起動しない」アクセス権が割り
当てられたRulesFolder2を含むRulesFolder1の「起動」アクセス権が割り当てられている場合、ユーザーは
RulesFolder1を開くことはできますが、RulesFolder2を見ることはできません。

○ユーザーが、「書込み」アクセス権を割り当てられているForm1というフォームを含むFolder1というフォーム・
フォルダに対し、「なし」アクセス権が割り当てられている場合、ユーザーはFolder1とForm1の両方を見ること
ができます。

○ユーザーが、「起動」アクセスを割り当てられているRule1というビジネス・ルールを含むRulesFolder1とい
うCalculation Managerフォルダに対し、「起動しない」アクセス権を割り当てられている場合、ユーザーは
RulesFolder1およびRule1の両方を見ることができます。

手順については、 59ページのフォームおよびフォルダへのアクセス権の追加、変更および削除を参照してくださ
い。
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フォームおよびフォルダへのアクセス権の追加、変更および削除
アクセス権をフォーム、フォーム・フォルダおよびCalculation Managerビジネス・ルール・フォルダに割り当て
るには:

1. フォームまたはフォルダを選択します。

• フォームまたはフォルダについては、 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してくださ
い。

• ビジネス・ルール・フォルダの場合、「管理」、「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」の順に選択します。
• ビジネス・ルールの場合、「管理」、「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」の順に選択します。ビジネス・

ルールを含むビジネス・ルール・フォルダを開き、ルールを選択します。

一度に1つのフォーム、ビジネス・ルールまたはフォルダのみにアクセス権を割り当てることができます。
2. 「アクション」を選択して、「アクセス権の割当て」を選択します。
3. オプション: ユーザー・ディレクトリのユーザーやグループの変更済アイデンティティや位置をShared Services

ConsoleからPlanningへ移行するには、「移行アイデンティティ」をクリックします。
4. オプション: プロビジョニングされていないユーザーや削除されたユーザーまたはグループをPlanningデータ

ベースから除去して、スペースを節約するには、「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をク
リックします。

5. フォームおよびフォルダへのアクセス権を追加するには:

a. 「アクセス権の追加」をクリックして、フォームまたはフォルダにアクセスするユーザーまたはグループを選択
します。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

• ユーザーとグループのページが複数におよぶ場合、ページ番号を「ページ」に入力して、「実行」をクリック
します。

• 「開始」または「終了」をクリックして、最初か最後のページに移動します。
• 「前へ」または「次へ」をクリックして、前か次のページに移動します。

b. 「アクセス権タイプ」には、フォームまたはフォルダに対してユーザーまたはグループに割り当てられているア
クセス権の種類を選択します。

ビジネス・ルールまたはそのフォルダのみ:

• 「起動」をクリックし、選択したユーザーとグループによる選択したビジネス・ルールの起動を許可します。
• 「起動しない」をクリックし、選択したユーザーとグループが選択したビジネス・ルールを起動するのを防ぎ

ます。
c. 「追加」をクリックします。
d. 「閉じる」をクリックします。

6. フォームとフォルダを使用および変更できるユーザーを変更するには:

a. アクセス権を変更するユーザーまたはグループを選択し、「アクセス権の編集」をクリックします。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

b. 「アクセス権タイプ」には、フォームまたはフォルダに対してユーザーまたはグループに割り当てられているア
クセス権の種類を選択します。

c. 「設定」をクリックします。
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d. 「閉じる」をクリックします。
7. フォームまたはフォルダからアクセス権を除去するには:

a. アクセス権を除去するユーザーまたはグループを選択し、「アクセス権の削除」をクリックします。

「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグ
ループを表示します。

b. 「OK」をクリックします。

アクセス権限のインポート
ImportSecurityユーティリティを使い、ユーザーまたはグループのアクセス権限をテキスト・ファイルからPlanning
にロードできます。(ユーザーまたはグループを追加するには、Oracle Enterprise Performance Management System
ユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照してください。)アクセス権限をインポートすることにより、インポートされたメン
バー、フォーム、フォーム・フォルダ、タスク・リスト、Calculation Managerのビジネス・ルールおよびCalculation
Managerのビジネス・ルール・フォルダの既存アクセスの割当てが上書きされます。その他の既存アクセス権限は
影響を受けません。SL_CLEARALLパラメータは、既存のアクセス権限をすべてクリアします。これは、他のパラメータと
併用して既存のアクセス権限を入れ替えることが可能です。 63ページのアクセス権限のエクスポートも参照し
てください。

ImportSecurityユーティリティでは、アクセスを割り当てる前に、Planningアプリケーションにおいてユーザーをプ
ロビジョニングしておく必要があります。例:

• TotPlanアプリケーションにおいてユーザーmrauchがプロビジョニングされている場合、このユーティリティで次
のレコードを使用してmrauchにアクセス権限が割り当てられます:

mrauch,member1,READWRITE,MEMBER

• ユーザーehenningsがアプリケーションにおいてまだプロビジョニングされていない場合、次のレコードはロードに
失敗します:

ehennings,member1,READWRITE,MEMBER

ExportSecurityユーティリティを使用し、SecFile.txtファイルを自動的に作成して、このファイルからアクセス権
限をインポートできます。次のガイドラインを使用して、SecFile.txtファイルを手動で作成することも可能です:

• テキスト・ファイルSecFile.txtの名前を付け、planning1ディレクトリに保存する必要があります(完全パスにつ
いては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください)。

• すべてのユーザー、グループおよびアーティファクトは、アプリケーションで定義されている必要があります。
• アクセス権限をユーザー定義のカスタム・ディメンションにインポートする前に、アクセス権限が設定されるよう「セ

キュリティの適用」を選択する必要があります( 54ページのディメンションのアクセス権限の使用可能を参照
してください)。

• SecFile.txtファイルの各行に、アクセス権限を指定します。

各行に、次のいずれかの区切り文字で区切られたこれらのアイテムが含まれていなければなりません。カンマ(,)、タ
ブ、セミコロン(;)、パイプ(|)、コロン(:)、スペース( )。デフォルトはカンマです。

アイテム 説明

ユーザー名またはグループ名 Shared Services Consoleで定義されたユーザーまたはグループ名。
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アイテム 説明
アクセス権限情報をユーザーと同名のグループにインポートするには、
この情報を次のグループに関連するSecFile.txtファイルの行に追
加します: sl_group

例:

admin,member1,READ,MEMBER

admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROUP

アーティファクト名 インポートされたアクセス権限のアーティファクト名(たとえばメンバー、
フォーム、タスク・リスト、フォルダまたはCalculation Managerビジネ
ス・ルール)。例: Account1。

アーティファクト名に区切り文字として使用している文字が含まれる場
合は、名前を二重引用符で囲みます。たとえば、区切り文字としてス
ペースを使用している場合、「South America」を次のように二重引用
符で囲みます:"South America"。

アクセス権限 読取り、読取り書込みまたはなし。ユーザー/メンバーの組合せに重複行
がある場合は、読取り書込みアクセス権のある行が優先となります。た
とえば次の行の場合:

User1,Member1,READ,@ICHILDREN

User1,Member1,READWRITE,@ICHILDREN

User1のMember1へのアクセス権限は読取り書込みとして適用され
ます。

Calculation Managerのビジネス・ルールおよびフォルダのみ: 起動
アクセス権限を「なし」または「起動」として指定します。

Essbaseアクセス・フラグ @CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS
およびMEMBER。  これらの関数のセキュリティ実装は、Essbaseと
同様です。

注：

タスク・リストの場合、MEMBERのみが使用できます。フォルダの場
合、@IDESCENDANTSのみが使用できます。

アーティファクト・タイプ メンバー以外のアーティファクトでは、どのアーティファクトにセキュリ
ティをインポートするかをアーティファクト・タイプ識別子によって区別しま
す。

• SL_FORM - フォーム
• SL_COMPOSITE - 複合フォーム
• SL_TASKLIST - タスク・リスト
• SL_CALCRULE — Calculation Managerビジネス・ルール
• SL_FORMFOLDER - フォーム・フォルダ
• SL_CALCFOLDER - Calculation Managerのビジネス・ルールが含

まれるフォルダ

注：

ExportSecurityユーティリティによって、必要となるアーティファク

ト・タイプ識別子が自動的にSecFile.txtファイルに追加されま
す。SecFile.txtファイルを手動で作成した場合は、アーティファクト・タ

イプ識別子を追加してください。
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アイテム 説明

注：

ExportSecurityユーティリティでは、管理者のタスク・リストへのアク
セス権限のエクスポートはサポートされないため、このようなレコードは
インポート前にSecFile.txtファイルに手動で追加する必要がありま
す。

ファイルのサンプル行:

User1,Account1,READ,@CHILDREN

Group2,DataForm08,READWRITE,MEMBER,SL_FORM

User3,TaskList09,READWRITE,MEMBER,SL_TASKLIST

NorthAmericaGroup,Sales,READWRITE,@IDESCENDANTS,SL_FORMFOLDER

アクセス権限をPlanningにインポートするには:
1. planning1ディレクトリに移動して、ImportSecurityユーティリティを見つけます(完全パスについて

は 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください)。
2. コマンド・プロンプトで、このコマンド(大文字と小文字が区別されます)、1つのスペース、およびパラメータを入力

し、それぞれをカンマで区切ります。パラメータは二重引用符で囲います:

ImportSecurity [-f:passwordFile] “appname,username,[delimiter],[RUN_SILENT],
[SL_CLEARALL]”

ここで:

パラメータ 説明

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設定する場
合、passwordFileで指定されたファイルのフル・パスおよび名前
からパスワードを読み取るため、コマンド・ラインでの最初のパラメー
タとして使用します。 48ページのPlanningユーティリティでパス
ワード・プロンプトを抑制を参照してください。

appname アクセス権限をインポートするPlanningアプリケーションの名前。

username Planning管理者ユーザー名。

delimiter オプション:
SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON、SL_SEMI-
COLON。区切り文字が指定されない場合のデフォルトはカンマで
す。

RUN_SILENT オプション: ユーティリティを静かに(デフォルト)または進行状況メッ
セージ付きで実行します。メッセージ付きには0を、メッセージなしに
は1を指定します。

[SL_CLEARALL] オプション: 新規のアクセス権限をインポートする場合は既存のア
クセス権限をクリアします。大文字でなければなりません。

例:

ImportSecurity “app1,admin,SL_TAB,1”

すべてのアクセス権限をクリアするには、次を入力します:
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ImportSecurity “app1,admin,,,SL_CLEARALL”

3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
4. ユーティリティの実行後、EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planningディレクトリのログ・ファイ

ルimportsecurity.logを確認し、結果を検証します完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタ
ンスについてを参照してください。

アクセス権限をインポートする場合のパフォーマンス向上
複数のユーザーのアクセスをインポートする場合は、フル・ネームを使用せずにパフォーマンスを向上させます。

1. Planning Webで、「管理」、「アプリケーション」、「設定」を選択します。
2. 「拡張設定」を選択し、「実行」、「システム設定」の順にクリックします。
3. 「ユーザーのフル・ネームの表示」をクリアします。

アクセス権限のエクスポート
ExportSecurityユーティリティを使用し、Planningアクセス権限をSecFile.txtファイルにエクスポートするこ
とで、アプリケーションを越えたアクセス権限のエクスポートおよびインポートが可能になります( 60ページのア
クセス権限のインポートを参照)。特定のユーザーまたはグループ(必須パラメータのみを使用する場合はすべての
ユーザーとグループ)は、ExportSecurityユーティリティを使用して次のアーティファクトにアクセス権限をエクス
ポートできます: メンバー、フォーム、フォーム・フォルダ、タスク・リスト、ビジネス・ルール、ビジネス・ルール・フォル
ダ。ExportSecurityは、エクスポートされたアーティファクト・セキュリティがフォーム、複合フォーム、フォーム・フォ
ルダ、タスク・リスト、ビジネス・ルールまたはビジネス・ルール・フォルダのいずれかを識別するアーティファクトのタイ
プ・フラグを追加します。

注意:

• 必須(オプションではない)パラメータのみを指定する場合、すべてのユーザーとグループのすべてのアーティファク
トに対するアクセス権限がすべてエクスポートされます。メンバー・パラメータを指定することにより、エクスポートに
制限を設けることができます(1つのメンバー・ベースのパラメータのみ)。

• オプションのパラメータは、任意の順序で指定できます。
• /S_USERまたは/S_GROUPのみを使用できますが、両方を使用することはできません。
• /S=searchCriteriaパラメータを使い、同名のユーザーおよびグループを指定します。
• ユーティリティを実行すると、エクスポートされたアクセス権限が含まれるSecFile.txtという名前のファイルが作

成されます。

Planningからアクセス権限をテキスト・ファイルにエクスポートするには:
1. planning1ディレクトリに移動します(完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを

参照してください)。
2. コマンド・プロンプトに、次のコマンド(大文字と小文字の区別がある)、1つのスペースおよびパラメータを入力し

ます。各パラメータをカンマで区切ります。

ExportSecurity [-f:passwordFile] /A=appname,/U=username, [/S=searchCriteria|/

S_USER=user|/S_GROUP=group], [/S_MEMBER=memberName|/S_MEMBER_ID=memberName

|/S_MEMBER_D=memberName|/S_MEMBER_IC=memberName|/S_MEMBER_C=memberName],[/

DELIM=delim] , [/DEBUG=true|false],[/TO_FILE=fileName],[/HELP=Y]
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ここで:

パラメータ 説明 必須?

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設
定する場合、passwordFileで指定され
たファイルのフル・パスおよび名前から
パスワードを読み取るため、コマンド・ライ
ンでの最初のパラメータとして使用しま
す。 48ページのPlanningユーティリティで
パスワード・プロンプトを抑制を参照してくだ
さい。

いいえ

/A=appname アクセス権限をエクスポートするPlanningア
プリケーションの名前。

はい

/U=username アプリケーションにログインするための管理
者ID。

はい

/S=searchCriteria ユーザー名またはグループ名。

/S_USERまたは/S_GROUPでは、このオプ
ションは使用できません。

いいえ

/S_USER=user 指定されたユーザー名。

複数ユーザーの指定またはこのオプション
を/S_GROUPまたは/S=searchCriteriaと
併用はできません。

いいえ

/S_GROUP=group 指定されたグループ。一致するユーザー名で
はなく、一致するグループのみがエクスポー
トされます。

複数のグループを指定したり、このオ
プションを/S_USERまたは/S=search

criteriaとともに使用することはできませ
ん。

いいえ

/S_MEMBER=MemberName 指定されたメンバー。

1メンバー・ベースのパラメータのみを指定で
きます。

いいえ

/S_MEMBER_ID=MemberName 指定されたメンバーとその子孫。 いいえ

/S_MEMBER_D=MemberName 指定されたメンバーの子孫。 いいえ

/S_MEMBER_IC=MemberName 指定されたメンバーとその子。 いいえ

/S_MEMBER_C=MemberName 指定されたメンバーの子。 いいえ

/DELIM=delim SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON、SL_SEMI-
COLON。区切り文字が指定されない場合
のデフォルトはカンマです。

いいえ

/DEBUG= trueを指定してユーティリティで実行された
手順を表示します。デフォルトはfalseです。

いいえ

/TO_FILE= SecFile.txtファイルのパスを指定します。
デフォルトでは、ファイルはplanning1ディ
レクトリに存在します(完全パスについて
は 49ページのEPM Oracleインスタンスに
ついてを参照してください)。

いいえ
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パラメータ 説明 必須?
他のパスを指定する場合は二重円記号
(バックスラッシュ)を使用します。例: C:\
\Oracle\\SecFile.txt。

/HELP=Y ExportSecurityの構文およびオプション
を表示する唯一のパラメータとして指定しま
す。

いいえ

たとえば、Salesという名前のユーザーおよびグループのアクセス権限をエクスポートする場合は、次を入力しま
す。

ExportSecurity /A=app1,/U=admin,/S=Sales

Account100という名前のメンバーおよびその子孫について、特定のパス(この例ではPlanning\planning1)
にあるAccount100.txtという名前のファイルに、コロンの区切り記号付きでエクスポートするには:

ExportSecurity /A=planapp1,/U=admin,/TO_FILE=D:\\EPM_ORACLE_INSTANCE\\Planning\

\planning1\\Account100,/S_MEMBER_ID=Account100,/DELIM=SL_COLON

3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

注意:

• メンバー、ユーザーまたはグループ名に区切り記号として使用される文字が含まれる場合、名前は二重引用符で
囲まれます。たとえば、スペースが区切り記号の場合、South Americaという名前は二重引用符で囲まれます:
“South America”。

• カンマはパラメータの区切りに使用されるため、パラメータにカンマが含まれる場合(たとえばKravets, Diana)、
円記号(バックスラッシュ)が前に置かれます。また、円記号(バックスラッシュ)を使用してコマンド・プロンプト
の円記号(バックスラッシュ)からエスケープします。この例では、円記号(バックスラッシュ)を2つ使用します: /
A=Kravets\\,Diana

• ExportSecurityユーティリティでは、管理者のタスク・リストへのアクセス権限のエクスポートはサポートされな
いため、このようなレコードはインポート前にSecFile.txtファイルに手動で追加する必要があります。

エクスポート・ファイルを理解する:

アイテム 説明

ユーザーまたはグループ Shared Services Consoleで定義されたユーザーまたはグループ名。

memName アプリケーションのメンバー。

アクセス権限 「読取り」、「読取り書込み」または「なし」。ユーザー/メンバーの組合せ
に重複行がある場合は、「読取り書込み」アクセス権のある行が優先と
なります。

Calculation Managerのビジネス・ルールおよびフォルダのみ: アク
セス権限を「なし」または「起動」として指定します。

Essbaseアクセス・フラグ @CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTSおよ
びMEMBER。

これらの関数のセキュリティ実装は、Essbaseと同様です。

アーティファクト・タイプ 各行の後に、ユーティリティによってアーティファクト・タイプが追加され
ます:
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アイテム 説明
• SL_FORM - フォーム
• SL_COMPOSITE - 複合フォーム
• SL_TASKLIST - タスク・リスト
• SL_CALCRULE - ビジネス・ルール
• SL_FORMFOLDER - フォーム・フォルダ
• SL_CALCFOLDER - ビジネス・ルールを含むフォルダ

注：

SecFile.txtファイルを手動で作成した場合、アーティファクト・タイプ識
別子を追加する必要があります。

たとえば、エクスポートされたファイルには次の行が含まれることがあります。

User1,DataForm2,READ,MEMBER,SL_COMPOSITE

User2,Folder3,READWRITE,MEMBER,SL_FORMFOLDER

User3,DataForm4,READWRITE,MEMBER,SL_FORM

”North America”,Account101,READWRITE,MEMBER,SL_CALCFOLDER

アクセス権限のレポート
サブトピック
• レポート・オブジェクトの選択
• レポート・オプションの選択
• アクセス権限レポートの操作
• 監査証跡の設定
• 追跡されたアクションの例
• 監査レポートの表示とクリア

現在のアクセス権限を表示し、レポートを印刷できます。

Planningにおけるユーザーおよびグループの現在のアクセス権限をレポートするには:
1. 「Shared Services Console」で、 「アプリケーション・グループ」の下の「Planning」アプリケーションを選択し

ます。「管理」、「アクセス権レポート」を選択します。
2. 「ユーザーまたはグループの選択」で、使用可能なオプションから選択します。
3. 左側の「使用可能」パネルから、ユーザーまたはグループを選択および移動して、「選択済」パネルにレポートしま

す:

参照するのではなく、ユーザーまたはグループ名を入力する場合は、フル・ネームを入力する必要があります。カ
ンマの付いた名前の場合は、名前を引用符で囲みます。

4. 「次へ」をクリックします。

レポート・オブジェクトの選択
次のオブジェクトのレポートが可能です: 勘定科目、シナリオ、バージョン、エンティティ、ユーザー定義のカスタム・
ディメンションおよびフォーム。
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レポート・オブジェクトを選択するには:
1. アクセス権レポートを開始します。

 66ページのアクセス権限のレポートを参照してください。
2. 「オブジェクトの選択」で、レポートするPlanningオブジェクトを選択します。
3. 「次へ」をクリックします。

レポート・オプションの選択
アクセス・レポートのオプションを指定するには:

1. アクセス権レポートを開始します。

 66ページのアクセス権限のレポートを参照してください。
2. 「タイプが一致するアクセスの表示」の「レポート・オプション」で、表示するアクセスを選択します: 「読取

り」、「書込み」または「なし」。
3. 「結果のグループ分け単位」で、どのようにレポートを表示するかを「ユーザー」または「オブジェクト」から選択し

ます。
4. 「レポート・タイプ」セクションで、「割り当てられたアクセス」または「有効なアクセス」を選択します。

表21 アクセス・レポート・タイプ

レポート・タイプ 説明 オプション

割り当てられたアクセス権 管理者により割り当てられるアクセス
権限の要約

アクセス権がメンバー選択リレーション
またはグループ・メンバーシップのどち
らにより割り当てられるかを指定しま
す。

• 「関係が一致するアクセスの表示」:
「メンバー」、「子」、「子(含む)」、「子
孫」、または「子孫(含む)」。

• グループからの継承を表示: グルー
プのユーザーから継承済のアクセス
権限を表示します。

有効なアクセス権

注：

有効なアクセス権レポートはグループ
に対しては生成できません。

Planningの評価に伴いアクセス権の
割当てを要約します(たとえば、子また
はグループ・メンバーシップなどのメン
バー選択関係)。アクセス権限に不一
致が見られる場合に有効です。

有効なアクセス元の表示を選択するこ
とにより、有効なアクセス元を説明しま
す。たとえば、Entity1の「書込み」アク
セス権を割り当てられているユーザー
名「JSomebody」が、Entity1の「読
取り」アクセス権を割り当てられている
「Sales」グループに属しているとしま
す。個人に割り当てられたアクセスは、
グループ・メンバーシップにより継承さ
れるアクセス権に優先するため、この
設定では「JSomebody」がEntity1の
「書込み」アクセス権を割り当てられて
いると表示されます。

5. 「終了」をクリックします。
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Adobe Acrobatが起動して、レポートがオンラインで表示されます。

アクセス権限レポートの操作
アクセス権限のレポートはAdobe Acrobatに表示されます。Adobe Acrobatのツールバーを使ってレポートを操作
できます。

監査証跡の設定
管理者は、変更を追跡するためにアプリケーションの局面を選択できます。たとえば、ユーザーがメンバーのプロパ
ティを変更したり、通貨を追加した場合など、メタデータの変更を追跡できます。また、フォーム、ビジネス・ルール、承
認、ユーザー、アクセス権限などの変更を追跡することもできます。監査を表示するには、管理者はRDBMSレポート・
ライターを使用してレポートを作成および実行します。

ImportSecurityユーティリティでインポートされたアクセス権の割当ては、監査レポートに反映されません。

表22 監査できるアクション

監査オプション 追跡された変更

ディメンション管理 • ディメンション階層: メンバーまたはディメンションの追
加。プロパティの移動、削除または変更。メンバーまたは
ディメンションの名前変更

• パフォーマンス設定: ディメンションの密または疎の再設
定、ディメンションの順序の変更

• 通貨: 通貨の追加または削除、三角換算法またはレポー
トの通貨の設定

• Planningに影響を与えるユーティリティにより更新
(ImportFormDefinitionユーティリティでフォーム・デ
ザインをインポートするなど)

別名表の管理 別名表への変更: 登録、コピー、名前変更、削除およびクリ
ア

データ • セル値
• サポート詳細
• 勘定科目注釈
• セル・レベル・ドキュメント

ビジネス・ルールの起動 計算スクリプトおよびビジネス・ルールによる更新(実行時
プロンプトを含む)

フォーム定義 フォーム: 作成、修正、行の追加。(監査レコードには、デザイ
ンの変更は記録されません)

フォーム・フォルダの管理 フォルダ: 作成済、移動済、削除済

承認 承認: プランニング・ユニット所有者、ステータスおよびス
テータス(開始または除外済)
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監査オプション 追跡された変更

バージョンのコピー サポート詳細および注釈を含んだコピー済バージョン。監査
レコードには、コピー済バージョンの詳細(データ、サポート詳
細および注釈など)は記録されません。

セキュリティ ディメンションのメンバー、フォーム、フォーム・フォルダ、ビジ
ネス・ルールおよびタスク・リストに対するアクセス権限

ユーザーの管理 追加、変更または削除済のユーザー

グループの管理 追加、変更または削除済のグループ、追加または除去済の
ユーザー

オフライン オフラインまたはサーバーに同期済のフォーム

タスク・リスト タスク・リスト: 作成、コピー、保存、移動および削除済

データのコピー 静的ディメンション、ソース・ディメンションおよび宛先ディ
メンションにおけるユーザーの選択

セル詳細のクリア サポート詳細のクリア、セル・テキスト、および勘定科目注
釈におけるユーザーの選択

Planning記録により変更されるアプリケーションのアスペクトを指定するには:
1. 「ツール」、「レポート」の順に選択します。
2. 「監査」を選択します。
3. アクションPlanning追跡を選択します。

パフォーマンスが低下することのないよう、注意して監査するアプリケーション要素を選択してください。
4. 「選択の保存」をクリックします。

選択された監査オプションに基づき、アプリケーションの変更がHSP_AUDIT_RECORDS表に記録され、リレーショ
ナル・データベースに保管されます。

5. アプリケーション・サーバーを再起動します。
6. RDBMSレポート・ライターを使用してHSP_AUDIT_RECORDS表に結果を表示します。

ユーザーが監査オプションをリセットした場合、その変更は記録されます。

追跡されたアクションの例
記録済項目ごとにPlanningによって次の追跡が行われます。

追跡された変更 例

変更のタイプ メタデータ、データ、フォーム、アクセス権限、プランニング・ユニット

影響を受けたオブジェクト(監査レポートの列ID_1およびID_2は、変
更されたオブジェクトの定義に役立ちます)。

フォーム: Expenses 04 グループ: Marketing

ユーザー VHennings

記録時間 08/22/2013 8:17

アクション 追加

プロパティ 通貨

古い値 デフォルト
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追跡された変更 例

新しい値 USD

監査レポートの表示とクリア
監査結果はHSP_AUDIT_RECORDS表に記録され、リレーショナル・データベースに保管されます。監査レポートをクリア
するには、HSP_AUDIT_RECORDS表でSQLのDELETEコマンドを使用します。特定の日数前のエントリをクリアするに
は、「time_posted」フィールドで比較します。たとえば、表からすべてのエントリを消去するには:

DELETE FROM HSP_AUDIT_RECORDS

監査レコードを記録された時間でソートして表示するには:

SELECT * FROM HSP_AUDIT_RECORDS ORDER BY TIME_POSTED

セキュリティ・フィルタの管理
Planningのアクセス権限はリレーショナル・データベースに保管されます。

たとえばFinancial Reportingや第三者のツールなど、Planning以外の製品を使用する場合に、Essbaseで直
接Planningデータにアクセスするには、セキュリティ・フィルタを生成することによってPlanningアクセス権限を
Essbaseにプッシュする必要があります。

選択済ユーザーのセキュリティ・フィルタを更新するには、「管理」、「管理」、「セキュリティ・フィルタ」の順に選択しま
す。すべてのユーザーのセキュリティ・フィルタを同時に更新するには、「管理」、「アプリケーション」、「データベースの
作成」、「データベースのリフレッシュ」、「セキュリティ・フィルタ」の順に選択します( 77ページのアプリケーション・
データベースの作成とリフレッシュを参照)。

まず、セキュリティ・フィルタのサイズがEssbaseの制限である64KB/行を超過しないことを検証します。

注：

アウトラインが変更されるたびに(動的な子が追加された、メンバー名が変更された、およびセキュ
リティが新規メンバーに割り当てられたなど)、「セキュリティ・フィルタ」オプションを選択して、デー
タベースのリフレッシュを実行することをお薦めします。

読取りまたは書込みセキュリティ・フィルタがEssbaseで生成されるには、ユーザーは、保護された各Planningディ
メンション(ユーザー定義のディメンションを含む)の少なくとも1つのメンバーに対し、読取りまたは書込みのアクセス
権限を保有していなければなりません。これらのディメンションにアクセス権が割り当てられていない場合、Essbase
におけるユーザーのセキュリティ・フィルタは「なし」に設定されます。

個別のセキュリティ・フィルタを作成または更新するには:
1. Planningから、「管理」、「管理」、「セキュリティ・フィルタ」の順に選択します。
2. セキュリティ・フィルタを更新するユーザーを選択します。
3. 「作成」をクリックします。

Essbaseにより、アクセス権限情報が保存される暗号化ファイル(essbase.sec)が作成されます。
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注意:

• プランナおよび対話型ユーザー・タイプにEssbaseのPlanningデータへ直接書き込むアクセス権を持たせたい場
合は、Shared ServicesでEssbaseの書込みアクセス権の役割を割り当てます。

• 動的メンバーへのアクセス権を持つユーザーのセキュリティ・フィルタを作成またはリフレッシュした後、Essbaseバ
ケット名が、実際のメンバー名の代わりに、動的メンバーのフィルタ行に表示されます。

プロビジョニング・ユーザー・ユーティリティとの同期
ProvisionUsersユーティリティ(コマンド・ライン・インタフェースを通して管理者により実行される)により、Shared
Services ConsoleのPlanningユーザー、グループおよび役割がPlanningアプリケーションおよびEssbaseと同期
されます。

このユーティリティを使用するには:
1. 次の構文を使用し、planning1ディレクトリからProvisionUsers.cmdファイルを起動します:

ProvisionUsers[-f:passwordFile] /ADMIN:adminName /A:appName [/

U:user1[;user2;user3]] [/R:n]

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。

表23 ProvisionUsers構文

パラメータ 説明 必須?

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを
設定する場合、passwordFileで指定
されたファイルのフル・パスおよび名
前からパスワードを読み取るため、コマ
ンド・ラインでの最初のパラメータとし
て使用します。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプト
を抑制を参照してください。

いいえ

/ADMIN:adminName Planningアプリケーションにログオン
する管理者名。

はい

/A:appName 同期させるPlanningアプリケーション
(ユーティリティが実行しているサーバー
上に存在する必要があります)。

はい

[/U:user1[;user2;user3]] 同期させるユーザーを指定します。た
とえば、Planner1というユーザーと
Planner2というユーザーを同期させる
場合、/U:Planner1;Planner2を使
用します。この引数を省略すると、すべ
てのユーザーが同期されます。

いいえ

[/R:n] 同期を実行する間隔を分単位で指定
します。たとえば、30分ごとに同期を行
う場合は、/R:30を使用します。この引

いいえ
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パラメータ 説明 必須?
数を省略すると、同期は一度のみしか
行われません。

/? 自身を指定し、ProvisionUsersの構
文およびオプションを印刷します。

いいえ

2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

例1

入力:

ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App1

App1アプリケーションのすべてのユーザーを同期します。

例2

入力:

ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App2 /U:Planner1 /R:60

App2アプリケーションで、Planner1というユーザーを60分ごとに同期させます。

ユーザーとグループ・アイデンティティの移行
ユーザーまたはグループのアイデンティティまたはユーザー・ディレクトリ階層の位置を変更する場合、この情報は必
ずPlanningで更新または移行する必要があります。

変更されたユーザーおよびグループのIDをShared Services ConsoleからPlanningに移行するには:
1. 次のいずれかのアクションを行います:

• 「管理」、「管理」、「ディメンション」を選択し、続いてディメンション・メンバーを選択します。
• 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」の順に選択し、フォームを選択します。
• Calculation Managerを使用している場合: 「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」を選択し、ビジネス・

ルール・フォルダまたはビジネス・ルールを選択します。
• 「管理」、「管理」、「タスク・リスト」を選択し、タスク・リストを選択します。

2. 「アクセス権の割当て」をクリックします。
3. 「移行ID」をクリックします。

ビジネス・ルール・セキュリティの移行
アップグレードされたアプリケーションでBusiness Rulesを使用していた場合、管理者はビジネス・ルールの起動ア
クセス権限およびそのプロジェクトを、Business RulesからPlanningのCalculation Managerビジネス・ルール
にHBRMigrateSecurity.cmdユーティリティを使用して移行できます。

HBRMigrateSecurity.cmdユーティリティで次の操作を実行します。

• 特定のPlanningアプリケーションのビジネス・ルールに割り当てられている起動アクセス権限を上書きします。
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• Shared Services Consoleで特定のPlanningアプリケーションに提供されるユーザーおよびグループのアクセス
権限を移行します。

注：

Business Rulesは、Planningでサポートされておらず、Calculation Managerが唯一のオプ
ションであるため、「計算モジュール」設定は「システム設定」ページから削除されました。

ビジネス・ルールおよびそのフォルダのアクセス権限を移行するには:
1. HBRMigrateSecurity.cmdの実行前に次を実行します。

• ビジネス・ルールをOracle Hyperion Business RulesからCalculation Managerに移行します。『Oracle
Hyperion Calculation Manager設計者ガイド』を参照してください。

• ビジネス・ルールをPlanningにデプロイします。
2. コマンド・ラインで、planning1ディレクトリから次のコマンドとそのパラメータを入力し、それぞれをスペースに

よって区切ります:

HBRMigrateSecurity.cmd[-f:passwordFile]/A:appname/U:admin/F:output file

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。

表24 HBRMigrateSecurityパラメータ

パラメータ 目的 必須?

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを
設定する場合、passwordFileで指定
されたファイルのフル・パスおよび名
前からパスワードを読み取るため、コマ
ンド・ラインでの最初のパラメータとし
て使用します。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプト
を抑制を参照してください。

いいえ

/A:appname ビジネス・ルールの起動アクセス権を
移行するPlanningアプリケーションを
指定します。

はい

/U:admin 管理者のユーザー名を指定します はい

/F:output file XML出力ファイルの名前を指定し
ます。planning1ディレクトリにな
い場合は完全パス名を含めます
(planning1の完全パスについて
は 49ページのEPM Oracleインスタ
ンスについてを参照)。このファイルに
はトランザクションのログが含まれ、ト
ラブルシューティングに役立ちます。

はい

/? HBRMigrateSecurity.cmdの構文と
オプションを印刷します

いいえ
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3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

例:

HBRMigrateSecurity.cmd /A:appname /U:admin /F:C:\temp\HBRExportedSecurity.xml

移行したビジネス・ルールに関するCalculation Managerのセキュリティ設定の詳細は、 198ページの実行時プ
ロンプトと承認セキュリティについてを参照してください。

古いユーザー記録の削除
Shared Servicesでユーザーまたはグループの非プロビジョニングまたは削除を行う場合、ユーザーとグループ表を
Planningリレーショナル・データベースで更新し、古い記録を削除することによって、ディスク・スペースを節約できま
す。

古いユーザー記録をPlanningデータベース表から削除するには:
1. 次のいずれかのアクションを行います:

• 「管理」、「管理」、「ディメンション」を選択し、続いてディメンション・メンバーを選択します。
• 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」の順に選択し、フォーム・フォルダまたはフォームを選択し

ます。
• Calculation Managerを使用している場合: 「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」を選択し、ビジネス・

ルール・フォルダまたはビジネス・ルールを選択します。
• 「管理」、「管理」、「タスク・リスト」を選択し、タスク・リストを選択します。

2. 「アクセス権の割当て」をクリックします。
3. 「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をクリックします。

Financial Reportingでのアクセス権限の設定
Financial Reportingでは、これらのアクセス権限がサポートされます。

• ユーザーの認証
○ログオン・アクセス権限
○Financial Reportingおよびデータ・ソースへのアクセス

• アプリケーション権限
○Financial Reportingのタスクへのアクセス
○レポートをデザインまたは表示する権限

• データ権限
○メンバーや値などのデータ・ソースへのアクセス
○レポートなどのFinancial Reportingオブジェクトへのアクセス
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4
Planningデータベースの管理

この項の内容：
アプリケーションのロック解除 .....................................................................................................  75
ブロードキャスト・メッセージの使用方法 ........................................................................................  76
使用統計の表示 ......................................................................................................................  77
アプリケーション・データベースの作成とリフレッシュ ........................................................................  77
為替レートの管理 .....................................................................................................................  80
通貨換算の管理 ......................................................................................................................  82
通貨換算計算スクリプトの操作 ..................................................................................................  83
パフォーマンスの最適化 ............................................................................................................  83
アプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップ ..................................................  85

Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションの場合、データベースはPlanningで作成され維持
されます。Performance Management Architectアプリケーションの場合、アプリケーションはPerformance
Management Architectで作成され、Planningにデプロイにされます。Performance Management Architect
で実行するタスクの詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参
照してください。

アプリケーションのロック解除
ユーザーがアプリケーションまたはPlanningを正常に終了しない場合などに、Planningアプリケーションがロックさ
れることがあります。アプリケーションのロック解除ユーティリティによりHSP_LOCK表のすべての記録がクリアされま
す。ユーティリティは、Planningアプリケーション・サーバーから実行してください。

ユーティリティを実行する前に、Planningアプリケーションに接続しているユーザーがいないことを確認してください。
タスク・マネージャをPlanningサーバーで起動し、hsxser~1(hsxserver)またはhspdsというプロセスが存在しな
いことを確認します。

Planningアプリケーションをロック解除するには:
1. コマンド・ラインを使用して、planning1ディレクトリに移動し、IHspUnlockApp.cmdユーティリティを見つけま

す。

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。
2. HspUnlockApp.cmd[-f:passwordFile]SERVER_NAME USER_NAME PASSWORD APPLICATION_NAMEと

入力します。application nameはロック解除するアプリケーションを指します。

オプション: 暗号化されたパスワード・ファイルが設定されている場合、[-f:passwordFile]をコマンド行の最
初のパラメータとして使用し、passwordFileで指定されている完全なファイルのパスおよび名前からパスワー
ドを読み取ります。 48ページのPlanningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制を参照してください。
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3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
4. コンソール・アプリケーション・ログのイベント・ビューアを使ってアプリケーションのイベント・ログを確認し、成

功または失敗したイベントがレポートされているかどうかを確認します。ログの詳細は、『Oracle Enterprise
Performance Management Systemインストールおよび構成トラブルシューティング・ガイド』を参照してください。

ブロードキャスト・メッセージの使用方法
ブロードキャスト・メッセージを使用して、アプリケーションにログオンしているPlanningユーザーにテキスト・メッセージ
を送信します。たとえば、システムの利用状況や、定期メンテナンスに関するメッセージなどを送信できます。また、ア
プリケーションのアップグレードや移行を行う前に、ユーザーにログアウトを促す場合などにもブロードキャスト・メッセー
ジを使用できます。

Webクライアントを使用して、ブロードキャスト・メッセージを送信できます。Webを使ってメッセージを送信した場合、
メッセージは現在のアプリケーションのユーザーに送信されます。標準のオペレーティング・システム・メカニズムを利
用して、メッセージをスケジュールすることも可能です。コマンド・ライン・ユーティリティを使用して、ブロードキャスト・
メッセージを送信することもできます。コマンド・ラインを使って送信すると、ログオンしていないアプリケーションを指
定できます。

ページ・リフレッシュ時または別のページにアクセスしたときに、ログオンしているユーザーのブラウザにメッセージが
表示されます。

他製品またはサードパーティのレポート・ツールを使用してアプリケーションにログオンしているユーザーは、ブロード
キャスト・メッセージを見ることができません。

ブロードキャスト・メッセージを送信するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「ブロードキャスト・メッセージ」の順に選択します。
2. 「メッセージの作成」で、ブロードキャストするメッセージを入力します。
3. 「送信」をクリックします。

コマンド・ラインを使用してブロードキャスト・メッセージを送信するには:
1. コマンド・プロンプトを使用して、planning1ディレクトリに移動し、BroadcastMessage.cmdユーティリティを見

つけます。

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。
2. コマンド・ラインで次の構文を使用し、ユーティリティを起動します:

broadcastmessage.cmd([SERVER_NAME], APPLICATION_NAME, USER_NAME, MESSAGE)

オプション: 暗号化されたパスワード・ファイルが設定されている場合、[-f:passwordFile]をコマンド行の最
初のパラメータとして使用し、passwordFileで指定されている完全なファイルのパスおよび名前からパスワー
ドを読み取ります。 48ページのPlanningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制を参照してください。

SERVER_NAME: ローカルホスト名。

APPLICATION_NAME: メッセージを送信するユーザーのアプリケーション名。

USER_NAME: ブロードキャスト・メッセージを送信する権限のある管理者。

MESSAGE: アプリケーションのユーザーに送信する127文字までのテキスト・メッセージ。
3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
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4. ステータス、エラーまたはメッセージをブロードキャストする情報をコンソールに表示できます。

例:

Broadcastmessage.cmd ABCserver、testapp、VHennings001、定期メンテナンスのため、アプリケーションか

らログオフしてください。

使用統計の表示
どのPlanningユーザーが現在のアプリケーションにログオンしているか、またアプリケーションにアクセスしてからど
のくらい時間が経過したかを確認できます。Financial Reporting、Smart Viewなどの他のアプリケーションまた
はサードパーティのレポート・ツールを通してログオンしたユーザーは表示されません。

RAMが適切に割り当てられているかどうかを確認するため、使用中のサポート詳細検出キャッシュの割合を表示で
きます。数値が非常に低いかまたは高い場合、RAMの割当てを少なくするかまたは高くするよう調整します。デフォ
ルト値の20は「Planning」プロパティに保管されます( 84ページのサポート詳細キャッシュのメモリー割当てを
参照)。

使用統計を表示するには:
1. Planning Webから、アプリケーションにログオンします。
2. 「管理」、「アプリケーション」、「統計」の順に選択します。

アプリケーション・データベースの作成とリフレッシュ
「データベースの管理」ページで、アプリケーションの各プラン・タイプのPlanningでデータを格納するために使用さ
れるアプリケーション・データベースを作成およびリフレッシュできます。データベースはディメンション、階層メンバー、
属性およびアプリケーションで指定される他のデータに基づいて構成されます。

Essbaseにより暗号化されたデータ・ファイル(essbase.sec)が作成され、アクセス権限情報が保管されます。

アプリケーションを作成する場合、「作成」を選択してアプリケーション・データが保管されるPlanningマルチディメン
ショナル・データベースを更新します。アウトラインを作成する際、パフォーマンスを向上させ、ユーザーが変更をすば
やく利用できるように、データベースの変更およびアクセス権限を個別に転送できます。アウトラインの完了後、データ
ベース情報をリフレッシュする場合にアクセス権限を含むことを推奨します。

アプリケーションの構造を変更したら、アプリケーション・データベースを必ずリフレッシュしてください。アプリケーショ
ンのPlanningデータベースをリフレッシュするまで、アプリケーションの変更がユーザーによるデータの入力および承
認タスクに影響を与えることはありません。たとえば、エンティティ・メンバーのプロパティ修正、シナリオの追加また
はアクセス権限の変更が行われた場合、これらの変更はアプリケーション・データベースがリフレッシュされるまで
Planningリレーショナル・データベースに保管されます。

リフレッシュの間に次の操作が行われます:

• セキュリティ・フィルタが更新されます。
• 通貨換算計算スクリプトが更新されます。
• メンバーまたは関連するプロパティがリレーショナル・データベースからマルチディメンショナル・データベースに反

映されます。
• マルチディメンショナル・データベースでカスタム属性が追加、変更、削除されます。
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• Planningアウトラインで為替レート値の再移入が行われます。
• 一部の勘定科目のメンバーの式が動的に生成または更新されます。
• 別名表への追加や変更とそのディメンションやメンバーへの関連付けが更新されます。
• Planningアプリケーションが再構築されます。
• UDAがPlanningアプリケーションに追加されます。

注意

作成またはリフレッシュ前にアプリケーションをバックアップするようにお薦めしま
す。 85ページのアプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップを参照し
てください。これらの手順に従うと、データベースのデータに影響を与えます。「作成」をクリックする
と、データが削除され、Planningプラン・タイプが再構築されます。「リフレッシュ」をクリックすると、
データの入れ替えが行われます。重要な情報は、 30ページのEssbaseの操作の考慮事項を参照
してください。

管理者が「データベースの作成」または「データベースのリフレッシュ」を使用すると、アプリケーションの所有者を含む
他のユーザーがすべてのタスクを利用できなくなります。

Planningデータベースをリフレッシュする前に、すべてのユーザーがPlanningアプリケーションからログオフする必
要があります。Oracleでは、Planningアプリケーションをリフレッシュする前に管理者がすべてのユーザーに対し、
作業を中止して保存し、アプリケーションを閉じるようブロードキャスト・メッセージを送信することをお薦めしていま
す。Planningでは、リフレッシュ中にユーザーのログオフは行われません。 284ページのメンテナンス中のアプリ
ケーションの使用制限を参照してください。

アプリケーションのリフレッシュに要する時間は、アプリケーションのエンティティおよびユーザー数などの要因に依存
します。ユーザーの数が多かったり、セキュリティ・フィルタが存在すると、リフレッシュ時間は長くなります。オフピーク
時にアクセス権限情報の転送を行えば、システム稼働率の最適化を図ることが可能です。

アプリケーション・データベースを作成またはリフレッシュするには:
1. アプリケーションをバックアップします。 85ページのアプリケーションおよびアプリケーション・データベースの

バックアップを参照してください。
2. 「管理」Administration」、「アプリケーション」の順に選択します。
3. 「データベースの作成」または「データベースのリフレッシュ」を選択します。
4. 次のオプションを選択します:

• データベース: アプリケーションのPlanningデータベースを作成またはリフレッシュします。
• カスタム定義関数の更新: アプリケーション・データベースの作成またはリフレッシュ時に、アプリケーションの

Planningカスタム定義関数を更新します。

カスタム定義関数の操作については、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
• セキュリティ・フィルタ: サードパーティ・アプリケーションによる使用のため、セキュリティ・フィルタを作成しま

す。アプリケーションのすべてのユーザーに対するセキュリティ・フィルタを作成する場合、「セキュリティ・フィ
ルタ」を選択し、「制限の検証」は選択しません。選択されたユーザーのみにセキュリティ・フィルタを作成する
には、 70ページのセキュリティ・フィルタの管理を参照してください。

アクセス権限は、暗号化されたデータ・ファイル(essbase.sec)に保管されます。
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ヒント：

すべてのユーザーに対しセキュリティ・フィルタを生成する前に、「アプリケーションを使用可能にす
る」オプションを「管理者」に設定して、アプリケーションへのユーザーのアクセス権限を制限します。
セキュリティ・フィルタの生成後、設定を「すべてのユーザー」に戻します。 284ページのメンテナ
ンス中のアプリケーションの使用制限を参照してください。

注：

動的メンバーへのアクセス権を持つユーザーのセキュリティ・フィルタを作成またはリフレッシュした
後、Essbaseバケット名が、実際のメンバー名の代わりに、動的メンバーのフィルタ行に表示されま
す。

• 共有メンバー: メンバー(基本および共有)のすべてのインスタンスに設定されたアクセス権限を評価して、す
べてに最も制限の少ないアクセス権限を適用します。たとえば、共有メンバーの親がそのすべての子へ書込
み権限を割り当て、別の親の下の別の共有メンバーがそのすべての子に読取り権限を割り当てている場合、
基本メンバーとそのすべての共有メンバーには書込み権限が与えられます(例については 56ページの共有メ
ンバーへの有効なアクセス権限についてを参照してください)。

注：

アプリケーションが共有メンバー・セキュリティに依存しない場合は、パフォーマンスを向上させるた
めにこのオプションは選択しないことを検討してください。

このオプションがクリアされている場合、共有メンバーは基本メンバーに割り当てられたセキュリティを継承し
ます。

• 制限の検証: Essbaseのセキュリティ・フィルタ制限である64KB/行を超過しているセキュリティ・フィルタを
識別します。このオプションにより、Essbaseセキュリティ・フィルタを作成する前にフィルタ・サイズが検証さ
れ、サイズ制限が超過しないよう検証されます。

5. Planningデータベースでデータを作成またはリフレッシュするには、「作成」または「リフレッシュ」をクリックしま
す。

6. 確認メッセージをレビューします。続行するには、「作成」または「リフレッシュ」をクリックします。更新が完了した
ら、「終了」をクリックします。
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注：

作成またはリフレッシュの処理に多少時間がかかる場合、「バックグラウンドで実行」をクリックして
ステータスを表示せずにプロセスをバックグラウンドで実行できます。

バックグラウンドでの「作成」または「リフレッシュ」の結果を見るには、Planningログを表示しま
す。ログの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ト
ラブルシューティング・ガイド』を参照してください。

為替レートの管理
為替レート表を使って、予算担当者は異なる通貨のプランを作成できます。たとえば、円を日本エンティティの基本
通貨として、またUSドルを米国エンティティの基本通貨として指定できます。日本エンティティの値でフォームを表
示し、通貨をUSドルに設定して表示すると、円の為替レートが使用され日本の値からUSドルへ換算されます。表示
通貨が円に設定されている場合、USドルの為替レートによって米国エンティティから円に変換されます。

為替レートを使用するには、アプリケーションの作成時に複数通貨が選択されていなければなりませ
ん。 81ページの為替レート表の作成および 81ページの為替レート表の編集のプロシージャで為替レートを設
定できます。

注：

Performance Management Architectを使用して、基本通貨、通貨コードとシンボル、トライ
アンギュレーション通貨、レポート通貨および為替レート・タイプを指定します。『Oracle Hyperion
Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

複数通貨アプリケーションにはHSP_Ratesディメンションによる為替レートが保管され、通貨レートを保管するこれら
のメンバーおよびその他が含まれます:

• HSP_InputValue: データ値を保管します

• HSP_InputCurrency: データ値の通貨タイプを保管します

レポートを作成またはデータをロードする場合は、HSP_InputValueメンバーを参照する必要があります。データのロー
ド時は、現地通貨に対してデータをロードします。HSP_InputCurrencyメンバーを参照する必要はありません。デ
フォルトでは、HSP_Ratesディメンションは「疎」に設定されます。

注：

Performance Management ArchitectのHSP_Ratesディメンションの密度を変更できま
す。Planningでは、Performance Management Architectで設定されるトライアンギュレーショ
ン通貨を通して、三角変換法によって通貨換算がサポートされます。



Planningデータベースの管理 81

為替レート表の作成
それぞれが異なるビジネス・シナリオを表す、複数通貨レート表を作成できます。各シナリオは、1つの為替レート表の
みに関連付けることができます。

為替レート表を作成するには:
1. 「管理」、「管理」、「為替レート」の順に選択します。
2. 「作成」をクリックします。
3. 為替レート表の情報を指定します。
4. 「保存」をクリックし、 81ページの為替レート表の編集で指定されているように表の設定を定義します。

為替レート表の編集
宛先通貨としてデフォルト通貨およびトライアンギュレーション通貨を使用できます。ソース通貨からデフォルトまた
はトライアンギュレーション通貨に為替レートを入力できます。為替レート・ページで定義されたデフォルト通貨からす
べての通貨間の変換値を入力します。為替レート表は、すべてのアプリケーション期間に渡るため、すべてのシナリオ
に為替レートを適用可能です。為替レート表を作成または変更する際、アプリケーションをリフレッシュしてプラン・タイ
プに保管してください。

通貨のトライアンギュレーション通貨を変更する場合、トライアンギュレーション通貨プロパティの為替レートを再入力
し、為替レートを転送および保管するためにアプリケーションをリフレッシュなければなりません。アプリケーションのデ
フォルト通貨にトライアンギュレーション通貨を選択することはできません。

ある通貨から別の通貨に換算する為替レートを入力する場合は、計算方法として「乗算」または「除算」を選択しま
す。

為替レート表を編集するには:
1. 「管理」、「管理」、「為替レート」を選択し、編集する表を選択して「編集」をクリックします。
2. 「レート表」タブで、オプションを選択します。
3. 「次へ」をクリックします。
4. 「為替レート」タブで、次のオプションを設定します:

表25 為替レート表オプション

オプション 説明

通貨へ 変換レートを入力する通貨(デフォルト通貨またはトライア
ンギュレーション通貨)。

年を表示 表示される期間(デフォルトは現在のアプリケーション年で
す)。

レート表名 為替レート表名(表示のみ)。

メソッド ソースおよび宛先通貨の間で、どのように値が計算される
かを決定する数学演算子(乗算または除算)。

履歴 すべての期間にわたって為替レート・タイプが「履歴」に設
定されている勘定科目の為替レート。勘定科目のデータ型
は通貨に設定されていなければなりません。履歴は、通常
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オプション 説明
貸借対照表勘定タイプに使用されます。アプリケーション
のカレンダ前の時点のレートまたはイベント発生時のレート
など、履歴為替レートは計算済のレートを反映することがあ
ります。

BegBalance 貸借対照表勘定の値。アプリケーションには1つの期首残
高、最初の期間が存在します。期首残高のレートは、アプリ
ケーションで各年に移入されます。アプリケーションの最初
の年が含まれないシナリオには、期首残高が含まれます。

Avg 期間にわたって為替レート・タイプが「Avg」または「平均」
に設定されている勘定科目の為替レート。Avgは、通常「収
益」および「支出」勘定科目タイプまたはタイム・バランス
が「フロー」に設定された「保存された仮定」勘定科目タイ
プに使用されます。勘定科目のデータ型は通貨でなければ
なりません。

終了 期間にわたって為替レート・タイプが「末尾」に設定されて
いる勘定科目の為替レート。末尾は通常、「資産」および
「負債」勘定科目タイプまたはタイム・バランスが「残高」に
設定された「保存された仮定」勘定科目タイプで使用され
ます。勘定科目のデータ型は通貨でなければなりません。

ヒント：

値の入力後、現在の年または表のすべての年の値をすべて入力します。たとえば、Jan11のセ
ルでAvgの値に入力し、「年の入力」を選択した場合、値は2011年のすべての月に分散されま
す。「表の入力」を選択すると、値は為替レート表に含まれるすべての年のすべての月に分散さ
れます。値を入力するには、AvgまたはEndの値を入力し、セルをマウスの右ボタンでクリックし
て、「年の入力」または「表の入力」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

為替レート表の削除
為替レート表を削除するには:

1. 「管理」、「管理」、「通貨換算」を選択します。
2. 削除する為替レート表を選択します。
3. 「削除」をクリックします。
4. 確認を求めるメッセージで、「OK」をクリックします。

通貨換算の管理
通貨換算を管理するには:

1. 「管理」、「管理」、「通貨換算」の順に選択します。



Planningデータベースの管理 83

2. 「作成」をクリックします。
3. 「ファイルの作成」タブで、通貨換算スクリプト・ファイルの情報を指定し、「次へ」をクリックします。
4. 「詳細」タブで、通貨換算スクリプトの詳細の情報を選択します。

をクリックしてフィールドのメンバーを選択します。

通貨換算計算スクリプトの操作
通貨換算の作成時にPlanningアプリケーションで複数通貨が使用可能になっている場合、選択されたシナリオ、
バージョンおよび通貨に基づいて通貨換算計算スクリプトが作成されます。2番目の計算スクリプトはPlanningに
よって作成されます。勘定科目レート・タイプに基づいて適切な為替レートが勘定科目にコピーされます。通貨換算で
は、勘定科目タイプが常に優先されます。データ型評価順序は考慮されません。計算コピー・スクリプトは、ボトムアッ
プ・バージョンではHspCrtB.csc、ターゲット・バージョンではHspCrtT.cscという名前になります。計算コピー・スクリ
プトを実行すると、通貨換算計算スクリプトがCELLモードよりも効率的なBLOCKモードで実行されます。

選択済のシナリオ、バージョンおよび通貨は、データベースのアウトラインへのデータ保管が可能である必要がありま
す。「動的計算」、「動的計算および保管」および「ラベルのみ」はデータを保管しない仮想メンバーです。ターゲット・
バージョンに仮想メンバーが存在する場合、これらのメンバーの計算結果はPlanningによって破棄されるため、通貨
換算計算スクリプトのコピーを実行する利点はありません。

通貨を正しく換算するには、通貨換算の初回起動時に管理者は通貨レート計算コピー・スクリプトおよび通貨換算
計算スクリプトを実行する必要があります。HSPCrtB.cscまたはHspCrtT.csc計算コピー・スクリプトの実行後、
データベース・アウトラインを変更したら再度これらを起動する必要があります(たとえば、為替レート、勘定科目レート・
タイプ、バージョン、シナリオ、勘定科目またはユーザー定義のディメンション・メンバーの追加または変更など)。

計算スクリプトの通貨計算コピー・スクリプトを作成するには、通貨換算計算スクリプトを再度作成する必要がありま
す。

パフォーマンスの最適化
サブトピック
• ディメンションの順序変更
• サポート詳細キャッシュのメモリー割当て
• データおよびインデックス・キャッシュ・サイズの構成
• その他の最適化のヒント

次の方法でパフォーマンスを最適化します:

• 戦略的にディメンションを密または疎に割り当て、最も高い密度から最も低い密度へと順序付けします
( 318ページの疎なディメンションと密なディメンションについて、 84ページのディメンションの順序変更お
よび 330ページのディメンションの密度と順序の設定を参照してください)。

• 2分以内で実行するようなビジネス・ルールを設計します。長時間実行するビジネス・ルールはバックグラウンドで
実行するようにスケジュールします( 37ページのバックグラウンド処理の設定を参照してください)。
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• 「欠落ブロックの抑制」オプションを設定します( 157ページのフォーム・グリッド・プロパティの設定を参照してく
ださい)。

• 100ユーザーの場合、PlanningプロパティOLAP_MAX_CONNECTIONSを20に設定します。必要に応じて、注意深く
テストした後、500ユーザーに対して設定を100に増加します( 33ページのアプリケーションおよびシステム・プロ
パティの設定を参照してください)。

• DBC接続プールの設定を最適化します( 35ページのJDBC接続プールの構成を参照してください)。
• SQL問合せのタイムアウト値を増加します( 32ページのSQLリレーショナル・データベースの最適化を参照してく

ださい)。
• WebLogic Serverを使用する場合、このパフォーマンス設定を確認します( 405ページのWebLogic Server

パラメータの最適化を参照してください)。
• Java Virtual Machine (JVM)パラメーターを調整します( 401ページの500 Errorメッセージを参照してくだ

さい)。
• Windowsネットワーク・パラメーターを最適化します( 406ページのWindowsネットワーク・パラメータの最適

化を参照してください)。

ディメンションの順序変更
ディメンションの順序は、Planningアプリケーションの構造およびパフォーマンスにとって重要です。ディメンション
の順序を変更する時にパフォーマンスを最適化します:

• 期間と勘定科目を密にし、密ディメンションは密の度合いが高い順に順序付けします。通常、最も密なものは期
間であり、その後に勘定科目が続きます。密ディメンションは疎ディメンションより計算が高速です。

• 疎ディメンションを集約および非集約ディメンションに分離します。集約ディメンションを非集約ディメンションの
前に配置します。疎ディメンションを最大から最小の密へと並べ替えます。エンティティなどの集約ディメンション
は、子を親に集約して新しいデータを作成します。シナリオなどの非集約ディメンションは、子を作成してデータを
作成しません。

計算ディメンションの順序を変更するには、Performance Management Architectも使用できます。『Oracle
Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

サポート詳細キャッシュのメモリー割当て
ユーザーがプランニング・ユニットのステータスを変更した場合にパフォーマンスを向上させるために、サポート詳
細キャッシュのメモリー容量を指定できます。サポート詳細キャッシュのデフォルトのメモリー割当てを変更するに
は、SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZEプロパティをデフォルトの20から変更します。

ヒント：

サポート詳細検出キャッシュが75%以上に到達した場合、そのサイズを60%に減らすことをお薦
めします。

サポート詳細キャッシュの使用を表示するには、 77ページの使用統計の表示を参照します。この値を変更する
には、 33ページのアプリケーションおよびシステム・プロパティの設定を参照してください。
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データおよびインデックス・キャッシュ・サイズの構成
システムにメモリが十分にある場合、アプリケーションを作成する前に、パフォーマンスを向上させるため
に、essbase.cfgファイルを構成し、インデックス・キャッシュを256MB以上に増やし、データ・キャッシュを2GB以
上に増やすことができます。このような設定の変更は既存のアプリケーションに影響を与えません。Administration
Servicesを使用するか、または手動でMaxL文を使用して、各アプリケーションのインデックスおよびデータ・キャッ
シュを増やすことができます。MaxLの使用の例は次のとおりです:

alter databaseNameplanTypeset data_cache_size 20000MB

alter databaseNameplanTypeset index_cache_size 256MB

注：

推奨する設定用に十分なメモリがシステムにあることを確認します。そうでない場合、設定を低く
します。詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。

その他の最適化のヒント
• 密ディメンションの上位メンバーを「動的計算」に設定します。
• 不必要なデータや履歴データをクリアします。たとえば履歴データを別のプラン・タイプに移動して現在のプラン・タ

イプのデータベース・サイズを縮小します。
• 定期的にEssbaseデータベースの最適化を行います。
• 大きなフォームをより少ない行および列を含む複数のより小さいフォームに分割します。関連フォームはフォルダに

編成します。
• 勘定科目注釈の使用はパフォーマンスに影響を与えるので、控えめに使用します。
• 最初にPlanningを起動してフォームを開く時には、キャッシュがロードされるので、後続のセッションよりも時間が

かかります。そのため、ユーザーがPlanningの使用を開始する前に、Planningを起動して、最もよく使用される
フォームを開き、ユーザーによるロード時間を短縮します。

アプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバック
アップ
アプリケーションおよびアプリケーション・データベースは日常的にバックアップしてください。また、次の作業を行う前
にもバックアップを行います。

• アプリケーションをリフレッシュする
• アプリケーションを他のサーバーに移動する
• アプリケーションをアップグレードする
• プランニングにおける重要な節目

アプリケーションおよびその関連アプリケーション・データベースのバックは次で構成されます。



86 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

• Essbaseでのアプリケーションのバックアップ
• PlanningおよびFinancial Reportingのリレーショナル・データベースのバックアップ
• Planningの必須コンポーネントのバックアップ

手順の詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してく
ださい。
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5
データとメタデータのイン
ポートおよびエクスポート

この項の内容：
概要 ......................................................................................................................................  87
アウトライン・ロード・ユーティリティの操作 ......................................................................................  89
Planningインポートおよびエクスポートの操作 ............................................................................  142
Data Integrator Adapter for Planning ................................................................................  147
DIM Adapter for Planningの使用方法 .................................................................................  148
Essbaseデータのデータ・ロードを使用可能にする .........................................................................  148
Performance Management Architectを使用してのロード ........................................................  150

概要
サブトピック
• 動的メンバーのロードについて
• ロード・ツール

動的メンバーのロードについて
アウトライン・ロード・ユーティリティまたはOracle Hyperion Enterprise Performance Management System
Lifecycle Managementを使用して動的な子を使用できる親メンバーの下にロードした子メンバーは、Essbaseに
動的メンバーのプレースホルダが存在する場合、動的な子メンバーとして追加されます。プレースホルダがいっぱい
になると、残りの子は通常のメンバーとして追加され、データベースがリフレッシュされるまで使用できません。

注：

動的な子を使用できる親メンバーと、その子メンバーを同じインポートで同時にインポートすると、子
メンバーは通常のメンバーとしてロードされます。これは、Essbaseにプレースホルダを作成するた
めにデータベースのリフレッシュが必要なためです。動的メンバーの詳細は、 331ページの動的
メンバーについてを参照してください。

ロード・ツール
メタデータとデータのロードには、次の表に示したツールを使用できます。
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表26 メタデータ・ロード・ツール

メタデータ・ロード・ツール Planningアプリケーション
管理

パフォーマンス管理アーキテ
クト

コメント

アウトライン・ロード・ユーティ
リティ

X   89ページのアウトライ
ン・ロード・ユーティリティの操
作を参照してください。

Planningインポートおよび
エクスポート

X   142ページのPlanning
インポートおよびエクスポート
の操作を参照してください。

PlanningのOracle Data
Integrator(ODI)アダプタ

X  Oracle Hyperion Data
Integration Management
Adapter for Planningユー
ザー・ガイドを参照してくださ
い。

PlanningのData
Integration
Management(DIM)アダ
プタ

X  Oracle Data Integrator
Adapter for Planningオンラ
イン・ヘルプを参照してくださ
い。

Oracle Hyperion
Financial Data Quality
Management, Enterprise
Edition

X X サポートされているFDMEE
ソース・システムからロード
します。Oracle Hyperion
Financial Data Quality
Management, Enterprise
Edition管理者ガイドを参照し
てください。

Performance
Management Architectフ
ラット・ファイル

 X 『Oracle Hyperion
Enterprise Performance
Management Architect管
理者ガイド』を参照してくださ
い。

Performance
Management Architectイ
ンタフェース表

 X 『Oracle Hyperion
Enterprise Performance
Management Architect管
理者ガイド』を参照してくださ
い。

表27 データ・ロード・ツール

データ・ロード・ツール Planningアプリケーション
管理

パフォーマンス管理アーキテ
クト

コメント

アウトライン・ロード・ユーティ
リティ

X  数値、日付およびテキス
ト・データ値をロードしま
す。 89ページのアウトラ
イン・ロード・ユーティリティの
操作を参照してください。
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データ・ロード・ツール Planningアプリケーション
管理

パフォーマンス管理アーキテ
クト

コメント

Planningインポートおよび
エクスポート

X   142ページのPlanning
インポートおよびエクスポート
の操作を参照してください。

Performance
Management Architect
データの同期

 X Planningでデータをロード
します。『Oracle Hyperion
Enterprise Performance
Management Architect管
理者ガイド』を参照してくださ
い。

Essbaseフラット・ファイル・
ロード

X X Planningで数値のデー
タをロードします。『Oracle
Hyperion Enterprise
Performance Management
Architect管理者ガイド』を参
照してください。

FDMEE X X サポートされているFDMEE
ソース・システムからロード
します。Oracle Hyperion
Financial Data Quality
Management, Enterprise
Edition管理者ガイドを参照し
てください。

アウトライン・ロード・ユーティリティの操作
アウトライン・ロード・ユーティリティを使用して、勘定科目、期間、年、シナリオ、バージョン、通貨、エンティティ、ユー
ザー定義のディメンション、属性、UDA、為替レート、スマート・リストおよびプランニング・ユニット階層のメタデータお
よびデータを、フラット・ファイルまたはリレーショナル・データ・ソースからインポートできます。アウトライン・ロード・ユー
ティリティを使用してメタデータとデータをフラット・ファイルに、またはメタデータをリレーショナル・データ・ソースにエク
スポートできます。

注：

コマンドラインを使用せずにデータまたはメタデータをインポートまたはエクスポートするに
は、 142ページのPlanningインポートおよびエクスポートの操作を参照してください。Planning
インポートおよびエクスポートは、フラット・ファイルとの間でのインポートとエクスポートのみをサ
ポートします。

これらの標準手順を使用し、アウトライン・ロード・ユーティリティの情報をロードします。

1. データをロードする場合、DIRECT_DATA_LOADおよびDATA_LOAD_FILE_PATHシステム・プロパティを設定しま
す。
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2. オプション: コマンドライン引数を含むコマンド・プロパティ・ファイル(.properties)を作成します。
3. ロードする各ディメンションまたはデータのセットのロード・ファイルを作成します。
4. ロード・ファイルをテストし、続いてユーティリティを実行します。

手順の詳細は、次のトピックを参照してください。
•  90ページのコマンド・プロパティ・ファイル
•  91ページのロード・ファイルの生成
•  96ページのフラット・ファイルを使用したデータおよびメタデータのインポート
•  99ページのリレーショナル・データ・ソースからのデータおよびメタデータのインポート
•  106ページのPlanningアプリケーションからフラット・ファイルへのデータおよびメタデータのエクスポート
•  112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータ
•  123ページのディメンション・プロパティ

コマンド・プロパティ・ファイル
コマンド・プロパティ・ファイル(.properties)にコマンドライン引数を保存してコマンドラインを最適化し、アウトライ
ン・ロード・ユーティリティを実行するときにコマンドラインで/CP:パラメータ使用してそのファイルを参照できます。た
とえば、コマンド・プロパティ・ファイルを使用して、複数のアプリケーションで同じコマンドを実行できます。コマンドラ
インで必要なのは、インポートごとの/Aパラメータの変更のみです。

コマンド・プロパティ・ファイルの使用を検討する理由は次のとおりです:

• コマンドラインが短くなり、管理が容易
• 読みやすさ
• 使用しやすさ
• 共通アプリケーション用のスイッチをバンドル可能

Java .propertiesファイルには、キー/値ペアのエントリが含まれています。キーと値のペアは、コロン(:)または等号
(=)で、次のように区切ります:

• Key:valueまたは/I:c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt

• Key=valueまたは/cp= c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt

プロパティ・ファイルのエントリは、ユーティリティのコマンド・スイッチとして使用されます。プロパティ・ファイルとコマ
ンドラインの両方に引数が指定されている場合は、コマンドライン引数が優先されます。コマンドラインとプロパティ・
ファイルのスイッチは実行時にマージされ、解析の結果がログに表示されます。

たとえば、次のコマンドラインがあるとします:

       /A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /
CP:c:/tmp/myProps.properties
   

この場合、myProps.propertiesファイルが次の引数を含むとします:

      /DF:yyyy-mm-dd
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      /D:Entity
   

      /T
   

解析の結果を示す次のようなログ・メッセージを出力します:

• プロパティ・ファイル引数: /DF:yyyy-mm-dd /D:Entity /T
• コマンドライン引数: /A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /
D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties

• 発行される(マージ後の)コマンドライン: /A:tr2 /U:admin /M /K /T /8 */DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/
loadAccounts.csv */D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties

注：

アスタリスクは、コマンド・スイッチがプロパティ・ファイルとコマンドラインの両方で見つかり、コマ
ンド・プロパティ・ファイルのバージョンよりコマンドラインのバージョンが優先されたことを示しま
す。

ロード・ファイルの生成
サブトピック
• データ・ロード・ファイルの生成
• メタデータ・ロード・ファイルの生成
• ロード・ファイルのコメント
• ロード・ファイルの考慮事項

データ・ロード・ファイルの生成
アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してデータをロードするとき、ロード・ファイルでドライバ・メンバーを指定し、/
TRオプションを指定してユーティリティを実行できます。

注：

Planningの「データ・ロード管理」ページで指定されているドライバ・メンバーをロードすることもでき
ます。

次の列を含む、カンマ区切りまたはタブ区切りのデータ・ロード・ファイルを作成します:

• ドライバ・メンバー: データのロード先のメンバー。1回のロードに1つのドライバ・ディメンションを指定できます。ドラ
イバ・ディメンションには複数のメンバーを定義できます。値は数値を表す文字列として渡されます。また、スマー
ト・リストがメンバーにバインドされている場合は、スマート・リスト値として渡されます。
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• 視点(POV): データをロードする交差の定義に必要なその他すべてのディメンション(/TRを使用する場合は、ドラ
イバ・メンバー以外のすべてのメンバーを含みます)。データ・ロードは、視点(POV)のディメンション・パラメータに基
づき、自動的にクロス・プロダクト・レコード作成を実行します。ロード・ファイルにより、関連する各セル交差のデー
タ・レコードが作成およびロードされます。値は文字列として渡されます。POVでは、メンバー関数を含むメンバーの
カンマ区切りリストを受け入れます。たとえば、ロード中に子(Q1)がJan、Feb、Marに展開されます。対応するレコー
ドはすべてのメンバーの組合せのクロス・プロダクトおよびデータ値に基づいて生成されます。

• データ・ロードのキューブ名: データがロードされるプラン・タイプの名前。値は文字列として渡されます。値に
は、Plan1など、アプリケーションで指定されるすべてのプラン・タイプが含まれます。

例1: この例では、勘定科目がアプリケーションの「データ・ロード管理」ページのデータ・ロード・ディメンションとして選
択されています。期間がドライバ・ディメンションとして選択され、Janはドライバ・メンバーとして選択されています。

      Account,Jan,Point-of-View,Data Load Cube Name
   

      acct1,12,”Local,ent1,Current,Ver1,FY08”,Plan1
   

例2: この例では、エンティティがアプリケーションの「データ・ロード管理」ページのデータ・ロード・ディメン
ションとして選択されています。勘定科目がドライバ・ディメンションとして選択され、また勘定科目メンバー
aUnspec、aSmart、aDateおよびaText Accountがドライバ・メンバーとして選択されています。このロード・ファイ
ルによって、e1の交差、視点および勘定科目ドライバ・メンバー(aUnspec、aSmart、aDate、aText)にデータがロード
されます。

      Entity,Operation,Data Load Cube Name,aUnspec,aSmart,aDate,aText,Point-of-View
   

      e1, ,Plan1,77,smart1,12-22-2008,textValue,"USD,Jan,Current, BUVersion_1, FY07"
   

これらの値をドライバ・メンバーに推定します。

• aUnspec: データ型未指定(数値)、値77

• aSmart: データ型スマート・リスト、値スマート・リスト入力'smart1'

• aDate: データ型日付、値12-22-2008

• aText: データ型テキスト、値'textValue'

DIRECT_DATA_LOADがFalseに設定されている場合、例によってこのデータ・ロード・ファイルが作成されます。

          Currency  Version  Scenario  Year  Entity  Period  Account  HSP_Rates 
   

      77  USD  BUVersion_1  Current  FY07  e1  Jan  aUnspec  HSP_InputValue
   

      1  USD  BUVersion_1  Current  FY07  e1  Jan  aText  HSP_InputValue
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      20081222  USD  BUVersion_1  Current  FY07  e1  Jan  Date  HSP_InputValue
   

      1  USD  BUVersion_1  Current  FY07  e1  Jan  aSmart  HSP_InputValue 
   

例3: ドライバをロード・ファイル内で直接指定します。

      Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
   

      14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
   

      sl1_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
   

      OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline1data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
   

ロード・ファイルにコメントを追加するには、 94ページのロード・ファイルのコメントを参照してください。

メタデータ・ロード・ファイルの生成
メタデータをロードするときに、ロード・ファイルはディメンションを一覧表示する「勘定科目」などのヘッダー・レコード、
および後続のメタデータ・レコードで使用されるメンバー・プロパティを含む必要があります。たとえば、「勘定科目」で
は、どの勘定科目をロードするか、デフォルトの別名、実行する操作などを指定できます。ヘッダー・レコードでは大文
字と小文字を区別します。どのような順序でも表示できます。

ロード・ファイルの次の行には、ヘッダー・レコードにより指定された順序で一覧表示されたメタデータ・レコードが含ま
れています。各メタデータ・レコードには、ヘッダー・レコードのエントリに対応するプロパティ値のカンマ区切りまたはタ
ブ区切りのリストが含まれています。各Planningメンバーで使用できるプロパティの詳細は、 123ページのディメ
ンション・プロパティを参照してください。

例: このロード・ファイルは必要なヘッダー・レコードと3つのデータ・レコードを持つエンティティのディメンションをロー
ドします。ヘッダー・レコードはロードするメンバー(Entity)、メンバーのロード先となる親メンバー(Parent)およびメン
バーに割り当てるData Storageプロパティを指定します。

      Entity, Parent, Data Storage
   

      e1, Entity,
   

      e2, ,
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      e1, e2, Shared
   

このロード・ファイルを使用すると、他のメンバーが存在しないと仮定すればこのアウトラインになります:

      Entity
   

       e1
   

       e2
   

        e1(Shared)
   

最初のデータ・レコード(e1, Entity)はEntityメンバーe1をルート・メンバーEntityにある子としてロードします。指定
されない値はデフォルトと見なします。たとえば、データ・ストレージが指定されていない場合、デフォルト値の「共有
しない」と見なします。次のデータ・レコード(e2, ,)は、親が指定されていないため、ディメンション・ルート・メンバーに
あるEntityメンバーe2をロードし、データ・ストレージを「共有しない」に設定します。最後のデータ・レコードは(e1, e2,
Shared)はメンバーe2にあるe1の共有メンバーをロードし、データ・ストレージを「共有」に設定します。

デフォルトの通貨記号と一緒に通貨ディメンションをロード中に、記号を指定せずに通貨を追加すると、同じ名前の
事前定義済の通貨の記号に設定されます(または名前が事前定義済の通貨に一致しない場合には、追加されてい
る通貨の通貨コードに設定されます)。

ロード・ファイルにコメントを追加するには、 94ページのロード・ファイルのコメントを参照してください。

ロード・ファイルのコメント
アウトライン・ロード・ユーティリティの入力CSVファイルでは、コメントを使用できます。

• 1行のコメントの場合は、# commentのように、行の最初の文字としてハッシュ(#)文字を使用します。
• 空白行は無視されます。
• コメント・ブロックは、ブロック開始の記号#!?で始め、別の行をブロック終了の記号#--!で終わらせます。途中の

行をコメント処理する必要はありません。

例:

      #!—start of comment block 
   

      Comment within block
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      Another comment within block
   

      #--! End of comment block
   

注：

コメント・ブロックはネストできません。また#!-- HEADERBLOCKは、Planning内部のコメント・ブ
ロック・ヘッダーとして予約されています。

ロード・ファイルの考慮事項
ロード・ファイルで作業するときに次の点を考慮します。

• ユーザーは、Excelで改行文字を処理するためのマクロを作成する必要があります。ユーザーは、Excelで複数行
の式を含むアウトライン・ロード・ユーティリティ・エクスポート・ファイルを開いて変更することはできません。

• メンバー名にカンマが含まれている場合、データ・エクスポートの実行時にタブ区切りファイルを使用する必要があ
ります。

• メンバーがいずれかのメンバー・プロパティ(「説明」など)と同じ名前を持つ場合、アウトライン・ロード・ユーティリ
ティのデータおよびメタデータ・エクスポートで予期しない結果が発生することがあります。

• Microsoft Excelで、アウトライン・ロード・ユーティリティのエクスポート/インポートによって生成されたメタデータ
またはデータのカンマ区切り値(CSV)ファイルを保存または変更する場合、ExcelでCSVファイルの一部のフォー
マット機能が正しく処理されません。たとえば、アウトライン・ロード・ユーティリティではPOVメンバー情報を二重
引用符内に配置し1つの列として処理しますが、Excelでは個別の列としてPOVメンバーを処理します。Excelで
ファイルを保存すると、POVメンバーの前後に引用符のセットが配置され、上部ヘッダー行にカンマが追加されま
す。アウトライン・ロード・ユーティリティは、ファイルがインポートされたとき、これを有効なフォーマットとして認識し
ません。CSVエクスポート・ファイルは、メモ帳、ワードパッドまたは他のテキスト・エディタで編集および保存するこ
とをお薦めします。

• アプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・プロパティに対応するフィールドを持つロード・ファ
イルを作成します。各ロード・ファイルは1つのディメンションのみに対しメンバーを含むことができます。各ディメン
ションについて複数のメンバーを定義できます。

• 入力が必須のフィールドはロードされている各ディメンションについて異なります。 123ページのディメンション・
プロパティを参照してください。

• メンバー名はロード・ファイルのフィールドとして含める必要があります。メンバー・プロパティ値が指定されていない
場合、プロパティに対するアプリケーションのデフォルト値が使用されます。

• 新規メンバーを追加するとき、未指定の値にはデフォルト値が仮定されるか、必要に応じて親メンバーのプロパ
ティ値から継承されます。メンバーが存在して値が指定されていない場合は、そのままにしておいてください。

• (たとえば、プロパティを変更するために) Planningアプリケーションにすでに存在しているメンバーをロードする場
合、親がロード・ファイル内で指定されていないと、そのメンバーは既存の親の下に残ります。新しい親が指定され
ている場合、メンバーは新しい親の下に移動されます。

• その他のディメンションをロードする場合と同様に、インポート・ファイルが変更の差分ではなく階層の完全な置換
えを指定する場合の他のディメンション・ロードと、プランニング・ユニット階層のロード動作が異なります。プランニ
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ング・ユニット階層のロードでは最初にプランニング・ユニット階層のすべてのメンバーが削除され、入力ファイル
に指定された各メンバーが新規メンバーとして追加されます。プランニング・ユニット階層のロードでは、既存のメ
ンバーが入力ファイルで指定されていなければそのメンバーおよびその子が階層から削除されるので注意してく
ださい。

• null値を指定するには、予約値を使用できます。たとえば、<none>を使用して属性の割当てを削除します。
• ヘッダー・レコード・フィールドが表示される順序は任意です。
• ロード・ファイルごとにロードできるディメンションは1つのみです。
• ロード・ファイルの列ヘッダーでは大文字と小文字を区別します。
• レコードは1つずつロードされます。レコードのロードに失敗した場合、その関連付けられた例外が例外ファイルに書

き込まれ、ロード・プロセスは次のレコードで再開します。
• 年のロード中にエラーがログ作成され、その年がアプリケーションにロードされた場合、そのプロパティはロード・ファ

イルで指定されたものと同じにならない可能性があります。ファイル・レコードを修正し、年をリロードしてそのプロパ
ティを正しく設定します。

• 親メンバーが存在するか、子メンバーの前にロードされる必要があります。ほとんどの場合、ロード・ファイルは明示
的にまたは/Hを使用して、親から子の順序でソートする必要があります。

• カンマや引用符を含むデータ値は、引用符で囲む必要があります。次の例は、カンマと引用符が解釈される方法
を示しています。

表28 カンマや引用符を含むデータ値の例

値 解釈

"quote""quote" quote"quote

"""quotedstring""" "quotedstring"

""",quoted,"",string,"" ",quoted,",string,"

""",quoted,"""",string,""" ",quoted,"",string,"

フラット・ファイルを使用したデータおよびメタデータのインポート
サブトピック
• データのロード
• メタデータのロード

データのロード
アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したデータのロード時にドライバ・メンバーを指定する方法は2つありま
す。Planningの「データ・ロード管理」ページで指定されているドライバ・メンバーをロードする方法と、ロード・ファイル
でドライバ・メンバーを指定して/TRオプションを指定してユーティリティを実行する方法です。

/TRオプションを指定してデータをロードする場合、ファイルではドライバ・メンバーとその他のすべてのメンバーを、
フォーム内での場所にかかわらず、「POV」列にリストする必要があります。たとえば、「1月」または「子孫(年計)」が
フォーム内の列である場合、「視点(POV)」列で指定されている必要があります。/TRを使用する場合、ロード・ファイ
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ルの各行に1つの値をロードできます。複数の行を含めることもできますが、1行に指定できるのは1つのデータ値の
みです。 91ページのロード・ファイルの生成を参照してください。

注意

これらの手順を実行するとデータベース内のデータに影響する場合があります。Planning
DIRECT_DATA_LOADシステム・プロパティを使用すると、データを直接Essbaseにロードでき
ます。現在のリリースでは、このプロパティがデフォルトでTRUEに設定されているため、デー
タは直接Essbaseにロードされます。データが直接Essbaseにロードされないようにするに
は、DIRECT_DATA_LOADをFALSEに設定します。

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してデータをロードするには:
1. 情報をロードする前にアプリケーションとアプリケーション・データベースをバックアップします。『Oracle

Enterprise Performance Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。
2. Planningシステム・プロパティを設定します。

a. Planningアプリケーションにログインします。
b. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」を選択して、「システム・プロパティ」タブをクリックします。
c. DIRECT_DATA_LOADおよびDATA_LOAD_FILE_PATHプロパティを設定します。

• DIRECT_DATA_LOADがTRUEに設定されているか、このプロパティの値を指定していない場合は、情
報はロード・ファイル・レコードの処理中にEssbaseに直接ロードされます。この方法が正しく機能する
には、PlanningとEssbaseで維持しているアウトラインが同期している必要があります。Planning
アウトラインの変更がすでにEssbaseに対してリフレッシュされている場合を除き、ロード・ファイルで
Planningアウトラインの変更を指定しないでください。

• DIRECT_DATA_LOADがFALSEに設定されている場合、アウトライン・ロード・ユーティリティによって作成
済のロード・ファイルが処理され、データ・ファイル(.txt)およびルール・ファイル(.rul)が生成されます。こ
れにより、PlanningおよびEssbaseアウトラインはデータが同時にロードされないため、同期化する必
要はなくなります。変更を適切な時期にリフレッシュしてメタデータの変更をEssbaseに伝え、データを
Essbaseに直接ロードします(たとえば、Administration Servicesを使用します)。

ほとんどのケースではDIRECT_DATA_LOADはFalseに設定し、DATA_LOAD_PATHは作成するデータおよ
びルール・ファイルで使用される場所と名前に設定します。たとえば、C:/myDirectory/App1.txtの
ように設定します。これらのプロパティが「プロパティの管理」ページの「システム・プロパティ」タブで設
定されていることを確認してください。

d. Planningアプリケーション・サーバーを再起動します。
3. Planningで指定されているドライバ・メンバーにロードする場合は、ドライバ・メンバーをこの手順の説明に従っ

て設定します。それ以外の場合は、次の手順にスキップします。

a. データがロードされるPlanningアプリケーションにログオンします。
b. 「管理」、「データ・ロードの設定」を選択します。
c. 「データ・ロード・ディメンション」リストからディメンションを選択します(「勘定科目」など)。これは、データを

ロードするディメンションです。たとえば、Planningフォームで行として表示されることがあります。
d. 「ドライバ・ディメンション」リストからディメンションを選択します(「期間」など)。
e. メンバー選択アイコンをクリックして、「ドライバ・ディメンション」のメンバーを選択します(「1月」、「2月」、「3

月」など)。たとえば、これらのメンバーはPlanningフォームに列として表示されることがあります。
4. カンマ区切りのロード・ファイルを生成します。 91ページのデータ・ロード・ファイルの生成を参照してくださ

い。
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5. ロード・ファイルをテストし、ユーティリティを実行します。

a. planning1ディレクトリにインストールされているユーティリティを見つけます。

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。
b. ロード・ファイルがエラーなしで解析されたことを確認するには、/Nパラメータを使用してユーティリティを実

行し、アウトライン・ログ・ファイルを確認し、エラー・メッセージが生成されていないことを確認します。/Nを
指定してユーティリティを実行すると、データもメタデータもロードされませんが、ロード・ファイルの解析が正
しく行われることを確認してください。たとえば、このコマンド・ラインを使用し、Planningアプリケーション・
テストのロード・ファイルを確認できます。

C:EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /A:test /U:admin /M /N /

I:c:\outline1data3.csv /D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc

c. その後、/Nを付けず、1つのスペース、次に適切なパラメータで、大文字小文字が区別されるコマンドを使用
して、コマンド・プロンプトからユーティリティを実行します。例:

C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /A:test /U:admin /M /I:c:

\outline1data3.csv /D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc

Planning内でドライバ・メンバーを指定せずにデータをロードする場合、/TRを含むユーティリティを実行で
きます。例:

C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /A:test /U:admin /

M /N /I:c:\outline1data3.csv /TR /D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/

outlineLoad.exc

アウトライン・ロード・ユーティリティで使用可能なパラメータの詳細は、 123ページのディメンション・プロ
パティを参照してください。

メタデータのロード
Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションのメタデータは、「勘定科目」、「期間」、「年」、「シナリ
オ」、「バージョン」、「通貨」、「エンティティ」ユーザー定義ディメンション、属性、UDAおよび「スマート・リスト」に対し
てロードできます。さらに変数を為替レートについてロードすることもできます。ただし為替レートの値はPlanningリレー
ショナル表にロードされ、Essbaseには直接ロードされないため、メタデータのロードの手順が該当します。

ユーティリティは一度に1つのレコードをロードします。レコードのロードに失敗した場合、メッセージが例外ファイルに書
き込まれ、ロードのプロセスが次のレコードで再開します。新規メンバーが追加されると、未指定のプロパティがデフォ
ルト値をとるか、必要に応じて親メンバーのプロパティを継承します。メンバーが存在し、プロパティ値が指定されてい
ない場合、プロパティはそのままとなります。

メタデータをロードするには:

1. ロード・ファイルを生成します。 93ページのメタデータ・ロード・ファイルの生成を参照してください。
2. ロード・ファイルをテストし、ユーティリティを実行します。

a. planning1ディレクトリにインストールされているアウトライン・ロード・ユーティリティを見つけます。

planning1ディレクトリの完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照し
てください。



データとメタデータのインポートおよびエクスポート 99

b. ロード・ファイルがエラーなしに解析していることを確認するには、/Nを使用してユーティリティを実行し、ロ
グ・ファイルを確認し、エラー・メッセージが生成されていないことを確認します。例:

C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /A:test /U:admin /M /N /

I:c:\outline1_ent.csv /D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc

c. これで、コマンド・プロンプトで大文字と小文字を区別するコマンド、スペース、適切なパラメータを使用し、
ユーティリティを実行できます。

アウトライン・ロード・ユーティリティで使用できるパラメータの詳細は、 123ページのディメンション・プロパ
ティを参照してください。

リレーショナル・データ・ソースからのデータおよびメタデータのインポー
ト
サブトピック
• メタデータのインポート
• データのインポート

メタデータとデータを、リレーショナル・データベース・ソースからインポートすることもできます。リレーショナル・データ
ベースに含まれるメタデータおよびデータのインポートを実行するには、フラット・ファイルの入力フォーマットに相当す
る結果セットを戻す外部データベースに対する問合せを指定します。問合せとデータベース接続の情報を指定する必
要があります。

この機能を使用するユーザーは、リレーショナル・データベース、SQL問合せ言語、およびJDBC接続プロパティをよく
理解していることをお薦めします。Planningアプリケーションの場合、これらのプロパティの例は、システム・データ
ベースのHSPSYS_DATASOURCE表にあり、これはデフォルトでは、EPM Systemコンフィグレータで「Planning」の
「データベースの構成」を選択するときに作成するリレーショナル・データベースにあります。

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してリレーショナル・データ・ソースからインポートするときには、次のコマンド
ライン・パラメータを使用できます:

• /IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]

• /IRA

• /RIQ:inputQueryOrKey

• /RIC:catalog

• /RID:driver

• /RIR:url

• /RIU:userName

• /RIP:password

注：

/IRパラメータと/RIQパラメータは、どちらか一方しか選択できません。
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これらのパラメータの詳細は、 112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータを参
照してください。

注意

インポート操作を実行する前に、必ずPlanningリレーショナル・ストアとEssbaseデータをバック
アップします。『Oracle Enterprise Performance Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガ
イド』を参照してください。

メタデータのインポート
入力としてmyprop_relational.propertiesファイル(詳細は後述)を使用してアウトライン・ロード・ユーティリティ
を実行するコマンドラインの例を次に示します:

      OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
   

このファイルは、JDBC接続パラメータで示されているPS2ORAUアプリケーションからTest_300という名前のアプリ
ケーションに、勘定科目メンバーをインポートします。プロパティ・ファイルには、複数のリレーショナル問合せを含める
ことができます。アウトライン・ロード・ユーティリティによって実行される問合せは、/RIQパラメータで決まります。

/RIQの詳細は、 112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータを参照してくださ
い。

例: myprop_relational.propertiesファイル

         /S:localhost

/A:Test_300
/U:admin
/RIQ: ACCOUNT_QUERY

/D:Account
#
ACCOUNT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Account, (select object_name from hsp_object
 where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ACCOUNT A, HSP_MEMBER M,
 HSP_OBJECT O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRIPTION = S.STRING_SEQ  WHERE
 O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = A.ACCOUNT_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
 ORDER BY O.POSITION
#
ENTITY_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from hsp_object
 where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ENTITY E, HSP_MEMBER M,
 HSP_OBJECT O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRIPTION = S.STRING_SEQ  WHERE
 O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = E.ENTITY_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
 ORDER BY O.POSITION

## jdbc connection
/RIC:PS2ORAU
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/RIR:jdbc:oracle:thin:@[scl34390]:1521:orcl
/RID:oracle.jdbc.OracleDriver
/RIU:PS2ORAU
/RIP:password

#end myprop_relational.properties file

      

次の例では、ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションの両方の属性ディメンションに30文字を超
える「Size012345678901234567890123456789」という名前があり、これはOracleの列ヘッダー制限を
超えています。次の例の問合せは、ターゲット・アプリケーションにインポートされるソースから結果セットを作成す
るために使用します。OLUがこの列を属性ディメンション名として使用できるためには、長いディメンション名を
O.OBJECT_NAME列の別名にする必要があります。

例: リレーショナル・データ・ソースからPlanningアプリケーションにインポートするプロパティ・ファイル

         /A:TARGET
/U:admin
/IR

/DA:Size012345678901234567890123456789:Entity

/C2A:(OBJECT_NAME,Size012345678901234567890123456789)

ATTRIB_DIM_VAL_QUERY_ORACLE1=SELECT O.OBJECT_NAME, (select object_name from
 PS3ORA.hsp_object where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from PS3ORA.HSP_OBJECT
 O WHERE O.OBJECT_ID IN (select AM.ATTR_MEM_ID from PS3ORA.hsp_attribute_member AM,
 PS3ORA.HSP_OBJECT O where AM.ATTR_ID =(select OBJECT_ID from PS3ORA.hsp_object where
 OBJECT_NAME='Size012345678901234567890123456789')) ORDER BY O.POSITION

      

例: リレーショナル・データ・ソースからPlanningアプリケーションに別名とともにインポートするプロパティ・ファイル

         /A:expe
/U:admin
/IRA
/D:Entity
/C2A:(Member as
 Entity,anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport),
 (Parent, anotherAliasForParent)

/RIQ:select
 anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport, Parent
 from test

      

前の例について、次のように仮定します:

• 「Test」表にはMemberとParentの2つの列があり、1つのエントリがあります:
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• エンティティ・ディメンションには、ルート(Entity)の下に1つのメンバーe1があります。

前の問合せの実行後、エンティティ・ディメンションでExというメンバーが追加または更新されます。

インポート時には、列の別名は単純な文字列の置換として扱われ、そのためにこの場合はas句が機能しま
す。Member列にEntityという名前が付けられている場合は、'Member as'を削除します。

例: /C2Aパラメータを使用して別名を別名表にインポート

         /A:TARGET
/U:admin
/IR
/D:Entity

/RIQ:ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY

/C2A:(AliasTableName, Alias: LongAliasTableName012345678901234567890123)

ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name
 from hsp_object where OBJECT_ID=O.PARENT_ID) as Parent, (select OBJECT_NAME
 from HSP_OBJECT where OBJECT_ID = AL.ALIAS_ID) as AliasTableName  from
 hsp_object O, HSP_ALIAS AL where (AL.ALIASTBL_ID = (select OBJECT_ID from
 HSP_OBJECT where OBJECT_NAME =' LongAliasTableName012345678901234567890123') AND
 O.OBJECT_ID=AL.MEMBER_ID)

      

注：

前述の例では、ターゲットのPlanningアプリケーションとソースの両方に表の長い別名が含まれま
す。

例: /C2Aパラメータを使用して列名をプロパティ名にマップ

         /RIQ:select
 c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27
 from table28

/c2a:(c1, Account), \
(c2, Parent), \
(c3, Alias: Default), \
(c4, Valid For Consolidations), \
(c5, Data Storage), \
(c6, Two Pass Calculation), \
(c7, Description), \
(c8, Formula), \
(c9, UDA), \
(c10, Smart List), \
(c11, Data Type), \
(c12, Hierarchy Type), \
(c13, Enable for Dynamic Children), \
(c14, Number of Possible Dynamic Children), \
(c15, Access Granted to Member Creator), \
(c16, Account Type), \
(c17, Time Balance), \
(c18, Skip Value), \
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(c19, Exchange Rate Type), \
(c20, Variance Reporting), \
(c21, Source Plan Type), \
(c22, Plan Type (Plan1)), \
(c23, Aggregation (Plan1)), \
(c24, Plan Type (Plan2)), \
(c25, Aggregation (Plan2)), \
(c26, Plan Type (Plan3)), \
(c27, Aggregation (Plan3))

      

データのインポート

サブトピック
• /ICBパラメータを使用したEssbaseブロックのクリア
• /SDMパラメータを使用したアウトライン・ロード・ユーティリティのドライバの設定

データのインポート操作を実行するときは、次の点が重要です:

• ドライバ・メンバーのデータ型は、インポートされる値と同じである必要があります。そうでない場合、データ・エラー
が発生します。日付フィールドには/DFスイッチでフォーマットを指定する必要があり、ドライバ・メンバーのデータ型
は日付型である必要があります。同様に、アプリケーションと指定されたスマート・リストにスマート・リスト値が存在
する場合、スマート・リスト・メンバーはスマートリスト・タイプである必要があります。テキスト値は、テキスト型のドラ
イバ・メンバーにバインドする必要があります。

• ドライバ・メンバー値を正しく評価するには、ドライバ・メンバー・タイプに加えて、ディメンションの評価順を設定す
る必要があります。

• アウトライン・ロード・ユーティリティのデータをインポートするとき、#missing値はインポートされません。正しい
Essbaseセルに#missing値が必ず含まれるように、すべてのデータ・インポートで/ICBコマンドを使用してロード
するブロックをクリア(ブロックのセルをすべて#missingに設定する)します。 104ページの/ICBパラメータを使
用したEssbaseブロックのクリアを参照してください。

リレーショナル・データベースからデータをインポートするには:
1. Planningリレーショナル・ストアとEssbaseデータをバックアップします。『Oracle Enterprise Performance

Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。
2. アプリケーションでリレーショナル表を作成します。

次の図は、データベースTest_300AにあるData_Table1という名前のリレーショナル表の例です:

3. Planningアプリケーション・フォームを作成します。

次の図は、Test_300という名前のPlanningフォームの例です:
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4. .propertiesファイルを作成します。

注：

有効な列見出し名はSELECT文の列名から取得され、これはas句で上書きできます。

次に、myprop_relational.propertiesという名前のプロパティ・ファイルの例を示します:

            /A:TEST_300
/U:admin
/IR
/RIQ:DATA_QUERY2
/D:Entity

DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT Entity ,"DATA LOAD CUBE NAME" as 'Data Load Cube
 Name',"AUNSPEC" as "aUnspec","ACUR" as "Salary_aCur","ANONCUR" as "aNonCur","APER"
 as "aPer","ASL" as "aSL","ADATE" as "aDate","ATEXT" as "aText","POINT-OF-VIEW" as
 "Point-of-View" from Data_Table1

/RIC:Test_300A
/RIR:jdbc:weblogic:sqlserver://[scl34390]:1433;DatabaseName=Test_300A
/RID:weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
/RIU:sa
/RIP:password

         

5. 前の手順で作成した.propertiesファイルに対してアウトライン・ロード・ユーティリティを実行します。

たとえば次のコマンドラインを実行すると、Test_300というPlanningアプリケーションで、データベー
スTest_300Aにあるリレーショナル表Data_Table1からPlanningフォームにデータがインポートされます:

            OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
         

生成されるPlanningアプリケーション・フォームは、次のようになります:

6. Essbaseログ・ファイルを確認し、インポート操作の結果を検証します。

/ICBパラメータを使用したEssbaseブロックのクリア

アウトライン・ロード・ユーティリティのデータをインポートするとき、#missing値はインポートされません。正しい
Essbaseセルに#missing値が必ず含まれるように、すべてのデータ・インポートで/ICBコマンドを使用してロードする
ブロックをクリア(ブロックのセルをすべて#missingに設定する)します。

たとえば、次の図のACURの値は、空白または#missingです:
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生成されるPlanningフォームのaCurの値は、空白または#missingです:

次に、/ICBパラメータを含むmy_prop.propertiesという名前のプロパティ・ファイルの例を示します:

コマンドライン: OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties

プロパティ・ファイル:

      /A:DB2APP
/U:admin

/ICB:e1,"aUnspec,aCur,aNonCur,aPer,aSL,aDate,aText","FY12,Current, BU Version_1,
 Local,Jan",Plan1

#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
 relational database as the Planning app (e.g. DB2APP)
/IRA
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY3

/D:Entity
#/C
#/M
DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT "ENTITY" as "Entity" ,"DATA LOAD CUBE NAME" as "Data Load
 Cube Name","AUNSPEC" as "aUnspec","ACUR" as "aCur","ANONCUR" as "aNonCur","APER"
 as "aPer","ASL" as "aSL","ADATE" as "aDate","ATEXT" as "aText","POINT-OF-VIEW" as
 "Point-of-View" from DataTable1

   

/SDMパラメータを使用したアウトライン・ロード・ユーティリティのドライバの設定

データをインポートする前に、/SDMパラメータを使用し、アウトライン・ロード・ユーティリティを通じてロード・ディメンショ
ンとドライバ・メンバーを設定できます。Planningアプリケーションで、「管理」/「データ・ロードの設定」ユーザー・インタ
フェースを使用するかわりにこれを使用できます。

次に、/SDMパラメータを含むmy_prop.propertiesという名前のプロパティ・ファイルの例を示します:

コマンドライン: OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties

プロパティ・ファイル:

      /A:Test_300
/U:admin

/ICB:"aUnspec,aPer","Jan,Feb,Mar","FY12,Current, BU Version_1, Local,e1,Ron",Plan1
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#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
 relational database as the Planning app (e.g. Test_300)
/IRA

/SDM:Account,"Jan,Feb,Mar",Plan1
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY5

/D:Account

DATA_IMPORT_QUERY5 = SELECT Account ,"Data Load Cube Name", Jan,Feb,Mar,"Point-of-
View" from Data_Table2

   

次の例は、リレーショナル表です:

生成されるPlanningアプリケーション・フォームは、次のようになります:

Planningアプリケーションからフラット・ファイルへのデータおよびメタ
データのエクスポート
サブトピック
• アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したデータのエクスポート
• アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したメタデータのエクスポート

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したデータのエクスポート
myprop_dataexport.propertiesファイルを使用してアウトライン・ロード・ユーティリティを実行する
と、Test_300Planningアプリケーションの/EDDパラメータで指定されている交差に含まれるデータが、/EDパラメー
タで指定されているc:\ドライブのoutput_file.1-1.csvというフラット・ファイルにエクスポートされます。

myprop_dataexport.propertiesファイル:
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      /S:localhost
/A:Test_300
/U:admin

/ED:c:/output_file
/EDD:aUnspec, "Jan,Feb,Mar","FY12,Current,Local,e1,BU Version_1,Ron",Plan1

   

/EDおよび/EDDパラメータの詳細は、 112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメー
タを参照してください。

Test_300アプリケーションに次のフォームが含まれる場合、myprop_dataexport.propertiesファイルを使用
してアウトライン・ロード・ユーティリティを実行すると、output_file.1-1.csvからoutput_file.n-n.csvまでの
フォームのファイルにデータがエクスポートされます。nは生成されるファイルの数です。

入力としてmyprop_dataexport.propertiesファイルを使用してアウトライン・ロード・ユーティリティを実行するコ
マンドラインの例を次に示します:

      OutlineLoad /CP:c:/myprop_dataexport.properties
   

output_file.1-1.csvファイル:

      Account, Jan, Feb, Mar, Point-of-View, Data Load Cube Name
aUnspec,10, 250, 300, "FY12, Current, BU Version_1, Local, e1, Ron", Plan1

   

メンバー関数は、/EDDパラメータとともに使用できます。

ロード・ディメンションが従業員、ドライバ・ディメンションが勘定科目の場合、次の文を使用してデータをエクスポート
できます:

      /EDD:Ilvl0Descendants(John),
 Ilvl0Descendants(Accounts),"FY12,Current,Local,e1,BU Version_1,Jan",Plan1
   

データのエクスポートに関する考慮事項:

• メンバー名にカンマが含まれている場合、データ・エクスポートの実行時にタブ区切りファイルを使用する必要があ
ります。

• メンバーがいずれかのメンバー・プロパティ(「説明」など)と同じ名前を持つ場合。アウトライン・ロード・ユーティリ
ティのデータ・エクスポートで、予期しない結果が発生することがあります。

• テキストまたはその他のタイプのデータが、エクスポートされるファイルで表示される方法と同じようにフォームに
表示されるように評価順を設定していることを確認してください。
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注：

データのエクスポートでは、列ディメンションが密である必要があります。

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したメタデータのエクスポート

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用して、ディメンションのメタデータを、勘定科目、期間、年、シナリオ、バー
ジョン、通貨、エンティティ、ユーザー定義のディメンション、属性、UDA、為替レート、スマート・リストおよびプラン
ニング・ユニット階層のフラット・ファイルにエクスポートできます。このユーティリティで使用するパラメータの詳細
は、 112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータを参照してください。

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してメタデータをエクスポートするには、ディメンション名を指定し、エクス
ポートする先のファイル名を指定します。たとえば、次のコマンドを使用して、エンティティ・ディメンションのメタデータ
をent_export.csvというファイルにエクスポートします:

      OutlineLoad /A:Acpt1 /U:admin  /-M /E:c:/ent_export.csv /D:Entity /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
   

例: 名前にスペースを含むユーザー定義のディメンションをエクスポート

名前にスペースを含むユーザー定義のディメンションをエクスポートする場合は名前を引用符(" ")で囲みます。たとえ
ば、次のコマンドを使用して、ユーザー定義のライン・アイテム・ディメンションのメタデータをエクスポートします:

      OutlineLoad /A:pln1dv /U:admin  /-M /E:c:/LineItemUserDim_export.csv /D:"Line
 Item" /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
   

例: 属性ディメンションのエクスポート

属性ディメンションをエクスポートする場合、次の例に示すように、/Dスイッチを属性ディメンションの名前とともに使
用し、属性ディメンション・タイプは指定しません:

      OutlineLoad /A:pln1dv /U:admin /E:c:/AttribTextColor_export.csv /D:Color /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
   

例: 「説明」テキスト・フィールドに改行文字を含むエクスポート。

改行文字は「説明」および「式」のテキスト・フィールドでサポートされます。次の例に示すように、改行文字を含む
フィールドは引用符で囲む必要があります:

      Currency, Description, Data Storage
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USD,          “Description Line 1

Description Line 2

Description Line 3”, Store

EUR,        “description for EUR”, Store

   

メタデータのエクスポートの考慮事項:

• UDAは独立したディメンションとしてエクスポートできません。式と同様に、割り当てられたメンバーとともにエクス
ポートされます。

• DTS期間タイプは認識されますが、アウトライン・ロード・ユーティリティではサポートされません。DTS情報をエクス
ポートしようとすると、ユーティリティによりログ・ファイルにエラーが表示されます。

• エクスポートされたメンバの別名がデフォルトではない別名表にあり、そのメンバーを別のアプリケーションにイン
ポートする場合、インポート前に別名表をアプリケーションに手動で作成する必要があります。

• メンバーがいずれかのメンバー・プロパティ(「説明」など)と同じ名前を持つ場合。アウトライン・ロード・ユーティリ
ティのメタデータ・エクスポートで、予期しない結果が生じることがあります。

Planningアプリケーションからリレーショナル・データ・ソースへのメタ
データのエクスポート
アウトライン・ロード・ユーティリティを使用して、メタデータをリレーショナル・データ・ソースにエクスポートできます。

注：

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してリレーショナル・データ・ソースにデータをエクスポート
することはできません。

この機能を使用するユーザーは、リレーショナル・データベース、SQL問合せ言語、およびJDBC接続プロパティをよく
理解していることをお薦めします。Planningアプリケーションの場合、これらのプロパティの例は、システム・データ
ベースのHSPSYS_DATASOURCE表にあり、これはデフォルトでは、EPM Systemコンフィグレータで「Planning」の
「データベースの構成」を選択するときに作成するリレーショナル・データベースにあります。

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用してリレーショナル・データ・ソースにエクスポートするときには、次のコマンド
ライン・パラメータを使用できます:

• /ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]

• /ERA

• /REQ:exportQueryOrKey

• /REC:catalog

• /RED:driver

• /RER:url
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• /REU:userName

• /REP:password

注：

/ERパラメータと/REQパラメータは、どちらか一方しか選択できません。

これらのパラメータの詳細は、 112ページのアウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータを参
照してください。

エクスポート問合せは、INSERT INTO<tableName>[ (column1, column2, ...)] VALUES (property1,
property2,...)という形式になります

注意:

• <tableName>は、エクスポートした値が挿入される表の名前です

• (column1, column2, …)は、オプションで指定する列の名前で、値(プロパティ)は表に挿入されます

• (property1, property2, …)は厳密には値ではなく、メンバー・プロパティ名(列ヘッダー)です

注：

ヘッダー・レコードとは異なり、メンバー名はディメンション名ではなく'Member'で指定されます。

例:

Planningのエンティティ・ディメンションに、「e1's description」という説明を持つ「e1」と、「e11's description」
という説明を持つ「e11」との2つのメンバーがあると仮定します。E1はエンティティの下にあり、e11はe1の下にあり
ます。したがって、プランニング・ディメンションは次のようになります:

エンティティ

         e1
      e11
   

宛先表my_tableに、column1、column2、column3の3つの列があると仮定します

Insert into my_table values (Member, Parent, Description)を実行すると、my_tableに次の行が追
加されます:

      E1     e1's description     Entity
   

      E11    e2's description     e1
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これは、次と同じです:

      Insert into my_table (column1, column2, column3) values (Member, Parent,
 Description)
   

注：

表には、指定したプロパティの数以上の列がある必要があります。

問合せに指定できる特殊な演算子として、<columns>と<properties>の2つがあります。<columns>は、表のす
べての列名に拡張されます。<properties>は、エクスポートされるディメンションのすべてのプロパティに拡張さ
れ、これは/Mスイッチで示されます。

      Insert into my_table values (<properties>)
   

これはすべてのエンティティ・プロパティをmy_tableにロードします。

これは、次と同じです:

      Insert into my_table (column1, column2, ….. column23) values (<properties>)
   

my_tableの列の数がプロパティの数と等しい場合、次の問合せは同じ結果になります:

      Insert into my_table (<columns>) values (<properties>)
   

表列の名前を使用してメンバー・プロパティを抽出することもできます。たとえばsample_tableに
は、Member、Parent、Descriptionの列があります。次の問合せは、最初の例と同じ結果になります:

      Insert into sample_table values (<columns>)
   

      Insert into sample_table (<columns>) values (<columns>)
   

例: リレーショナル・データ・ソースにメタデータをエクスポートするプロパティ・ファイル

         /A:App1
/U:admin

/ERA

/D:Entity

/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1
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ENTITY_EXPORT_QUERY1=INSERT INTO DataTable_Entity1 VALUES (Member, Parent,
 Description, Color) 

#ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into PS3ORA.DataTable_Entity1 (Member, Parent,
 Description, Color) values (Member, Parent, Description, Color)
      

例: アウトラインからリレーショナル・データ・ソースに別名とともにエクスポートするプロパティ・ファイル

         /A:expe
/U:admin
/ERA
/D:Entity
/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1
/C2A:AliasLabel
AliasLabel:(AliasTableName, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)

ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into Test(Member, Parent, AliasTableName) values (Member,
Parent, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)
      

前の例について、次のように仮定します:

• 「Test」表にはMember、Parent、AliasTableNameの3つの列があり、表は空です。
• エンティティ・ディメンションには、ルート(Entity)の下に1つのメンバーe1があります。

前の問合せを実行すると、「Test」表には1つのエントリが追加されます:

注：

/C2Aまたはラベル・スイッチ(あるいはその両方)を使用して、Oracleリレーショナル表の30文字の
列名制限に対処できます。たとえば、別名: reallyLongAliasTableName30Charは30文字よ
りも長く、Oracleリレーショナル表の列名として使用できません。

アウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータ
次のコマンド・ラインをアウトライン・ロード・ユーティリティで使用できます。ユーティリティを実行した後で、例外ファイ
ルとログ・ファイルをレビューし、結果を確認できます。ログ・ファイルでエラーがレポートされていない場合、インポート
されたメタデータおよびデータにアプリケーションでアクセスできます。アプリケーション・サーバーを再起動する必要は
ありません。

HspOutlineLoad [-f:passwordFile] [/S:server] /A:application /

U:userName [/CP:commandPropertieFileName] [/M] [ [/I:inputFileName|/

IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]|/IRA|/E:outputFileName|/

ED:outputFileNameStem] [/EDD:dataExportSpecification] [/ICB:blockSpecification]

[/SDM:driverMemberSpecification] /D[U]:loadDimensionName|/

DA:attributeDimensionName:baseDimensionName|TR] [/N] [[/R] [/DPU]] [/C] [/F] [/K]
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[/8] [/DF:datePattern] [/RIQ:inputQueryOrKey] [/RIC:catalog /RID:driver /RIR:url /

RIU:userName [/RIP:password]] [/X:exceptionFileName] [L:logFileName] [/?]

パラメータ 説明

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設定する場
合、passwordFileで指定されたファイルのフル・パスおよび名前から
パスワードを読み取るため、コマンド・ラインでの最初のパラメータとして
使用します。

/S:server 指定した場合、現在ログオンしているサーバーになります。指定しない
場合、localhostが使用されます。

/A:application インポート先のPlanningアプリケーションの名前。

/U:userName アプリケーションにログオンするときに使用するユーザー名。

/CP:commandPropertieFileName コマンドライン引数を含むファイルを指定します。このファイルとコマン
ドライン引数の組合せで、実行するオプションが構成されます。コマン
ド・プロパティ・ファイルとコマンドラインの両方に引数が指定されてい
る場合は、コマンドライン引数が優先されます。

 90ページのコマンド・プロパティ・ファイルを参照してください。

/M ロード可能なディメンションの完全に修飾されたヘッダー・レコードをア
プリケーションで生成します。この情報を表示しない場合には、/-Mを使
用します(デフォルト)。

/I:inputFileName CSVフォーマットでヘッダー・レコードとデータ・レコードを含むデータ・ロー
ド入力ファイルを指定します。データ・ロード・ディメンション(/Dオプショ
ンまたは/TRオプション)も指定する必要があります。/ICBスイッチを指
定すると、Essbaseデータをクリアできます。

/IR[:RDBConnectionPropertiesFileName] 入力レコードをリレーショナル・データベース・ソースから取得することを
指定します。オプションのプロパティ・ファイルを指定すると、必要な
リレーショナル接続スイッチのプロパティ(/RIQ、/RIC、/RID、/RIR、/
RIU、/RIP)の一部または全部がプロパティ・ファイルに含まれることに
なります。データ・ロード・ディメンション(/Dオプション)も指定する必要
があります。/ICBスイッチを指定すると、Essbaseデータをクリアできま
す。

/IRA /IRスイッチと同じですが、必要なRDB JDBC接続プロパティ(/
RIQ、/RIC、/RID、/RIR、/RIU、/RIPスイッチ値)が、現在接続されて
いるアプリケーションのRDBデータ・ソースから取得される点は異なりま
す。データ・ロード・ディメンション(/Dオプション)も指定する必要があり
ます。/ICBスイッチを指定すると、Essbaseデータをクリアできます。

/ICB:blockSpecification インポート操作(/I、/IR、/IRA)を実行す
る前に、Essbaseブロックをクリアします。
(\"<loadDimensionMembers,...>、\"<driverMembers,...>、\"<point-
of-view members,...>、<dataLoadCubeName>\""というフォーム
の文字列。)

/ALS 別名表が存在しない場合はインポート時に作成します(デフォルト)。参
照される別名表が存在しない場合にエラーを生成するには、/-ALSを
使用します。

/E:outputFileName /Dスイッチで指定されたディメンションを、指定した出力ファイルにエ
クスポートします(プランニング・ユニット階層をエクスポートする場合、
このファイルのフォーマットはプランニング・ユニット階層のエクスポー
ト用に定義されたフォーマットです)。

/ED:outputFileNameStem Planningドライバ・メンバーでフォーマットされたデータ・ファイルに
データをエクスポートします。/EDDスイッチも設定する必要があります。
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パラメータ 説明
ファイルは、<fileNameStem>.1-n.csvから<fileNameStem>.n-

n.csvまでのフォームで生成されます。nは生成されるファイルの番号
です。

/EDH 出力ファイルで、Planningの内部HEADERBLOCKフォーマットの
ディメンション・ヘッダーをエクスポートします。インポート前に基本ディ
メンションと属性ディメンションを動的に作成するには、インポート時に
これを使用します。

/ER[:RDBConnectionPropertiesFileName] エクスポート・レコードをリレーショナル・データベース表に書き込むこと
を指定します。/EDDスイッチを設定すると、データもエクスポートされま
す。オプションのプロパティ・ファイルを指定すると、必要なリレーショナ
ル接続スイッチのプロパティ(/REQ、/REC、/RED、/RER、/REU、and /
REP)の一部または全部がプロパティ・ファイルに含まれることになりま
す。/Dスイッチを使用して、データ・ロード・ディメンションも指定する必
要があります。

/ERA /ERスイッチと同じですが、必要なRDB JDBC接続プロパティ(/
REQ、/REC、/RED、/RER、/REU、/REPスイッチ値)が、現在接続されて
いるアプリケーションのRDBデータ・ソースから取得される点は異なり
ます。/EDDスイッチを設定すると、データがエクスポートされます。/Dス
イッチを使用して、データ・ロード・ディメンションも指定する必要があり
ます。

/EDD:dataExportSpecification Planningドライバ・メンバーでフォーマットされたデー
タ・ファイルをエクスポートするフォーマットを指定しま
す。<loadDimensionMembers,...>、<driverMembers,...>、<point-
of-view members,...>、<dataLoadCubeName>というフォームの文
字列。

/SDM:driverMemberSpecification インポート操作のときにのみ(/I、/IR、/IRA)、アプリケーション
(/A)の基本ロード・ディメンションでドライバ・メンバーを設定しま
す。(\"<baseLoadDimension>、\"<driverMembers,...>
\"、<PlanTypeName>"というフォームの文字列)

/D:loadDimensionName メンバー・フィールドがロード・ファイルのヘッダー・レコードに対応してい
る、ロードされるディメンション。さらにロード・ファイル(/I)か、/Eスイッチ
でエクスポートするプランニング・ユニット階層を指定する必要もありま
す。

/DU、/DA[T]、/DAN、/DABおよび/DADを使用してユーザー定義ディメン
ションおよび属性をロードするには、次の行を参照してください。

/DU:userDefinedLoadDimensionName ロードされるユーザー定義ディメンション。この名前のディメンションが
存在しない場合には作成されます。

/DA[T]:attributeLoadDimensionName:baseDimensionName ロードされるテキスト属性ディメンション。基本ディメンションに関連付
けられた、この名前を持つ属性ディメンションが存在しない場合には作
成されます。

/DAN:attributeLoadDimensionName:baseDimensionName ロードされる数値属性ディメンション。基本ディメンションに関連付けら
れた、この名前を持つ属性ディメンションが存在しない場合には作成
されます。

/DAB:attributeLoadDimensionName:baseDimensionName ロードされるブール属性ディメンション。基本ディメンションに関連付け
られた、この名前を持つ属性ディメンションが存在しない場合に作成さ
れます。

/DAD:attributeLoadDimensionName:baseDimensionName ロードされる日付属性ディメンション。基本ディメンションに関連付けら
れた、この名前を持つ属性ディメンションが存在しない場合に作成さ
れます。
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パラメータ 説明

/DX:HSP_Rates HSP_Ratesディメンションをロードし、為替レート表が存在しない場合
は作成します。

/DS:HSP_SMARTLISTS スマート・リスト・ディメンションおよびスマート・リスト・ディメンション・エ
ントリをロードします。

/DL:comma|tab フィールドの区切り文字をカンマ文字\",\"のカンマ(デフォルト)または
タブ文字に設定します。

/TR ドライバ・メンバーがロード・ファイルのドライバ・メンバー列に指定され
ている場合、データをロードします。ドライバ・メンバー以外のすべてのメ
ンバーを、「視点(POV)」列に指定する必要があります。/TRを使用する
と、ロード・ファイルの各行に1つの値をロードできます。

/T 新規メンバーを追加するときに未指定のプラン・タイプ設定を継承しま
す(デフォルト)。メンバーのプラン・タイプ設定の明示的な設定を強制
するには、/-Tを使用します。

/N データまたはメタデータをロードせずにロード・ファイルを解析することに
より「リハーサル」を実行します。データまたはメタデータのロード中にロー
ド・ファイルを解析するには(デフォルト)、/-Nを使用します(または/Nパ
ラメータを指定しません)。

/O UDAを例外として(デフォルト)、ロード中にロード・ファイルのメンバーの
順序を維持します。ロード中にロード・ファイルのメンバーの順序を無視
するには、/-Oを使用します。

/H UDAを例外として(デフォルト)、親-子の順序で入力レコードに順序
をつけます。ロード中にロード・ファイルのメンバーの順序を無視するに
は、/-Hを使用します。このオプションはより高速で、メモリー使用量が
小さくなります。

/R ロードを実行する前にロード・ディメンションのすべてのメンバーを削除し
ます。ロード・ディメンションのすべてのメンバーを維持するには(デフォ
ルト)、/-Rを使用します(または/Rパラメータを指定しない)。さらに/Uも
参照してください。

注：

/Rには注意してください。このオプションは、属性バインディングおよ
び承認状態を除去します。

/DPU /Rパラメータですべてのプランニング・ユニットを削除するか、プランニ
ング・ユニットのメンバーの削除が試行された場合にエラーを表示しま
す。削除操作でプランニング・ユニットのメンバーが削除されないよう
にするには、/-DPUを使用します。

/IDU ロードで明示的に指定されていない未指定のメンバーを削除します。入
力ソースで明示的に指定されていないメンバーは、1)指定されたメン
バーの祖先であるか、2)指定された共有メンバーのベース・メンバーで
ある場合を除いて、ロードの完了時にPlanningアウトラインから削除さ
れます(/-IDUがデフォルトです)。

/C メタデータ・ロードの後でキューブ・リフレッシュを実行します。キューブ・
リフレッシュを実行しない場合には、/-Cを使用します(デフォルト)。さら
に/Fも参照してください。

/F /Cオプションでリフレッシュするときにセキュリティ・フィルタを作成しま
す。セキュリティ・フィルタをリフレッシュしない場合に(デフォルト)、/-
Fを使用します。(このオプションはユーザーをアプリケーションにプロビ
ジョニングしません。現在存在しているユーザーにセキュリティ・フィル
タを作成するのみです。ユーザーは他の方法でアプリケーションにプロ
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パラメータ 説明
ビジョニングする可能性があります。)このオプションを有効にするに
は、/Cも指定する必要があります。

/K ロードする前にロード・ディメンションをロックすること(デフォルト)を推奨
します。ディメンションをロックしたくない場合には、/-Kを使用します(/
Nを使用しないかぎり推奨しません)。

/8 入力、出力、ログ、例外の各ファイルでUTF-8エンコーディングを指
定し、出力ファイルにUTF-8 BOMマーカーを追加します(デフォル
ト)。UTF-8エンコーディングを設定しない場合は/-8を使用します。

/DF:datePattern 日付データ変換に関するデフォルト日付パターンを、指定されたパター
ンにオーバーライドします。パターンは、次のいずれかにする必要があり
ます:

• MM-DD-YYYY
• DD-MM-YYYY
• YYYY-MM-DD

デフォルトの日付パターン設定を使用するには、/-DFを使用します。

/RIQ:inputQueryOrKey インポート操作の入力を生成するために実行されるSQL問合せを値に
とるコマンド引数プロパティ・ファイル(/CPスイッチ)におけるSQL問合
せまたはキー。これを使用するには/IRスイッチを設定する必要があり、
使用する場合には、/RIC、/RID、/RIR、/RIU、/RIPの各スイッチも設
定する必要があります。

/RIC:catalog 入力RDB接続のRDB JDBCカタログ名。これを使用するには/IRス
イッチを設定する必要があり、使用する場合には、/RIQ、/RID、/
RIR、/RIU、/RIPの各スイッチも設定する必要があります。/IRAスイッ
チを使用する場合、このスイッチを指定する必要はありません。

/RID:driver 入力RDB接続のRDB JDBCドライバ名。これを使用するには/IRス
イッチを設定する必要があり、使用する場合には、/RIQ、/RIC、/
RIR、/RIU、/RIPの各スイッチも設定する必要があります。/IRAスイッ
チを使用する場合、このスイッチを指定する必要はありません。

/RIR:url 入力RDB接続のRDB JDBCのURL。これを使用するには/IRスイッ
チを設定する必要があり、使用する場合には、/RIQ、/RIC、/RID、/
RIU、/RIPの各スイッチも設定する必要があります。/IRAスイッチを使
用する場合、このスイッチを指定する必要はありません。

/RIU:userName 入力RDB接続のRDB JDBCユーザー名。これを使用するには/IRス
イッチを設定する必要があり、使用する場合には、/RIQ、/RIC、/
RID、/RIR、/RIPの各スイッチも設定する必要があります。/IRAスイッ
チを使用する場合、このスイッチを指定する必要はありません。

/RIP:password 入力RDB接続のRDB JDBCパスワード。これを使用するには/IRス
イッチを設定する必要があり、使用する場合には、/RIQ、/RIC、/
RID、/RIR、/RIUの各スイッチも設定する必要があります。/IRAスイッ
チを使用する場合、/RIPスイッチを指定する必要はありません。

.propertiesファイルで最初に指定するときは、暗号化されていない形
でパスワードを入力します。アウトライン・ロード・ユーティリティを実行す
ると、プロパティ・ファイルは/RIPパスワードの暗号化された値で書き
換えられます。プロパティ・ファイルでこの値を指定しなかった場合は、
パスワードを入力するコマンドライン・プロンプトが表示されます。

/REQ:exportQueryOrKey エクスポートされるフォームの値を指定するSQL問合せを値にとるコマ
ンド引数プロパティ・ファイル(/CPスイッチ)におけるSQL問合せまた
はキー。'INSERT INTO<tableName> (column1, column2, ...)
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パラメータ 説明
VALUES (property1, property2, ...)' ここで、propertiesは
フラット・ファイルの列ヘッダー・レコードで見つかるPlanningメンバー・
プロパティです。これを使用するには/ERまたは/ERAスイッチを設定す
る必要があり、使用する場合には、/REC、/RED、/RER、/REU、/REPの
各スイッチも設定する必要があります。

/REC:catalog エクスポートRDB接続のRDB JDBCカタログ名。これを使用するに
は/ERスイッチを設定する必要があり、使用する場合には、/REQ、/
RED、/RER、/REU、/REPの各スイッチも設定する必要があります。

/RED:driver エクスポートRDB接続のRDB JDBCドライバ名。これを使用するに
は/ERスイッチを設定する必要があり、使用する場合には、/REQ、/
REC、/RER、/REU、/REPの各スイッチも設定する必要があります。

/RER:url エクスポートRDB接続のRDB JDBCのURL。これを使用するには/

ERスイッチを設定する必要があり、使用する場合には、/REQ、/REC、/
RED、/REU、/REPの各スイッチも設定する必要があります。

/REU:userName エクスポートRDB接続のRDB JDBCユーザー名。これを使用するに
は/ERスイッチを設定する必要があり、使用する場合には、/REQ、/
REC、/RED、/RER、/REPの各スイッチも設定する必要があります。

REP:password エクスポートRDB接続のRDB JDBCパスワード。これを使用するには/

ERスイッチを設定する必要があり、使用する場合には、/REQ、/REC、/
RED、/RER、/REUの各スイッチも設定する必要があります。

コマンド・プロパティ・ファイルでこの値を指定しなかった場合は、パス
ワードを入力するコマンドライン・プロンプトが表示されます。

/C2A:(column1, alias1), (column2, alias2), ... "列から別名への"マッピング、または実行時の列の名前変更および除
外。このパラメータを使用すると、実行時における列ヘッダーの名前変
更、列の無視、または特定のプラン・タイプ・プロパティの無視や名前
変更が可能になります。

注：

列に別名が指定されている場合は、このコマンドの割当てより優先さ
れます。

/UCH 認識されない列ヘッダーを無視してロードを続行します。/-UCHがデ
フォルトの現行機能です: 認識されない列ヘッダーが検出された場
合、ロードを中止します。無視された列がリストされた情報メッセージが
出力されます。

/X:exceptionFileName ロード中に発生する例外を含むファイルを指定します。(ファイル名が指
定されていない場合、情報はstderrと呼ばれるファイルに書き込まれ
ます。)

/L:logFileName ステータスおよび情報メッセージを含んでいるファイルを指定します。
(ファイル名が指定されない場合、情報はstdoutと呼ばれるファイル
に書き込まれます。)

/? 使用方法のテキストを表示します。

例: 数値属性ディメンションおよび値をロードし、エンティティ・ディメンションに関連付けます。(属性ディメンションが
存在しない場合には作成されますが、属性値は基本番号に割り当てられません。)

      OutlineLoad /A:Test  /U:admin  /M /I:c:/outline1_attribvals_text.csv /
DAN:NumericAttrib:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
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      NumericAttrib,Parent
   

      One,NumericAttrib
   

      1,One 
   

      2,NumericAttrib
   

例: 為替レートをロードし、EURを通貨ディメンションのメンバーとして追加し、Planningアプリケーションの既存の年
に一致するようにロード・ファイルで年を変更します。為替レート表が存在しない場合は、Planningアプリケーションに
作成されます。

      OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_rates.csv /DX:HSP_Rates /L:c:/
OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
Table, To Currency, From Currency, Method, Historical, Beg Balance, Year, Period,
 Average, Ending

   

      FX1 , USD, EUR, multiply, 1, 2, FY08, Jan, 3, 4
   

      FX1 , USD, EUR, , , , FY09, Feb, 5, 6
   

例: 「週次配分」を「445を使用」に設定します。

      Account, Parent, Use 445
   

      a11,a1,1
   

例: UDAで使用可能なプロパティをすべて含むファイルをロードします。UDAはロードされ、ディメンションに関連付
けられますが、ディメンションのどのメンバーにも割り当てられません。

      OutlineLoad /A:Test  /U:admin  /M /I:c:/outline1_uda.csv /D:UDA /L:c:/
OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
   

      Dimension,UDA 
   

      Account,New2
   

例: 通貨記号を指定しない通貨についてファイルをロードします。この場合、Planningアプリケーションのこの通貨の
記号はISO記号、EURに設定されます。スケールのデフォルトは1です。
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      Currency,Parent,Symbol,Scale
   

      EUR,,,
   

例: 記号を新しい通貨の名前に設定する通貨についてファイルをロードします。記号は通貨NewCurr1について
PlanningアプリケーションでNewCurr1に設定されます。通貨名は8文字に制限されます。

      Currency,Parent,Symbol,Scale
   

      NewCurr1,,,
   

例: 暗号化されたパスワードを持つ-fパラメータを使用します

暗号化されたパスワード・ファイルを生成した場合、コマンド・ラインの最初のパラメータとして-fを使用し、パスワード
を入力せずにアウトライン・ロード・ユーティリティを実行できます。たとえば、PasswordEncryptionユーティリティを
使用してencrypt.txtと呼ばれるパスワード・ファイルを作成した場合、このコマンド・ラインを使用できたはずです。

      OutlineLoad -f:c:\encrypt.txt /A:acpt /U:admin /M /I:c:/outline1_accounts.csv /
D:Account /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
   

例: /Oパラメータおよびロード・ファイルの順序

次のロード・ファイルで、エンティティ・メンバーe1およびe2がすでにエンティティ・ディメンションに存在する場合、e3
がロード・ファイルの最初にある場合でもそれを最後の兄弟として追加できます。/Oを使用した場合、e3は最初の兄
弟としてロードされます。/Oはデフォルトであるため、最後の兄弟としてe3をロードさせるには/-Oを指定する必要が
あります。

      Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
   

      e3,Entity,Store,
   

      e2,Entity,Store,
   

      e1,Entity,Store,
   

例: /Hパラメータおよび親/子の順序

メンバーe1はすでに存在しており、AおよびBはロードされている新規メンバーであると仮定します。メンバーBが存在
しないため、/Hがなければエラーが表示されます。/Hがあればメンバーは内的にソートされ、Bは最初にe1の子として
ロードされます。そのあとAはBの子として正常にロードされます。

      Entity,Parent,Data Storage
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      A,B,Store 
   

      B,e1,Store
   

例: /Rパラメータ

一部のメンバーがすでにディメンションに存在している場合、入力ロード・ファイルのメンバーのみがロード後にディメ
ンションに存在している必要があります。削除の操作後のロード中にエラーが発生する場合、ディメンションのすべて
のメンバーは削除され、ディメンションが空になる可能性があります。属性ディメンションは削除されません。プランニ
ング・ユニットが開始している場合、プランニング・ユニット内のエンティティ・メンバーは削除できないため、エンティ
ティ・メンバーは削除されません。

      Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
   

      e1,Entity,Store,
   

      e11,e1,Store,orange
   

      e2,Entity,Store,
   

      e21,e2,Store,
   

      e11,e2,shared,yellow
   

例: /Tパラメータ

新規メンバーを追加するときに親からのロード・ファイルで明示的に指定されていないプラン・タイプを継承するに
は、/Tで勘定科目ディメンションをロードします。メンバーa1がすでにアプリケーションに存在しており、3つすべてのプ
ラン・タイプについて有効になります。ロードが完了すると、Plan1およびPlan3のみがロード・ファイルで指定されて
いても、メンバーa11が3つすべてのプラン・タイプについて有効になります。

      Account, Parent, Source Plan Type, Plan Type (Plan1), Plan Type (Plan2), Plan
 Type (Plan3)
   

      a11,a1,Plan1,1,,1
   

例: /-Tパラメータ

新規メンバーのプラン・タイプの明示的な設定を強制するには、/-Tで勘定科目ディメンションをロードします。メン
バーa1がすでにアプリケーションに存在しており、3つすべてのプラン・タイプについて有効になります。ロードの後に、
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メンバーa11が有効になるのはロード・ファイルで指定されたPlan1およびPlan3プラン・タイプのみとなり、Plan2で
は有効になりません。

例: /TRパラメータ

      OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline1data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
   

      Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
   

      14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
   

      sl1_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
   

例: /DS:HSP_SMARTLISTSパラメータを使用して、スマート・リスト・ディメンションおよびスマート・リスト・ディメンショ
ン・エントリをロードします。

      OutlineLoad /A:acpt /U:admin /M /I:c:/smartlist_create1.csv /DS:HSP_SMARTLISTS /
L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
   

      SmartList Name, Operation, Label, Display Order, Missing Label, Use Form Missing
 Label, Entry ID, Entry Name, Entry Label
   

      SL1,addsmartlist,SL1Label,,,,,,
   

      SL1,addEntry,,,,,,entry1,entrylabel1
   

      SL1,addEntry,,,,,,entry2,entrylabel2
   

例: LINEITEMフラグを使用した増分データ・ロードの実行

データ・ロード・ファイルにLINEITEMフラグを組み込むことにより、一意のドライバ・ディメンション識別子に基づいて
データ・ロード・ディメンションの子に対して増分データ・ロードを実行できます。これは一意の識別子を指定した行が
フォームにすでに存在する場合に、データが上書きされることを指定します。行が存在しない場合、データ・ロード・ディ
メンションの親メンバーの下に十分な子メンバーが存在する限り、データは入力されます。

たとえば、従業員データをロードする場合、事前定義された給与等級に対する予算ライン・アイテムの詳細をロードで
きます。次の例はLINEITEMフラグを含むデータ・ロード・ファイルで使用できるコマンドを示します。

      OutlineLoad /A:pln1dv /U:admin  /M /I:c:\dataload_file.csv /D:”Budget Item”
   



122 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

次のサンプル・データ・ロード・ファイルは、Grade Changesの子のBudget Itemディメンションのデータをロードしま
す。

      "Budget Item","Data Load Cube Name","Point-of-View","Grade Step","Option
 Value","Start Date","End Date"
   

      "<LINEITEM("Grade Changes">","HCP","POVMembers","Step1","31721","7/1/09",""
   

      "<LINEITEM("Grade Changes">","HCP","POVMembers","Step2","32673","7/1/09",""
   

      "<LINEITEM("Grade Changes">","HCP","POVMembers","Step3","33654","7/1/09",""
   

      "<LINEITEM("Grade Changes">","HCP","POVMembers","Step4","33654","7/1/09",""
   

この場合、<LINEITEM("Grade Changes")>は、「データ・ロードの設定」ページで選択した一意の識別子(「等級
ステップ」、「オプション値」、「開始日」および「終了日」)に基づいて、Grade Changesメンバーの子であるBudget
Itemから、使用可能な最初のメンバーを検索します。

データ・ロード時に、Grade Changesの子メンバーにStep1および7/1/09のデータがすでに存在する場合、対応する
メンバーを使用して残りのデータ値が更新されます。存在しない場合は、次に使用可能な空のデータ行がStep1およ
び7/1/09に割り当てられます。

最初のデータ行が処理されると、メンバーGrade1が割り当てられます。同様に、次の2つのメンバーであ
るGrade2とGrade3が2番目と3番目のデータ行に割り当てられます。4番目のデータ行の処理時には、Step1およ
び7/1/09はすでにメンバーGrade1に割り当てられています。これにより、この行を使用して残りのフィールドの値を
更新できます。

例: /Dパラメータを使用して、プランニング・ユニット階層をインポートします。

      OutlineLoad /A:acpt /U:admin /I:c:\puh1.csv /D:PUH1

   

/Dを使用してプランニング・ユニット階層をインポートする場合、プランニング・ユニット階層の名前(ディメンション
ではありません)を指定する必要があります。プランニング・ユニット階層がPlanningアプリケーションに存在してい
ないと、そこに新しいメンバーをロードすることはできません。

例: /Eパラメータを使用して、プランニング・ユニット階層をエクスポートします。

      OutlineLoad /S:planqe4 /A:acpt_580 /U:admin /M /E:puh_test2.csv /D:test2
   

      Primary Member, Primary Enabled, Secondary Dimension, Secondary Parent, Relative
 Generation, Auto Include, Secondary Member, Include, Owner, Reviewers, Notifiees
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      e1, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, admin, planner
   

      e11, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
   

      e2, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, , true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a11, true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a12, true, admin, <none>, "admin,admin"
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a13, true, planner, "planner2,admin", admin
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a14, true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a15, true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1, false, a16, true, <none>, <none>, <none>
   

      e21, true, Account, a1, 1-2, false, a111, true, <none>, <none>, <none>
   

注：

最初の4つのレコードのセカンダリ・メンバーは指定していません。

ディメンション・プロパティ
共通したメンバー・プロパティおよび勘定科目、エンティティ、期間、ユーザー定義ディメンション、年、シナリオ、バー
ジョン、通貨、属性ディメンション、UDA、為替レート、スマート・リストおよびプランニング・ユニット階層に関しては、
次の項を参照してください。

(PlanningアプリケーションがOracle Hyperion Workforce PlanningおよびOracle Hyperion Capital Asset
Planningなどのモジュールをサポートしていない場合でも)、動的メンバーのプロパティは、期間および年を除くすべ
てのディメンションに公開されます。期間および年を除くすべてのディメンションに公開される3つのプロパティは、次
のとおりです:

• 動的な子に対して使用可能
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• 使用可能な動的な子の数
• メンバー作成者に付与されたアクセス権

共通したメンバー・プロパティ
複数のディメンションで共通するメンバー・プロパティをこの項で説明します。特定のディメンションに特有のプロパ
ティについては、次の項を参照してください。

• 親: ディメンション階層を作成するためにロードされるメンバーの親。メンバーをロードし、アプリケーションの親メン
バーとは異なる親メンバーを指定するとき、指定した新しい親の値でメンバーが更新されます。たとえば、メンバー
1がPlanningアプリケーションでメンバーAの親の値を持ち、メンバー1をメンバーBの親の値でロードする場合、シ
ステムはメンバーBをメンバー1の親にしてアプリケーションを更新します。メンバー1およびその子孫はメンバーAか
らメンバーBに移動されます。親を指定しない場合、ロード中に無視されます。指定された親がロードされているメン
バーの子孫である場合またはアプリケーションに存在しない場合、レコードは拒否されます。

• 別名: デフォルト: 「デフォルト別名」表でメンバーに対して定義された別名。値を指定しない場合、その別名はア
プリケーションで変更されません。<none>を値として指定する場合、アプリケーションにある別名は削除されます。

• 集計に有効: Planningでは使用しません。
• 階層タイプ: 集約ストレージ・プラン・タイプにバインドされているディメンションは、自動的に複数階層のサポート

が有効になります。階層を「保管済」(デフォルト)、「動的」、「なし」のいずれかに指定します。
• データ・ストレージ: ロードされているメンバーのストレージ属性。この値は文字列として渡されます。デフォルト: 共

有しない。有効な値:
○保管
○動的計算
○動的計算および保管
○共有
○共有しない
○ラベルのみ

注：

各プラン・タイプには、異なるデータ・ストレージ・プロパティを含めることができ、各プラン・タイプ
のデータ・ストレージ・プロパティは公開されます(たとえば、データ・ストレージ(プラン1)など)。元の
データ・ストレージ・プロパティは、デフォルトのデータ・ストレージに対応します。データ・ストレージ・
プロパティが「共有」または「ラベルのみ」に設定されている場合、プラン・タイプ固有のストレージ
が「共有」または「ラベルのみ」以外の値に設定されると、インポートでエラーが発生します。

• 2パス計算: この属性がロードされているメンバーに関連付けられているかを示すブール値。0はFalseで他の数字
はTrueとなります。デフォルト: False。勘定科目メンバーについて、2パス計算プロパティはデータ・ストレージ設定
に関係なく設定できます。勘定科目以外のディメンションのメンバーについては、2パス計算プロパティが有効に
なるのはデータ・ストレージ値が「動的計算」または「動的計算および保管」である場合のみです。それ以外の場合
にはレコードが拒否されます。

• 説明: ロードされているメンバーの説明。値を入力しない場合、新規メンバーが説明なしにロードされ、既存のメン
バーの説明は変更されません。<none>を値として使用する場合、そのメンバーの既存の説明は削除されます。
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• 式: メンバーのメンバー式を指定します。デフォルトでは、ディメンションまたはメンバーに関連付けられたメンバー
式はありません。共有またはラベルのみのメンバーについてはメンバー式をロードできません。

注：

各プラン・タイプには、異なる式を含めることができ、各プラン・タイプの式プロパティは公開されま
す(たとえば、式(プラン1)など)。元の式プロパティは、デフォルトの式に対応します。

• UDA: メンバーとバインドするには、ユーザー定義属性の値を指定します。未定義のUDAがディメンションに追加
されます。UDAを追加できるのは、Planningですでに作成されたこれらのディメンションのみです。

• スマート・リスト: アプリケーションで定義されたユーザー定義スマート・リストの名前をとります。この値は文字列とし
て渡されます。スマート・リストのデフォルトは<none>です。メンバーに関連付けることができるのは1つのスマート・
リストのみです。

• データ型: データ・ストレージ値。有効な値:

○通貨: デフォルト通貨でメンバー値を保管、表示します。

○通貨以外: メンバー値を数値として保管、表示します。

○パーセンテージ: 値を数値として保管し、メンバー値をパーセンテージとして表示します。

○スマート・リスト: 値を数値として保管し、メンバー値を文字列として表示します。

○日付: メンバー値をmm/dd/yyyyまたはdd/mm/yyyyのフォーマットで保管、表示します。

○テキスト: メンバーの値をテキストとして保管、表示します。

○未指定: メンバー値をメンバー値として保管、表示します。

• 操作: これらの値をとります:

○更新: ロードされているメンバーを追加、更新または移動します。

○レベル0の削除: 子がいない場合に、ロードされているメンバーを削除します。

○子孫(含む)の削除: ロードされているメンバーおよび含まれている子孫すべてを削除します。

○子孫の削除: ロードされているメンバーの子孫を削除しますが、メンバー自体は削除しません。

メンバーを削除するときに注意を使用します。これによりメンバー、そのデータおよび関連したプランニング・ユ
ニットが削除されます。

• 承認を使用可能: 承認を使用可能にします。デフォルトではTrueです。

• プラン・タイプ(たとえば、Plan1、Plan2、Plan3): ロードされているメンバーが指定されたプランで使用されている
かどうかを示すブール値です。有効な値: 0はFalseで、他の数字はTrueになります。デフォルト: True。その名前
は、アプリケーションのプラン・タイプの名前に応じて決まります。

• 集約(Plan1、Plan2、Plan3): 指定されたプランに関連してロードされている、メンバーの集約オプション。これを
使用できるのは、このプラン・タイプでアプリケーションが有効な場合のみです。この値は文字列として渡されま
す。有効な値:

○+(加算)

○-(減算)

○*(乗算)

○/(除算)

○%(パーセント)
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○~(集計中に無視)

○なし(階層に関係なく集約しない)

• UDA: ロードされているUDAの値。UDAを関連付けることができるのはアプリケーションに存在するディメンショ
ンのみです。UDAが存在する場合、そのプロパティは変更されます。

勘定科目ディメンション・プロパティ

勘定科目ロード・ファイルには次のプロパティが含まれます。

勘定科目、親、別名: デフォルト、別名: T1、集約に有効、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、

データ型、操作、勘定科目タイプ、タイム・バランス、445を使用、544を使用、554を使用、スキップ値、為替レート・タイプ、差異レ

ポート、ソース・プラン・タイプ、プラン・タイプ(Plan1)、集約(Plan1)、プラン・タイプ(Plan2)、集約(Plan2)、プラン・タイプ

(Plan3)、集約(Plan3)、AttribDim1、AttribDim2

これらプロパティの詳細は、次の表と 124ページの共通したメンバー・プロパティを参照してください。

注意:

• タイム・バランスは勘定科目データが時間の経過にしたがってどのようにフローするかを指定します。「保存された
仮定」の勘定科目タイプをもつメンバーのみのタイプを取り込むかまたはレコードが拒否される必要があります。

• タイム・バランスが「フロー」の場合、有効なスキップ値がロードされ、すべての勘定科目タイプについて「スキップ
値」が無効になります。

• タイム・バランスが「最初」、「残高」または「平均」の場合に、「スキップ値」を設定できます。これらのオプションは、
現在の値が計算されるとき: なし、#MISSING、ゼロまたは#MISSINGおよびゼロの場合にどの値をスキップす
るかを設定します。

• プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。基本期間はユーティリティ
を使用して追加できません。年、基本期間および為替レートは削除できません。

• YearTotalおよびBegBalance期間はユーティリティを使用して変更できません。

• 「為替レート・タイプ」は「データ型」のために指定された値に応じて決まります。有効な値: 「平均」、「終了」および
「データ型が通貨の場合に履歴」またはデータ型が通貨以外の場合は「なし」。

• 「差異レポート」は、「保存された仮定」の勘定科目タイプの場合またはレコードが拒否された場合に勘定科目メン
バーをロードします。「支出」は仮定の勘定科目を支出として指定します。差異を決定するため、実際の量が見積も
られた量から減算されます。「支出外」は、支出でない勘定科目を指定します。差異を決定するため、見積もられ
た量が実際の量から減算されます。勘定科目タイプの値: 収益: 「支出外」、支出: 「支出」、資産: 「支出外」、負
債: 「支出外」、自己資本: 「支出外」。

• メンバーの親を更新または保存するときに、システムはロードされているメンバーに関連付けられた「ソース・プラ
ン・タイプ」が新しい親に対して有効であるかどうかを確認します。メンバーのソース・プラン・タイプが親のメンバー
に対して有効でも、メンバー自身に対して有効でない場合、メンバーは保存されますが、そのソース・プラン・タイプ
は最初の有効なプラン・タイプに対して設定されます。「ソース・プラン・タイプ」が指定されていても親に対して有
効でない場合、レコードは拒否されます。
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表29 勘定科目ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

勘定科目 メンバー名 テキスト。メンバー命名
規則に準拠

なし はい

親 メンバー名 テキスト。メンバー命名
規則に準拠。

なし。既存のメンバー
の名前または空の場
合に、メンバーはディメ
ンション・ルートにある
子として配置されます

いいえ

(ほとんどの「期間」メ
ンバーで指定する必要
あり)

Alias:Alias_Table_Name別名 テキスト。Planningメ
ンバー命名規則およ
び列ヘッダーで指定さ
れた別名表で定義さ
れた別名に準拠しま
す。<なし>は、指定さ
れた表からのメンバー
に対する別名のバイン
ディングを除去します。

なし いいえ

ディメンションで定義
された各別名表の列
ヘッダーが1つ表示さ
れます。デフォルトは
各ディメンションにつ
いて事前定義された
別名表です。

集計に有効 未使用 N/A N/A いいえ

データ・ストレージ データ・ストレージ テキスト: 保管、動的計

算および保管、動的計

算、共有しない、共有、ラ
ベルのみ

親から継承。親がルー
ト・メンバーの場合、デ
フォルトは「共有しな

い」です

いいえ

2パス計算 2パス計算 True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

親から継承 いいえ

説明 説明 テキスト。Planningの
最大文字数制限に準
拠します。<none>は説
明を除去します

なし いいえ

式 式 テキスト。有効な式構
文のEssbase制限に
準拠します。<none>は
式を除去します

なし いいえ

UDA UDA 単一のUDAテキスト
値または引用符で囲
まれ、カンマで区切ら
れたUDAテキスト値
のリスト。存在しない
UDAはディメンショ
ンに追加され、既存の
UDAバインディング

なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

は再指定していない
場合、結果の保存内
容から除去されます。
何も指定していない場
合にはバインディング
をそのまま残します。<
なし>は既存のUDAの
バインディングをすべ
て除去します。

スマート・リスト スマート・リスト テキスト。アプリケー
ション用にすでに定義
されたスマート・リスト
の名前に制限されま
す。データ型がスマー
ト・リストに設定され
ている場合にのみ指
定する必要がありま
す。<none>は既存の
スマート・リスト・バイン
ディングを除去します

なし いいえ

データ型 データ型 テキスト: 未指定、通
貨、通貨以外、パーセ

ンテージ、スマート・リス

ト、日付、テキスト

親から継承。通貨メン
バーがルート・ディメン
ションの下に追加され
る場合

いいえ

操作  テキスト: 更新、レベル

0の削除、子孫(含む)の

削除、子孫の削除

更新 いいえ

勘定科目タイプ 勘定科目タイプ テキスト: 支出、収
益、資産、負債、自己資

本、保存された仮定

親から継承。メンバー
がルート・ディメンショ
ンの下に追加される
場合は、収益。

いいえ

タイム・バランス タイム・バランス テキスト: フ
ロー、最初、残高、平
均、avg_actual、avg_365、入
力

親から継承(勘定科目
タイプに対するデフォ
ルトのタイム・バランス
値: 支出: フロー収益:

フロー、資産: 残高、負
債: 残高、自己資本:

残高)

いいえ

445を使用、544を使
用、554を使用(システ
ム設定に応じて、1つ
の列ヘッダーのみが表

週次配分(アプリケー
ションの「週次配分」
が「均等」に設定され
ている場合、配分オプ

True、Falseまたは整
数: ゼロ以外は真、ゼ
ロは偽

なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

示されます。週次配分
がアプリケーションに
定義されていない場
合、列ヘッダーは表示
されません。)

ションは表示されませ
ん。)

スキップ値  テキスト: なし、欠落、ゼ
ロ、欠落およびゼロ、な
しである必要あり、勘
定科目タイプが支出ま
たは収益の場合

親から継承 いいえ

為替レート・タイプ 為替レート・タイプ テキスト: なし、平均、終
了、履歴(なしは、デー
タ型が通貨に設定さ
れている場合には指
定すべきではありませ
ん。それ以外の場合に
は指定する必要があ
ります。)

親から継承。メンバー
がルート・ディメンショ
ンの下に追加される
場合は、平均。

いいえ

差異レポート 差異レポート テキスト: 支出外、支
出。(勘定科目タイプ
が支出の場合は支

出である必要があり、
その他すべての勘定
科目タイプの場合に
は支出外である必要が
あります。

親から継承。メンバー
がルート・ディメンショ
ンの下に追加される
場合は、支出外。

いいえ

ソース・プラン・タイプ ソース・プラン・タイプ テキスト: プラン・タイ

プアプリケーションで
定義された名前(た
とえば、Plan1また
はPlan2)

Plan1またはアプリ
ケーションで定義され
た最初のプラン・タイ
プの名前

いいえ

プラン・タイプ(Plan1) プラン・タイプ True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

親から継承 いいえ

集約(Plan1) 集約 テキスト:
+、-、*、/、%、~、なし

親から継承。親がルー
ト・メンバーである場
合、デフォルトは+。年
についてのデフォルト
は~(無視)

いいえ

プラン・タイプ(Plan2) プラン・タイプ True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

親から継承 いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

集約(Plan2) 集約 テキスト:
+、-*、/、%、~、なし

親から継承。親がルー
ト・メンバーの場合、デ
フォルトは+。年につい
てはデフォルトは~(無
視)

いいえ

プラン・タイプ(Plan3) プラン・タイプ True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

親から継承 いいえ

集約(Plan3) 集約 テキスト:
+、-*/%、~、なし

親から継承します。親
がルート・メンバーの場
合、デフォルトは+で
す。年の場合、デフォ
ルトは~(無視)です。

いいえ

属性ディメンション名
(このプロパティは疎
の「勘定科目」、「エン
ティティ」またはユー
ザー定義ディメンショ
ンで使用できます)

属性 属性ディメンションで
定義された属性の名
前: 再度指定されない
かぎり、既存の属性バ
インディングはその後
の保存内容で除去さ
れます。指定されたも
のはバインディングを
そのまま残しません。<
なし>はメンバーについ
てすべての既存の属
性バインディングを除
去します。1つの列ヘッ
ダーはディメンションで
定義される各属性ディ
メンションについて表
示します。

なし いいえ

エンティティ・ディメンション・プロパティ
エンティティ、親、別名: デフォルト、別名: T1、集計に有効、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、

データ型、操作、基本通貨、プラン・タイプ(Plan1)、集約(Plan1)、プラン・タイプ、(Plan2)、集約(Plan2)、プラン・タイプ

(Plan3)、集約(Plan3)、AttribDim1、AttribDim2

注意:

• エンティティ: エンティティ情報をロード中です。
• 基本通貨: 複数通貨アプリケーションでのみ表示されます。アプリケーションの定義に従って、ロードされているエ

ンティティの通貨のコードを取得します。
• プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。
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表30 エンティティ・ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列ヘッ
ダー

Planningプロパティ 値 デフォルト

エンティティ メンバー名 テキスト。Planningメンバー
命名規則に準拠。

なし

2パス計算 2パス計算 True、Falseまたは整数: 非
ゼロが真、ゼロが偽(データ
型が動的計算または動的計

算および保管の場合にのみ1
に設定する必要があります)

親から継承

基本通貨 基本通貨 テキスト。アプリケーションに
よりすでに定義済の通貨名
に制限されます

親から継承。メンバーが共有
されている場合、デフォル
トは基本メンバーの通貨で
す。メンバーがルート・ディメ
ンションに追加される場合、
基本通貨はアプリケーション
が作成されたときに定義済
のデフォルト通貨です。

期間ディメンション・プロパティ
期間、親、別名: デフォルト、別名: T1、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、データ型、操作、タイ

プ、開始期間、終了期間、集約(Plan1)、集約(Plan2)、集約(Plan3)

注意:

• 期間については、親はほとんどの更新操作を指定する必要があります。
• タイプ(「基本」または「ロールアップ」など)は既存のメンバー用に変更できません。ロールアップおよび代替メン

バーを追加、更新することはできます。またBegBalanceおよび基本期間も更新できます(たとえば、別名に追加す
るなど)。YearTotal期間の追加または変更はできません。DTS期間タイプは認識されますが、アウトライン・ロー
ド・ユーティリティではサポートされません。DTS情報をロードしようとする場合、ユーティリティはログ・ファイルにエ
ラーを表示します。

• ロールアップ期間タイプについて開始期間と終了期間が有効です。
• プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。
• 期間および勘定科目メンバーに共通したプロパティは、 126ページの勘定科目ディメンション・プロパティを参

照してください。

表31 期間ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

期間 メンバー名 テキスト。期間メン
バー名についての
Planning制限に準
拠。
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

タイプ Planningでは表示さ
れません

テキスト: ベース、ロー
ルアップ、年、代
替、DTS。ユーティリ
ティでロードできるの
はロールアップおよ
び代替期間のみで
す。BegBalanceお
よび基本期間は変更
できます(たとえば、
別名に追加するな
ど)。YearTotalおよび
DTS期間のロードおよ
び変更はできません。

なし はい

開始期間 テキスト(要約期間に
のみ適用可能)

テキスト。アプリケー
ション用にすでに定義
済の期間に制限。

なし はい

終了期間 テキスト(要約期間に
のみ適用可能)

テキスト。アプリケー
ション用にすでに定義
済の期間に制限。

なし はい

ユーザー定義ディメンション・プロパティ
ユーザー定義ディメンション名、親、別名: デフォルト、別名: T1、集計に有効、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、

スマート・リスト、データ型、操作、集約(Plan1)、集約(Plan2)、集約(Plan3)

プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。「ユーザー定義」および「勘定
科目」メンバーに共通するプロパティについては、 126ページの勘定科目ディメンション・プロパティを参照してく
ださい。

表32 ユーザー定義ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

ユーザー定義ディメン

ション名

メンバー名 テキスト。Planningメ
ンバー命名規則に準
拠。ディメンションに追
加されているユーザー
定義メンバーの名前で
す。

なし はい

親 メンバー名またはルー
ト・ディメンション名

テキスト。Planningメ
ンバー命名規則に準
拠。

ルート・ディメンション・
メンバー

はい
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年ディメンション・プロパティ
年、親、別名: デフォルト、別名: T1、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、データ型、操作

注意:

• 年のメンバー名はFYnnの形式にする必要があります。
• 既存の最後の年が入力された年よりも前の場合、その間の年も作成されます。たとえば定義された最後の年が

FY08でFY11を入力した場合、ユーティリティはFY09、FY10およびFY11を作成します。

表33 年ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

年 年メンバー FYnn なし はい

シナリオ・ディメンション・プロパティ
シナリオ、親、別名: デフォルト、別名: T1、集計に有効、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、

データ型、操作、開始年、開始期間、終了年、終了期間、為替表、BegBalを含める、承認を使用可能、集約(Plan1)、集約

(Plan2)、集約(Plan3)

注意:

• 開始年または終了年として年を選択できません。BegBalanceも開始期間または終了期間として選択できませ
ん。

• 指定されない場合、開始年、終了年、開始期間、終了期間はデフォルト値に設定されます(アプリケーションの最
初と最後の年、アプリケーションの最初と最後の基本期間)。

• プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。

表34 シナリオ・ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

シナリオ シナリオ名 テキスト なし はい

開始年  アプリケーションで定
義された最初のFY年
(位置により決定)

アプリケーションにおけ
る最初の年

いいえ

開始期間  最初の基本期間(位
置により決定)

アプリケーションにおけ
る最初の基本期間

いいえ

終了年  アプリケーションで定
義された最後のFY年
(位置により決定)

アプリケーションにおけ
る終了年

いいえ

終了期間  最後の基本期間(位
置により決定)

アプリケーションにおけ
る最後の基本期間

いいえ

為替表  アプリケーションで定
義された為替レート表
の名前。

なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

BegBalを含む  True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

False いいえ

承認を使用可能  True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

False いいえ

バージョン・ディメンション・プロパティ
バージョン、親、別名: デフォルト、別名: T1、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、データ型、操作、

バージョン・タイプ、承認を使用可能、集約(Plan1)、集約(Plan2)、集約(Plan3)

プラン・タイプ名および番号はアプリケーションで定義された内容に応じて決まります。

表35 バージョン・ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

バージョン バージョン名 テキスト なし はい

バージョン・タイプ バージョン・タイプ ボトムアップまたはター

ゲット

ボトムアップ いいえ

承認を使用可能 承認対象に使用可能 True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

False いいえ

通貨ディメンション・プロパティ
通貨、親、別名: デフォルト、別名: T1、データ・ストレージ、2パス計算、説明、式、UDA、スマート・リスト、データ型、操作、記号、

スケール、トライアンギュレーション通貨、レポートの通貨、3桁ごとの区切り文字、小数点、負のスタイル、負数の色

通貨記号が指定されていない場合、ロードされている通貨がPlanningで定義されている場合にデフォルトでISO
記号に設定されます。

表36 通貨ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

通貨 通貨名 テキスト なし はい

記号 記号 テキスト。Planning通
貨記号命名規則に準
拠

ロードされている通貨
がPlanningで定義さ
れている場合、ISO記
号。ロードされている通
貨がPlanningで定義
されていない場合、通
貨名と同じ

いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

スケール スケール 0から9の整数値。0は
1に対応、1は10に対
応、2は100に対応、な
ど

スケーリングなし いいえ

トライアンギュレーショ
ン通貨

トライアンギュレーショ
ン通貨

アプリケーションで定
義された通貨

なし いいえ

レポートの通貨 レポートの通貨 True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

False いいえ

3桁ごとの区切り文字 3桁ごとの区切り文字 デフォルト、なし、カン
マ、ドット、スペース

なし いいえ

小数点 小数点 デフォルト、ドット、カンマ ドット いいえ

負数のスタイル 負数の符号 デフォルト、接頭辞、接尾

辞、括弧

接頭辞 いいえ

負数の色 負数の色 デフォルト、黒、赤 黒 いいえ

属性ディメンション・プロパティ
属性、親、別名: デフォルト、操作

注意:

• 属性および勘定科目メンバーに共通したプロパティは、 126ページの勘定科目ディメンション・プロパティを参
照してください。

• カスタム属性: テキスト、数値、ブール、日付属性について属性ディメンションに属性値をロードできます。プロパ
ティを変更して値を指定しない場合、カスタム属性はアプリケーションで変更されません。カスタム属性を除去す
るには、<none>を値として指定します。値は文字列として渡されます。
○更新: ロードされているメンバーを追加、更新または移動します。
○レベル0の削除: 子がない場合にロードされているメンバーを削除します。
○子孫(含む)の削除: ロードされているメンバーおよび含まれている子孫すべてを削除します。
○子孫の削除: ロードされているメンバーの子孫を削除しますが、メンバー自体は削除しません。

メンバーを削除するときに注意を使用します。これによりメンバー、そのデータおよび関連したプランニング・ユ
ニットが削除されます。

表37 属性ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

属性 属性値名 テキスト。プランニン
グ・メンバー命名規則
に準拠

なし はい
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UDAディメンション・プロパティ
ディメンション、UDA、操作

UDAおよび勘定科目メンバーに共通するプロパティは、 126ページの勘定科目ディメンション・プロパティを参照
してください。

表38 UDAディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

ディメンション UDAが定義されてい
る基本ディメンション
の名前

テキスト、UDAが定義
されるディメンション
の名前; UDAは属性
ディメンションについ
ては定義できません

なし はい

UDA 定義されているUDA テキスト。プランニン
グ・メンバー命名規則
に準拠

なし はい

為替レート・ディメンション・プロパティ
表、説明、通貨へ、通貨から、メソッド、履歴、開始残高、年、期間、平均、終了

表39 為替レート・ディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

表 fxTblId 為替レート表の名前 なし はい

説明 説明 為替レート表の説明 なし いいえ

通貨へ toCur 換算が適用されるア
プリケーションで定義
されている通貨

なし はい

通貨から fromCur 換算が計算されるア
プリケーションで定義
されている通貨

なし はい

操作 N/A 更新(削除の操作は
サポートされていませ
ん: レベル0の削除、子
孫(含む)の削除、子孫

の削除)

更新 いいえ

メソッド メソッド 乗算、除算 乗算 いいえ

履歴 historicalRate 数値 0 いいえ

開始残高 begBalanceRate 数値 0 いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

年 yearId FY08など、アプリケー
ションで定義される年

なし 平均または終了が指
定されている場合、は
い

期間 tpId 1月など、アプリケー
ションで定義されてい
る基本期間

なし 平均または終了が指
定されている場合、は
い

平均 avgVal 数値 なし いいえ

終了 endVal 数値 なし いいえ

プランニング・ユニット階層のディメンション・プロパティ
プライマリ・メンバー、プライマリを使用可能、セカンダリ・ディメンション、セカンダリ親、「相対的な世代」、「自動組込み」、セカン

ダリ・メンバー、「含む」、「所有者」、「確認者」、通知されるユーザー

表40 プランニング・ユニット階層のディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

プライマリ・メンバー プライマリ・ディメン
ション(エンティティ)の
メンバー名。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「プライマ
リおよびサブ階層の選
択」タブの「名前」列に
対応します。

テキスト なし はい

プライマリを使用可能 承認のプライマリ・メン
バーを使用可能にしま
す。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「プライマ
リおよびサブ階層の選
択」タブの「使用可能」
列に対応します。

True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

なし いいえ

セカンダリ・ディメン
ション

プライマリ・メンバーに
関連付けるサブ階層
ディメンションを指定
するディメンション名。

テキスト なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット
階層」ページの「プライ
マリおよびサブ階層の
選択」タブの「ディメン
ション」列に対応しま
す。

セカンダリ親 「相対的な世代」プロ
パティを使用してセカ
ンダリ・メンバーを指定
した場合に参照され
るディメンション・メン
バー名。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット
階層」ページの「プライ
マリおよびサブ階層の
選択」タブの「親メン
バー」列に対応します。

テキスト なし いいえ

相対的な世代 「自動組込み」および
「含む」プロパティに応
じて承認の対象とする
セカンダリ親の子孫を
指定する数値範囲。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット
階層」ページの「プライ
マリおよびサブ階層の
選択」タブの「相対的
な世代」列に対応しま
す。

世代の範囲を指定す
る整数。

たとえば、1-3により世
代{1,2,3}、1,3-5に
より世代
{1,3,4,5}、0-4,7によ
り世代{0,1,2,3,4,7}
が指定されます。レベ
ル0はセカンダリ親の
世代と等価です。レベ
ル1はセカンダリ親の
直属の子の世代と等
価です。その他同様で
す。

なし いいえ

自動組込み 「セカンダリ親」および
「相対的な世代」プロ
パティを使用して指定
した子孫メンバーを承
認対象として使用で
きるようにします。この
設定は、「含む」プロ
パティを使用してメン

True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

バー単位で上書きでき
ます。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「プライマ
リおよびサブ階層の選
択」タブの「自動組込
み」チェック・ボックス
に対応します。

含む 指定したサブ階層メン
バーを承認対象として
使用できるようにしま
す。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「プライマ
リおよびサブ階層の選
択」タブの最も右の列
にあるアイコンをクリッ
クしたときに表示され
る選択したメンバー・
ポップアップ・ウィンド
ウのチェック・ボックス
に対応します。

True、Falseまたは整
数: 非ゼロは真、ゼロ
は偽

True いいえ

セカンダリ・メンバー 承認対象として使用
できるようになったセ
カンダリ・ディメンショ
ン・メンバー名。「含
む」、「所有者」、「確認
者」および「通知され
るユーザー」プロパティ
はこのプロパティに依
存します。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「所有者
の割当て」タブの「名
前」列(セカンダリ親
が指定されている場
所)、および「プライマリ
およびサブ階層の選
択」タブの「選択したメ

テキスト なし 所有者、確認者、通知
されるユーザーの各列
ヘッダーが定義されて
いる場合は、はい
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

ンバー」列に対応しま
す。

所有者 指定したメンバーの所
有者のユーザー名。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「所有者
の割当て」タブの「所
有者」列に対応しま
す。

テキスト なし いいえ

確認者 指定したメンバーの確
認者のカンマ区切りの
リスト。 このプロパティ
は、「プランニング・ユ
ニット階層」ページの
「所有者の割当て」タ
ブの「確認者」列に対
応します。

注：

確認者は、プランニン
グ・ユニットをレビュー
する順序で指定しま
す。リスト内の最初の
確認者が、プランニン
グ・ユニットを処理す
る最初のユーザーで
す。最初のユーザーが
プランニング・ユニット
を移動すると、リスト内
の2番目のユーザーが
プランニング・ユニット
の所有者になり、それ
以降も、作成した確認
者のリストによって順
序が決まります。

テキスト なし いいえ

通知されるユーザー 指定したメンバーの、
通知されるユーザーの
カンマ区切りのリスト。

このプロパティは、「プ
ランニング・ユニット階
層」ページの「所有者

テキスト なし いいえ
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ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

の割当て」タブのユー
ザーに通知列に対応し
ます。

スマート・リストのディメンション・プロパティ

スマート・リスト名、操作、ラベル、表示順、Missingラベル、フォームの設定の使用、エントリID、エントリ名、エントリ・ラベル

表41 スマート・リストのディメンション・プロパティ

ロード・ファイルの列
ヘッダー

Planningプロパティ 値 デフォルト 必須

スマート・リスト名 スマート・リストの名前 テキスト。スマート・リス
ト/列挙の名前

なし はい

操作 操作 テキス
ト。addsmartlist - 新
規スマート・リストを作
成します; addEntry -
スマート・リストにエント
リを追加します

なし はい

ラベル スマート・リストのラベ
ル・フィールド

テキスト。スマート・リス
トのフィールド

空白 いいえ

表示順 表示順 スマート・リストの表示
順の整数またはテキ
スト値: 0またはID - エ
ントリIDの順序; 1また
は名前 - エントリ名別
の順序; 2またはラベル

- エントリ・ラベル別の
順序

ID いいえ

Missingラベル #Missingドロップ・ダ
ウン・ラベル

テキスト。Missingド
ロップ・ダウン・ラベル

LABEL_NONE いいえ

フォームの設定の使用 #Missingフォーム TRUE - フォームの設
定; FALSE - ドロップ・
ダウンの設定

フォームの設定 いいえ

エントリID スマート・リストのエン
トリID

スマート・リストのエン
トリのID

デフォルトのエントリ
ID

いいえ

エントリ名 エントリ名 N/A なし はい

エントリ・ラベル エントリ・ラベル N/A なし はい
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Planningインポートおよびエクスポートの操作
サブトピック
• Planningインポートおよびエクスポートの実行
• ファイルからのメタデータのインポート
• ファイルからのデータのインポート
• ファイルへのメタデータのエクスポート
• ファイルへのデータのエクスポート

コマンドラインを使用せずにインポートとエクスポートの操作を実行するには、Planningインポートおよびエクスポー
トを使用します。管理者は、勘定科目、期間、年、シナリオ、バージョン、通貨、エンティティ、ユーザー定義ディメンショ
ン、属性、UDA、為替レート、スマート・リスト、およびプランニング・ユニット階層のメタデータおよびデータを、フラット・
ファイルからインポートできます。Planningインポートおよびエクスポートを使用して、メタデータおよびデータをフラッ
ト・ファイルにエクスポートすることもできます。

注：

Planningインポートおよびエクスポートで、メタデータまたはデータのリレーショナル・インポートま
たはエクスポートはサポートされません。リレーショナル・データ・ソースからメタデータまたはデー
タをインポートまたはエクスポートする場合には、アウトライン・ロード・ユーティリティを使用しま
す。 89ページのアウトライン・ロード・ユーティリティの操作を参照してください。

Planningインポートおよびエクスポートの実行
Planningインポートおよびエクスポートを使用してデータまたはメタデータをインポートまたはエクスポートするに
は:

1. 情報をロードする前にアプリケーションとアプリケーション・データベースをバックアップします。『Oracle
Enterprise Performance Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

2. オプション:  インポートの場合、コマンド・プロパティ・ファイル(.properties)を作成します。 90ページのコ
マンド・プロパティ・ファイルを参照してください。

3. インポートの場合、ロードする各ディメンションまたはデータ・セットのロード・ファイルを生成しま
す。 91ページのロード・ファイルの生成を参照してください。

4. Planningアプリケーションにログインします。
5. 「管理」、「インポートおよびエクスポート」の順に選択し、次のようにタスクを選択します:

• フラット・ファイルからメタデータをインポートするには、「ファイルからのメタデータのインポート」を選択します。

オプションの詳細は、 143ページのファイルからのメタデータのインポートを参照してください。
• フラット・ファイルからデータをインポートするには、「ファイルからのデータのインポート」を選択します。

オプションの詳細は、 145ページのファイルからのデータのインポートを参照してください。
• メタデータをフラット・ファイルにエクスポートする場合は、ファイルへのメタデータのエクスポートを選択しま

す。

オプションの詳細は、 146ページのファイルへのメタデータのエクスポートを参照してください。
• データをフラット・ファイルにエクスポートする場合は、ファイルへのデータのエクスポートを選択します。
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オプションの詳細は、 147ページのファイルへのデータのエクスポートを参照してください。
6. 「実行」をクリックします。

データまたはメタデータをインポートする場合、バックグラウンドでインポートを実行することもできます。進行状況バー
で「バックグラウンドで実行」をクリックして、バックグラウンド処理を有効にします。

データのエクスポート時に、データのエクスポート時間が3分を超える場合、次のメッセージが表示され、エクスポート
は自動的にバックグラウンドで実行されます:

      “The export has exceeded the maximum configured wait time and will now be
 performed in the background. To check export status, open the Import and Export
 Status page. Note that exported data files should be downloaded and saved because
 they may be periodically removed from temporary locations on the server.”
   

このメッセージが表示されたら、「ステータスの表示」をクリックするか、「ツール」、「インポートとエクスポートのステータ
ス」の順に選択すると、「ステータス」列に「処理」ステータスが表示されます。データのエクスポートが完了すると、「ス
テータス」列には「完了」ステータスが表示されます。「完了」ステータスを選択すると、「ステータスの表示」ウィンドウ
が起動し、緑の矢印が表示されます。緑の矢印をクリックして、エクスポートされたファイルを一時的な場所からダウ
ンロードし、永続的な場所に保存します。一時的な場所にファイルがすでに存在しない場合、次のメッセージが表示
されます:

      “The file that you tried to download no longer exists on the server. Export your
 data again.”
   

注：

メタデータのエクスポート操作は、バックグラウンドで実行できません。

ファイルからのメタデータのインポート
属性、ユーザー定義ディメンション、スマート・リストまたは為替レートをインポートするには、「ディメンション」ドロップダ
ウンで「新しいディメンション」を選択し、「ディメンション・タイプ」でタイプを選択します。

フラット・ファイルからのメタデータのインポートで、次の中からオプションを選択します:

表42 「ファイルからのメタデータのインポート」オプション

オプション 説明

インポートするディメンション ロードされるディメンション。これに属するメンバー・フィール
ドがメタデータ・ファイルのヘッダー・レコードに対応します。
必要に応じて、インポート時に新しいディメンションを作成
できます。

ユーザー定義ディメンション(製品など)は、基本ディメン
ションとともにドロップダウン・リストにリストされます。アプ
リケーションにユーザー定義ディメンションがあり、そのメタ
データをロードする場合、ドロップダウン・リストからユーザー
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オプション 説明
定義ディメンションを選択します。ファイルにユーザー定義
ディメンション、たとえばNewProductなどのメタデータが
含まれており、これがアプリケーション内にまだ存在してい
ない場合、「新しいディメンション」、「ユーザー定義」の順に
選択し、次に「NewProduct」を選択します。Planningイン
ポートおよびエクスポートは、NewProductディメンションを
作成し、そのメタデータをロードします。

インポートするメタデータ・ファイル ヘッダー・レコードとメタデータ・レコードを含むメタデータ・
ロード入力ファイルを指定します。

 98ページのメタデータのロードを参照してください。

セキュリティ・フィルタの作成 キューブ・リフレッシュを実行する際にセキュリティ・フィルタ
を作成します。セキュリティ・フィルタをリフレッシュしない場
合は、このオプションを選択解除します。(このオプションは
ユーザーをアプリケーションにプロビジョニングしません。現
在存在しているユーザーにセキュリティ・フィルタを作成す
るのみです。ユーザーは他の方法でアプリケーションにプロ
ビジョニングする可能性があります。)

データベース・リフレッシュ メタデータのロード後にデータベース・リフレッシュを実行しま
す。

すべてのプランニング・ユニットの削除 プランニング・ユニットをすべて削除するか、プランニング・
ユニットのメンバーが削除される場合にエラーを表示しま
す。開始されたプランニング・ユニットの削除と、ロード・ファ
イルで指定されたディメンションのすべてのメンバーの削
除を有効にする場合は、このオプションと「インポートする
前に、ディメンションからすべてのメンバーを削除してくださ
い」オプションをあわせて選択します。

インポートする前に、ディメンションからすべてのメンバーを
削除してください

ロードを実行する前にロード・ディメンションのすべてのメ
ンバーを削除します。すべてのプランニング・ユニットの削
除も参照してください。ロード・ディメンションのすべてのメ
ンバーを保持する場合は、このオプションをクリアします。

注：

注意して使用してください。このオプションで、属性バイン
ディングと承認状態が削除されます。

ファイル内に指定されていない場合は親のプラン・タイプ
を想定

新規メンバーを追加するときに未指定のプラン・タイプ設
定を親から継承します。メンバーに対してプラン・タイプ設
定の明示的な設定を強制するには、このオプションをクリ
アします。

ロード前にロード・ディメンションをロック ロードする前にロード・ディメンションをロックします。ディメン
ションをロックしない場合は、このオプションをクリアします
(ドライ・ランを実行する場合を除いて推奨されません)。
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オプション 説明

インポート・ファイル内のメンバー順序を使用 UDAを例外として、ロード中にロード・ファイルのメンバーの
順序を維持します。ロード中にロード・ファイルのメンバーの
順序を無視する場合は、このオプションをクリアします。

インポート・ファイルの親子順序のソート UDAを例外として親-子の順序で入力レコードに順序を付
けます。ロード・ファイルと同じ順序で入力レコードをロードす
る場合は、このオプションをクリアします。このオプションを
クリアすると、高速になりメモリー使用量も少なくなります。

ドライ・ラン データまたはメタデータをロードせずにロード・ファイルを解
析することにより「ドライ・ラン」を実行します。データおよび
メタデータのロード中にロード・ファイルを解析する場合は、
このオプションをクリアします。

ファイルからのデータのインポート
データをインポートするには、ロード・ディメンションを「ディメンション」リストで選択する必要があります。

表43 「ファイルからのデータのインポート」のオプション

オプション 説明

データ・インポート・フォーマット データ・インポート・ファイルのフォーマットを選択します:

• Planning - Planningファイル・フォーマット

注：

データをPlanningフォーマットでファイルにエクスポート
する場合、すべてのディメンションが集約ストレージ・アウ
トラインに存在していれば、メモ帳を使用してファイル内
のデータベース名(ASOCubeなど)を変更してから、デー
タ・ファイルを集約ストレージ・アウトラインにインポートで
きます。

• Essbase - Essbaseファイル・フォーマット。

(オンプレミス製品によりエクスポートされます。)これら
のファイルは、セル・リスト・フォーマットまたは列リスト・
フォーマットのいずれかでフォーマットできます。セル・リ
スト・フォーマットは、各レコードに対して単一のセルの値
を指定するのに対し、列リスト・フォーマットは、各レコー
ドに対して複数のセルの値を指定します。たとえば、列
で時間を指定した場合、その列には、1月、2月、3月な
ど、各レコードに12個の値(各月に1つ)が含まれます。
反対に、セル・リストでこれに相当するものには、12個
のレコード(各月に1つ)が含まれます。Essbaseからの
ファイルのエクスポートの詳細は、オンプレミスのOracle
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オプション 説明
Essbase Administration Servicesのオンライン・ヘルプを参
照してください。

インポートするディメンション Planningデータ・インポート・フォーマットの場合、データの
ロード先として、メンバー・フィールドがデータ・ファイルのヘッ
ダー・レコードに対応しているディメンションを選択します。こ
のディメンションは、アプリケーションに存在する必要があ
ります。

プラン・タイプ Essbaseデータ・インポート・フォーマットの場合、データのイ
ンポート先のプラン・タイプを選択します。

インポートするデータ・ファイル ヘッダー・レコードとデータ・レコードを含むデータ・ロード入力
ファイルを指定します。

ドライバ・メンバーの指定 Planningデータ・インポート・フォーマットの場合、インポー
ト・ディメンションに指定されているドライバ・メンバーを入
力します。このフィールドを空のままにして、「データ・ロード管
理」ウィンドウでインポート・メンバーおよびドライバ・メンバー
を指定した場合、これらの設定がインポートに使用されま
す。反対に、ここで入力した値は、「データ・ロード管理」ウィ
ンドウの値を上書きします。

日付フォーマット インポートの日付フォーマットを次の中から選択します:

• MM-DD-YYYY
• DD-MM-YYYY
• YYYY-MM-DD

Essbaseデータのクリア インポートを実行する前に、Essbaseブロックを消去しま
す。 例:

                    

 e2,IDescendants(Account_Total),"FY13,Current,

 BU Version_1,Jan,Local",Plan1

                  

注：

データ値がセル内に存在し、インポートされたデータにその
セルの値がない場合、既存のデータは上書きされません。
既存データを#missing値で上書きするには、先にデータ・
ブロックをクリアし(すべてのセルが#missingとなります)、
データをこれらのセルにインポートする必要があります。

ファイルへのメタデータのエクスポート
ファイルへのメタデータのエクスポートで、次の中からオプションを選択します:
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表44 ファイルへのメタデータのエクスポートのオプション

オプション 説明

ディメンション エクスポートするディメンション

「実行」をクリックすると、ブラウザにより、ファイルを開くかファイルをローカル・コンピュータに保存するよう求められ
ます。

ファイルへのデータのエクスポート
エクスポートされるデータを含むフォームを記述します。フォームの設計中に入力されたプラン・タイプ、行、列および
POVメンバーの情報を入力する必要があります。

「データのファイルへのエクスポート」ウィンドウでカンマ文字を使用してメンバー名を入力する際、二重引用符を使用
してメンバー名を囲みます。複数のメンバー・リスト内の各メンバーを、それぞれの二重引用符のセット内に配置する
必要があります。例:

      "e2,""e,2"""
"Jan,""Feb,2"",Mar"
"FY13,Current,""a,1A"",Local, BU Version_1"
   

ファイルへのデータのエクスポートで、次の中からオプションを選択します:

表45 ファイルへのデータのエクスポートのオプション

オプション 説明

プラン・タイプ フォームの設計中に入力されたプラン・タイプ

行メンバー フォームの設計中に入力された行情報

例: Idescendants(Ent_Total)

列メンバー フォームの設計中に入力された列情報

例: Idescendants(YearTotal)

POVメンバー ページ・ディメンションおよびメンバー情報

例: FY13,Current, BU Version_1,account1,Local

Data Integrator Adapter for Planning
Oracle Data Integrator Adapter for Planningを使用し、Oracle Data Integrator(ODI)によるPlanning
から任意データベースへの接続や統合ができます。このアダプタはOracle Data Integrator Knowledge
Modules(KM)によって、メタデータとデータをPlanningアプリケーションにロードします。ODIの使用の詳細
は、Oracle Hyperion Data Integration Management Adapter for Planningユーザー・ガイドを参照してください。



148 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

DIM Adapter for Planningの使用方法
Oracle Hyperion Data Integration Management Adapter for Planningをインストールして構成した後、ア
ダプタをインストールして構成すると、他のOracle製品のデータを取得して書き込めます。アダプタを構成した後は、
ソースからデータを抽出したり、データをターゲットに書き込んだりする前に、Workflow Managerでアプリケーション
接続を構成する必要があります。Oracle Data Integrator Adapter for Planningオンライン・ヘルプを参照してくださ
い。Oracle Hyperion Data Integration Management Adapter for PlanningはPlanningアプリケーション管
理を使用するPlanningアプリケーションでのみ使用できます。

Essbaseデータのデータ・ロードを使用可能にする
パラメータを指定し、データを直接Essbaseデータベースに直接ロードできるようにします。必要に応じて、ドライバ・
ディメンションの一意の識別子に基づいて親ディメンション・メンバーの子メンバーに詳細をロードする場合、拡張設
定を使用できます。

たとえば、開始日、職階、給与基準および支払タイプとともに勘定科目データを従業員ディメンション・メンバーにロー
ドできます。人事データには新規従業員と既存の従業員のプレースホルダが含まれているため、次のような拡張設
定も設定できます:

• データ・ロード・ディメンションの親: 「新規従業員」、既存の従業員
• 新規従業員の一意の識別子: 「開始日」、「職階」
• 既存の従業員の一意の識別子: 「給与基準」、「支払タイプ」

データ・ロード時に、新規従業員と既存の従業員の子メンバーにデータ更新がないかどうかが評価されます。一意の
識別子である開始日、職階、給与基準および支払タイプにより、既存のデータ・ロード・ディメンション値が更新される
か、新規値が追加されるかが決定されます。つまり、一意の識別子のデータ値が同じ場合はデータが更新され、デー
タ値が異なる場合は次に使用可能な子メンバーが使用されます。

データをロードするためのパラメータを指定するには:
1. 「管理」、「データ・ロードの設定」を選択します。
2. 「データ・ロード・ディメンション」で、アプリケーション用にデータがロードされるディメンション(従業員など)を選択

します。

ディメンションはロードされる情報に対応します。
3.

「ドライバ・ディメンション」で、 をクリックし、データのロード先のディメンションを選択します。

たとえば、データを従業員にロードする場合、ドライバ・ディメンションには勘定科目を使用できます。
4. ドライバ・ディメンションのメンバーを選択します。

たとえば、ドライバ・ディメンションが勘定科目である場合、ドライバ・ディメンション・メンバーには開始日、等級、
職階、給与基準および支払タイプを組み込むことができます。

5. オプション: 拡張設定を使用するには:

a.
「データ・ロード・ディメンションの親」の上にあるをクリックし、行を追加します。

b.
新規フィールドの右側で、 をクリックし、親メンバーを選択します。
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メンバーの選択の詳細は、 209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照してください。
c. 親メンバーの右側にある「ドライバ・ディメンションの一意の識別子」の下で、1つ以上のメンバーを一意の

識別子として選択します。(このフィールドで選択したメンバーは、ページの上部にある選択済ドライバ・ディ
メンション・メンバーのリストに追加されます。)

各親メンバーには、少なくとも1つの一意の識別子メンバーを含める必要があります。これらの識別子メン
バーにより、既存のデータ・ロード・ディメンション値が更新されるか、新規値が追加されるかが決定されま
す。

d. 必要に応じて、 148ページのステップ 5.aから 149ページのステップ 5.cを繰り返し、続けて行を追加
します。

e.
行を複製または削除するには、行の左側にあるチェック・ボックスを選択し、 または をクリックしま
す。一度に複製できるのは1つの選択行のみです。

6. 「保存」をクリックします。

ロードの詳細な手順は、Planningアダプタ・ドキュメンテーションを参照してください。この資料
は 87ページの概要で説明されています。

Administration Servicesからロード
Administration Servicesからロードするには:

1. Administration Services Consoleを開きます。
2. サーバーに接続しユーザー名およびパスワードを入力するための手順については、Essbaseドキュメンテーション

を参照してください。
3. Administration Services Consoleを最小化します。
4. Windows NT Explorerの(「スタート」を開き、「プログラム」からWindows NT Explorer)を開きます。
5. ロードするデータ・ファイルを含むディレクトリを閲覧します。
6. ロードするテキスト・ファイルを選択し、画面の下部にあるWindowsタスクバーの「Administration Services

Console」にドラッグします。
7. Administration Services Consoleウィンドウにファイルをドラッグしながらマウスを維持し、そのあと離しま

す。
8. データ・ファイルをロードするアプリケーションを選択するための手順については、Essbaseドキュメンテーション

を参照してください。
9. データ・ファイルをロードするデータベースを選択します。

データをロードするPlanningアプリケーションでプラン・タイプに対応するデータベースを選択します。

ファイルの例
この例では、実績シナリオと最終バージョンにおける欧州エンティティとGross Sales勘定科目の2008年第1四半
期に対するデータ値をロードします。

欧州     総売上     実績     最終     1月     2008     150

欧州     総売上     実績     最終     2月     2008     110

欧州     総売上    実績     最終     3月     2008     200
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ディメンションがすべての行に同じ値を使用する場合は、次の例のようにページ・ディメンションとしてヘッダーに値を
設定します。

実績     最終

欧州     総売上    1月     2008     150

アジア       純益      2月     2008     150

欧州     純益      2月     2008     110

アジア       総売上     1月     2008     200

Performance Management Architectを使用してのロード
フラット・ファイル、インタフェース表およびデータの同期化など、Performance Management Architect機能を使
用し、データおよびメタデータをロードできます。詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management
Architect管理者ガイド』を参照してください
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6
フォームの管理

この項の内容：
フォームについて ....................................................................................................................  151
単一のフォームの作成 ............................................................................................................  154
複合フォームの作成 ................................................................................................................  170
特定のタイプのフォームの設計 .................................................................................................  179
フォームおよびフォーム・コンポーネントの操作 ..............................................................................  183

フォームについて
サブトピック
• フォーム・コンポーネント
• フォームの設計に関する考慮事項

フォームはデータ入力用のグリッドです。ユーザーのニーズを満たす単一のフォームまたは複合フォームを作成できま
す。複合フォームは単一のフォームで構成されるため、複合フォームを作成する前に単一のフォームを作成する必要
があります。

フォーム・コンポーネント
サブトピック
• 視点
• ページ軸
• 行と列

視点
ページ、行および列のコンテキストを決定するため、視点についてメンバーを選択します。たとえば、「シナリオ」ディメ
ンションが視点で「予算」に設定されている場合、ページ、行、列で入力されたすべてのデータは「予算」シナリオに
入ります。各視点ディメンションについて、1つのメンバーに視点が設定され、ユーザーはこれを変更できません。

フォームを簡単にするには、視点で関係のあるメンバーのみを指定するか、ユーザー変数を含めま
す。 165ページの単一のフォーム・ページと視点の定義と 206ページのユーザー変数の管理を参照してくださ
い。
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ページ軸

ページ軸を使用し、ユーザーがより小さな論理的なビューでデータを操作できるように、様々なディメンションにわたる
メンバーの組合せを指定します。ページ軸の各アイテムは1つまたは複数のディメンションから選択されたメンバーを
持つことができます。ユーザーはアクセスできるメンバーのみを見ます。

複数のページのドロップダウン・リストを指定し、関係機能または属性を使用してメンバーを選択できます。ページ軸
から選択して、メンバー・セット間で切り替えます。

メンバー名または別名をページ軸で表示します。データ入力ページで検索ドロップダウン・リストを使用可能にする
ページ・ディメンションでメンバーの数を指定できます。ディメンションに多くのメンバーが含まれている場合に役に立
ちます。 165ページの単一のフォーム・ページと視点の定義を参照してください。

行と列

行と列は、ユーザーがデータを入力するグリッドを定義します。たとえば、ユニット・セールスを行軸に割り当て、1月を
列軸に割り当てることができます。ユーザーがフォームにアクセスすると、ユニット・セールス行が1月列と交差してい
るセルにデータを入力できます。

デフォルトでは、フォームに1セットの行と列があります。行と列を追加し、メンバーの非対照的な組合せを作成できま
す。 164ページの非対称の行と列の作成を参照してください。

フォームの設計に関する考慮事項
サブトピック
• フォームとプラン・タイプ
• フォームおよびアクセス権限
• フォームと通貨
• フォームとバージョン
• フォームと属性
• フォームと共有メンバー
• フォームと計算

フォームとプラン・タイプ

フォームを作成する際、プラン・タイプにフォームを関連付けます。これによりフォームの有効なメンバーが決まります。
たとえば、フォームを「収益」プラン・タイプに割り当てる場合、「収益」プラン・タイプで有効な勘定科目のみを追加で
きます。入力されたデータは選択されたプラン・タイプのデータベースに保存されます。割り当てた後は、フォームのプ
ラン・タイプを変更することはできません。

ソース・プラン・タイプがフォームのプラン・タイプに一致する場合、フォームの勘定科目を編集できます。勘定科目の
ソース・プラン・タイプ以外のプラン・タイプについてフォームに勘定科目を追加する場合、勘定科目はそのフォーム
では読取り専用となります。
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フォームおよびアクセス権限
フォームへのアクセスを割り当てることで、どのユーザーが設計(たとえば、そのレイアウトと手順)および入力データを
変更できるかを制御します。ユーザーは読取りまたは書込みアクセス権を有しているメンバーのみ選択できます。ユー
ザーがフォームを編集できるのは、安全な各ディメンションのメンバーに少なくとも1つアクセスできる場合のみです。
たとえば、ユーザーが欧州エンティティへの読取り専用のアクセス権を有している場合、欧州を含んでいるフォームの
行と列は読取り専用として表示されます。ユーザーは書込みアクセス権を有しているメンバーのデータのみ変更でき
ます。

フォームと通貨
単一通貨のアプリケーションでは、すべてのエンティティではアプリケーションの作成時に選択された通貨が使用さ
れます。複数通貨のアプリケーションでは、フォームで選択された通貨メンバーによって、値が表示される通貨が判別
されます。通貨メンバー「ローカル」が行または列に選択されると、その行または列について通貨換算は生じず、ユー
ザーはそのネイティブの通貨でエンティティのデータを入力できます。ローカル以外の通貨メンバーが選択されてい
る場合、データ値はその行または列で選択された通貨に換算され、フォームは読取り専用の表示となります。データ
は「通貨」または「ローカル」を選択したメンバーとして持つ行または列に入力できます。 179ページの複数通貨の
フォームの設計を参照してください。

フォームとバージョン
ボトムアップ・バージョンでは、レベル0メンバーを持つ行および列でデータ入力が可能です。親メンバーに設定された
行または列は読取り専用となります。ボトムアップ・バージョンでデータ・エントリを許可するには、さらに視点をレベル
0メンバーに設定する必要もあります。ターゲット・バージョンにより親および子のメンバーでデータ・エントリを許可でき
ます。

フォームと属性
共有された属性を選択し、メンバーを選択できます。たとえば、南の属性を選択し、南の属性を持つメンバーを含める
ことができます。値を入力し、属性を使用する行と列に保存できます。

フォームと共有メンバー
共有されたメンバーを個別には選択できません。そのかわりに、関係機能を使用してメンバーを選択します。たとえ
ば、代替の機能ロールアップを選択し、そのロールアップの下にすべてのメンバーを入力できます。共有されたメン
バーを表示する行と列に値を入力し、データベースの基本メンバーに保存できます。共有されたメンバーはフォームで
同じ内容を基本メンバーとして表示します。

フォームと計算
計算を最適化するには、個別に子を選択するかわりに、関係(「子孫」または「子」)を使用して行メンバーを選択しま
す。個別に選択された子の親について合計を計算するには、階層レベルの数に応じて、複数のパスが必要です。



154 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

単一のフォームの作成
サブトピック
• フォーム・レイアウトの設定
• フォームの精度およびその他オプションの設定
• 非対称の行と列の作成
• 式の行と列の追加
• 単一のフォーム・ページと視点の定義
• フォーム定義のインポート

表46 単一のフォームの作成のチェックリスト

タスク 詳細を知るには

次のようなフォームのレイアウトを設定します:

• フォームの行と列の追加
• 列と行へのディメンションの割当て
• ユーザーが操作するディメンション・メンバーの選択
• フォームのグリッド・プロパティの設定
• ディメンション・プロパティの設定
• 式の行と列の追加
• フォームの表示プロパティの設定
• フォームの印刷オプションの設定
• フォームの検証ルールの追加および更新

 155ページのフォーム・レイアウトの設定を参照してくだ
さい。

ページ軸および視点の定義  165ページの単一のフォーム・ページと視点の定義を参
照してください。

メンバーの選択  209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照
してください。

フォーム精度、コンテキスト・メニューの関連付け、および動
的ユーザー変数を有効にするかどうかの設定

 162ページのフォームの精度およびその他オプションの
設定を参照してください。

ビジネス・ルールの選択およびプロパティの設定  191ページのビジネス・ルールの使用方法を参照してく
ださい。

アクセス権限の定義  51ページの第3章「アクセス権限の設定」を参照してくだ
さい。

式の行と列の設計  179ページの式の行と列を使用したフォームの設計を
参照してください。

データ検証ルールの設計  180ページのデータ検証を使用したフォームの設計を参
照してください。

単一のフォームを作成するには:
1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
2. 「アクション」をクリックし、「単一のフォームの作成」を選択します。
3. 「プロパティ」タブに、フォームの名前を80文字まで、オプションの説明を255文字まで指定します。
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4. フォームに関連付ける「プラン・タイプ」を選択します。 152ページのフォームとプラン・タイプを参照してくださ
い。

5. オプション: フォームの操作方法を指定します。
6. 「次へ」をクリックして、フォームのレイアウトを指定します。 155ページのフォーム・レイアウトの設定を参照し

てください。

複数の単一フォームが同時に表示されるフォームである複合フォームを作成することもできます。 170ページの複
合フォームの作成を参照してください。

フォーム・レイアウトの設定
サブトピック
• フォーム・グリッド・プロパティの設定
• ディメンション・プロパティの設定
• 表示プロパティの設定
• 印刷オプションの設定
• フォームへのデータ検証ルールの組込み

フォームを作成する場合、「レイアウト」タブには最初、1つの行と1つの列が含まれ、すべてのディメンションは視点内
にあります。フォームを作成または編集する場合、必要に応じて、行および列をフォームに追加できます。

行と列のレイアウトを設定する場合:

• 行と列の軸に少なくとも1つのディメンションを割り当てます。
• 複数の軸で同じディメンションは選択できません。(視点でユーザー変数を設定すると、複数の軸でディメンション

を選択できるようになります。)
• 軸のディメンションを別の軸に移動するには、軸のディメンションを選択し、ターゲット軸にドラッグします。
• 「表示プロパティ」を選択します

フォーム・レイアウトを設定または更新するには:
1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2.

オプション: をクリックしてディメンションを選択し、それを「行」または「列」、あるいは行または列内にドラッ
グします。

注：

当初、すべてのディメンションはフォーム視点内にあります。ディメンションは視点から行、列または
ページにドラッグできます。また、グリッド内の任意の領域(行、列、視点またはページ)から他の任意
の領域にドラッグすることもできます。

3. オプション: 別のディメンションを選択し、「行」または「列」、あるいは行または列にドラッグします。
4. 各ディメンションのメンバーを選択します。

 209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照してください。
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5.
オプション: 行または列内のディメンションの順序を変更するには、 をクリックし、「ディメンションを上に移
動」または「ディメンションを下に移動」を選択します。

6. 次の表の情報を使用して、行ヘッダー(1または2など)を選択して行プロパティを設定したり、列ヘッダー(Aまた
はBなど)を選択して列プロパティを設定します(オプションは、「セグメント・プロパティ」の真下にリストされま
す)。

表47 セグメント・プロパティ

オプション 説明

すべての行に適用 設定をすべての行に適用します。2つ以上の行がある場合
に使用できます。行ごとに異なるプロパティを設定する場
合は、このオプションをクリアします。

すべての列に適用 設定をすべての列に適用します。2つ以上の列がある場合
に使用できます。列ごとに異なるプロパティを設定する場
合は、このオプションをクリアします。

非表示 フォーム上の列または行を非表示にします

読取り専用 古い読取り専用のデータと新しい編集可能なデータの比
較ができるように、読取り専用の行または列を作成します

区切り線の表示 セグメントが目視で区別できるように太い枠線を作成しま
す

階層の抑制 インデントを抑制します。

欠落データの抑制 データがない行または列を非表示にします。クリアすると、
データが欠落しているセルには「#MISSING」が付いた行
または列が表示されます。

列幅 • デフォルト: グリッド・レベルで定義された列幅を使用し
ます(「グリッドのプロパティ」の下)

• 小: 小数点以下7桁を表示します。
• 中: 小数点以下10桁を表示します。
• 大: 小数点以下13桁を表示します。
• 適合するようサイズ調整: すべての列ヘッダーを表示さ

れた空間に合わせます。
• カスタム: 小数点以下13桁から999桁を表示するカス

タム・サイズを選択します。

行の高さ • デフォルト: グリッド・レベルで定義された行の高さを使
用します(「グリッドのプロパティ」の下)。

• 中: 標準の行の高さを表示します。
• 適合するようサイズ調整: すべての行ヘッダーを表示さ

れた空間に合せます。
• カスタム: 行の高さのカスタム・サイズをピクセルで選択

します。

7. オプション: 式の行または列を追加します。 164ページの式の行と列の追加を参照してください。
8. オプション: データ検証ルールを追加または更新します。 161ページのフォームへのデータ検証ルールの組込

みを参照してください。
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フォーム・グリッド・プロパティの設定

フォーム・グリッド・プロパティにより、一般的なフォームの行および列の表示を設定します。

フォーム・グリッド・プロパティを設定するには:

1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「グリッドのプロパティ」で、次の表の情報を使用して一般的な行および列プロパティを設定します:

表48 フォーム・グリッド・プロパティ

オプション 説明

欠落ブロックの抑制 (行のみ)90%以上など多くの行を抑制するときに、「欠落
データの抑制」設定のパフォーマンスを向上します。抑制
された行がわずかまたは存在しない場合、「欠落ブロック
の抑制」設定によりパフォーマンスが低下する可能性があ
ります。この設定を使用する前後でフォームをテストし、パ
フォーマンスが向上するかどうかを判定します。さらにアプ
リケーションに大幅な変更を行うときはいつでもフォームを
テストします。

この設定を選択すると、属性はフォームに表示されず、抑
制された特定のブロックは動的計算メンバーを無視する場
合があります。また、行メンバーはインデントして表示されま
せん。

欠落データの抑制 データがない行または列を非表示にします。クリアすると、
データが欠落しているセルには「#MISSING」が付いた行
または列が表示されます。

無効なデータの抑制 無効なデータを含む行または列を非表示にします。選択を
解除すると、無効なデータのあるセルを含む行または列が
表示されます。無効なデータを含むセルは読取り専用で
す。

デフォルトの行の高さ • 中
• 適合するようサイズ調整: すべての行ヘッダーを表示さ

れた空間に合せます
• カスタム: 行の高さのカスタム・サイズをピクセルで選択

します。

デフォルトの列の幅 • 小: 小数点以下7桁を表示
• 中: 小数点以下10桁を表示
• 大: 小数点以下13桁を表示
• 適合するようサイズ調整: すべての列ヘッダーを表示さ

れた空間に合わせます
• カスタム: 小数点以下13桁から999桁を表示するカス

タム・サイズを選択します
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オプション 説明

自動保存の有効化 このオプションを選択すると、簡略化されたインタフェース
内の単一フォームで次の影響があります:

• プランナがセルの外に移動すると、プロンプトまたはメッ
セージが表示されることなく変更が自動的に保存されま
す。セルの値はその親に集約され、影響を受けたセルは
緑の背景で表示されます。

• プランナは、[Ctrl]を押しながら[Z]を押すことでアクショ
ンを連続的に元に戻せます。

自動保存時にフォーム・ルールを実行 自動保存の有効化を選択した場合、このオプションは使
用可能になります。自動保存時にフォーム・ルールを実行を
選択した場合、変更および保存されたセルの値(たとえば
集約された親の値のパーセンテージを計算するメンバー式
を持つ行)に依存して動的に計算されるセルも更新され、
緑の背景で表示されます。

3. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

ディメンション・プロパティの設定
フォームのディメンション表示プロパティを設定および編集できます。このプロパティには、フォームにメンバー名また
は別名を表示するかどうか、行または列を非表示にするかどうか、およびユーザーにメンバー式の表示を許可するか
どうかが含まれます。これらのプロパティは、行、列、ページおよび視点ディメンションに適用されます。

ディメンション・プロパティを設定するには:
1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 視点、ページ、行または列でクリックして、ディメンション・プロパティを設定します。
3. 「ディメンション・プロパティ」を選択します:

表49 ディメンション・プロパティ

プロパティ 説明

すべての行ディメンションに適用 すべての行ディメンションにプロパティを適用します

すべての列ディメンションに適用 すべての列ディメンションにプロパティを適用します

すべてのページ・ディメンションに適用 すべてのページ・ディメンションにプロパティを適用します

すべてのPOVディメンションに適用 すべての視点ディメンションにプロパティを適用します

メンバー名 メンバー名を表示します

別名 メンバーの別名を表示します

メンバー式 メンバー式を表示します

ディメンションの非表示 ディメンションを非表示にします

集計演算子を表示 集計演算子を表示します
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プロパティ 説明

展開開始 行または列でのディメンションにのみ使用でき、このオプ
ションを最初に選択すると、展開されたディメンション・メン
バー・リストが表示されます。

カスタム属性の使用可能 行または列でのディメンションにのみ使用でき、カスタム属
性を使用可能にします。

4. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

表示プロパティの設定
「レイアウト」タブで、フォームの非表示や欠落値を空白で表示など、フォーム表示のオプションを設定および編集で
きます。

勘定科目レベルの注釈を使用可能にもできます。ユーザーは、勘定科目、エンティティ、シナリオおよびバージョン番
号への書込み権限がある場合に、フォームの勘定科目に注釈を追加できます。勘定科目レベルの注釈は、シナリ
オ、バージョンおよびエンティティ・ディメンションの様々な組合せに応じて異なる場合があります。

注意:

• 「勘定科目」ディメンションは、行軸に割り当てる必要があります。
• 「勘定科目」、「エンティティ」、「バージョン」、「シナリオ」のディメンションは、列軸に割り当てることはできません。
• 「エンティティ」ディメンションは、行、ページまたは視点軸に割り当てることができます。
• 「バージョン」と「シナリオ」ディメンションは、ページまたは視点軸に割り当てる必要があります。

表示プロパティを設定するには:
1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「表示プロパティ」を選択し、フォームのオプションを選択します:

表50 表示プロパティ

オプション 説明

フォームを読取り専用にする 複合フォームについては、このオプションを設定できませ
ん。

フォームの非表示 たとえば、複合フォームの一部であるフォームまたはメ
ニューやタスク・リストからアクセスできるフォームを非表示
にします。

欠落値を空白で表示 データが存在しないフォーム・セルを空白のままにしま
す。このオプションを選択しない場合、空のセルでは
「#MISSING」のテキストが表示されます。

勘定科目注釈の使用可能 このオプションは、勘定科目ディメンションが行にある場合
のみ使用可能です。

勘定科目注釈の使用の詳細は、『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』を参照してください。
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オプション 説明

1つのエンティティに複数通貨を許可 アプリケーションが複数の通貨をサポートする場合、基本通
貨に関係なく、エンティティが複数の通貨をサポートするの
を許可します。ユーザーはフォームで表示するセル値の通貨
を選択できます。

一括割当ての使用可能 このオプションを使用するには、ユーザーが「一括割当て」
役割を持っている必要があります。

一括割当ての使用の詳細は、『Oracle Hyperion Planning
ユーザー・ガイド』を参照してください。

グリッド分散の使用可能 グリッド分散の使用の詳細は、『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

セル・レベルのドキュメントの使用可能 (デフォルト)アクセス権限に応じて、ユーザーがフォームの
セルでドキュメントを追加、編集、表示できるようにします。
フォームでドキュメントをユーザーが使用するのを防ぐには、
このオプションをクリアします。

セル・ドキュメントを使用するには、『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』、 51ページの第3章「アクセス権限
の設定」を参照してください。

データのないフォームのメッセージ 使用可能な行のない問合せのためにフォーム行で表示す
るテキストを入力します。デフォルトのテキスト「このフォーム

に有効なデータの行がありません。」を表示するよう、空白を残
します。

3. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

印刷オプションの設定

「レイアウト」タブで、フォーム情報を印刷する際のプリファレンスを設定および編集できます。

印刷オプションを設定するには:

1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「印刷オプション」を選択し、フォーム情報を印刷する際のプリファレンスを設定します:

表51 印刷オプション

オプション 説明

サポート詳細を含める PDFファイルにサポート詳細を追加行として含めます。表
示フォーマットを指定します:

標準順序: 関連付けられたメンバーの後で、「サポート詳
細」ページと同じ順序でサポート詳細を印刷します
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オプション 説明
逆順: 関連付けられたメンバーの前で、サポート詳細を逆の
順序で印刷します。子に関するサポート詳細は親の上に表
示され、兄弟の順序が保たれます

コメントの表示 セルに関連付けられたテキスト・メモを表示します。

データのフォーマット フォームから表示済のデータに数のフォーマット設定を適用
します

属性メンバーの表示 フォームで属性メンバーを選択した場合、PDFファイルで表
示します

精度の適用 フォームの精度設定(必要な小数以下の桁数)をPDFファ
イルで表示されたデータに適用します

通貨コードの表示 フォームが複数の通貨をサポートしている場合、フォームお
よびPDFファイルに通貨コードが表示されます。通貨コード
が表示されるかどうかは、通貨コードがフォームの任意のメ
ンバーに存在するかどうかによって決まります。

通貨コードがフォームに含まれる任意のメンバーに存在する
場合、このチェック・ボックスの選択に関係なく、フォームに
通貨コードが表示されます。通貨コードがフォームのメンバー
に存在しない場合、通貨コードは表示されません。

勘定科目注釈の表示 勘定科目注釈がフォームで使用可能になっている場
合、PDFファイルで勘定科目注釈を表示する選択をしま
す。

 379ページのレポートのカスタマイズで説明されているように、フォームでレポートを作成することもできます。
3. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

フォームへのデータ検証ルールの組込み

「レイアウト」タブで、検証ルールをグリッド、列、行またはセルに対して追加および更新できます。ルールを処理するこ
とで、セルの色の変更、データ入力時の検証メッセージの表示、プランニング・ユニットの移動パスの変更ができま
す。検証ルールはフォームとともに保存されます。

データ検証ルールを追加する前に、ルールが実行する関数について検討し、ルールの範囲をプランすることが重要で
す。検証ルールのプランニングおよび実装に関する詳細とベスト・プラクティスは、 219ページの第8章「データ検
証の管理」を参照してください。

フォームにデータ検証ルールを組み込むには:

1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「検証ルール」を選択してから、次のオプションを選択します:
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注：

表示されるメニュー・オプションはコンテキスト依存であり、ルールがすでに追加されているかどう
か、および前にメニュー・オプションを選択しているかどうかによって異なります。たとえば、ルール
が含まれるセルを右クリックして「検証ルールのコピー」を選択した場合、別のセルを右クリックする
と、「検証ルールの貼付け」メニュー・オプションが表示されます。

表52 「検証ルール」のオプション

オプション 説明

検証ルールの追加/編集 「データ検証ルール・ビルダー」ダイアログ・ボックスの条件
ビルダー領域で既存のルールを追加または編集します。

検証ルールのコピー 貼り付けるために選択したルールを新しい場所にコピーしま
す。

検証ルールの貼付け すでにコピーしたルールを新しい場所に貼り付けます。

このフォームへのアクセス権を持つユーザーについてのみ
検証

現在ログインしているユーザーがフォームへのアクセス権
を持たない場合は、プランニング・ユニットの検証時に、
フォームに関連する検証を実行しません。

既存のブロックがあるページについてのみ検証 有効化されている場合、Planningにより潜在的ブロックが
含まれるページの組合せが自動的に検出され、そのページ
の組合せに対してのみ検証が実行されます。これにはいく
つかの例外があります。ページの組合せに動的計算、動的
計算および保管、ラベルのみ、または子メンバーが1つ含ま
れる保管が含まれる場合、そのページは常にロードされま
す。

ユーザーがアクセス権を持つセルおよびページについての
み検証

有効化されている場合、管理者ではなく現在ログインして
いるユーザーとして検証が行われ、フォーム・メンバーには
ユーザーのセキュリティが適用されます。

3.  219ページのデータ検証ルールの作成および更新に示すように、ルールを作成および検証します。
4. フォームで、フォームの構築を続行するため「次へ」をクリックしてから、フォームを検証および保存します。

フォームの精度およびその他オプションの設定
「その他オプション」で、データ精度を設定し、コンテキスト・メニューをフォームに関連付け、動的ユーザー変数を有効
にします。

様々な勘定科目タイプについて最小値と最大値を適用し、データ精度を制御します。たとえば、長い数の小数部の
桁を切り捨てることができます。

フォームの精度およびその他オプションを設定するには:
1. フォームを開き「その他オプション」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
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2. 「精度」で、「通貨の値」、「通貨以外の値」および「パーセンテージ値」について、セルに表示される小数部の桁
数を設定するオプションを選択します。

短い小数部を持つ数にゼロを追加するには、「最小値」に値を指定します。長い数の小数部を切り捨てるに
は、「最大値」に値を指定します。例:

表53 データ精度の例

値 最小精度 最大精度 表示される値

100 0 任意 100

100 3 3以上の任意の数値か、なし 100.000

100.12345 5以下の任意の数値 なし 100.12345

100.12345 7 なし 100.1234500

100.12345 3以下の任意の数値 3 100.123

100.12345 0 0 100

100.12345 2 4 100.1234

100 2 4 100.00

注意:

• デフォルトで、ここで選択した精度設定は、通貨メンバーの精度設定を上書きします( 348ページの通貨
の作成を参照)。通貨メンバーの精度設定をフォームより優先したい場合は、「通貨メンバーの精度設定の使
用」を選択します。

• 精度設定は値の表示にのみ影響し、より正確である保管された値には影響しません。たとえば、最小精
度を2に設定し、PlanningでQ1からの値100が1、2、3月に分散された場合、選択されていない月セ
ルには33.33と表示されます。選択されたセルには、より正確な値(たとえば33.33333333333333)
が表示されます。保管された値の小数点以下の桁数は有限なため、1、2、3月の値がQ1に集約される
と、33.33333333333333に3がかけられて、Q1をクリックすると、Q1の値に99.99999999999998が表
示されます。

3. ユーザーがフォームをオフラインで処理できる場合、「Smart Viewオプション」で「オフラインの使用可能」を選
択します。

この設定はアプリケーションをオフライン(デフォルト設定)で使用可能にするときに適用します。「管
理」、「アプリケーション」、「プロパティ」を順に選択し、「アプリケーション・プロパティ」タブを選択し
てENABLE_FOR_OFFLINEをFalseに変更します。 33ページのアプリケーションおよびシステム・プロパティの設
定を参照してください。

注：

Smart Viewオプションは、複合フォームでは使用できません。

4. 「コンテキスト・メニュー」で、「使用可能なメニュー」からメニューを選択して「選択したメニュー」に移動し、メ
ニューをフォームに関連付けます:

•
 選択した内容を移動
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•
 すべて移動

•
 選択した内容を削除

•
 すべて削除

5. 複数のメニューを選択した場合、表示する順序を設定するには、次のオプションのいずれかをクリックします:

•
 選択した内容を順序の一番上に移動

•
 選択した内容を順序内で1つ上に移動

•  選択した内容を順序内で1つ下に移動
•

 選択した内容を順序の一番下に移動

複数のメニューは、間に区切りが配置され順番に表示されます。
6. 「動的ユーザー変数の使用可能」を選択し、フォーム内の動的ユーザー変数を使用可能にします(『Oracle

Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照)。
7. 「保存」をクリックします。

非対称の行と列の作成
非対称の行と列には、同じディメンションで選択されたが異なっているメンバー・セットが含まれます。例:

行/列 A: シナリオ = Actual、期間 = Q1

行/列 B: シナリオ = Budget、期間 = Q2, Q3, Q4

非対称の行と列を作成するには:
1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2.

をクリックし、変更するディメンションを選択します。
3.

ディメンション名の右側にある をクリックし、このディメンションに選択したメンバーを変更しま
す。 209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照してください。

4. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

式の行と列の追加
式の行には、フォームの行に適用される式が含まれます。式の列には、フォームの列に適用される式が含まれます。
たとえば、1月の売上(列A)と2月の売上(列B)のパーセンテージ差異を計算する式の列(列D)を作成できます。式の
行または列に定義された式は、行または列のすべてのディメンションに適用されます。既存の式をフォームに定義す
る、または割り当てる場合は、「レイアウト」タブで適切な行または列を選択し、「セグメント・プロパティ」の下の式構
築のオプションを表示します( 427ページの式の作成を参照)。
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ヒント：

空白行を作成するには、他の2つの行間に式の行を追加することを考慮します。空白行は、フォー
ム内で合計と小計を視覚的に区別する際などに役立ちます。

式の行と列を追加するには:

1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「レイアウト」タブで、「行」または「列」を右クリックします。
3. 「式の行の追加」または「式の列の追加」を選択します。
4. 行または列で表示される新しい「式ラベル」をクリックし、式の名前を入力します。
5. 行または列の番号をクリックし、右側の「セグメント・プロパティ」ペインに表示される次のいずれかを指定しま

す:

• 「非表示」を選択すると、行または列を非表示になります

• 「区切り記号の表示」を選択すると、行または列の区切り記号が表示されます

•
「フォームの式を表示」を選択すると、行または列ヘッダーで をクリックしたときに、フォームに式が表示さ
れます。

6. 右側のペインにある「式のデータ型」のディメンションごとに、式の結果のデータ型を選択します。

データ型は、次のとおりです:

• 通貨

• 通貨以外

• パーセンテージ

• スマートリスト

「スマートリスト」を選択する場合、データ型の横にあるドロップダウン・リストから「スマート・リスト」を選択しま
す。

• 日付

• テキスト
7.

「式」フィールドに式の名前を入力して、行または列に使用する式を定義し、 をクリックしま
す。 427ページの式の編集を参照してください。

8. 式にエラーがないことを確認するには、「検証」をクリックします。
9. 「OK」をクリックして式を保存し、「式」ウィンドウを閉じます。

単一のフォーム・ページと視点の定義
ページ軸と視点についてディメンションとメンバーを選択できます。視点ディメンションおよびメンバーは、フォーム・プ
ラン・タイプに対して有効で、かつページ、列または行軸に割り当てられていない必要があります。視点は、データの
交差を定義する固有のディメンション・メンバーを設定します。
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フォームのユーザー変数を設定すると、変数名が「視点」に表示されます。 206ページのユーザー変数の管理を参
照してください。

ページ軸および視点を定義するには:
1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2.

をクリックし、ディメンションを「ページ」にドラッグしてフォーム・ページ軸に追加します。
3.

ページ軸ディメンションごとに をクリックし、メンバーを選択します。 209ページの第7章「メンバー・セレ
クタの使用」を参照してください。

検索オプションを使用可能にするページ・ディメンションでメンバー数を指定できます。「ファイル」、次に「プリ
ファレンス」を選択します。「表示オプション」で「ページ数を超えた場合に検索を許可」に値を入力します。

4. 手順2および3を繰り返し、複数のディメンションをページ軸に割り当てます。

複数のディメンションをページ軸に割り当てると、プランナはデータ入力中にディメンショナリティを選択できま
す。ユーザーは、「表示オプション」を選択して、Planningがページの選択内容を最近使用した選択内容に設定
するかどうかを指定できます。

5. 「ディメンション・プロパティ」で、ページ・ディメンションのオプションを選択または選択解除しま
す。 158ページのディメンション・プロパティの設定を参照してください。

6.
オプション: をクリックし、ディメンションを「視点」にドラッグして、「視点」フォームに追加します。「視点」に
移動するディメンションごとにこのアクションを繰り返します。

7.
「視点」で、ディメンションごとに をクリックし、メンバーを選択します。

オンザフライでまだ存在しないメンバーを作成することもできます。

 209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照してください。
8. 「ディメンション・プロパティ」で、視点ディメンションのオプションを選択または選択解除しま

す。 158ページのディメンション・プロパティの設定を参照してください。
9. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

フォーム定義のインポート
ImportFormDefinitionユーティリティを使用して、データではなく、フォーム定義をテキストベースのファイルから
Planningフォームにインポートします。行、列またはその両方をインポートできます。Planningがインポートするのは、
データを含んでいる行または列のみです。ユーティリティはWindowsシステムで実行する必要があります。

フォーム定義をインポートするには:

1. フォームのインポートを準備します。

 167ページのフォームの準備を参照してください。
2. データ・ファイルを準備します。

 167ページのデータ・ファイルの準備を参照してください。
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3. ユーティリティを実行します。

 166ページのフォーム定義のインポートおよび 169ページのImportFormDefinitionの例を参照してくだ
さい。

フォームの準備
フォーム定義のために行と列をインポートする前に、必要に応じて行、列、ページおよび視点でディメンションを設定
し、フォームを作成します。一般的に、フォームを定義するときに列のレイアウトを定義し、ImportFormDefinitionを
使用して行のみをインポートします。結果のフォームはフォーム定義のような外見になります。

データ・ファイルからインポートされる行は、フォームとインポート・オプションで指定されたメンバーに基づいています。
これでどのデータをインポートするかを決定します。 169ページのImportFormDefinitionの例を参照してくださ
い。

データ・ファイルの準備
ImportFormDefinitionはEssbaseの「列エクスポート・フォーマット」のテキストベースのファイルからデータをイ
ンポートします。ファイル・ディレクトリを直接生成するか、Essbaseにデータをロードする方法がある場合にはデータを
ロードしてファイルを生成できます。

Essbaseを使用してEssbaseの「列エクスポート・フォーマット」ファイルを作成するには、Administration
Services Consoleを使用し、「データベース」、「エクスポート」、「サーバー・ファイル名の指定」、さらに「列フォーマット
でエクスポート」を選択します。さらに「列フォーマットでエクスポート」を選択します。(レベル0データも選択するようお
薦めします。)なお、Essbaseからエクスポートした後でファイルを変更する必要はありません。

ファイルを自分で生成する場合、次に従ってください。

• ファイルの最初の行はデータ・ファイルの列を示します。それはあるディメンションからのメンバーのリストである必
要があります。

• 最初の行の後にある各行には、データが後に続く列を表すディメンション以外の、各ディメンションからのメンバー
が含まれている必要があります。

• メンバー名は二重引用符で括る必要があります。
• 区切り文字はスペースにする必要があります。
• データは二重引用符で囲まないでください。
• 空白のデータ・セルは#MISSINGを含む必要があります。

データ・ファイルのフォーマットではなく、フォームのレイアウトが、結果のフォームが表示される仕方を決定します。し
たがって、同じデータ・ファイルを使用して異なるフォームをロードできます。

フォーム定義のインポート
ImportFormDefinitionユーティリティはplanning1ディレクトリにあります。planning1の完全パスについて
は 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。



168 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

ImportFormDefinitionを起動するには:

1. planning1ディレクトリから次の構文を使用してコマンドを入力します:

ImportFormDefinition[-f:passwordFile]/A:appname /U:username /F:formname /D:filename

[/AR] [/AC] [/SR] [/SC] [/KC] [/KR]

パラメータのリストは、 168ページのImportFormDefinitionユーティリティのパラメータを参照してください。
2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

例:

ImportFormDefinition /A:MyPlan /U:Admin /F: "My Budget" /D:exportfilename /AR /-AC

ファイルのデータ量によっては、フォームの作成に時間がかかる場合があります。

ImportFormDefinitionでPlanningフォームへ定義をインポートし、データ・ファイルにデータがあるすべてのセル
がフォームに表示されるようにします。「#MISSING」が入っているデータ・ファイルのセルについては、行または列が
フォームに追加されません。

注意:

• 行または列のインポートを無効にすると、ImportFormDefinitionはフォームで定義された行または列別に、イン
ポートされたデータをフィルタ処理します。

• ImportFormDefinitionを1回以上実行すると、新しい結果を既存のフォーム定義とマージし、さらにソートも指
定する場合は、新規および既存の行または列をディメンション順別にソートします。

ImportFormDefinitionユーティリティのパラメータ

表54 ImportFormDefinitionユーティリティのパラメータ

設定 目的 必須?

[-f:passwordFile] 暗号化されたパスワードが設定され
ている場合、コマンド・ラインの最初の
パラメータとしてこのオプションを使用
し、passwordFileで指定されたファ
イルのパスと名前でユーティリティを
実行できます。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプト
を抑制を参照してください。

いいえ

/A アプリケーション名。 はい

/U 管理者ユーザー名。 はい

/F フォームの名前。 はい

/D Essbaseの「列エクスポート・フォーマッ
ト」データ・ファイルの名前および場所。
場所は完全パスとファイル名またはオ

はい
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設定 目的 必須?
ペレーティング・システムがファイルの
検索に必要とするフォーマットにできま
す。

/AR データ・ファイルから行を追加します(デ
フォルトで)。/-ARを指定すると無効に
なります。たとえば、Planningで行を
定義し、列定義のみをインポートできま
す。

いいえ

/AC データ・ファイルから列を追加します(デ
フォルトで)。/-ACを指定すると無効な
ります。

いいえ

/KC フォームの列のメンバー選択を保ちま
す(デフォルトで)。/-KCを指定し、列を
クリアします。フォームでは少なくとも1
つの列定義が必要です。列をクリアし
て追加しない場合、フォームは保存さ
れず、エラーが表示されます。

いいえ

/KR フォームで行のメンバー選択を保ちま
す(デフォルトで)。/-KRを指定し、行
のメンバー選択をクリアします。フォー
ムでは少なくとも1つの行定義が必要
です。行をクリアして追加しない場合、
フォームは保存されず、エラーが表示さ
れます。

いいえ

/SR フォームで行をソートします(デフォルト
で)。/-SRを指定して使用不可能にし
ます。

いいえ

/SC フォームで列をソートします(デフォルト
で)。/-SCを指定して使用不可能にし
ます。

いいえ

ImportFormDefinitionの例
フォームの各軸で適切にメンバーを定義し、インポート・オプションを正しく定義します。これはどのデータがインポート
されるかに影響します。

指定された列にデータを含む行のみをインポートするには:

1. Planningで、フォーム列を指定します(たとえば、YearTotalを含めた子孫)。
2. 行にメンバーをインポートするディメンションについて、ディメンション・ルートをフォーム・デザインに追加します。

たとえば、行で勘定科目をロードするには、フォームの行に「勘定科目」ディメンション・ルートを配置します。
3. ImportFormDefinitionを実行するとき、次のオプションを使用します。/AR /-AC
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各ディメンションからのメンバーが、セルを構成する各ディメンションからのメンバーをフォームの列、行、ページおよび
視点のメンバーと一致する場合、勘定科目がデータ・ファイルからロードされます。追加された行はページのメンバー
によりフィルタ処理されます。たとえば、ページにメンバーを配置する場合、それらのメンバーのデータを含む勘定科目
のみがフォームに追加されます。行は視点のメンバーによってフィルタされます。データ・ファイルに2008年の給与勘
定科目のデータが含まれており、視点には2009年のデータしかない場合、給与勘定科目はデータ・ファイルにあって
も行には追加されません。

複合フォームの作成
サブトピック
• 複合フォームのレイアウトの設定
• 複合フォームのセクション・プロパティの設定
• 複合フォームの視点およびページ・ディメンションの設定
• マスター複合フォームの作成
• 複合フォームの埋込みチャート

複合フォームには、様々なプラン・タイプに関連付けられている場合でも、複数のフォームが同時に表示されます。
ユーザーはデータを入力し、合計収益など、上位交差に集約された結果をみることができます。

複合フォームを作成するには:
1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
2. フォームを保管するフォルダを選択します。 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してく

ださい。
3. フォームのリストの上にある「複合フォームの作成」をクリックします。
4. 「プロパティ」タブに、フォームの名前を80文字まで、オプションの説明を255文字まで入力します。
5. オプション: 「フォームの非表示」を選択してフォームを非表示にします。
6. オプション: フォームへの指示を入力します。
7. 複合フォームのレイアウトを設定します。 170ページの複合フォームのレイアウトの設定を参照してください。
8. 複合フォーム・セクションのプロパティを設定します。 173ページの複合フォームのセクション・プロパティの

設定を参照してください。
9. 複合フォームの視点およびページ表示オプションを設定します。 174ページの複合フォームの視点および

ページ・ディメンションの設定を参照してください。
10. 「保存」をクリックして処理を保存して続行するか、「終了」をクリックして処理を保存してフォームを閉じます。

複合フォームのレイアウトの設定
Planningには、アプリケーションに最適なあらゆる複合フォームのレイアウトを作成できるツールが用意されていま
す。複合フォームの各領域はセクションと呼ばれます。最初に、複合フォームのレイアウトを、横に並ぶ2つのセクショ
ンと縦に並ぶ2つのセクションのどちらに分割するかを指定します。また、カスタム・レイアウト・オプションもあります。

複合フォームのレイアウトを設定するには:
1. 複合フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
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2. 「レイアウトの選択」でオプションを選択します:

•

カスタム・レイアウト: 複合フォームのレイアウトを独自に作成します。

注：

「カスタム・レイアウト」オプションは、デフォルトで選択されています。

•

2行レイアウト: 複合データ・フォームを水平線によって分けられた、縦に並ぶ2つのセクションに分割
します。

•

2列レイアウト: 複合フォームを垂直線によって分けられた、横に並ぶ2つのセクションに分割します。

選択したレイアウトが表示されます。
3. 必要に応じて、単一のフォームを追加、再調整または削除します。

 172ページの単一のフォームの複合フォーム・レイアウトへの追加、 172ページのレイアウト内のフォームの
再調整および 173ページの単一のフォームの複合フォームからの削除を参照してください。

4.
オプション: セクションの右上の をクリックして、次に示すそのセクションの追加のレイアウト・オプション
を選択します:

• 水平方向の分割: セクションを、縦に並ぶ複数のセクションに分割します。

• 垂直方向の分割: セクションを、横に並ぶ複数のセクションに分割します。

注：

単一のフォームが含まれる複合フォーム・セクションを分割すると、単一のフォームは元のセクショ
ン内に残ります。たとえば、セクションを垂直方向に分割すると、元のセクションは横に並ぶ2つの
セクションに分割されます。分割されたセクション内の単一のフォームは左側のセクションに含ま
れ、右側のセクションは空になります。

• 削除: 複合フォームからセクションを削除します。

複合フォームからセクションを削除すると、このセクションに含まれる単一のフォームは、複合フォームの他の
セクションに含まれていないかぎり、複合フォームから削除されます。

• フォームの追加: 「フォーム・セレクタ」ダイアログ・ボックスを表示し、そこでレイアウトに追加する追加の
フォームを選択できます。

• タブとしてグループ化: セクション内のフォームをタブとして表示します。

• タブのグループ解除: 「タブとしてグループ化」をクリアします。
5. 「保存」をクリックして、複合フォーム・レイアウトを保存します。
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ヒント：

複合フォーム内から単一のフォームを編集できます。単一のフォームを右クリックし、「フォーム・
デザイナ」を選択します。 186ページのフォームの編集の説明に従ってフォームを編集しま
す。 153ページのフォームおよびアクセス権限の説明に従って、アクセス権限が適用されます。

単一のフォームの複合フォーム・レイアウトへの追加
単一のフォームを複合フォームのセクションへ追加するには、次のいずれかを行います:

• フォームを <フォーム・フォルダ>ペインの「フォーム」から必要なセクションにドラッグします。
•

必要なセクションをクリックして、 を選択し、「フォームの追加」を選択します。「フォーム・セレクタ」ダイアロ
グ・ボックスで、フォームを選択し、「OK」をクリックします。

•
「セクション・プロパティ」を展開し、 をクリックします。「フォーム・セレクタ」ダイアログ・ボックスで、フォームを
選択し、「OK」をクリックします。

単一のフォームを複合フォームに追加する場合、次のことに注意してください:

• 複合フォームに組み込むことができるのは、単一のフォームおよびアドホック・フォームです。
• 実行時に、複合フォームに対して選択した単一のフォームは、各複合フォーム・セクション内で左から右へ、さらに

上から下へ表示されます。
• 「グループ」をタブとして選択する場合、フォームは選択した順番に表示されます。
• 単一のフォームを複合フォームのセクション間にドラッグすることができます。

レイアウト内のフォームの再調整
複合フォーム・レイアウト内の単一のフォームを再調整するには、「セクション・プロパティ」を展開し、フォームを選択し
ます。矢印キーをクリックできます。次を行えます:

• フォームを一番上に移動
• フォームを上に移動
• フォームを下に移動
• フォームを一番下に移動

複合フォーム内から単一のフォームを編集
複合フォームを編集する際に、「レイアウト」タブから単一のフォームを編集できます。このオプションは、アド・ホック・
フォームには使用できません。 153ページのフォームおよびアクセス権限の説明に従って、アクセス権限が適用さ
れます。

複合フォームから単一のフォームを編集するには:
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1. 複合フォーム内で、「レイアウト」タブをクリックします。
2. 単一のフォームを右クリックし、「フォーム・デザイナ」を選択します。
3.  186ページのフォームの編集の説明に従って、単一のフォームを編集します。

単一のフォームの複合フォームからの削除
単一のフォームを複合フォームから削除するには、次のいずれかを行います:

• フォームを右クリックして、「削除」を選択します。
•

「セクション・プロパティ」でフォームを選択し、 をクリックします。
• 「フォーム・セレクタ」ダイアログ・ボックスでフォームの選択を解除し、「OK」をクリックします。

複合フォームのセクション・プロパティの設定
複合フォームの各セクションは、作成時に設定されたプロパティに関連付けられます。これらのプロパティは、複合
フォームの作成後に編集できます。

複合フォームのプロパティを設定するには:
1. 複合フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 「セクション・プロパティ」を展開します。
3. 複合フォームのセクションをクリックし、必要に応じてプロパティを設定します。

表55 複合フォームのセクション・プロパティ

オプション 説明

フォーム セクションに単一のフォームを表示します。選択した各フォームには、次のオプショ
ンを使用できます:

• タブとしてフォームを表示
• フォームの追加
• フォームの削除
• フォーム・ラベルの編集
• 一番上へ移動
• 上へ移動
• 下へ移動
• 一番下へ移動

名前 プレビュー・モード時および実行時にセクションの上部に表示されるセクション名で
す。

を選択して、セクション名のテキストのスタイルおよび色を選択します。

高さ セクションの高さです。選択:
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オプション 説明
• 自動: Planningによって高さが設定されます。
• %(パーセンテージ記号): セクションの高さが複合フォームの高さに対するパーセ

ンテージに設定されます。

幅 セクションの幅です。選択:

• 自動: Planningによって幅が設定されます。
• %(パーセンテージ記号): セクションの幅が複合フォームの幅に対するパーセン

テージに設定されます。

1行当たりのフォーム数 選択:

• 自動: Planningによって数値が設定されます。
• 1から20の数値を選択します。

デフォルトは、1行当たり1つのフォームです。「1列当たりのフォーム数」が「自
動」以外の値に設定されている場合、「1行当たりのフォーム数」は「自動」に設定
されます。

注：

フォームをタブとしてグループ化している場合、このオプションは使用できません。

1列当たりのフォーム数 選択:

• 自動: Planningによって数値が設定されます。
• 1から20の数値を選択します。

デフォルトは、1列当たり1つのフォームです。「1行当たりのフォーム数」が「自
動」以外の値に設定されている場合、「1列当たりのフォーム数」は「自動」に設定
されます。

注：

フォームをタブとしてグループ化している場合、このオプションは使用できません。

すべての共通ディメンションのス
コープをグローバルに設定

複合フォームのすべてのセクションのすべての共通ディメンションをグローバルに
設定し、「グローバル・ディメンション」プロパティの視点とページにグローバル・ディ
メンションのリストを表示します。

複合フォームの視点およびページ・ディメンションの設定
複合フォームの視点およびページ・ディメンションにより、各視点およびページ・ディメンション名を表示する、複合
フォーム内の場所を指定します。複合フォーム内のセクションを選択すると、該当するパネルが表示されます:

• グローバル・レイアウト・ディメンション: 複合フォームの見出しに表示される視点およびページ・ディメンションがリ
ストされます。

「グローバル」として指定できるのは、複合フォームのすべてのセクション内の単一のフォームすべてに共通し、同
じメンバーが含まれるディメンションのみです。
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• 共通のディメンション: 選択した複合フォーム・セクションに含まれる単一のフォームすべてに共通する視点および
ページ・ディメンションがリストされます。

共通ディメンションを表示する、複合フォーム内の場所を指定できます。共通ディメンションの表示オプションは、
次のとおりです:
○ローカル: ディメンション名を単一のフォームの見出しに表示します。
○セクション: セクション名をセクション見出しに表示します。

セクション見出しに表示できるのは、セクション内の単一のフォームすべてに共通し、同じメンバーが含まれる
ディメンションのみです。

○グローバル: ディメンション名を複合フォーム見出しに表示します。

マスター複合フォームの作成
1つのマスター・フォームと複数の単一のフォームを含む複合フォームを設計できます。その場合、マスター・フォームの
メンバーの選択は単一のフォームのメンバーに自動的にフィルタされ、単一のフォームには、マスター・フォームでハイ
ライトされたメンバーに関連する詳細のみが表示されます。

たとえば、ユーザーがフォームで新しいコンピュータのライン・アイテムを調査していて、このライン・アイテムからキャッ
シュ・フローの影響を知りたいとします。このシナリオでは、次のフォームを含む複合フォームを設計できます:

• "New Computers"というマスター・フォームには、次のディメンションおよびメンバーが含まれます:
○エンティティ: MA
○シナリオ: Plan
○バージョン: Working
○通貨: Local
○年: No Year
○期間: Beginning Balance
○資産クラス: Computers
○ライン・アイテム: Base SP1

• 単一のフォームの名前は"Cash Flow Impact"です。

マスター複合フォームで、ユーザーはComputers/Base SP1行をハイライトします。

図1 マスター複合フォーム: "New Computers"

単一のフォーム"Cash Flow Impact"はフィルタされて、マスター複合フォーム"New Computers"でハイライトされ
ているメンバー、Computers、Base SP1、Plan、WorkingおよびMAに関連するデータのみが表示されます。
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図2 単一のフォーム: "Cash Flow Impact"

フォームをマスター複合フォームとして指定するには:

1. 複合フォームを開き「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. フォームを右クリックして「マスター複合フォームとしてタグ付け」を選択します。

はフォームがマスター複合フォームであることを示します。

注：

マスター複合フォームは複合フォーム全体に適用されます。そのため、1つの複合フォームに対し、
そのセクション全体で1つのマスター・フォームしかあり得ません。

マスター複合フォームのデータに関連する単一のフォーム内のデータをフィルタするには、マスター複合フォームを右ク
リックし、「コンテキストの適用」を選択します。

複合フォームの埋込みチャート
管理者はデータをセクション内にチャートで表示するように複合フォームを設計できます。プランナが下線付きのリン
クまたはチャート領域をクリックすると、次のレベルにドリル・ダウンすることもできます。

設計案:

• 上部セクションをチャートとして表示し、下部セクションをグリッドとして表示することで、プランナが下部のグリッド
に入力したデータ(保存された場合)の影響を、上部にチャートとして表示することができます。
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• 同じアドホック・グリッドを2つ含み、1つはグリッドとして表示し、もう1つはチャートとして表示します。次にユーザー
はアドホック操作(「ズーム・イン」、「ピボット」、「選択項目のみ保持」など)をグリッドで実行し、チャートでその変化
を表示できます。

• ダッシュボードを作成します。例:

複合フォームにチャートを埋め込むには:
1. 複合フォームを作成または編集し、「レイアウト」をクリックします。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
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2. 複合フォームのセクションをクリックし、フォームを右クリックします。
3. 「チャートとして表示」を選択します。

「チャートとして表示」と「グリッドとして表示」との間で切り替えることができます。
4. 「チャートのプロパティ」で、チャート・タイプを選択します。

表56 チャート・タイプ

チャート・タイプ 説明

棒 各棒の長さに比例して値を独立変数(時間など)にわたっ
て表します。

水平棒 通常の棒グラフに似ていますが、横向きになっていること
で、従属変数が横軸に表示されます。

折れ線 時間とともにデータ・ポイント(様々な製品ラインの売上げな
ど)が線でつながれて表示されます。

面 折れ線グラフと似ていますが、軸と軸との間の面と線が色
で強調されます。

円 円グラフの各区分は、データ・クラスを全体と関連させて比
例して表します。

散布 各点は、2つの変数に対するデータの分散を表します。

チャート・タイプの選択時のヒントは画面上のテキストを読んでください。
5. 「OK」をクリックします。
6. オプション: チャートが表す値(凡例と呼ばれる)をチャートのどこに表示するのかを設定するには、「オプショ

ン」をクリックしてから「凡例」をクリックし、次のいずれかを選択してから「OK」をクリックします。

• 右: 凡例をチャートの右に表示します(デフォルト)。

• 最下位: 凡例をチャートの下に表示します。

• 左: 凡例をチャートの左に表示します。

• 最上位: 凡例をチャートの上に表示します。
7. オプション: チャートのラベル(メンバー名や別名など)を表示する場所を設定するには、「オプション」で、「ラベ

ル」をクリックし、次のいずれかを選択してから「OK」をクリックします。

• 外側最大: ラベルは棒グラフの上に表示されます。棒グラフ以外では、正の値の場合はデータ・ポイントの上
に、負の値の場合はデータ・ポイントの下にラベルが表示されます。「外側最大」がデフォルトです。

• 中央: ラベルは棒グラフの中央に表示されます。棒グラフ以外では、正の値の場合はデータ・ポイントの上
に、負の値の場合はデータ・ポイントの下にラベルが表示されます。

• 内側最大: ラベルは棒上の上端近くに表示されます。棒グラフ以外では、正の数の場合はデータ・ポイント
の下に、負の数の場合はデータ・ポイントの上にラベルが表示されます。

• 内側最小: ラベルは棒上の内側の下端近くに表示されます。棒グラフ以外では、正の値の場合はデータ・ポ
イントの上に、負の値の場合はデータ・ポイントの下にラベルが表示されます。

• 最大エッジ: ラベルは棒グラフの上に表示されます。棒グラフ以外では、データ・ポイントにラベルが表示さ
れます。
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特定のタイプのフォームの設計
サブトピック
• 複数通貨のフォームの設計
• ドリルスルー情報に使用するフォームの設計
• 式の行と列を使用したフォームの設計
• データ検証を使用したフォームの設計
• グローバル仮定を使用したフォームの設計
• クライアント側の計算で使用するSmart Formの設計
• ローリング予測のフォームの設計

複数通貨のフォームの設計
エンティティの基本通貨以外の通貨でユーザーが作業するのを許可するには、次のタスクを実行します。

• 同じフォームで換算された通貨を比較するには、少なくとも2種類の通貨からメンバーを選択します。
• そのフォームのすべてのメンバーについて通貨を換算するには、「通貨」ディメンションをページ軸に割り当て、レ

ポート通貨をメンバーとして選択します。これでユーザーはページ軸から通貨メンバーを選択し、「通貨の計算」ビジ
ネス・ルールを起動し、その通貨について値を表示できます。

ドリルスルー情報に使用するフォームの設計
FDMEEなどのソースからデータがロードされるメンバーがフォームに含まれている場合、ユーザーはドリルスルーして
セル・データ・ソースの詳細を表示できます。ドリルスルー用のフォームを使用可能にするには、フォームの設計時に次
のタスクを実行します:

• FDMEEにおいて設定タスクを完了し、データまたはメタデータをPlanningにロードします。Oracle Hyperion
Financial Data Quality Management, Enterprise Edition管理者ガイドを参照してください。

• たとえば、 51ページの第3章「アクセス権限の設定」の説明に従って、フォームとメンバーに適切なアクセス権限を
付与します。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Editionから取得され
たすべてのディメンションに対して、ドリルスルーが可能です。ユーザーが書込み権限を持つセル内でドリルスルー
が使用可能になっている場合は、ユーザーがセルを更新する際にドリルスルー・アイコンが継続して表示されます。
ただし、ユーザーがドリルスルーするとき、更新内容はソース・データと連結されません。

• 複数通貨アプリケーションの場合、ソース・システム内のエンティティのすべての通貨をロードできます。為替レート
は、Planning内の為替レート表にロードされ、Planningで通貨換算が行われます。

ドリルスルー情報のあるセルを含んでいるフォームをユーザーが印刷するとき、これらのセルにドリルスルー・アイコン
が表示されます。

式の行と列を使用したフォームの設計
式の行と列には、グリッド・メンバーに対して算術計算を実行する式が含まれます。たとえば、特定の列内の値にラン
クを付けたり、2つの行間の差異を計算できます。式は、グリッド参照、算術演算子および算術関数で構成されます。
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既存の式をフォームに定義する、または割り当てる場合は、「レイアウト」タブで適切な行または列を選択し、「セグメ
ント・プロパティ」の下で選択を行います。

 164ページの式の行と列の追加を参照してください。式の作成および算術関数の使用の詳細
は、 427ページの付録C「フォームの式関数」を参照してください。

データ検証を使用したフォームの設計
ビジネス・ポリシーやビジネス・プラクティスの実装に役立つよう事前定義されたデータ検証ルールが含まれるフォー
ムを設計できます。フォームでは、入力したデータが検証ルールに違反したときに生成されるセルの色やデータ検証
メッセージを指定できます。データ検証ルールは、フォームの一部として保存されます。 161ページのフォームへの
データ検証ルールの組込みおよび 219ページの第8章「データ検証の管理」を参照してください。

グローバル仮定を使用したフォームの設計
フォーム設計者は、通常、減価償却値、税率、単価など、グローバル仮定(「ドライバ」、「ドライバ・データ」とも呼ば
れる)を格納する特定の目的のフォームを作成します。これは、Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management System Lifecycle Managementを使用してフォームのドライバ・データを移行する(たとえばテスト
環境から本番環境に)場合に役立ちます。このようなフォームは、通常は小さく、計算を処理する参照表として使用さ
れます。

単一のフォームの設計時に、テスト環境から本番環境へのグローバル仮定の転送を有効にするには、「レイアウト」タ
ブで、「グリッドのプロパティ」、「グローバル仮定フォーム」の順に選択します。次に、税率などのドライバ・データを保
管するフォームを更新します。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Systemライフサイ
クル管理を使用して移行する際、これにより、タグ付けされたフォームに含まれたドライバ・データを移行できます。グ
ローバル仮定は、複合フォームまたは複数のセグメントを持つフォームとともに使用することはできません。

クライアント側の計算で使用するSmart Formの設計
Smart Formは、Smart Viewでアド・ホック・グリッドを使用して作成します。Smart Formを使用すると、メンバー
をPlanningメタデータに追加せずにクライアント側で実行可能な計算を作成できます。Smart Formは、通常の
Planningフォームと同様に使用できます。Smart Formを使用して作成した計算は、Planningで実行できます。

Smart ViewでのSmart Formの作成の詳細は、Oracle Smart View for Office開発者ガイドを参照してくださ
い。PlanningでのSmart Formの使用方法の詳細は、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してくだ
さい。

ローリング予測のフォームの設計
サブトピック
• ローリング予測について
• ローリング予測の作成
• ローリング予測変数の変更
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ローリング予測について
従来の予測では、予測サイクルは常に会計年度の終わりと関連し、予測期間の月は会計年度の月が進むにつれて
減っていきます。

ローリング予測は、会計年度の終了期間と関係なく継続するという点で、従来の予測とは異なります。ローリング予
測の期間は、ローリング予測用に事前定義されたウィンドウに基づいて進みます。この期間は通常月次または四半
期ごとに定義されます。月次ローリング予測は通常12ヶ月、18ヶ月、または24ヶ月サイクルです。12ヶ月サイクルで
は、12ヶ月の期間が常に月ごとに移動し、毎月の予測は実際の会計年度の終わりと関係なく、次の12ヶ月に対す
るものになります。

たとえば、ある会社の会計カレンダが7月から6月だとします。年度の最初の月(FY11の7月)、会社のプランナは11
年7月から12年6月までの期間の予測シナリオを入力します。次の月(11年8月)に、プランナは12年7月が次の会
計年度(FY12の7月からFY13の6月)に属するにもかかわらず、次の12ヶ月(11年8月から12年7月)に対する数
字を予測シナリオに再度入力します。

次にローリング予測の例を示します。

図3 12か月ごとのローリング予測

図4 四半期ごとのローリング予測

図5 四半期ごとの追跡ローリング予測(累計あり四半期ごとのローリング)
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図6 実績およびプラン年度の追加セグメントがあるローリング予測

ローリング予測の作成

注：

ローリング予測を作成および操作できるのは管理者のみです。これには、フォームの設計時にロー
リング予測オプションを表示する機能、ローリング予測をユーザー・インタフェースから移動する機
能、代替変数を削除または変更する機能が含まれます。

ローリング予測のフォームを設計するには:
1. 新しいフォームを作成します。

 154ページの単一のフォームの作成を参照してください。
2. 「レイアウト」タブで、列軸の「年」および「期間」ディメンションを削除します。
3. 列セグメント・ヘッダーを右クリックして、「ローリング予測設定」を選択します。

「ローリング予測設定」メニュー・オプションは、「年」および「期間」が同じグリッド軸(行または列)である場合に
のみ使用できます。

4. 「ローリング予測設定」ダイアログ・ボックスで、次の情報を入力します。

表57 「ローリング予測設定」のオプション

オプション 説明

接頭辞 これによりローリング予測代替変数が別の代替変数と区別
されます。たとえば、4QRFは予測が第4四半期のローリン
グ予測であることを指定します。

既存の代替変数の再利用 以前に使用したことがある接頭辞を指定する場合は、これ
を選択します。

開始年 ローリング予測が開始する年(例: FY11)。

開始年を入力するか、 をクリックして、「メンバー選
択」ダイアログ・ボックスを開きます。

入力した接頭辞が既存のローリング予測代替変数の接頭
辞に一致する場合に、「既存の代替変数の再利用」を選択
してあると、既存の代替変数の開始年が「開始年」に自動
的に入力されます。

開始期間 ローリング予測が開始する年の期間(例: Q1)。

開始期間を入力するか、 をクリックして、「メンバー選
択」ダイアログ・ボックスを開きます。
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オプション 説明
入力した接頭辞が既存のローリング予測代替変数の接頭
辞に一致する場合に、「既存の代替変数の再利用」を選択
してあると、既存の代替変数の開始期間が「開始期間」に
自動的に入力されます。

期間数 個別のセグメントとして生成される年/期間の組合せの
数。

5. 「生成」をクリックします。

定義済の代替変数が作成され、ローリング予測用の代替変数の組合せを含むフォームで、追加の列セグメント
が作成されます。

注意:

• 代替変数は、開始年および開始期間に選択した期間に基づいています。 216ページのメンバーとしての代替
変数の選択についてを参照してください。

• フォームを設計するとき、「年」と「レベル0」の期間(たとえば、FY12/Jan)が選択されている行または列から「ロー
リング予測設定」ダイアログ・ボックスを開いた場合は、「開始年」と「開始期間」が自動的に入力されます。関数、
変数、またはレベル0でないメンバーを使用して列のメンバーを選択した場合、値は自動的に入力されません。

• ローリング予測変数を別のフォームで再利用するには、新しいフォームの列ヘッダーを右クリックして「メンバー・セ
レクタ」を起動します。

ローリング予測変数の変更
管理者はローリング変数の代替変数をフォームで直接の改訂できます。

フォームでローリング予測変数を変更するには:

1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
2. ローリング予測のフォームを開きます。
3. フォームの任意の列を右クリックして、「ローリング予測変数の設定」を選択します。
4. 「ローリング予測変数の設定」ダイアログ・ボックスで、「年」および「期間」ディメンションの値を入力または編集

します。

「値のシフト基準」の横の選択を変更することで、値を上下にシフトできます。「値のシフト基準」の隣にある選
択肢を変更すると、年ディメンションと期間ディメンションの値は自動的に移入され、シフト後の年と期間の値
が表示されます。

5. 「適用」をクリックします。

新しい値は、これらの代替変数が使用されるすべてのフォームに流れ、そのフォームに変更が反映されます。

フォームおよびフォーム・コンポーネントの操作
サブトピック
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• フォームとフォルダの選択および表示
• フォームのプレビュー
• フォーム定義の印刷
• フォームの検索
• フォームの編集
• フォームの移動、削除および名前変更
• フォーム定義のインポートとエクスポート
• ユーザーが同時に使用できるフォーム数の指定
• グリッド診断の使用
• ビジネス・ルールの使用方法
• Planningオフライン時の考慮事項
• Smart Viewでのセル・フォーマットがPlanningで持続する方法
• 代替変数の操作
• ユーザー変数の操作

フォームとフォルダの選択および表示
これらの手順を使用して、フォーム・フォルダと、フォルダに含まれるフォームを選択して開きます。編集を容易にする
ために、管理者がアド・ホックではないフォームを開き、直接エンド・ユーザー・インタフェースから編集できます。

エンド・ユーザーのインタフェース内からアド・ホック以外のフォームを選択して開くには:
1. データ・フォームを開きます。
2.

ページの上部で、「フォーム・デザイナ」アイコン をクリックします。

フォームが新しいタブに編集モードで開きます。

管理者のインタフェース内からフォームまたはフォーム・フォルダを選択して開くには:
1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
2. 次の手順のいずれかを実行します:

• フォーム・フォルダを開くには、「フォーム・フォルダ」の下からフォーム・フォルダを選択します。
• フォームを開くには、適切なフォーム・フォルダが開かれているときに「フォーム」の下に表示されるリストから

フォームを選択します。

フォーム・フォルダを選択した後、「フォーム・フォルダ」の横にあるボタンを使用して、フォルダの作成、名前変更およ
びアクセス割当てを行います。フォームを表示した後、「フォーム」の上のボタンを使用して、フォームの作成、編集、移
動、削除およびアクセス割当てを行います。フォーム名の横にあるアイコンはフォームのタイプを示します:

•
 単一のフォーム

•
 複合フォーム

•

マスター複合フォーム
•

 アド・ホック・グリッド

アド・ホック・グリッドの設定の詳細は、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。
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フォームのプレビュー
フォームの設計中に、視点、列、行およびページ軸に割り当てられているディメンションをプレビューできます。プレ
ビューでは、メンバー属性、別名および、フォームに関連付けられたデータが表示されますが、新規データは入力でき
ません。

プレビューにより、通常のフォームの設計検証チェックが完了し、フォームに含まれるデータ検証ルールが正しく評価
されたかどうかがチェックされます。フォームを保存するには、データ検証ルールが正しく完了している必要がありま
す。また、データ検証ルールは、フォームの一部として保存されます。変更をフォームに保存しない場合、フォームが最
後に保存された後に行われた検証ルールの変更はすべて失われます。

フォームの設計をプレビューするには:
1. フォームを開き「プレビュー」をクリックします。

フォームが新しいタブに編集モードで開きます。
2. 設計検証チェック中にレポートされた問題を解決します。これには、データ検証ルールに関する問題も含まれま

す。
3. フォームを保存し、更新が保存されたことを確認します。更新には、データ検証ルールの変更も含まれます。

フォーム定義の印刷
管理者は、ディメンション・メンバー、ビジネス・ルール、アクセス権限および他のフォームのコンポーネントについての
情報が記載されているフォーム定義レポートを印刷できます。

さらに、 379ページのレポートのカスタマイズで説明されているように、フォーム定義についてもレポートを作成でき
ます。

フォーム定義レポートを作成および印刷するには:
1. 「ツール」、「レポート」の順に選択します。
2. 「フォーム」を選択します。
3. 「使用可能なフォーム」から「選択したフォーム」に移動することによって、印刷するフォーム定義を選択します:

•
選択した1つ以上のフォームを追加するには、 をクリックします。

•
すべてのフォームを追加するには、 をクリックします。

•
1つ以上のフォームを削除するには、 をクリックします。

•
すべてのフォームを削除するには、 をクリックします。

4. オプション: 「メンバー選択リストを含める」を選択し、レポートに列と行を含みます。
5. オプション: 「ビジネス・ルールを含める」を選択し、関連付けられたビジネス・ルールを含みます。
6. 「レポート作成」をクリックします。

Adobe Acrobatが次のような集計されたレポートを生成します:

• プラン・タイプ
• 説明
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• 列ディメンション、メンバーおよび追加の列の定義
• 行ディメンション、メンバーおよび追加の行の定義
• 「ページと視点」ディメンション
• フォームのアクセス権限
• 関連付けられたビジネス・ルール

7. レポートを印刷するには、Adobeのツールバーで、「ファイル」、「印刷」の順に選択します。

注：

マルチバイト文字がレポートに表示されるようにするには、Oracle Enterprise Performance
Management Systemインストールおよび構成トラブルシューティング・ガイドのマルチバイト文字に
関する項を参照してください。正しい言語のグリフがレポートに反映されるよう表示するには、
フォントをjava.homeディレクトリで使用可能にすることも必要です。Planningディレクトリ
は、EPM_ORACLE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fontsという場所を示します。

フォームの検索
フォームを検索するには:

1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
2. 「検索」で、フォーム名の一部または全体を入力します。

大文字と小文字の区別を無視し、次の一致が検索されます。
3.

をクリックして前方(下方)に検索するかまたは をクリックして後方(上方)に検索します。

フォームの編集
サブトピック
• 単一のフォームの編集
• 複合フォームの編集

単一のフォームと複合フォームの両方のレイアウト、メンバーおよびプロパティを編集できます。たとえば、式の行また
は列を単一のフォームに追加することや、フォームを複合フォームに追加することが可能です。

単一のフォームの編集
単一のフォームを編集するには:

1. フォームを選択して、「編集」をクリックします( 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照して
ください)。

2. 選択:
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a. プロパティ: フォームの名前、説明および指示を編集します。 154ページの単一のフォームの作成を参照
してください。

b. レイアウト: フォームのレイアウトを編集します。 155ページのフォーム・レイアウトの設定を参照してくださ
い。

c. その他オプション: フォームの精度を編集し、フォームに関連付けられているコンテキスト・メニューを変更し
ます。 162ページのフォームの精度およびその他オプションの設定を参照してください。

d. ビジネス・ルール: フォームに関連付けるビジネス・ルールを変更したり、ビジネス・ルールのプロパティを変
更します。 191ページのビジネス・ルールの使用方法を参照してください。

3. 「終了」をクリックして処理を保存し、フォームを閉じます。

複合フォームの編集
複合フォームを編集するには:

1. 次のいずれかのアクションを行います:

•
フォームを選択して「使用状況の表示」アイコン 、「編集」の順にクリックします。

• フォームを選択して、「編集」をクリックします( 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照し
てください)。

注：

複合フォームの編集時に、「組み込まれている1つ以上のフォームが変更されています。共通ディメ
ンションの変更を保存する場合は、複合フォームを保存してください」というメッセージが表示され
た場合は、複合フォームの変更を保存する前に、組み込まれている単一のフォームの共通ディメン
ションの変更内容を確認してください。

2. 選択:

• プロパティ: 複合フォームの名前、説明または指示を編集します。 170ページの複合フォームの作成を参照
してください。

• レイアウト: フォームのレイアウトとプロパティを編集します。 170ページの複合フォームのレイアウトの設
定を参照してください。

• ビジネス・ルール: フォームに関連付けるビジネス・ルールを変更したり、ビジネス・ルールのプロパティを変更
します。 191ページのビジネス・ルールの使用方法を参照してください。

3. 「終了」をクリックして処理を保存し、フォームを閉じます。

フォームの移動、削除および名前変更
フォームを移動、削除および名前変更するには:

1. フォームを選択します。

 184ページのフォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
2. 次のタスクを選択します:
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• フォームを移動するには、「移動」をクリックしてから、宛先フォルダを選択します。

注：

複数のフォームが同じフォルダにある場合、それらを同時に移動できます。

• フォームを削除するには、「削除」をクリックします。
• フォームの名前を変更するには、「名前変更」をクリックしてから、新しい名前を入力します。

3. 「OK」をクリックします。

フォーム定義のインポートとエクスポート
管理者はFormDefUtil.cmd(Windows)またはFormDefUtil.sh(UNIX)を使用し、Planningアプリケーション間
でフォーム定義を移動できます。XMLファイルへまたはXMLファイルから、フォームをインポート、エクスポートできま
す。これは開発からプロダクション環境へ移動する際に便利です。

このユーティリティはコマンド・ライン・インタフェースを使用し、planning1ディレクトリにインストールされま
す。planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。

注：

前のリリースを使用してエクスポートされた複合フォームのXMLファイルは、現在のリリースにイン
ポートできません。該当のPlanningアプリケーションが現在のリリースに移行された後で、XML
ファイルを再抽出する必要があります。ただし、前のリリースを使用してエクスポートされた非複合
フォームのXMLファイルは、現在のリリースにインポートできます。

FormDefUtilユーティリティを起動するには:
1. planning1ディレクトリから、次の構文を使用してコマンドを入力します:

formdefutil[-f:passwordFile]import|exportfilename|formname|-allserver nameuser

nameapplication

パラメータ 目的 必須?

[-f:passwordFile] 暗号化されたパスワードが設定されている場
合、コマンド・ラインの最初のパラメータとしてこ
のオプションを使用し、passwordFileで指定
されたファイルのパスと名前でユーティリティを
実行できます。 48ページのPlanningユーティ
リティでパスワード・プロンプトを抑制を参照し
てください。

いいえ

import|export フォーム定義をインポートまたはエクスポートし
ます。

はい

filename|formname|-all importで使用するときには、フォーム定義を
含むXMLファイルを指定します。exportで

はい。

-allはオプションです。
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パラメータ 目的 必須?
使用するときには、XMLにエクスポートする
フォームを指定します。-allをimportまた
はexportに付けて使用し、現在のアプリケー
ションのすべてのXMLファイルまたはフォーム
定義をインポートまたはエクスポートします。

server name Planningアプリケーションが存在するサーバー
名。

はい

ユーザー名 管理者の名前。 はい

application exportで使用する場合、エクスポートする
フォーム定義を含んでいるPlanningアプリ
ケーションの名前。importで使用する場合、
フォーム定義をインポートするPlanningアプリ
ケーションの名前。

はい

2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

フォームの定義をエクスポートすると、ユーティリティによって現在のディレクトリにXMLファイルが作成され、ログ・
ファイルにエラーが記録されます(ログ・ファイルの場所については、 49ページのEPM Oracleインスタンスについ
てを参照してください)。このユーティリティを任意のディレクトリにコピーし、そこから起動することで、別のディレクトリ
にファイルを保存することができます。

表58 FormDefUtil.cmdコマンドの例

タスク 例

1つのファイルのインポート FormDefUtil.cmd import c:

\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning

\planning1\form1.xml localhost admin APP1

1つのファイルのエクスポート FormDefUtil.cmd export Form1 localhost admin

APP1

すべてのフォーム定義のエクスポート FormDefUtil.cmd export -all localhost admin

APP1

すべてのフォーム定義のインポート FormDefUtil.cmd import -all localhost admin

APP1

注：

EPM_ORACLE_INSTANCEを、システム上のフォーム・ファイルへの絶対パスまたは相対パスに
置き換えます。詳細は、 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。

ユーザーが同時に使用できるフォーム数の指定
ユーザーが一度に複数のフォームを処理できるようにするには、アプリケーションのユーザーごとにキャッシュされる
データ・グリッド数を指定するDATA_GRID_CACHE_SIZEプロパティを更新します。このプロパティはデフォルトで1に
設定されており、各ユーザーが一度に開いてアクティブにできるフォームは1つになっています。
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注意

このプロパティの値を大きくすると、アプリケーション・サーバーの使用メモリーも増加することに注
意してください。たとえば、ユーザーが100人のアプリケーションの場合、アプリケーション・サーバー
はデフォルトで最大100のデータ・グリッドをキャッシュできます。このプロパティが3に設定されて
いる場合、最大300のデータ・グリッドをキャッシュできます。大量のフォームがあるアプリケーション
では、メモリー使用状況への影響が大きくなります。

各ユーザーが同時に処理できるフォーム数を指定するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
2. すべてのPlanningアプリケーションのプロパティを設定するには、「システム・プロパティ」を選択します。
3. 設定を更新します:

• プロパティを追加するには、「追加」をクリックします。空の行に(スペースは使用せず
に)DATA_GRID_CACHE_SIZEを入力します。「プロパティ値」で、ユーザーが一度に開いてアクティブにできる
フォーム数を表す数値を入力します。

• プロパティを変更するには、「プロパティ値」の値を変更します。

• プロパティを削除するには、削除するプロパティの名前を選択して[Delete]キーをクリックします。
4. 「保存」をクリックして、変更を確認します。
5. Planningサーバーを再起動します。

グリッド診断の使用
グリッド診断を使用すると、フォームとアド・ホック・グリッドを開くときに要する時間を確認できます。グラフ形式と表
形式のどちらでロード時間を表示するか、およびどのフォームとグリッドで診断を実行するかを選択できます。パフォー
マンスの低いフォームを識別し、フォームでの設計時の問題に対処できるようになります。

グリッド診断を使用するには:

1. Planningアプリケーションにログインします。
2. 「ツール」、「診断」、「グリッド」の順に選択します。
3. 診断を実行するフォームを選択して、「診断の実行」をクリックします。

フォームとアド・ホック・グリッドのロード時間について、5秒を超えるもの、1秒から5秒の間、および1秒未満の割
合を示す円グラフが、「診断の要約」とに表示されます。

4. 円グラフの一部をクリックすると、特定のロード時間の詳細が「診断の要約」の「表示」領域に表示されます

たとえば、円グラフでロード時間(5秒超)をクリックすると、ロード時間が5秒より長くかかったフォームの詳細が
「表示」領域に表示されます。

5. 表示するロード時間の詳細を選択したら、その情報を「表形式」と「チャート」のどちらの表示形式で公開するか
を選択します。

ロード時間をチャートとして表示する形式を選択した場合は、「面」、「水平棒」、「棒」、「折れ線」のいずれかを選
択します。
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ビジネス・ルールの使用方法
サブトピック
• ビジネス・ルールについて
• ビジネス・ルールの選択
• ビジネス・ルールのプロパティの設定
• 実行時プロンプトについて
• 実行時プロンプトの理解
• 実行時プロンプトと承認セキュリティについて
• 保護された実行時プロンプトの設計
• ユーティリティによるビジネス・ルールの起動
• エラー・メッセージのカスタマイズ

ビジネス・ルールについて
適切なアクセス権があるユーザーは、ビジネス・ルールをPlanningから起動できます。ルールの起動時に、ユーザーに
入力を求めるプロンプトが表示される場合もあります。

最適なパフォーマンスのために、フォームで実行するビジネス・ルールは3分以内に実行するよう設計されています。
実行時間がそれよりも長いビジネス・ルールでは、バッチ処理のスケジュールを作成するか、ピーク以外の時間にビ
ジネス・ルールを実行できます。

詳細:

• ビジネス・ルールの作成および更新については、『Oracle Hyperion Calculation Manager設計者ガイド』を参照し
てください。

• 実行時プロンプトの使用については、 193ページの実行時プロンプトについてを参照してください。

ビジネス・ルールの選択
「ビジネス・ルール」タブで、複数のビジネス・ルールをプラン・タイプ別にフォームに関連付けることができます。ユー
ザーはフォームから関連付けられたビジネス・ルールを起動し、値を計算して割り当てることができます。フォームを開
くまたは保存するときに、フォームに関連付けられた各ビジネス・ルールが自動的に起動するかどうかを設定できま
す。

フォームのビジネス・ルールを選択するには:
1. 次のいずれかのアクションを行います:

• 現在のフォームを更新するには、「ビジネス・ルール」をクリックします。
• 編集するフォームを開くには、「編集」、「ビジネス・ルール」の順に選択します。

2. 「プラン・タイプ」ドロップダウン・メニューから、プラン・タイプを選択します。
3. 「ビジネス・ルール」リストから、フォームに関連付けるビジネス・ルールを選択し、「選択したビジネス・ルール」に

移動します。 209ページの第7章「メンバー・セレクタの使用」を参照してください。

デフォルトでは、「フォームの計算」および「通貨の計算」のビジネス・ルールが選択されます。「フォームの計算」
はフォームが小計を計算するために自動的に作成されます。「通貨の計算」は、複数の通貨を行、列またはペー
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ジに含むフォームが、使用できる通貨間で値の換算ができるよう作成されます。カスタマイズされた計算スクリ
プトを使用して通貨換算すると、「通貨の計算」をクリアできます。「フォームの計算」を選択解除することで、プ
ランナがフォーム上でデータを計算するのを防げます。

4. 選択したビジネス・ルールの順序(ルールが表示および起動される順序)を変更するには、「選択したビジネス・
ルール」でビジネス・ルールを選択し、上矢印または下矢印をクリックしてリスト内で上下に移動します。選択し
たビジネス・ルールの順序(ルールが表示および起動される順序)を変更するには、{1}「選択したビジネス・ルー
ル」{2}でビジネス・ルールを選択し、上矢印または下矢印をクリックしてリスト内で上下に移動します。リストの
先頭にあるルールが最初に表示および起動されます。リストの末尾にあるルールは最後に表示および起動され
ます。

ビジネス・ルールを起動する順序は重要であり、データに影響する場合があります。たとえば、小計を出す前にま
ず通貨を換算することが重要です。

5. ビジネス・ルールのプロパティを設定するには、「プロパティ」をクリックします。 192ページのビジネス・ルール
のプロパティの設定を参照してください。

6. 「保存」をクリックして処理を保存し、フォームの作成または編集を続行します。または、「終了」をクリックして処
理を保存し、フォームを閉じます。

注：

複合フォームに対してビジネス・ルールを選択する場合、含まれるフォームのどのビジネス・ルー
ルを複合フォームで実行するかを選択できます。複合フォーム自体に対して選択しないかぎり、含
まれるフォームのビジネス・ルールは実行されません。たとえば、"Total Expense Impact"とい
う名前の含まれるフォームに関連付けられたすべてのビジネス・ルールを実行するには、"Total
Expense Impactのビジネス・ルール"を選択します。

ビジネス・ルールのプロパティの設定
ユーザーがフォームを開くまたは保存するときに、フォームに関連付けられたビジネス・ルールが自動的に起動するか
を指定できます。ビジネス・ルールに実行時プロンプトがある場合、実行時プロンプトのデフォルト・メンバーを、ページ
軸と視点軸で選択されたメンバーに一致させるかどうかを設定できます。

ビジネス・ルールのプロパティを設定するには:
1. 次のいずれかのアクションを行います:

• 現在のフォームを更新するには、「ビジネス・ルール」をクリックします。
• 編集するフォームを開くには、「編集」、「ビジネス・ルール」の順に選択します。

2. 「ビジネス・ルール」タブをクリックします。
3. ビジネス・ルールの横にある「ロード時に実行」を選択し、フォームを開くときに自動的に起動するようにします。

実行時プロンプトがあるビジネス・ルールはロード時に起動できません。
4. ビジネス・ルールの横にある「保存時に実行」を選択し、フォームを保存するときに自動的に起動するようにしま

す。

「保存時に実行」と設定されたビジネスに実行時プロンプトが含まれる場合、フォームが保存される前に、実行
時プロンプト値を入力するよう求められます。

5. オプション: ビジネス・ルールに実行時プロンプトがある場合、実行時プロンプト・ウィンドウのデフォルトのメン
バー選択を、開いているフォームのページ軸と視点軸の現在のメンバーに一致させるには、「フォームのメンバー
を使用」を選択します。
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このオプションが他の設定や条件のもとでどのように作用するかを知るには、 193ページの実行時プロンプ
トの理解を参照してください。

6. オプション: 実行時プロンプトの値をユーザーに非表示にするには、「プロンプトの非表示」を選択します。これに
より自動的に「フォームのメンバーを使用」が選択されます。

フォームを保存した後、次回このページに戻ると、「フォームのメンバーを使用」が選択したとおりに表示されま
す。

次の場合に実行時プロンプトを非表示にできます:

• すべての実行時プロンプト・メンバーの値が入力されている場合(該当するディメンション・メンバーがフォー
ムの「ページ/視点」から読み取られます)

• 実行時プロンプトではディメンションは繰り返されません
7. 「OK」をクリックします。

実行時プロンプトについて
起動時にビジネス・ルールは、メンバー、テキスト、日付または数字としての変数についてユーザーにプロンプト表示し
ます。プロンプトは特定である必要があり、どのようなタイプのデータが予期されるかをユーザーに示します。例:

• 月を選択します。
• 四半期ごとの予想顧客数を入力します。
• 翌月に予測される収益変化のパーセンテージは何ですか?

Calculation Managerで、ビジネス・ルールにオプション「動的メンバーの作成」が選択されていて、親メンバーが動
的な子を追加できるようになっている場合( 331ページの動的メンバーについてを参照)、ユーザーは実行時プロン
プトで名前を入力して新規メンバーを作成できます。

実行時プロンプトを使用してビジネス・ルールを起動するときに、Planningは入力された値を検証しますが、ビジネ
ス・ルールは検証しません。実行時プロンプトでデフォルトのメンバー選択を設定するには、 192ページのビジネ
ス・ルールのプロパティの設定を参照してください。他の設定と条件がどのように実行時プロンプトに影響するかを
理解するには、 193ページの実行時プロンプトの理解を参照してください。

デフォルトでは、アプリケーション内の処理された実行時プロンプトはデータベースに保存され、ジョブ・コンソール
から表示できます(「ツール」の後に「ジョブ・コンソール」を選択します)。多くのユーザーが実行時プロンプトを使用
してビジネス・ルールを実行している場合、これらの値の追跡にはかなりのシステム・リソースが必要となります。パ
フォーマンスを改善するには、この機能をオフにし、Planningが実行時プロンプトの値をキャプチャしないようにし
ます。これを実行するには、CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLEプロパティをプロパティ表に追加し、プロパティ値
を「FALSE」にします(もう一度オンにするには、値を「TRUE」に変更します)。 33ページのアプリケーションおよびシス
テム・プロパティの設定を参照してください。

実行時プロンプトの理解
実行時プロンプトの表示および値は次のような点に影響されます。
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• 設計時に、ルールまたはルールセットのレベルで「オーバーライド値として使用」プロパティが設定されているかどう
か

• フォームのページ/視点に有効なメンバーがいるかどうかおよび「ビジネス・ルール・プロパティ」タブで「フォームの
メンバーを使用」と「プロンプトの非表示」オプションが選択されているかどうか( 192ページのビジネス・ルール
のプロパティの設定を参照してください)

• 「実行時プロンプト」オプションをフォームの設計中に設定するかどうか、実行時プロンプトの設計時に設定する
かどうか(『Oracle Hyperion Calculation Manager設計者ガイド』を参照)

• 前回の値を使用プロパティをビジネス・ルールの設計時に設定するかどうか
• Calculation Managerで、ビジネス・ルールにオプション「動的メンバーの作成」が選択されていて、親メンバー

が動的な子を追加できるようになっているかどうか( 331ページの動的メンバーについてを参照)。なっている場
合、ユーザーは実行時プロンプトで名前を入力して新規メンバーを作成できます。

原則:

1. 「オーバーライド値として使用」プロパティが設計時にルールまたはルールセットのレベルで設定されている場合
には、ページ/視点のメンバーの値や前回保存された値より、ルールまたはルールセットのレベルで上書きされ
る値が優先されます。これは、ルールの起動方法(フォームからか、「ツール」の「Business Rules」メニューから
か)とは無関係に、また設計中に実行時プロンプトが非表示かどうかにも関係なく発生します。「値の上書き」は
Planningユーザー変数として設定できます。その場合、ルールは変数の現在値を使用して起動されます。

2. フォームから起動するときに、「フォームのメンバーを使用」オプションを選択すると、設計中に実行時プロンプト
が非表示かどうかに関係なく、前回保存された値よりページ/視点のメンバーの値が優先されます。非表示の実
行時プロンプトをユーザーに表示せずにビジネス・ルールが実行され、実行時プロンプトの値がページ/視点メン
バーからとられます。

複合フォームに関連付けられたビジネス・ルールが保存時にまたは左側のペインから起動される場合またはビ
ジネス・ルールが「ツール」から、そしてそのあと「ビジネス・ルール」メニューから起動するときには、これは該当し
ません。これらの場合、「フォームのメンバーを使用」設定が無視され、非表示の実行時プロンプトに設計時の値
が与えられ、前回保存された値が優先されます。

3. 前回の値を使用オプションを設計時に実行時プロンプトで選択する場合および次の条件のどれかが該当する
場合:
• フォームでメンバーを使用は選択されません
• 実行時プロンプトは、「ツール」、次に「ビジネス・ルール」メニューから起動されます
• 値をコンテキストから事前に入力できません

実行時プロンプト値の優先度は次によって決定されます:
a. 前回保存された値が優先されます。
b. ルールセットが起動する場合、設計時にルールセットのレベルで上書きされた値が使用されます。
c. ビジネス・ルールが起動する場合、設計時にルール・レベルで上書きされた値が使用されます。ルール・レベ

ルで上書きされない場合、設計時の実行時プロンプト値が使用されます。

設計時に非表示の実行時プロンプトは前回保存された値を絶対に使用しません。これらの場合、前回の値を使
用設定は無視されます。

4. 「フォームのメンバーを使用」および「プロンプトの非表示」オプションは「メンバー」および「ディメンション間」
実行時プロンプト・タイプのみに適用されます(ディメンション間実行時プロンプト・タイプを使用できるの
は、Calculation Managerで作成されたビジネス・ルールのみです)。
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「オーバーライド値として使用」プロパティが設定されているとき、設計時にルールまたはルールセットのレベルで
設定された値は、「プロンプトの非表示」の動作に影響します。

5. ディメンション間実行時プロンプトの場合: 実行時プロンプトのすべてのプロンプトを「値の上書き」またはペー
ジ/視点から事前に入力可能でないかぎり、実行時プロンプトは非表示になりません。実行時プロンプトは、「値
の上書き」またはページ/視点から事前に入力された一部の値および原則1、2および3に応じて入力された他の
値とともに表示されます。

この表は、次の設定と条件における実行時プロンプトの結果を説明しています。

表59 メンバーの可用性と他の設定が実行時プロンプトにもたらす影響

「値の上書き」とペー
ジ/視点のメンバーを
使用できるかどうか

「フォームのメンバー
を使用」オプションが
選択されます

実行時プロンプトの非
表示プロパティが実行
時プロンプト設計中に
設定されます

「プロンプトの非表
示」オプションがフォー
ムで選択されます

実行時プロンプトでの
結果

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、またはメン
バーがページ/視点で
実行時プロンプトの値
として使用可能。

はい はい 「はい」または「いい
え」

設定は無視されます

ビジネス・ルールは実
行時プロンプトをユー
ザーに表示せずに実
行されます。そのかわ
り、実行時プロンプトの
値は「値の上書き」ま
たはページ/視点メン
バーからとられます。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、またはメン
バーがページ/視点で
実行時プロンプトの値
として使用可能。

はい いいえ はい すべての実行時プロン
プトが「値の上書き」ま
たはページ/視点コン
テキストから事前に入
力可能で、制限範囲
内で有効な場合、実行
時プロンプトは表示さ
れません。ただし、実行
時プロンプト値が1つ
でも「値の上書き」ま
たはページ/視点コン
テキストから事前に入
力できなければ、すべ
ての実行時プロンプト
が、どこでも事前に入
力された値とともに表
示されます。その他は
すべて原則1および3
に従います。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、またはメン

はい いいえ いいえ 実行時プロンプト
は「値の上書き」また
はページ/視点から事
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「値の上書き」とペー
ジ/視点のメンバーを
使用できるかどうか

「フォームのメンバー
を使用」オプションが
選択されます

実行時プロンプトの非
表示プロパティが実行
時プロンプト設計中に
設定されます

「プロンプトの非表
示」オプションがフォー
ムで選択されます

実行時プロンプトでの
結果

バーがページ/視点で
実行時プロンプトの値
として使用可能。

前に入力された値とと
もに表示されます。

「オーバーライド値とし
て使用」が未設定で、
メンバーがページ/視
点で実行時プロンプト
の値として使用不可。

はい はい 「はい」または「いい
え」

設定は無視されます

ビジネス・ルールは、原
則3に従って事前に入
力された値とともに実
行時プロンプトをユー
ザーに表示します。

たとえば、実行時プロ
ンプトのディメンション
は行または列にあるた
めフォームのコンテキ
ストを渡すことはでき
ません。このため「プロ
ンプトの非表示」設定
は無視され、実行時プ
ロンプトが表示されま
す。

「オーバーライド値とし
て使用」が未設定で、
メンバーがページ/視
点で実行時プロンプト
の値として使用不可。

はい いいえ はい 実行時プロンプトは、
原理3に従って事前に
入力された値とともに
ユーザーに表示されま
す。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、かつメンバー
がページ/視点で実行
時プロンプトの値とし
て使用不可。

はい いいえ いいえ すべての実行時プロン
プトが「値の上書き」か
ら事前に入力可能で、
制限範囲内で有効な
場合、実行時プロンプ
トは表示されません。
ただし、実行時プロン
プト値が1つでも「値の
上書き」から事前に入
力できなければ、すべ
ての実行時プロンプト
が、どこでも事前に入
力された値とともに表
示されます。その他は
すべて原則1および3
に従います。
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「値の上書き」とペー
ジ/視点のメンバーを
使用できるかどうか

「フォームのメンバー
を使用」オプションが
選択されます

実行時プロンプトの非
表示プロパティが実行
時プロンプト設計中に
設定されます

「プロンプトの非表
示」オプションがフォー
ムで選択されます

実行時プロンプトでの
結果

「オーバーライド値とし
て使用」が未設定で、
メンバーがページ/視
点で実行時プロンプト
の値として使用不可。

はい いいえ いいえ 実行時プロンプトは、
原理3に従って事前に
入力された値とともに
ユーザーに表示されま
す。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、かつメンバー
がページ/視点で実行
時プロンプトの値とし
て使用不可。

はい いいえ いいえ 実行時プロンプトは、
原理1および3に従っ
て事前に入力された
値とともにユーザーに
表示されます。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、またはメン
バーがページ/視点で
実行時プロンプトの値
として使用可能。

いいえ はい 使用不可能 ビジネス・ルールは実
行時プロンプトをユー
ザーに表示せずに実
行されます。そのかわ
りに、設計時の値が使
用されます。

「オーバーライド値と
して使用」が設定さ
れ、「値の上書き」を使
用できる、またはメン
バーがページ/視点で
実行時プロンプトの値
として使用可能。

いいえ いいえ 使用不可能 実行時プロンプトは、
原理3に従って事前に
入力された値とともに
ユーザーに表示されま
す。

「オーバーライド値とし
て使用」が未設定で、
メンバーがページ/視
点で実行時プロンプト
の値として使用不可。

いいえ はい 使用不可能 ビジネス・ルールは実
行時プロンプトをユー
ザーに表示せずに実
行されます。そのかわ
りに、設計時の値が使
用されます。

「オーバーライド値とし
て使用」が未設定で、
メンバーがページ/視
点で実行時プロンプト
の値として使用不可。

いいえ いいえ 使用不可能 実行時プロンプトは、
原理3に従って事前に
入力された値とともに
ユーザーに表示されま
す。

非表示の実行時プロンプト値が明瞭でない場合、次に注意してください。
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• フォームのコンテキストを渡すことができない場合(たとえば、ディメンションは行または列にあるため)、非表示の
実行時プロンプトが表示されます。

• 実行時プロンプトが非表示のディメンション間タイプで、「値の上書き」またはコンテキストから一部のプロンプト
を渡すことができない場合、実行時プロンプトは、「値の上書き」またはコンテキスト値および設計時の値から値が
事前入力された状態で表示されます。たとえば、「ディメンション間」に「期間」、「エンティティ」および「シナリオ」
の実行時プロンプトがあり、「エンティティ」が行で定義されていてシナリオに「値の上書き」が設定されている場
合、実行時プロンプトには上書きシナリオ、エンティティの設計時値、ページ期間が順に表示されます。

• 「値の上書き」が存在するか、実行時プロンプト値でコンテキストを渡すことが可能でもそれが制限範囲外の場
合、実行時プロンプトは事前に入力されたコンテキスト値で表示されます。

• 「メンバー」のタイプと「ディメンション」のタイプの組合せの実行時プロンプトが1つ以上ある場合、実行時プロン
プトは「値の上書き」、または事前に入力されたコンテキスト値とともに表示されます。たとえば、「エンティティ」
ディメンションのメンバー・タイプの実行時プロンプトと、「エンティティ」ディメンションの1つのプロンプトをともな
う「ディメンション間」タイプの実行時プロンプトがある場合、両方の実行時プロンプトが表示されます。このルー
ルはCalculation Managerのルールセットには適用されません。

• 「ツール」から、そしてそのあと「ビジネス・ルール」メニューから起動するときは、実行時プロンプトは非表示となり、
設計時の値(ルールまたはルールセットのレベルで上書きされた)を使用してビジネス・ルールを起動します。与え
られた設計時の値が制限範囲外の場合、実行時プロンプトが事前に入力された設計時の値とともに表示されま
す。

• 設計中に非表示となる実行時変数は前回保存された値を決して使用しません。前回の値を使用プロパティは無
視され、その値はデータベースに保存されません。

実行時プロンプトと承認セキュリティについて

管理者はメンバーの承認セキュリティを保持する実行時プロンプトを設計できます。そうすることで、承認ルールに
従い、プランナがアクセス権のないプランニング・ユニットのデータを変更することを防ぎます。たとえば、管理者は
プランナに関連プランニング・ユニットの移行処理後にデータを変更させたくない場合があります。Calculation
Managerで、管理者は次の実行時セキュリティをメンバーに対して設定できます。

• 承認: これらの条件がどちらもTRUEの場合、Planningにより、ユーザーがメンバー・データを変更できます。

○ユーザーにメンバーへの書込みアクセス権がある(Planningで割当て済)。

○メンバーがプランニング・ユニットに属している場合、ユーザーがプランニング・ユニットを所有している。

両方の条件が満たされない場合、ユーザーはメンバーのデータを変更できません。

• 書込み: メンバーへの書込みアクセス権があり(Planningで割当て済)、ビジネス・ルールを起動するユーザーはそ
のデータを変更できます。メンバーの承認ステータスは無視されます。

• 読取り: メンバーへの読取りアクセス権があり(Planningで割当て済)、ビジネス・ルールを起動するユーザーはそ
のデータを変更できます。承認ステータスは無視されます。

• デフォルトの使用: メンバーのアクセス権が「なし」に設定されていない場合(つまり、読取りまたは書込みのいず
れか)、セキュリティは実行時プロンプトにのみ適用されます。

ビジネス・ルールが以前のリリースから移行されるとき、この設定であると仮定されます。

 199ページの保護された実行時プロンプトの設計を参照してください。
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保護された実行時プロンプトの設計
Planningは、実行時プロンプトの設計順序により、「シナリオ」、「バージョン」、「エンティティ」およびセカンダリ・
ディメンション交差での実行時セキュリティをサポートします。「承認」セキュリティを適用するビジネス・ルールの場
合、Calculation Managerデザイナは、「エンティティ」実行時プロンプトの前に、「書込み」または「承認」セキュリ
ティを持つ「シナリオ」および「バージョン」の実行時プロンプトを配置する必要があります。

「バージョン」および「シナリオ」メンバーの実行時プロンプトは、 Calculation Managerの「セキュリティ」が「承
認」または「書込み」のいずれかに設定されているときに、書込みアクセス権によりフィルタされます。「セキュリ
ティ」が「承認」に設定されたエンティティの実行時プロンプトは、「エンティティ」実行時プロンプトの前に表示され
る最後の「シナリオ」/「バージョン」によりフィルタされます。「シナリオ」または「バージョン」実行時プロンプトがどちら
も存在しない場合、エンティティは書込みアクセス権でフィルタされます。

「セキュリティ」が「承認」に設定されたその他のディメンションの実行時プロンプトは、その実行時プロンプトの前に
表示される最後の「シナリオ」/「バージョン」/「エンティティ」によりフィルタされます。

そのため、「承認」セキュリティを使用する実行時プロンプトは次の順番で定義されます。

Scenario1: Version2: To_Entity1、Scenario2: Version1、To_Entity2、To_Product

実行時プロンプトは次のようにフィルタされます。

• To_Entity1は次の組合わせでフィルタされます: Scenario1: Version2
• To_Entity2は次の組合わせでフィルタされます: Scenario2: Version1
• To_Productは次の組合わせでフィルタされます: Scenario2、Version1、To_Entity2、To_Product

例:

      Fix (FY11, Jan,{EntitySalesByCountry},{MyScenario2},{MyVersion2})
   

       Fix ({MyProduct},{MyCountry})
   

         {ToAccount} = {FromAccount} * 2;
   

       ENDFIX
   

      Endfix
   

注：

ビジネス・ルール・デザイナが実行時プロンプトのリストからプラニング・ユニット・ディメンションを
省略する場合(たとえば、実行時プロンプトに「シナリオ」または「エンティティ」が含まれない)、「承
認」セキュリティは適用されず、階層は書込みアクセスによりフィルタされます。
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 198ページの実行時プロンプトと承認セキュリティについてを参照してください。

ユーティリティによるビジネス・ルールの起動
CalcMgrCmdLineLauncher.cmdユーティリティを使用し、管理者はCalculation Managerによってコマンド・プロ
ンプトからビジネス・ルールまたはルールセットを起動できます。

注意:

• /Validateオプションを使用し、ビジネス・ルールまたはルールセットを起動する前にコマンド構文を確認します。
• このユーティリティでは、アプリケーション間のルールセットは起動できません。
• 起動されたビジネス・ルールに実行時プロンプトがある場合、CalcMgrCmdLineLauncher.cmdを実行する前に、

実行時プロンプトの値を含んでいるファイルを作成します。実行時プロンプトの値が入っているASCIIファイルを
手動で作成するか、「実行時プロンプト」ページの「実行時プロンプト値ファイルの作成」オプションを選択して自
動的に値を生成できます。

• 起動されたルールセットに実行時プロンプトがある場合、デフォルトの起動値が使用され、実行時プロンプト値
ファイルを指定しません。

ビジネス・ルールまたはルールセットをCalcMgrCmdLineLauncher.cmdで起動するには:
1. 実行時プロンプトがあり、ビジネス・ルール(ルールセットでなく)を起動するとき、次のどちらかにより実行時プロ

ンプト値が入っているファイルを生成します:

• 「実行時プロンプト」ページで生成した実行時プロンプト値ファイルの名前を指定します(『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』を参照)。

• 分離したラインで、ダブル・コロン(::)で区切られた各実行時プロンプト名とその値を含んでいる実行時プロ
ンプトASCIIファイルを作成します。例:

CopyDataFrom::Jan

CopyDataTo::Apr

このファイルはCopyDataFromという名前の実行時プロンプトの値がJanであり、CopyDataToという名前の
実行時プロンプトの値がAprであることを指定します。

planning1ディレクトリにファイルを保存します(planning1の完全パスについては 49ページのEPM
Oracleインスタンスについてを参照)。または、ユーティリティを実行するときに、実行時プロンプト・ファイルへ
の完全パスを指定します。

2. コマンド・プロンプトで、planning1ディレクトリから、このコマンド、次にスペース1つ、そしてパラメータを、それぞ
れスペースで区切って入力します:

CalcMgrCmdLineLauncher.cmd[-f:passwordFile]/A:appname/U:username/D:database[/

R:business rule name | /S:business ruleset name] /F:runtime prompts file [/validate]

表60 CalcMgrCmdLineLauncherパラメータ

パラメータ 目的 必須?

[-f:passwordFile] 暗号化されたパスワードが設定され
ている場合、コマンド・ラインの最初の
パラメータとしてこのオプションを使用

いいえ
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パラメータ 目的 必須?
し、passwordFileで指定されたファ
イルのパスと名前でユーティリティを
実行できます。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプト
を抑制を参照してください。

/A:appname Planningを指定

ビジネス・ルールを起動するアプリケー
ション

はい

/U:username 管理者のユーザー名を指定します はい

/D:database 計算を起動するプラン・タイプの名前
を指定します

はい

[/R:business rule name|/

S:business ruleset name]

起動するビジネス・ルールまたはルー
ルセットの名前を指定します

はい。ビジネス・ルールまたはルール
セットを指定しますが、両方は指定しま
せん。

/F:runtime prompts file ビジネス・ルールの実行時プロンプト
の名前と値を含むファイルの名前を指
定します

はい(実行時プロンプトのあるビジネ
ス・ルールを起動する場合)。ルールセッ
トを起動する場合、デフォルトの起動
値が使用されます。ルールセットを起動
するときに実行時プロンプト・ファイル
を指定すると、その実行時プロンプト・
ファイルは無視されます。

[/validate] コマンド構文のみを確認し、ビジ
ネス・ルールまたはルールセットを
起動しません。あらゆるエラーが
コンソールに表示され、Oracle
Hyperion Calculation Manager
のログ・ファイルに書き込まれま
す。CalcMgrLog4j.propertiesファ
イルがClasspathにある場合、ログ・
ファイルはEPM_ORACLE_INSTANCE/

diagnostics/logs/planningディ
レクトリに生成されます。

ルールセットの各ルールは検証されま
す。

いいえ

/? CalcMgrCmdLineLauncher.cmdの
構文とオプションを印刷

いいえ

たとえば、Values.txtという名前のファイルで実行時プロンプト値を使用してDepreciateという名前のルー
ルを起動するには、次を入力します。

CalcMgrCmdLineLauncher.cmd /A:planapp /U:admin /D:plan1 /R:Depreciate /F:Values.xml

3. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
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エラー・メッセージのカスタマイズ
管理者はEssbase@RETURN関数を使用して、ビジネス・ルールの計算の終了時に表示されるメッセージをカスタマイ
ズできます。たとえば、「この計算が正常に実行されるには最大値を指定する必要があります。」と表示するようにビ
ジネス・ルールをカスタマイズします。

ビジネス・ルールの構文:

@RETURN ("ErrorMessage",ERROR)

ここで:

• "ErrorMessage"は、エラー・メッセージ文字列、または文字列を戻す式です。
• ERRORは「ErrorMessage」文字列に指定したメッセージがユーザー、ジョブ・コンソール、およびアプリケーション・

ログにエラー・タイプのメッセージとして表示されることを示します。

注意:

• @RETURNが呼び出されると、ビジネス・ルールの実行は停止します。
• IF... ELSEIF計算コマンド・ブロックを使用し、論理エラー条件を指定して@RETURN関数を使用し、カスタマ

イズしたエラー・メッセージおよびエラー・レベルとともに計算を終了できます。
• 次の構文を使用して、ローカライズされたリソース・ファイルHspCustomMsgsに定義されたエラー・メッセージ・ラベ

ルを表示することもできます:
○パラメータなし:

                  @RETURN(@HspMessage("MESSAGE_LABEL_NAME"), ERROR)

               

○パラメータあり:

                  @RETURN(@HspMessage(@NAME("MESSAGE_LABEL_NAME", "PARAM_NAME1",

 "PARAM_VALUE1", "PARAM_NAME2", "PARAM_VALUE")0, ERROR)

               

HspCustomMsgsファイルのカスタマイズ方法については、 387ページのテキスト、色および画像のカスタマイ
ズを参照してください。

• この関数はメンバーの式では使用できません。

@RETURN関数の詳細は、『Oracle Essbaseテクニカル・リファレンス』を参照してください。

Planningオフライン時の考慮事項
サブトピック
• オフラインPlanningについて
• オフライン・フォームの考慮事項
• オフライン・ユーザーの考慮事項
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• オフライン計算のためのビジネス・ルールの考慮事項

オフラインPlanningについて
オフラインPlanningでは、サーバーと切断されているときも、ユーザーがフォームをオフラインで取得し、作業できるよ
うにします。次の重要な考慮事項に注意してください。

• オフラインPlanningのインストールと構成については、『Oracle Enterprise Performance Management Systemイ
ンストールおよび構成ガイド』を参照してください。

• 「ツール」メニューから使用可能なSmart Viewのインストール・メニュー・アイテムの使用方法について
は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspaceユーザー・ガイド』を参照してください。

オフライン・フォームの考慮事項
• オフラインで使用するフォームは、自己完結している必要があります。

オフラインで計算された値が正しいことを保証するため、オフランで取得されたフォームに関連したすべての必要
な依存関係をオフラインで使用できる必要があります。正確な結果をオフラインで出すためにフォームが依存して
いる、すべてのメンバー、フォーム、メンバー式、ビジネス・ルールおよび動的計算もオフラインで取得する必要があ
ります。

• サーバーからダウンロードされたのではないデータは、オフラインでは使用できません。
• ビジネス・ルールがオフラインで実行するのに必要な依存データは、オフラインで取得する必要があります。

オフライン・ユーザーの考慮事項
オフラインのフォームで作業するユーザーの考慮事項:

• オフライン・ユーザーは「サーバーと同期」を選択できますが、変更されたセル値をサーバーに保存するには、オフラ
イン・ユーザーはセルの書込み権限が必要です。

• ユーザーがフォームとメンバーにオフラインで作業中にフォームのメンバーがサーバーで削除される場合、オフライ
ン・ユーザーによるそのメンバーの変更は、「サーバーと同期」が選択されていると、サーバーに保存されません。

• 1人以上のユーザーが同じデータを変更する場合、同期して戻された直前の値が保存されます。データ損失や計
算ミスを防ぐため、サーバーでプランニング・ユニットと承認を使用し、データ・アクセスを制御します。

• オフライン・ユーザーは、オンライン・ユーザーと同様に、複数の通貨でデータを入力できます。ただし、通貨換算は
オフライン作業時にはサポートされません。ユーザーが通貨をオフラインで変更すると、値は再計算されず、新しい
通貨として表示されません。

• フォームをオフラインで使用するときは、フォーム・プロパティの「オフラインの使用可能」を設定したままにします。
これにより、ユーザーはオフラインで変更されたデータをサーバーに戻すことができます。

• プランニング・ユニットを使用し、2人のユーザーがフォームに同時に作業するのを防ぎます。同じフォームで作業し
ているオンライン・ユーザーが、「欠落データの抑制」が設定された行または列で値をクリアする場合、オフライン・
ユーザーはオフラインで取得されたメンバーへのアクセス権を失う場合があります。
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• Smart Viewは非表示のフォームを現在サポートしていません。非表示のフォームに関連付けられたフォームを
ユーザーがオフラインで取得するとき、これらのフォームはダウンロードされません。

• Smart Viewは複合フォームを現在サポートしていません。ユーザーがフォームをオフラインで使用することを選択
するとき、複合フォームはリストに表示されません。

オフライン計算のためのビジネス・ルールの考慮事項
ビジネス・ルールのオフライン実行時の考慮事項:

• ビジネス・ルール計算が使用できるのは、オフラインでとられたデータとオブジェクトのみです。ルールには、サー
バーに保管されたデータまたはオブジェクトへのアクセス権がありません。

• 実行時プロンプトは「ロード時に実行」プロパティ・セットを持つビジネス・ルールにはサポートされていません。
• 実行時プロンプトのためにユーザー入力を必要とする、「保存時に実行」に設定されたビジネス・ルールは、サー

バーに同期して戻るときにはサポートされません。
• 「ロード時に実行」と「保存時に実行」のオプションが使用できるのはオフラインで使用できるビジネス・ルールと

従属データのみです。

Smart Viewでのセル・フォーマットがPlanningで持続する方法
この項で説明されている注意点を踏まえて、Smart Viewで適用するセル・フォーマットがPlanningフォームの同じ
セルに適用されます。

管理者はアプリケーション・プロパティSMART_VIEW_MERGE_FORMATTINGを設定して、管理者がSmart Viewで設
定したセル・フォーマットと、管理者以外がSmart Viewで設定したセル・フォーマットをマージするかどうかを制御で
きます。 42ページのPlanningフォームでのSmart Viewセル・フォーマットの制御を参照してください。

フォーマット・ルールはセル・フォーマッタが管理者か管理者以外かによって次のように異なります:

• 管理者: すべてのアプリケーション管理者が他の管理者によって保存されたセル・フォーマットを共有します。
フォーマットは加算的です。管理者が同じセルに別のフォーマットを適用する場合、最新の変更内容がPlanning
フォームに表示されます。管理者がSmart Viewでセル・フォーマットをクリアすると、管理者以外が保存したすべ
てのセル・フォーマットもクリアされます。

• 管理者以外: ユーザーがセルをフォーマットしてSmart Viewでフォーマットを保存する場合、Planningフォー
ムでユーザーのフォーマットが適用されて表示されます。ユーザーがSmart Viewでフォーマットを保存しない場
合、Planningフォームで管理者のフォーマットで表示されます。セキュリティとその他のフィルタリング・オプション
のため、表示されるフォーマットは管理者が保存したフォーマットと完全に一致しない場合があります。ユーザーは、
管理者のフォーマットを変更して独自のフォーマット設定として保存するか、独自のフォーマット設定をクリアして
管理者のフォーマット設定に戻すことができます。

フォームのフォーマットを選択するには:
1. フォームで右クリックし、「適用」を選択します。
2. 選択:

• セル・スタイル: Planningのフォーマットを使用する場合
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• カスタム・スタイル: Smart Viewで保存したフォーマットを使用する場合

詳細情報:

• Smart ViewおよびPlanningでサポートされるMicrosoft Excelフォーマット機能については、『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』のPlanningフォームでのSmart Viewフォーマットに関する項を参照してください。

• Excelフォーマットの保存については、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイド』を参照してください。

代替変数の操作
サブトピック
• 代替変数について
• Planningを使用した代替変数への値の作成および割当て
• Planningを使用した代替変数の削除

代替変数について
代替変数は定期的に変化する情報のグローバルなプレースホルダとして機能します。たとえば、フォームやレポー
ト・スクリプトで月の値を毎月更新しなくてもよいように、現在の月メンバーを代替変数CurMnthに設定できま
す。Planning内で代替変数への値の作成および割当てを行います。これらの代替変数は、フォームのメンバーを選
択するときに、Planningで使用できます。

Administration Services ConsoleまたはESSCMDを使用して、代替変数への値の作成および割当てを行うこ
ともできます。

代替変数の選択の詳細は、 216ページのメンバーとしての代替変数の選択についてを参照してください。

Planningを使用した代替変数への値の作成および割当て
Planningを使用して代替変数への値を作成し割り当てるには:

1. 「管理」、「管理」、「変数」の順に選択します。
2. 「代替変数」タブを選択します。
3. 「アクション」をクリックして、「追加」を選択します。
4. 「代替変数の追加」ページで、「プラン・タイプ」を選択します。
5. 「名前」に、代替変数名を入力します。
6. 「値」に、代替変数の値を入力します。
7. 「OK」をクリックします。

Planningを使用した代替変数の削除
Planningを使用して代替変数を削除するには:

1. 「管理」、「管理」、「変数」の順に選択します。
2. 「代替変数」タブを選択します。
3. 削除する代替変数を選択します。
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4. 「アクション」をクリックして、「削除」を選択します。
5. 「はい」をクリックします。

ユーザー変数の操作
サブトピック
• ユーザー変数について
• ユーザー変数の管理
• ユーザー変数の作成
• ユーザー変数の削除

ユーザー変数について
ユーザー変数はフォームでフィルタとして機能し、プランナは部署などの特定のメンバーのみに集中できます。ユー
ザー変数をフォームに関連付けるには、ユーザー変数を作成する必要があります。ユーザー変数でフォームを作成する
とき、プランナはフォームを開く前に変数の値をプリファレンスで先に選択する必要があります。その後、プランナは、
変数が動的ユーザー変数の場合のみ、フォームで変数を変更できます。それ以外の場合は、プリファレンスで変数の
設定を続行する必要があります。たとえば、Divisionという名のユーザー変数を作成する場合、プランナはフォームに
作業する前に除算を選択する必要があります。

フォーム用に変数を初回に選択するときに、プランナはプリファレンスでこれを実行します。その後はプリファレンスま
たはフォームで変数を更新できます。メンバーとしてのユーザー変数の選択の詳細は、 218ページのメンバーとして
のユーザー変数の選択についてを参照してください。

ユーザー変数の管理
ユーザー変数を設定し、フォームで表示されるメンバー数を制限することで、ユーザーが一定のメンバーに注目できる
ようになります。たとえば、エンティティ・ディメンションでDivisionという名前のユーザー変数を作成すると、ユーザー
は自分の区分のメンバーを選択できます。各ディメンションについてユーザー変数の数を作成し、フォームのすべての
軸でユーザー変数を選択できます。 165ページの単一のフォーム・ページと視点の定義を参照してください。

一般的な手順:

1. 必要に応じて、ディメンション・アウトラインに適切な親レベルのメンバーを作成します。
2. ユーザーがフィルタ処理できるディメンションについて、それぞれユーザー変数を定義します。

 207ページのユーザー変数の作成を参照してください。
3. フォームをデザインするときに、ユーザー変数をフォームに関連付けします。

 218ページのメンバーとしてのユーザー変数の選択についてを参照してください。
4. フォームに関連付けられたユーザー変数についてメンバーを選択するよう、ユーザーに指示します。

ユーザー変数を持つフォームをユーザーが開く前に、プリファレンスで「ユーザー変数オプション」のメンバーを選
択する必要があります。初期値を選択したあとで、フォームまたはプリファレンスでそれを変更できます。『Oracle
Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。
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ユーザー変数の作成
ユーザー変数を作成するには:

1. 「管理」、「管理」、「変数」の順に選択します。
2. 「ユーザー変数」タブを選択します。
3. 「アクション」をクリックして、「追加」を選択します。
4. 「ユーザー変数」ウィンドウで、「ディメンション名」に、ユーザー変数を作成するディメンションを選択します。
5. 「ユーザー変数名」で、ユーザー変数の名前を入力します。
6. オプション: 「コンテキストの使用」を選択して、ユーザー変数が視点で使用できるようにします。この設定では、

ユーザー変数の値はフォームのコンテキストにより動的に変更されます。
7. 「OK」をクリックします。

これで、フォームにユーザー変数を関連付けることができます。 218ページのメンバーとしてのユーザー変
数の選択についてを参照してください。その後、プランナはユーザー変数のメンバーを選択できます。『Oracle
Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

ユーザー変数の削除
ユーザー変数を削除するには:

1. 「管理」、「管理」、「変数」の順に選択します。
2. 「ユーザー変数」タブを選択します。
3. 削除するデータ変数を選択します。
4. 「アクション」をクリックして、「削除」を選択します。
5. 「はい」をクリックします。
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7
メンバー・セレクタの使用

この項の内容：
メンバーの操作について ..........................................................................................................  209
メンバーの選択 ......................................................................................................................  209
ワイルドカードを使用した検索 ...................................................................................................  212
メンバーとしての属性値の選択について .....................................................................................  212
フォームのメンバーの選択について ............................................................................................  215
メンバーとしての代替変数の選択について ..................................................................................  216
メンバーとしてのユーザー変数の選択について .............................................................................  218

メンバーの操作について
フォームやビジネス・ルールの実行時プロンプトなどの機能で使用するメンバーおよびその他の情報を選択するに
は、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを使用します。変数と属性が定義されている場合は、変数と属性も選択で
きます。メンバー名、別名または両方でメンバーを表示および選択します。「メンバー選択」ダイアログ・ボックスに定義
する表示オプションは、管理者によってアプリケーション・デフォルトとして定義されたオプションより、またアプリケー
ション・プリファレンスで指定されたオプションよりも優先されます。

メンバーの選択
「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを使用して、Planning機能のメンバーおよび他の情報を選択します。たとえば、
フォーム管理、ビジネス・ルール実行時プロンプト、および「セル詳細のクリア」のメンバーを選択できます。メンバーの
選択には、現在のアプリケーションに対するディメンション編集者のメンバーの設定およびユーザーによって設定され
たメンバー選択オプションに応じて、メンバー名または別名、あるいはその両方を使用できます。

メンバーを選択するには:
1. メンバー・リストからメンバーを選択します。
2. オプション: 検索条件を選択または入力します。

a. 「検索」ボックスで、「メンバー名」、「メンバーの別名」、「説明」または「UDA」の中からオプションを選択し
ます。

また、メンバー名、別名、説明、UDAのすべてまたは一部を入力することもできます。検索の対象には共有
メンバーも含まれます。完全一致を検索するには、「完全一致」を選択し、検索文字列を入力します。検索
では大文字と小文字は区別されません。検索できるのは、1つの単語、複数の単語またはワイルドカード文
字です。 212ページのワイルドカードを使用した検索を参照してください。

b.
をクリックします。
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3. オプション: 現在のセッションの「メンバー選択」ダイアログ・ボックスの左ペインで情報を表示する方法および
メンバーをフィルタする方法を設定するには、メンバー・リストの上にある次のアイコンの1つをクリックします。関
数や世代などの複数のフィルタを選択できます。

•
 すべてのメンバーを縮小します

•
 すべてのメンバーを展開します

•
 プロパティを表示します。「メンバー名」、「別名」、「メンバー名:別名」または「別名:メンバー名」を選択し

ます。または、「追加表示プロパティ」を選択し、「説明」または「カウント」を選択します。選択したオプション
は、左ペインまたは右ペインの列に表示されます。列を削除するには、選択をクリアします。

•
 「関数別に選択項目のみ保持」。「メンバー」、「子孫」、「子孫(含む)」、「祖先」、「祖先(含む)」、「兄

弟」、「兄弟(含む)」、「親」、「親(含む)」、「子」、「子(含む)」、または「レベル0子孫」を選択します。

•
 「属性別に選択項目のみ保持」。属性が定義されている場合、「属性」、「演算子」および「値」のオプ

ションを選択し、「OK」をクリックします。複数の属性を選択できます。

•
 「レベル別または世代別に選択項目のみ保持」。「レベル」または「世代」を選択して、表示するレベル

または世代を選択し、「OK」をクリックします。

•
 : 表示をリフレッシュしてフィルタを解除します。

4. メンバー・リストで、選択を行います。

アクセス権があるメンバーのみが表示されます。

注意:

• 実行時プロンプトの場合のみ: 表示される階層は、ビジネス・ルールの起動対象となるアプリケーションおよ
びプラン・タイプに対するものです。実行時プロンプトの場合、実行時プロンプトの制限を満たすメンバーが
表示されます。

• ディメンション間またはメンバー範囲実行時プロンプトを持つビジネス・ルールまたは検証ルールの場合の
み: 「ディメンションの選択」リストから、この実行時プロンプトについてビジネス・ルール・デザイナが設定す
るディメンションを選択します。

• 共有メンバーの場合のみ: 共有メンバーはshared_member.parent_member(shared)のフォーマットで表
示されます。共有メンバーをダイアログ・ボックスの右側で選択したときには、共有メンバー名のみが表示さ
れます。

5. オプション: または をクリックし、階層を縮小または展開します。
6. 「選択したメンバー」リストとの間でメンバーを移動します。

階層関係に基づいてメンバーの範囲を選択するには、ダイアログ・ボックスの中央にある をクリックします。

表61 メンバーの関係

関係 含まれるメンバー

メンバー 選択したメンバー
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関係 含まれるメンバー

子孫 選択したメンバーのすべての子孫(選択したメンバーは除
く)

子孫(含む) 選択したメンバーとその子孫

祖先 選択したメンバーの上方にあるすべてのメンバー(選択した
メンバーは除く)

祖先(含む) 選択したメンバーとその祖先

兄弟 選択したメンバーと同じ階層レベルからのすべてのメンバー
(選択したメンバーは除く)

兄弟(含む) 選択したメンバーとその兄弟

親 選択したメンバーの上方にあるレベルのメンバー

親(含む) 選択したメンバーとその親

子 選択したメンバーの真下にあるレベルのすべてのメンバー

子(含む) 選択したメンバーとその子

レベル0の子孫 子を持たない選択したメンバーのすべての子孫

オプション: 右側のペインで選択したメンバーに関数を挿入するには、ダイアログ・ボックスの右側にある「関数

セレクタ」アイコン をクリックします。
7. 変数または属性が定義されている場合、「変数」タブをクリックし、ユーザー変数、代替変数および属性のメン

バーを選択します。各カテゴリのメンバーは子として表示されます。フォームに表示されるのは、ユーザーが読取り
アクセス権を持つメンバーのみです。

• ユーザー変数:  218ページのメンバーとしてのユーザー変数の選択についての説明に従って、メンバーを選
択します。

• 代替変数:  216ページのメンバーとしての代替変数の選択についての説明に従って、メンバーを選択しま
す。選択内容は、 282ページのシステム設定の指定で説明されている、「代替変数の表示を使用可能に
する」のプリファレンス設定に応じて異なります。

• 属性: 次の表で説明されている値に基づいて属性を選択します。 212ページのメンバーとしての属性値の
選択についてに示すように、レベル0以外の属性を選択すると、すべてのレベル0子孫が選択され、それぞれ
に演算子が適用されます。

オプション: カスタム属性に適用される関数を選択するには、 をクリックします。ディメンション別にフィ
ルタするには、「ディメンション」ドロップダウン・リストからオプションを選択します。

表62 属性値の選択

演算子 含まれる属性値

等しい 選択された属性に等しい

等しくない 選択された属性に等しくない

より大きい 選択された属性よりも大きい
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演算子 含まれる属性値

以上 選択された属性に等しいか大きい

より小さい 選択された属性より小さい

以下 選択された属性に等しいかより小さい

8. メンバー選択オプションがメンバー・セレクタ・ダイアログ・ボックスを呼び出すコンテキストに適していることを確
認します。

9. 「OK」をクリックします。

ワイルドカードを使用した検索
次のワイルドカード文字を使用して、メンバーを検索できます。

表63 ワイルドカード文字

ワイルドカード 説明

? 任意の1文字を表します

* ゼロ文字以上の文字を表します。たとえば、「sale*」と入力
すると、「Sales」と「Sale」が一致します。これは*を使用す
ることで、「sale」という語の後にゼロ文字以上の文字を含
む語と一致するためです。

デフォルトの検索には、*ワイルドカードが使用されます。デ
フォルトの検索には、*ワイルドカードが使用されます。たと
えば、検索条件として「cash」と入力すると、「*cash*」が
検索され、「Restricted Cash」、「Cash Equivalents」、
「Cash」、「Noncash Expenses」などが戻されます。これ
は、一致した各アイテム内に「cash」が含まれるためです。

# 任意の1つの数字(0-9)を表します

[list] 指定した文字リスト内の任意の単一文字を検索します。ワ
イルドカードとして使用する特定の文字をリストできます。た
とえば、[plan]と入力すると、カッコ内のすべての文字を1
つのワイルドカード文字として使用します。「-」文字を使用
すると、[A-Z]や[!0-9]などの範囲を指定できます。「-」文字
をリストの一部として使用するには、この文字をリストの先
頭に入力します。たとえば、[-@&]の場合、カッコ内の文字
をワイルドカード文字として使用します。

[!list] 指定した文字リスト内にないすべての単一文字を検索しま
す。また、[!A-Z]や[!0-9]のように、「-」で範囲を示すことも
できます。

メンバーとしての属性値の選択について
属性メンバーが定義されている場合、「メンバー選択」ページで属性値を選択できます。属性メンバーについては、す
べての非レベル0属性を選択すると、すべてのレベル0子孫が選択され、演算子が相互に適用されます。数値、日
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付、ブール(false = 0でtrue = 1)などのタイプの属性については、評価は最小値と最大値に基づいています。テキ
スト属性については、評価は階層の上部から下部への位置に基づいています。最上部の位置は最小値となり、最
下部の位置は最大値となります。

例: 数値属性
この例では、数値に基づいて、選択された演算子は各レベル0子孫に適用されます。たとえば、「メンバー選択」ペー
ジで「等しくない」と「小」を選択すると、1に等しくなく、2に等しくないすべての値が含まれるため、選択には3、4、5
および6が入ります。「より大きい」と「小」を選択すると、1より大きいまたは2よりも大きなすべての値が含まれます。
このため選択には2、3、4、5および6が入ります。

Size

Small

1

2

Medium

3

4

Large

5

6

表64 例: 数値属性評価

選択された演算子 選択された属性値 結果 説明

等しい Large 5、6 「等しい」演算子は、5と6を
含むLargeのすべてのレベ
ル0子孫に適用されます。

より小さい Medium 1、2、3 「より小さい」演算子は
Mediumのすべてのレベル
0子孫に適用されます。これ
には< 3 OR < 4の値が含ま
れ、結果として1、2および3
になります。

より大きい Medium 4、5、6 「より大きい」演算子は
Mediumのすべてのレベル
0子孫に適用されます。これ
には3より大きい、または4よ
り大きい値が含まれ、結果と
して4、5および6になります。
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選択された演算子 選択された属性値 結果 説明

以上 Medium 3、4、5、6 「以上」演算子はMedium
のすべてのレベル0子孫に
適用されます。これには3以
上、または4以上の値が含ま
れ、結果として3、4、5および
6になります。

以下 Medium 1、2、3、4 「以下」演算子はMedium
のすべてのレベル0子孫に
適用されます。これには3以
下、または4以下の値が含ま
れ、結果として1、2、3および
4になります。

等しくない Medium 1、2、5、6 「等しくない」演算子は「中」
のすべてのレベル0子孫に
適用されます。これには3に
等しくなく、かつ4に等しくな
い値が含まれます。結果とし
て1、2、5および6になります。

例: テキスト属性
テキスト属性の場合、選択された演算子は階層の位置、上部(最小値)から下部(最大値)までに基づいて、各レベル
0子孫に適用されます。

この例では、封筒は最上部にあり、最小値となります。パケットは次に高い値になります。これにボックス、カートン、バ
レル、クレートが続きます。クレートは最下部にあり、最大値となります。

このテキスト属性の場合には、「より小さい」とSmallを選択すると、Envelopeよりも小さい値またはPacketよりも小
さい値が含まれます。EnvelopeはPacketよりも小さいため、結果としてEnvelopeのみを含む選択となります。同じ
ように、GreaterとLargeを選択すると、Barrelより大きい値またはCrateよりも大きい値が含まれ、結果としてCrate
のみを含む選択となります。

Containers

Small

Envelope

Packet

Medium

Box

Carton

Large
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Barrel

Crate

表65 例: テキスト属性評価

選択された演算子 選択された属性値 結果 説明

等しい Medium Box、Carton 「等しい」演算子は
Mediumのすべてのレベル
0子孫に適用されます。これ
にはBoxおよびCartonが含
まれます。

等しくない Medium Envelope、Packet、Barrel、Crate「等しくない」演算子は「中」
のすべてのレベル0子孫に
適用されます。これには、
ボックスに等しくなく、かつ
カートンに等しくない値が含
まれます。この結果として封
筒、パケット、バレル、クレート
となります。

より小さい Medium Box、Packet、Envelope 「より小さい」演算子は
Mediumのすべてのレベル
0子孫に適用されます。これ
には、カートンよりも下位また
はボックスより下位のすべて
が含まれます。この結果とし
てボックス、パケット、封筒と
なります。

以下 Medium Envelope、Packet、Box、Carton「以下」演算子はMedium
のすべてのレベル0子孫に
適用されます。これには、
カートンと同じ位置または
カートンより下位のすべてが
含まれます。この結果とし
て封筒、パケット、ボックス、
カートンとなります。

フォームのメンバーの選択について
フォームのメンバーを選択するとき:

• 特定のユーザーからメンバーをフィルタ処理するには、そのアクセス権限をメンバーに制限し、その後プランをリフ
レッシュします。 54ページのメンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当てを参照してください。

• 「選択したメンバー」リストでのメンバーの順序によりフォームの順序が決まります。順序を変更するには、メンバーを
選択し、選択したメンバー・リストの上にある上矢印または下矢印を選択します。
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注：

メンバーを個別に選択し、その親を最初に選択する場合、親はフォームのメンバー階層の一番上に
表示されます。(階層レベルの数に応じて、個別に選択されたメンバーの親についての合計の計算
では複数のパスがとられ、計算が遅くなる可能性があります)。「子孫(含む)」などの関係によって
選択されたメンバーの親は、階層の一番下に表示されます。

• 「フォームの管理」ダイアログ・ボックスの「レイアウト」タブで、メンバー選択アイコンをクリックするか、行または列
を右クリックして「メンバー選択」を選択することにより、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを開くことができます。

• 同じディメンションについて様々なメンバー・セットを選択するには、 164ページの非対称の行と列の作成を参照し
てください。

• 1つの行または列内に複数のディメンションがあるフォームの場合、ディメンションに対してメンバー選択オプショ
ンを設定できます。それには、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスに表示される「ディメンション」ドロップダウン・リ
ストから、そのディメンションを選択します。

• メンバー選択アイコンをクリックすると、「選択内容を別々の行に配置」または「選択内容を別々の列に配置」のオ
プションが表示されます。これを使用すると、選択内容がフォーム上の既存の最後の行または列の後の行または
列に追加されます。たとえば、列AにAcct1、Acct2およびAcct3のメンバーが含まれるフォームの場合、「選択内
容を別々の列に配置」を選択した状態でこれらのメンバーを選択すると、列A、B、CとしてそれぞれAcct1、Acct2
およびAcct3が選択されます。このオプションを使用せずにメンバーを選択すると、列Aとしてすべてのメンバーが
選択されます。

この機能は、単一のメンバーに対してのみ使用でき、「子(含む)」などの関数を使用して選択されたメンバーに
は使用できません。たとえば、列Aに対して「Q」/「子(含む)」を選択している場合に、「選択内容を別々の列に配
置」を選択しても、フォームのレイアウトは変更されません。

• 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを閉じた後は、「カウント」を除くすべての設定が保持され、「メンバー選択」
ダイアログ・ボックスのメンバーはユーザー定義設定に基づいて表示されます。「レイアウト」タブに表示されるメン
バーは、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスに定義されている表示設定を継承しません。かわりに、メンバー名を
使用して表示されます。

• ディメンションについて様々なメンバー・セットを定義するには、 164ページの非対称の行と列の作成を参照してく
ださい。

• 表示、機能および印刷オプションを設定するには、 162ページのフォームの精度およびその他オプションの設
定を参照してください。

• フォームまたはフォームの定義を含むレポートを設定するには、 379ページのレポートのカスタマイズを参照して
ください。

メンバーとしての代替変数の選択について
代替変数は定期的に変化する情報のグローバルなプレースホルダとして機能します。代替変数はローリング予測で
展開、レポートする場合に特に役立ちます。代替変数をフォームのメンバーとして選択すると、その値は動的に生成さ
れる情報に基づきます。たとえば、フォームやレポート・スクリプトで月の値を毎月更新しなくてもよいように、現在の
月メンバーを代替変数CurMnthに設定できます。
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各変数には、Essbaseサーバーで集中的に変更できる割り当てられた変数があります。

注意:

• フォームで値をオープンまたは計算する際に、Planningアプリケーションでは、割り当てられた値で代替変数を置
き換えます。

デフォルトでは、各代替変数はEssbaseサーバーから5分(300秒)ごとに取得され、キャッシュされま
す。SUBST_VAR_CACHE_LIFETIMEアプリケーション・プロパティを追加し、その値を秒単位で設定し、取得間隔を
変更できます。

• Planning内で代替変数への値の作成および割当てを行います。これらの代替変数は、フォームのメンバーを選
択するときに、Planningで使用できます。Planningを使用して値を作成し、代替変数に割り当てる手順について
は、 205ページの代替変数の操作を参照してください。

Oracle Essbase Administration Services ConsoleまたはESSCMDを使用して、代替変数への値の作成お
よび割当てを行うこともできます。

• 代替変数はフォームのコンテキストに適合する必要があります。「期間」ディメンションのメンバーとしてのQtr2の
値により、CurrQtrという名前の代替変数を選択できます。CurrYrという名前の代替変数を「年」ディメンション
で選択しても、その値がFebであれば有効になりません。アプリケーションまたはデータベース・レベルで代替変数
を設定できます。

Essbaseサーバー・レベルで代替変数を設定することもできます。

同じ代替変数が複数のレベルで存在します。Planningは、次の順序で検索するときに検出される最初の代替変
数を使用します:
1. データベース
2. アプリケーション
3. サーバー

• 代替変数がビジネス・ルールの実行時プロンプト用に使用可能であり、その値がビジネス・ルールの実行時プロン
プトでメンバー・セットに一致する場合、それらの代替変数のいずれかをメンバーとして選択できます。

• Planningは代替変数を使用するときに(たとえば、フォームを開く場合)、その代替変数の有効性を確認します。
フォームを設計するときには確認しないため、フォームを保存して開くことで、代替変数をテストする必要がありま
す。

• 代替変数が計算されるときに生じるエラーの詳細は、複数のログを確認できます。Essbaseに含まれていない代
替変数を使用する場合には、Essbaseサーバー・ログを参照してください。フォームで有効でない代替変数の詳細
は、Planningログを参照してください。ログの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemイ
ンストールおよび構成トラブルシューティング・ガイド』を参照してください。

代替変数をフォームで指定するには:
1. フォームを作成します( 154ページの単一のフォームの作成を参照)。
2. 「メンバー選択」で、右矢印、左印、二重矢印を使用して「選択したメンバー」で代替変数を移動し、メンバーを選

択したのと同じ方法で代替変数を選択します。

選択すると、代替変数にはアンパサンド(&)が先頭に付きます。例:

&CurrentScenario

3. 「OK」をクリックします。
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メンバーとしてのユーザー変数の選択について
ユーザー変数はフォームでフィルタとして機能し、プランナは部署などの特定のメンバーのみに集中できます。ユー
ザー変数をフォームに関連付けるには、ユーザー変数を作成する必要があります。 206ページのユーザー変数の管
理を参照してください。

ユーザー変数でフォームを作成するとき、プランナはフォームを開く前に変数の値を選択する必要があります。たとえ
ば、Divisionという名のユーザー変数を作成する場合、プランナはフォームに作業する前に除算を選択する必要が
あります。フォーム用に変数を初回に選択するときに、プリファレンスでこれを実行します。その後はプリファレンスま
たはフォームで変数を更新できます。

フォームのユーザー変数を選択するには:
1. フォームを作成します( 154ページの単一のフォームの作成を参照)。
2. 「メンバー選択」では、矢印を使用して代替変数を「選択したメンバー」へまたは「選択したメンバー」から移動さ

せ、メンバーを選択したのと同じ方法でユーザー変数を選択します。

ユーザー変数が現在のディメンションに対して表示されます。たとえば、エンティティ・ディメンションのユーザー
変数は次のように表示される可能性があります。

Division = [ユーザー変数]

選択すると、ユーザー変数には先頭にアンパサンドが付きます。例:

子孫(含む)(&Division)

3. 「OK」をクリックします。
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8
データ検証の管理

この項の内容：
データ検証ルールの作成および更新 ..........................................................................................  219
セルのフォーマットと移動パスの設定 .........................................................................................  222
データ検証ルールの表示 .........................................................................................................  223
データ検証ルールの評価および実行の順序 ................................................................................  223
ルール・ビルダーによってサポートされている条件 .........................................................................  224
データ検証の条件演算子 ........................................................................................................  235
データ検証ルールのシナリオ .....................................................................................................  237

データ検証ルールの作成および更新
ビジネス・ポリシーおよびビジネス・プラクティスを実装するために、フォームで条件が満たされたときにチェックする
データ検証ルールを構築できます。入力したデータが検証ルールに違反したときに、検証メッセージを生成できます。
また、送信されるプランニング・ユニット・データに対して、検証ルールを使用して制限を構築したり、特定の条件を満
たすデータを確認する確認者、所有者または通知者を指定することもできます。

たとえば、データ検証を使用して、会社のガイドラインから外れる資本支出が含まれる予算をプランナが送信するの
を阻止することにより、部門の資本経費を会社のポリシーに準拠させることができます。データ検証ルールを使用して
処理できるシナリオの例は、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。

データ検証ルールの定義には、次のメイン・タスクがあります:

• 条件が満たされたときに検証メッセージとともに表示したり別の色で表示するデータのセルまたは場所を指定しま
す。

• ルールの評価に関与させるセルを指定し、適切にルールを定義します。

• このトピックに説明されているとおり、指定した場所でデータ検証ルールを作成します。

検証ルールを作成および更新するには:

1. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。フォームを作成または編集し、「フォームの管
理」ページで「レイアウト」タブをクリックします。

2. 「レイアウト」タブで、検証ルールを追加または更新するグリッド、行見出し、列見出しまたはセルを右クリックしま
す。
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注：

「レイアウト」タブ内のセルの上にカーソルを置くと、コンテキスト・メニューでは、セルに検証ルール
が含まれるかどうかが表示されます。検証メッセージを表示するには、「データ検証メッセージの表
示」を選択します。単一のセルを選択すると、コンテキスト・メニューも表示されます。

3. 「検証ルールの追加/編集」を選択し、ルールを作成または更新します。
4. ルールを追加するには、「ルールの追加」をクリックし、ルールの名前と説明を入力します。

必要に応じて、「場所」からオプションを選択し、ルールを移動します。既存のルールと似たルールを作成す
るには、「複製」をクリックしてルールを更新します。ルールを表示するには、「ルールの表示」をクリックしま
す。 223ページのデータ検証ルールの表示を参照してください。

5. ルールを更新します。

a. 「条件」で、 をクリックし、条件文を開始するオプションを選択します: 「IF」、ELSE
IF、「ELSE」、「THEN」、CHECK RANGEまたは「範囲」。

ルールの最初の部分には、IF条件が含まれる必要があります。また、ルールには、特定の形式のTHEN条
件も含まれる必要があります。 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照し
てください。

b. 「ソース・タイプ」から、ルールによる評価のオプションを選択します。

「ソース・タイプ」リストには、条件に適したオプションが表示されます。たとえば、IF条件に対しては、「現在
のセル値」、「セルの値」、「列値」、「行値」、「メンバー名」、「メンバー」、「ディメンション間メンバー」、「勘定
科目タイプ」、「バージョン・タイプ」、「Varレポート・タイプ」、「UDA」または「属性」などが含まれます。各条
件のタイプについては、 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してくだ
さい。

c. 選択した「ソース・タイプ」に「ソース値」の値が必要な場合は、それを入力します。値を入力するには、 を

クリックしてオプションを選択するか、 をクリックしてフリー・フォーム値を入力します。
d. 評価に適した演算子を「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「等しい」、「等しくない」、「次を含む」、「次で始

まる」または「次で終わる」、「次に含まれる」、次に含まれないから選択します。

たとえば、 235ページのデータ検証の条件演算子を参照してください。
e. ルールに適した「ターゲット・タイプ」を選択します。
f. 条件ビルダーの右側にある「アクション」領域でアイコンをクリックして条件を更新します:

•
 現在の行の横に条件を追加します。

•
 現在の行の条件を削除します。

g. 更新する条件または条件ブロックを選択します。

条件ブロックを更新するには、条件ビルダーの上部にある「条件」領域のアイコンをクリックします:

•
 検証ルール内にIFなどの条件を追加します。条件は展開または縮小できま

す。 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してください。
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•
 選択した条件ブロックを削除します。

•
 選択した条件を削除し、コピーしたものを新しい場所に貼り付けます。

•
 選択した条件をコピーします。

•
 選択した条件を新しい場所に貼り付けます。

•
 条件内の選択対象をグループ化し、グループ用のカッコを追加します。設定したグループに加え

て、条件がグループ化されるとこのグループ・ブロック内のIF文がグループ化され、「カスタム・グルー
プ」オプションが有効になります。

•
 選択した条件のグループを解除します。選択した条件からは、グループ用のカッコが削除されま

す。グループ化解除が選択されるたびに、条件から1つのグループが削除されます。

独自の条件グループを設定することもできます。それには、「カスタム・グループ」を選択して、ルール定義
領域でグループを設定します。

選択した条件は影付きで表示されます。選択した条件をクリアするには、「条件」列の左側を再クリック
します。

6.
右端の列にある「セルの処理」アイコン をクリックし、処理命令を追加します。

 222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定を参照してください。
7. ルールをフォームで使用可能にする準備ができた後で、「検証ルールの使用可能」を選択します。

ヒント：

ルールは、構築する際、使用可能にしなくても保存できます。この場合、エラーを解決してルールが
検証および使用する準備ができた後、ルールを使用可能にして保存し、フォームで使用可能にでき
ます。また、「検証ルールの使用可能」をクリアすることにより、ルールを一時的に無効にすることも
できます。

8. ルールの更新の終了後、ルールを検証します。

a. 「検証」をクリックします。

検証ステータスが、ダイアログ・ボックスの上部に表示されます。変更を保存する前に、エラーを修正する必
要があります。ルールを検証しなかったり、検証中に検出されたエラーを修正せずにダイアログ・ボックスを
閉じると、更新は保存されません。

b. 検証中に検出されたエラーを修正した後、ルール定義領域の上にある「検証ルールの使用可能」が選択さ
れていることを確認し、アプリケーションでルールを有効にします。

c. ルールを検証した後、「OK」をクリックします。
9. オプション: 「フォームの管理」ページで、ルールを表示して更新します。

•
「フォームの管理」ページの右側にある「検証ルール」ペインで、 、 、 をクリックしてルールを追
加、編集または削除します。
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• 現在レベル以上のルールを表示するには、「フォームの管理」ページ内でクリックし、「検証ルール」ドロップダ
ウン・リストから検証ルールを選択します。

• 同じ場所に複数のルールが定義されている場合に、ルールの優先度が同じであるときは、ルールが処理され
る順序を変更できます。ルールをリストで上下あるいは一番上または下に移動するには、ルールを選択して、
矢印をクリックします。 223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序を参照してください。

• プランニング・ユニットの検証時に、現在ログインしているユーザーがフォームへのアクセス権を持たない場合
に、フォームに関連する検証が実行されないようにするには、「このフォームへのアクセス権を持つユーザーに
ついてのみ検証」を選択します。

10. 「フォームの管理」ページで、フォームをプレビューして検証し、すべての検証エラーを解決してから、変更を保存
します。

データ検証ルールが使用可能なフォームの場合、フォームがロードまたは保存されたときにルールが検証されま
す。フォームが保存されると、データ検証ルールが保存されます。 154ページの単一のフォームの作成を参照し
てください。

ユーザーは、フォームを開くと、「データ検証メッセージ」ペインを使用して検証メッセージを表示および解決できま
す。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

セルのフォーマットと移動パスの設定
ルールを設定した後、「セルの処理」ダイアログ・ボックスを使用して、フォームにおけるセルの表示方法を設定し、
データ検証に基づいて移動パスを更新します。

セルをフォーマットし、移動パスを設定するには:
1.

「データ検証ルール・ビルダー」ダイアログ・ボックスで、右端の列にある「セルの処理」アイコン をクリックし
ます。

アイコンが表示されない場合は、ルールが有効であり、ルールでセルの処理命令が許可されていることを確認
してください。セルの処理命令はたとえばELSE、RANGEおよびTHEN条件に含まれています。このアイコン
は、ルールに必要なすべての列が選択されるまで表示されません。 219ページのデータ検証ルールの作成お
よび更新を参照してください。

2. 「セルの処理」ダイアログ・ボックスで、このルールに定義されている条件が満たされた場合のフォームにおける
セルの表示方法を設定します。

ルールが使用可能であっても、セルの背景色、検証メッセージまたは移動パスのうち少なくとも1つのオプション
を指定しないかぎり、ルールによる検証は行われません。

•
セルの背景色を追加または更新するには、 をクリックします。セルの背景色を削除するには、 をク
リックします。

• セルの検証メッセージを表示するには、「検証メッセージ」フィールドにメッセージを入力します。フォームのセ
ルの上にマウスを置くと表示されるコンテキスト・メニューで「データ検証メッセージの表示」を選択すると、こ
のテキストが表示されます。また、検証ルールによってデータ・セルにフラグが設定されており、「「データ検証
メッセージ」ペインにメッセージを表示」チェック・ボックスが選択されている場合、このテキストは「データ検
証メッセージ」ペインにリンクとしても表示されます。データ検証エラーの表示および解決の詳細は、『Oracle
Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。
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• セルに指定されたデータ検証ルールに基づいてプランニング・ユニット移動パスを更新するには、「承認」オ
プションを選択します。

データ・セルが技術的に有効な状態にあるときに、セルの背景色の更新や検証メッセージの指定のみを行う
場合、このオプションを「なし」のままにし、移動パスを変更しないことを指定できます。また、「移動パスの更
新」または「移動しない」(条件が満たされた場合でもプランニング・ユニットが移動されないようにする)を選
択することもできます。 262ページのプランニング・ユニットの移動パスの変更を参照してください。

3. 「OK」をクリックします。

ルールの更新は、ルールの「処理」列に表示されます。セルの色を指定した場合、その色が表示されます。検証
メッセージをプレビューするには、「処理」列の上にカーソルを置きます。

データ検証ルールの表示
処理命令を使用してデータ検証ルールを設定した後、「ルールの表示」ダイアログ・ボックスを使用して、選択したグ
リッド、行、列またはセルに適用されるすべてのルールを表示できます。

データ検証ルールを表示するには:
1. 「データ検証ルール・ビルダー」ダイアログ・ボックスで、「ルールの表示」をクリックし、フォーム内のこの場所にお

けるこのレベル(セル、行、列またはグリッド)のルールをすべて表示します。
2. ルール名を選択し、ルールをダブルクリックするか「OK」をクリックして、詳細を表示します。

データ検証ルールに関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

データ検証ルールの評価および実行の順序
フォーム内のデータ更新ルールについては、ルール評価の優先度は、条件の優先度、ルールの場所、およびルール・リ
スト内のルールの位置(同じ場所に複数のルールが存在する場合)によって決まります。最初に、セル・レベルのルー
ルが処理されます。次に、列レベルのルールが処理され、続いて、行レベルのルールが処理されます。最後に、グリッ
ド・レベルのルールが処理されます。これらのルールは、各レベルのルール・リスト内の位置に基づいて評価されます。

場所と位置により、ルールの処理順序が決まります。ただし、データ・セルに適用されるルールは、処理命令の優先度
によって決まります。このため、セル・レベルのルールに優先度4の処理命令が含まれ、グリッド・レベルのルールに優
先度5の処理命令が含まれる場合、データ・セルにはグリッド・レベルのルールが適用されます。すべてのルールの処
理命令の優先度が同じである場合は、最初に処理されたルールが優先されます。優先度は、検証メッセージ、色、
「移動しない」移動パス・オプション、またはこれらの設定の組合せがセルの処理命令に指定されているかどうかに
よって決まります。
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表66 フォームのルール優先度

デフォルトの条件優先度 検証メッセージ 色 移動しない

1(最低) X   

1  X  

1 X X  

2   X

3 X  X

4  X X

5(最高) X X X

データ検証ルールに関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

ルール・ビルダーによってサポートされている条件
サブトピック
• IF条件値
• THEN条件値
• RANGE条件値

データ検証ルール・ビルダーによってサポートされている条件は、IF、ELSE、ELSE IF、THEN、CHECK RANGEお
よびRANGEです。

これらの条件によってサポートされている値の詳細と例は、次の項を参照してください:

• IF、ELSE、ELSE IF:  225ページのIF条件値。
• THEN:  234ページのTHEN条件値。
• CHECK RANGE、RANGE:  234ページのRANGE条件値。

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
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•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

IF条件値
サブトピック
• 現在のセル値
• セルの値
• 列値
• 行値
• ディメンション間メンバー
• メンバー名
• メンバー
• 勘定科目タイプ
• バージョン・タイプ
• 差異レポート・タイプ
• UDA
• 属性

IF条件についてデータ検証ルール・ビルダーによってサポートされている値は、次のとおりです:

•  226ページの現在のセル値
•  227ページのセルの値
•  227ページの列値
•  228ページの行値
•  229ページのディメンション間メンバー
•  230ページのメンバー名
•  231ページのメンバー
•  231ページの勘定科目タイプ
•  232ページのバージョン・タイプ
•  232ページの差異レポート・タイプ
•  233ページのUDA
•  233ページの属性

他の条件の詳細は、 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してください。

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ
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現在のセル値

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のデータ・セルの値がこの条件を満たす場合です。

演算子:
この関数で使用可能な演算子は、「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含
む」、「次で始まる」または「次で終わる」です。これらの演算子は、選択したターゲット値に作用します。ターゲット値に
は、フリー・フォーム値、セル値、列値、行値またはディメンション間メンバーがあります。

条件定義:

条件評価:
前の図に示す条件の場合、条件が評価されると、メンバーRow_Member1を持つ行1のセルは赤になります。
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セルの値

アクション:
アクションが実行されるのは、指定したセルの値が条件を満たす場合です。

演算子:
この関数で使用可能な演算子は、「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含
む」、「次で始まる」、「次で終わる」です。これらの演算子は、選択したターゲット値に作用します。ターゲット値には、フ
リー・フォーム値、セル値、列値、行値またはディメンション間メンバーがあります。

条件定義:

条件評価:
設計時セルは、次の図に示すように、データ入力時に1つ以上のデータ・セルまで拡張できます。セルの値は、拡
張されたすべてのデータ・セルの値の合計です。たとえば、セルA1の値は、紫色の線で囲まれたセルの値の合計
(1+2+5+6+9+10=33)です。また、セルA2の値は、青色の線で囲まれたセルの値の合計(13+14+17+18=62)で
す。

列値

アクション:
アクションが実行されるのは、指定した列の値が条件を満たす場合です。
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演算子:
この関数で使用可能な演算子は、「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含
む」、「次で始まる」または「次で終わる」です。これらの演算子は、選択したターゲット値に作用します。ターゲット値に
は、フリー・フォーム値、セル値、列値、行値またはディメンション間メンバーがあります。

条件定義:

条件評価:
設計時列は、次の図に示すように、データ入力時にデータ・セルまで拡張できます。列の値は、現在の行の場所にあ
るこの列内の拡張されたすべてのデータ・セルの値の合計です。ルールが評価されている現在のセルがグリッド内で
変更されると、これに応じて現在の行も変更されます。

たとえば、メンバーRow_Member1を持つ行1の任意のセルに対してルールが評価される場合、列Aの値は、紫色
の線で囲まれたセルの値の合計(1+2=3)になります。メンバーRow_Member3を持つ行1の任意のセルに対して
ルールが評価される場合、列Aの値は、青色の線で囲まれたセルの値の合計(9+10=19)になります。同様に、メン
バーRow_Member5を持つ行2の任意のセルに対してルールが評価される場合、列Aの値は、緑色の線で囲まれた
セルの値の合計(17+18=35)になります。

行値

アクション:
アクションが実行されるのは、指定した行の値が条件を満たす場合です。

演算子:
この関数で使用可能な演算子は、「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含
む」、「次で始まる」、「次で終わる」です。これらの演算子は、選択したターゲット値に作用します。ターゲット値には、フ
リー・フォーム値、セル値、列値、行値またはディメンション間メンバーがあります。
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条件定義:

条件評価:

設計時行は、次の図に示すように、データ入力時に1つ以上のデータ・セルまで拡張できます。行の値は、現在の列
の場所にあるこの行内の拡張されたすべてのデータ・セルの値の合計です。ルールが評価されている現在のセルが
グリッド内で変更されると、それに応じて現在の列も変更されます。

たとえば、メンバーColumn_Member1を持つ列Aの任意のセルに対してルールが評価される場合、行1の値は、紫
色の線で囲まれたセルの値の合計(1+5+9=15)になります。同様に、メンバーColumn_Member2を持つ列Aの任
意のセルに対してルールが評価される場合、行2の値は、青色の線で囲まれたセルの値の合計(14+18=32)になり
ます。

ディメンション間メンバー

アクション:

アクションが実行されるのは、ディメンション間メンバーによって参照されるデータ・セルの値が条件を満たす場合で
す。現在のデータ・セル・メンバーを使用して、メンバーがディメンション間に指定されていないディメンションのセルを
完全修飾します。このメンバー名は、フリー・フォームで入力されます。

演算子:

この関数で使用可能な演算子は、「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」、「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含
む」、「次で始まる」または「次で終わる」です。これらの演算子は、選択したターゲット値に作用します。ターゲット値に
は、フリー・フォーム値、セル値、列値、行値またはディメンショナル間メンバーがあります。ターゲット値には、各ディメ
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ンションの1つのメンバーのみを含めることができますが、ディメンションのメンバーのみを行または列として含める必
要があります。

条件定義:

条件評価:
前のルールがグリッド・レベルで適用されると、このルールはフォームの各セルで呼び出され、紫色の線で囲まれたセ
ルの値とこのセルの値が比較されます。このため、Row_Member5のセル->Column_Member2は赤色になりま
す。

メンバー名

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のデータ・セルの交差に、指定したディメンション・メンバー
がある場合です。フォームが作成されたプラン・タイプに、選択したディメンションのメンバー名が含まれる必要があり
ます。

演算子:
演算子には、「次と等しい」、次と等しくない、「次を含む」、「次で始まる」または「次で終わる」を使用できます。メン
バー名であるターゲット値は、フリー・フォームで選択または入力されます。

条件定義:
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メンバー

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のデータ・セルの交差に、指定したディメンション・メンバー
(または、指定した関数の評価結果として生成されるメンバーの1つ)がある場合です。

演算子:
使用可能な演算子は「次に含まれる」および次に含まれないです。メンバーであるターゲット値は、フリー・フォームで
選択または入力されます。

属性を含める
ルールには属性値を含めることができます。「ソース・タイプ」が「属性」の場合、使用可能な演算子は「次である」で、
属性値を「ターゲット値」フィールドに直接入力できます。「ソース・タイプ」が「メンバー」の場合、「ターゲット値」フィー

ルドで「次に含まれる」、または次に含まれない演算子を選択し、 をクリックして「メンバー選択」ダイアログ・ボッ
クスの「変数」タブをクリックして、属性を選択できます。メンバー選択関数セレクタを使用して、「等しくない」や「以
上」などの属性の関数を選択できます。

データ検証ルールに属性値を使用する場合、属性の評価方法に注意してください。1つのルールが1つまたは複
数のディメンションからの1つまたは複数の属性を参照する場合、同じ属性ディメンションからの属性値はOR
として評価され、異なる属性ディメンションからの属性はANDとして評価されます。たとえば、ルールに属性IN
Red、Blue、True、Bigが含まれる場合、いずれか(Red OR Blue) AND True AND Bigのすべてのメンバーが選
択されます。詳細は 212ページのメンバーとしての属性値の選択についてを参照してください。

メンバーのソース・タイプの条件定義

属性のソース・タイプの条件定義

勘定科目タイプ

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のデータ・セルの交差に、指定した勘定科目タイプの勘定
科目がある場合です。現在サポートされているすべての勘定科目タイプ(支出、収益、資産、負債、資本、保存された
仮定)が表示されます。
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演算子:
使用可能な演算子は、「次である」です。

条件定義:

バージョン・タイプ

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のセルの交差に、指定したバージョン・タイプのバージョン
がある場合です。現在サポートされているバージョン・タイプ(標準ボトムアップ、標準トップダウン)が表示されます。

演算子:
使用可能な演算子は、「次である」です。

条件定義:

差異レポート・タイプ

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のセルの交差に、指定した差異レポート・タイプの勘定科
目がある場合です。使用可能な差異レポート・タイプ(支出、支出外)が表示されます。

演算子:
使用可能な演算子は、「次である」です。

条件定義:
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UDA

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のセルの交差に、指定したディメンションのメンバーに関
連付けられたこのUDAがある場合です。UDA参照は、選択したディメンションに基づいて選択されます。条件は、
選択した値と等しいこのディメンションのUDAに基づいています。UDA値は、ドロップダウン・リストから選択する必
要があります。

演算子:
使用可能な演算子は、「次である」です。

条件定義:

属性

アクション:
アクションが実行されるのは、ルールが呼び出される現在のセルの交差に、指定したディメンションのメンバーに関
連付けられたこの属性がある場合です。属性参照は、選択したディメンションに基づいて選択されます。条件は、選
択したターゲット値と等しいこのディメンションの属性に基づいています。

演算子:
使用可能な演算子は、「次である」です。

条件定義:

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ
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THEN条件値

アクション:
データ検証ルール・ビルダーによってサポートされているTHEN条件は、セルの処理条件のみをサポートします。セル
の処理条件を入力するには、 222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定を参照してください。

条件定義:

他の条件の詳細は、 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してください。

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

RANGE条件値
サブトピック
• CHECK RANGE
• RANGE

CHECK RANGEおよびRANGE条件は一緒に使用されます。これらの条件は、データ検証ルール・ビルダーを使用
して、THEN句内でまたは独立して使用できます。

参照:

•  235ページのCHECK RANGE
•  235ページのRANGE

他の条件の詳細は、 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してください。

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
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•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

CHECK RANGE

アクション:
特定の範囲内に収まる必要がある値を定義します。

値:
この値には、「現在のセル値」、または特定の「行」、「列」または「セル」の値を使用できます。

RANGE

アクション:
CHECK RANGE条件に定義されている値に有効な範囲を定義します。この範囲には、最小値以上かつ最大値未
満のすべての値が含まれます。CHECK RANGE条件に指定した値がこの範囲内である場合、この条件によって
定義される処理命令は、ルールが呼び出されるデータ・セルに適用されます。複数の値範囲を定義し、範囲ごとに異
なる処理命令を指定できます。

値:
範囲の最小値と最大値は、「セルの値」、「現在のセル値」、「行値」、「列値」、ディメンション間値を使用するか、フ
リー・フォーム値を入力することにより、定義できます。たとえば、次のルールにより、現在のセル値が5以上10未満で
あることを確認できます。この条件が満たされない場合、セルは赤になります。

条件定義:

他の条件の詳細は、 224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件を参照してください。

データ検証の条件演算子
データ検証ルール・ビルダーの条件演算子には、次のタイプの比較を組み込むことができます:
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• 次の演算子を使用した数値比較: 「=」、「!=」、「<」、「<=」、「>」、「>=」。
• 次の演算子を使用した文字列値比較: 「次と等しい」、「次と等しくない」、「次を含む」、「次で始まる」、「次で終わ

る」、次に含まれる」、次に含まれない。

ルールにより、テキストやスマート・リストなどの様々なデータ型を持つセルを比較できます。セルのデータ型が保持さ
れるのは、常に1つのセルからの値が参照される場合です。「現在のセル値」と「ディメンション間メンバー」を使用し
てセル値を参照する場合がこれに該当します。比較対象の値が複数のセルからの値(行値、列値およびセル値など)
である場合、データ型はデフォルトでdouble型に設定されます。

これらのデータ型の値を比較する場合、次のような処理が行われます:

• double型の場合、double値に対して文字列表現(123.45など)が使用されます。double型が小数部を持たな
い整数(123.00など)である場合、整数値(この場合、123)が使用されます。

• スマート・リストの場合、ルールには、Essbaseに格納されているスマート・リスト名と数値が使用されます。これらの
ルールでは、スマート・リスト・ラベルは使用されません。これは、スマート・リスト・ラベルはユーザー・ロケールに応じ
てユーザーごとに異なる可能性があるためです。

• テキストの場合、ルールで比較対象として使用するのはテキスト値のみです。
• その他すべてのデータ型(通貨、通貨以外、パーセンテージおよび日付)は、double型として処理されます。
• 日付の場合、ルールで比較対象として使用するのは、Essbaseに格納されている数値です。たとえば、ユーザー

がMM/DD/YYYYというフォーマットを前提として12/11/1999と入力した場合、この値は19991211として
Essbaseに格納され、この数値が比較対象として使用されます。

表67 「次で始まる」、「次で終わる」および「次を含む」の結果の例

演算子 比較値 比較先の値

次で始まる 2.0 2

 1234.0 12.0

 101.0 10

 2.0 2.0

 2.5 "2."

 "YearTotal" "Year"

次で終わる 2.0 2.0

 2.0 2

 2.5 5

 2.5 ".5"

 "YearTotal" "al"

 "YearTotal" "Total"

次を含む 2.0 2.0

 2.0 2

 2.5 5

 2.5 ".5"

 2.5 2.5
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演算子 比較値 比較先の値
 23.567 3.5

 23.567 67

 23.567 "23."

 23.567 ".56"

 "YearTotal" "al"

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  237ページのデータ検証ルールのシナリオ

データ検証ルールのシナリオ
サブトピック
• 例1
• シナリオ2
• シナリオ3
• シナリオ4
• シナリオ5

これらのシナリオは、データ検証がビジネス・ポリシーの実装にどのように役立つかについての例となります。

データ検証に関する追加情報は、次を参照してください:

•  219ページのデータ検証ルールの作成および更新
•  223ページのデータ検証ルールの評価および実行の順序
•  222ページのセルのフォーマットと移動パスの設定
•  223ページのデータ検証ルールの表示
•  224ページのルール・ビルダーによってサポートされている条件
•  235ページのデータ検証の条件演算子

例1
Johnは、Acme, Incという会社で働くコンサルタントで、フォームを設計したり、会社のポリシーを実施するデータ検
証ルールを実装しています。彼は、実際の合計費用が予算額を超えたときに実績額を赤色で示す検証ルールを実装
するよう求められました。このテストは、アプリケーションで年度および期間ごとに繰り返す必要があります。Johnは、
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次の図のようにフォームを設計し、ディメンション間メンバーを使用してセル・レベルにデータ検証ルールを追加しまし
た。

設計時のフォームのレイアウト:

設計時のデータ検証ルール:

データ検証が適用されたデータ入力時のフォーム:
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ヒント:
• Johnは、合計費用を分割して独立したセグメントとし、このセグメントにデータ検証ルールを適用することにより、

パフォーマンスをわずかに向上させることができます。ただし、これを行うと、新規のアカウントとシナリオがフォー
ムに追加されるためにメンテナンス作業が増えます。

• 「実績」の年合計期間のみを赤色で示すというように要件が変更された場合、Johnには2つのオプションがあり
ます。最善のオプションは、年合計が「期間」メンバーであるかどうかをチェックするIFエントリを追加する方法で
す。もう1つのオプションは、年合計メンバーを分割して独立した列とし、パフォーマンスを向上させる方法です。た
だし、これを行うと、分散ロジックが破綻し、「年」の列ヘッダーが繰り返されるため、新規年度が追加されるにつれ
てフォームのメンテナンスがより困難になります。

別のシナリオは、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。

シナリオ2
シナリオ1でJohnによって設計されたフォームをレビューした後、Acmeは、「予算」を行ではなく列として配置するこ
とにしました。この要件を実装するには、Johnは、軸内でメンバーを移動してフォームのレイアウトを変更できます。た
だし、データ検証ルールを更新する必要はありません。Johnは、次の図のようにフォームを更新しました。

設計時のフォームのレイアウト:

データ検証が適用されたデータ入力時のフォーム:

別のシナリオは、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。
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シナリオ3
これらのフォームを正常にロール・アウトした後、Johnは、次のポリシーを実装するよう求められました。それは、今年
度の予算額が前年度の実績額を大幅に超えないことを確認するためです。差が5%を超える場合、差が赤色で示さ
れます。

Johnは、メンバー式を持つメンバーを使用して、今年度の予算額と前年度の実績額の差異を計算することにしまし
た。次のメンバー式を追加しました:

@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;

Johnは、次の図に示すようにフォームを設計し、セル・レベルでデータ検証ルールを追加しました。Johnは、「メンバー
名」を使用して検証を合計費用にのみ適用しました。

設計時のフォームのレイアウト:

設計時のデータ検証ルール:
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データ検証が適用されたデータ入力時のフォーム:

ヒント:

• Johnがアウトラインの変更を許可されていない場合、またはメンバー式のパフォーマンスに問題が発生した場合、
式の列を使用できます。 179ページの式の行と列を使用したフォームの設計を参照してください。

• Johnは、次の理由により、このルールを「差異の割合(%)」列に定義します。

○パフォーマンスが向上します。ルールは、「差異の割合(%)」列のセルにおいてのみ評価されます。これに対し、
ルールが年合計に割り当てられている場合は、今年度の予算についてすべての期間でルールを評価すること
が必要になってしまいます。

○ユーザーがデータ検証メッセージに対応しやすくなります。Johnは、差異が大きいという内容のメッセージを、年
合計に追加するのではなく、「差異の割合(%)」列に追加できます。これにより、ユーザーは、差異を確認するた
めに「差異の割合(%)」を探さなくてすみます。

• 年合計と「差異の割合(%)」の両方を赤色で示すことが要件の一部であった場合、Johnは両方を赤色で示すこ
とができます。

別のシナリオは、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。

シナリオ4
セルを赤色で示すのみでなく、今年度の「予算」が前年度の「実績」金額より大幅に多い(5%を超える)ときに、ユー
ザーがプランニング・ユニットを上位へ移動できないようにすることも必要です。この要件を実装するためにJohnに
必要な作業は、次の図に示すように、データ検証ルールの処理命令を編集し、「移動しない」を選択することです。
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設計時のデータ検証ルール:

別のシナリオは、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。

シナリオ5
最後に、Johnは、特定部門の従業員の合計報酬が許容範囲内に収まっているかどうかを検証するデータ検証ルー
ルを設計するよう求められました。このルールにより、「運用」部門の「既存の従業員」を評価します。このルールでは、
「合計報酬」が許可された「最小」より大きく、従業員の等級に応じた報酬範囲の4分の3以下である場合、アクショ
ンは必要ないと認定します。

「合計報酬」が報酬範囲の4分の3を超える場合、検証メッセージが表示され、プランニング・ユニットは人事部長
の承認を受ける必要があります。この値が「最小」より小さい場合や、「最大」より大きい場合は、エラーが生成され、
ユーザーはそのプランニング・ユニットを上位に移動できなくなります。

Johnは、「フォームの管理」ダイアログ・ボックスから「従業員支出要約」フォームを開きました。このフォームでは、
ページに従業員と部門、行に勘定科目(「合計報酬」など)、および列として期間があります。検証を構築しやすくする
ために、Johnは、次の図に示すように、報酬範囲の4分の3を計算するための計算行を追加し、フォームに最小報酬
および最大報酬メンバーを追加しました。従業員の等級に応じた最小報酬および最大報酬は、メンバー式を使用し
て計算されます。
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設計時のフォームのレイアウト:

プランニング・ユニットの移動を阻止するデータ検証ルール:
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人事部長を確認者として追加するデータ検証ルール:

データ検証が適用され、検証メッセージが表示された、データ入力時のフォーム:

別のシナリオは、 237ページのデータ検証ルールのシナリオを参照してください。



予算編成プロセスの管理 245

9
予算編成プロセスの管理

この項の内容：
予算編成プロセスについて ......................................................................................................  245
予算策定プロセスの定義 ........................................................................................................  247
レビュー・プロセスの開始とサポート ...........................................................................................  249
プランニング・ユニットの注釈の印刷 .........................................................................................  249
プランニング・ユニット階層の管理 ............................................................................................  250
プランニング・ユニットの移動パス .............................................................................................  262
タスク・リストの管理 ................................................................................................................  265
データのコピー ........................................................................................................................ 275
セル詳細のクリア ...................................................................................................................  276

予算編成プロセスについて
プランニング・ユニットを使用して、予算の追跡およびステータスの確認、問題やプランニング・ユニット所有権の処
理ができます。予算サイクル期間は短縮されます。

• 承認経路は組織の構成から独立しています
• 例外と問題の領域はハイライト表示されます
• 監査情報には注釈とプロセス・ステータスが含まれます
• レビューには注釈とコメントが含まれます

プランニング・ユニット
プランニング・ユニットはシナリオ、バージョンおよびエンティティまたはエンティティの一部の組合せです。シナリオ
とバージョンはレビュー・サイクルの基礎です。プランニング・ユニットはシナリオとバージョンに対してプランニング・
データを送信します。たとえば、プランニング・ユニットを、バージョン(「ベスト・ケース」)、エンティティ(「New York」)
およびシナリオ(「実績」)で構成することができます。また、プランニング・ユニットは、エンティティ内にセカンダリ・
ディメンションを含めて、プランニング・ユニットの細かさを調整できます。

レビュー・プロセス
予算プロセスが完了するまで、プランニング・ユニットは確認者間を移動します。レビュー・プロセスは、プランニン
グ・ユニットに対して所有者および確認者を選択したときに設定した移動パスに沿って行われます。ただし、イベント
により移動パスの変更がトリガーされた場合は異なります。移動パスに影響するイベントは次のとおりです:

• 給与、新規採用または資本設備などの予算項目の支出の境界を超過する場合、または境界に到達しない場合
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• 現在の所有者が予算を、追加情報を求めて前の所有者に戻す場合
• 現在の所有者が、必ずしも移動パスにいないが許可されたユーザーに支援を求める場合

選択された承認テンプレートにより、予算をレビューする最初のユーザーが決定されます( 251ページのプランニン
グ・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定を参照)。最初のユーザーは、割り当てられたタスクを完了し、
次に(「ボトム・アップ」テンプレートを)上位に移動したり、(「配分」テンプレートを)送信します。これにより、次の所有者
に予算に注目するよう警告します。予算がユーザー間で受渡しされれば、他のユーザーにも通知されます。

各確認者は、予算を次の確認者に送信する前にプランニング・ユニットを検証する必要があります。検証により、確
認者が処理するプランニング・ユニットに定義されているすべてのデータ検証ルールが実行され、プランニング・ユ
ニットの移動パス内のすべてのデータ・エラーまたは変更がレポートされます。 262ページのプランニング・ユニッ
トの移動パスの変更を参照してください。

ヒント：

「承認」にユーザーIDではなくユーザーのフルネームを表示するには、「ユーザーのフル・ネームの表
示」オプションを選択します( 282ページのシステム設定の指定を参照)。

プランニング・ユニット階層
プランニング・ユニット階層には、レビュー・プロセスの対象となるプランニング・ユニットとエンティティが含まれま
す。

プランニング・ユニット階層メンバー間の親/子関係はレビュー・プロセスに影響します:

• 親を上位へ移動または拒否すると、その子は承認されないかぎり上位へ移動されるか、拒否されます。親の所有
者は子の所有者になります。

• 親を承認すると、その子は承認されます。
• すべての子が同じ所有者に上位へ移動されると、親は所有者に移動されます。
• すべての子のステータスが1つのステータス、たとえば「サインオフ済」に変更されると、親のステータスも同じス

テータスに変更されます。

子に別の所有者がいる場合、親のステータスを変更できません。子が異なるユーザーによって上位へ移動、送信また
はサインオフされた場合、親には所有者がなく、予算管理者のみがそのステータスを変更できます。

データ検証ルール
ビジネス・ポリシーおよびビジネス・プラクティスを実装するために、管理者はフォームで条件が満たされたときに
チェックするデータ検証ルールを構築できます。ルールを使用して、検証メッセージの生成、送信されるプランニング・
ユニット・データに対する制限の適用、および特定の条件を満たすデータを確認する特定の確認者または所有者の
指定を行うことができます。

例:

• プランニング・ユニットの移動パスの条件付け
• 無効なデータを含むプランニング・ユニットの移動の防止
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プランニング・ユニットの移動パスに影響するルールを設計する場合、これらのルールが評価および適用される順
序を理解する必要があります。データ検証ルールの設計方法および予期される結果の詳細は、 219ページの第8章
「データ検証の管理」を参照してください。

タスク・リスト
タスク・リストは、タスク、手順および終了日を一覧表示することで、ユーザーにプランニング・プロセスの手順を示し
ます。管理者や対話型ユーザーはタスクやタスク・リストを作成、管理します。

承認通知用電子メールの設定
管理者は、他のユーザーが電子メールの通知を有効にする前に、電子メール・サーバーの詳細を指定する必要があ
ります。承認通知用電子メール・サーバーの詳細はEPMレジストリから取得され、「共通設定」のOracle Hyperion
Enterprise Performance Management System Configuratorを使用して設定されます。

電子メール・サーバーを指定するには、Oracle Enterprise Performance Management Systemセキュリティ構成ガイドを
参照してください。

「アプリケーション設定」ページで、承認通知を有効にします。電子メールの通知を有効にすると、ユーザーはプランニ
ング・ユニットの所有者になったとき、または通知対象のユーザーとして指定されたときに電子メールを受信します。こ
の機能はSMTP電子メール・システムのみで使用可能です。

注：

承認電子メール通知は、アプリケーション所有者が有効にする必要があります。アプリケーション所
有者がこれを有効にしない場合、管理者が承認通知を有効にしていても、他のユーザーがプラン
ニング・ユニットを移動したときや、プランニング・ユニットで他のアクションを実行したときに電子
メール通知は送信されません。

承認通知を有効にするには、 281ページのアプリケーション・デフォルトの設定を参照してください。

予算策定プロセスの定義
サブトピック
• 承認の役割
• 承認プロセス
• 承認操作およびデータ検証

承認の役割
Planningの承認を管理するには、承認の役割を割り当てられている必要があります。

• 承認管理者 - 承認管理者は一般的に組織内のある地域を担当するビジネス・ユーザーであり、その地域の承認
プロセスを管理する必要がありますが、Planning管理者の役割を付与される必要はありません。承認管理者の
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役割には、承認所有権割当て者、承認プロセス・デザイナ、承認スーパーバイザといったPlanningの役割が含ま
れます。

• 承認所有権割当て者 - プランナの役割で実行できるタスクを行います。また、書込み権限を持つプランニング・
ユニット階層の任意のメンバーに対し、所有者の割当て、確認者の割当ておよび通知対象のユーザーの指定を行
えます。

• 承認プロセス・デザイナ - プランナおよび承認所有権割当て者の役割で実行できるタスクを行います。また、書込
み権限を持つプランニング・ユニット階層の任意のメンバーに対し、書込み権限を持つエンティティのセカンダリ・
ディメンションとメンバーの変更、プランニング・ユニット階層に対するシナリオとバージョンの割当ての変更、アク
セス権を持つフォームのデータ検証ルールの編集を行えます。

• 承認スーパーバイザ - 書込み権限を持つプランニング・ユニット階層の任意のメンバーに対し、プランニング・ユ
ニットの停止と起動、プランニング・ユニットに対する任意のアクションを実行できます。承認スーパーバイザはプ
ランニング・ユニットを所有していない場合でも、前述のアクションを実行できます。ただし、プランニング・ユニット
を所有していない場合、そのデータの変更は行えません。

これらの役割の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照
してください。

承認プロセス
Planningでは配分、ボトムアップ、フリーフォームの各予算策定がサポートされています。通常は、上位のユーザーが
ロードされたデータを含めたプランニング・ユニットを開始し、データ・エントリを直属の下位のメンバーに委任し、その
メンバーがさらに直属の下位に配分する、などと続きます。予算が配分されるまで、ユーザーは予算にアクセスできま
せん。

予算プロセスを定義するには、管理者が次の項目を定義します:

• プランニング・ユニット階層
• プランニング・ユニット階層の所有者と確認者
• 送信したデータを評価する検証ルール

ユーザーが提出した予算データには、検証ルールが適用されます。データが検証をパスした場合、予算は次の所有者
へ移動し、元のユーザーは所有者として再度承認されないかぎりデータを編集できなくなります。提出プロセスでは、
現在の所有者のみ編集可能なようにデータがロックされます。

承認操作およびデータ検証
データ検証を起動する承認操作の間、フォーム上のユーザー変数およびコンテキスト・ユーザー変数は、すべての可能
な入力の結果セットの個別の組合せに置き換わります。POVでのユーザー変数とコンテキスト・ユーザー変数はペー
ジとして処理されます。

注：

ユーザー代替変数の結果を表示するには、データ検証レポートのタスク・リストに移動します。フォー
ムで故意に検証が失敗するようにして、レポートに表示するプランニング・ユニットの検証操作を
実行する必要があります。
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レビュー・プロセスの開始とサポート
管理者がレビュー・プロセスを開始した後、プランニング・ユニットはあるレビュー担当者から別の担当者へ、予算プ
ロセスが完了するまで移動します。選択した承認テンプレートによって、予算をレビューする最初のユーザーが決定さ
れます。

確認プロセスを開始するには:
1. 「ツール」、「承認の管理」の順に選択します。
2. 「シナリオ」で、シナリオを選択します。
3. 「バージョン」で、バージョンを選択します。
4. 「実行」をクリックし、選択したシナリオとバージョンの組合せに関連付けられたプランニング・ユニットを表示し

ます。

リストされたプランニング・ユニットは承認に使用できます。

選択したシナリオとバージョンで開始されたプランニング・ユニットがない場合、次のメッセージが表示されま
す: 「選択されたシナリオとバージョンの組合せにプランニング・ユニット階層を割り当てていません。」

5. 「ツリー・ビュー」を選択し、 「プラン・サイクル」で「開始」をクリックして、確認プロセスを開始します。

注：

プランニング・ユニット階層に「ボトム・アップ」テンプレートが使用されている場合、「開始」を選択
すると、プランニング・ユニットが開始され、「作成」アクションも実行されます。これらのアクション
により、プランニング・ユニット階層でプランニング・ユニット所有者として定義されているユーザー
が現在の所有者として設定され、プランニング・ユニットのステータスが「レビュー中」に変更され
ます。

6. オプション: プランニング・プロセスから、またはシステムの追跡からプランニング・ユニットを除去するに
は、「除外」を選択します。

注意

プランニング・ユニットを除外すると、関連付けられた注釈および履歴がすべて破棄されます。プラ
ンニング・ユニットのステータスは「未開始」に戻り、所有者は「所有者なし」となります。データ値は
そのまま保留されます。

プランニング・ユニットの注釈の印刷
管理者は、シナリオ、バージョンおよびプランニング・ユニット・メンバーのセットの注釈についてレポートを作成し、プ
ランニング・ユニットのステータスを確認できます。レポートはプロセス・ステータスに基づいて作成できます。アプリ
ケーション名、選択したシナリオ、バージョンおよびエンティティ、プランニング・ユニットのタイトル、ステータス、作成
者、元の日付、および注釈が表示されます。注釈テキストは、最新のエントリを最初にして日付順に表示されます。

プランニング・ユニットの注釈についてレポートを作成および印刷するには:
1. 「ツール」、「レポート」の順に選択します。
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2. 「プランニング・ユニットの注釈」を選択します。
3. プランニング・ユニットで、レポートを生成するシナリオ、バージョン、およびエンティティを選択します。「カスタ

ム」を選択した場合、 をクリックしてカスタムのシナリオ、バージョンおよびエンティティを選択します。
4. 「承認ステータス」でステータスの状態を選択します。
5. 「レポート作成」をクリックします。
6.

Adobe Acrobatツールバーで「印刷」 をクリックします。

注：

マルチバイト文字がレポートに表示されるようにするには、Oracle Enterprise Performance
Management Systemインストールおよび構成トラブルシューティング・ガイドのマルチバイト文字に
関する項を参照してください。正しい言語のグリフがレポートに反映されるよう表示するには、
フォントをjava.homeディレクトリで使用可能にすることも必要です。Planningディレクトリ
は、EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fontsという場所を示しま
す。

プランニング・ユニット階層の管理
サブトピック
• プランニング・ユニット階層の作成
• プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの組合せの割当て
• プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの選択
• プランニング・ユニット階層の編集
• プランニング・ユニット階層の削除および名前変更
• プランニング・ユニット階層の使用状況の表示
• プランニング・ユニット階層の同期
• プランニング・ユニット階層のエクスポート
• プランニング・ユニット階層のインポート

プランニング・ユニット階層を使用すると、予算策定プロセスをすべてのタイプの組織要件に適用できます。

• プランニング・ユニットはエンティティおよび他のディメンションの組合せです。たとえば、あるアプリケーションに
会社のすべての製品が含まれる場合に、North America(北米)のプランニング・ユニット階層には北米で販売
されている製品に該当するディメンションとメンバーが含まれます。同様に、Europe(欧州)地域に対するプラン
ニング・ユニット階層は、欧州で販売されている製品のディメンションとメンバーが含まれます。同じ承認階層内
で、Latin America(南米)エンティティを勘定科目ディメンションを使用して拡張し、人事別のエンティティ、資本
支出別のエンティティおよび収益別のエンティティなどのプランニング・ユニットを作成できます。

• 事前設定した予算策定モードのテンプレートを使用して、ボトム・アップ、配分またはフリー・フォームの階層を作成
します。

• 使用されるエンティティ・ディメンションおよびセカンダリ・ディメンションの世代番号に基づいたディメンションへ
の動的なリンクが含まれます。たとえば、エンティティまたはセグメント・ディメンションの世代0から3がプランニン
グ・ユニット階層に自動的に追加されます。ディメンションで変更が発生した場合、プランニング・ユニット階層は
簡単に更新されます。
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• プランニング・ユニット階層をインポートおよびエクスポートします。
• シナリオおよびバージョン別に異なるプランニング・ユニット階層を作成します。たとえば、予算シナリオでは、部

門、勘定科目、製品を含む大きなプランニング・ユニット階層を使用します。一方、予測では、より少ない承認レベ
ルを含むより単純なプロセス組織を使用します。

プランニング・ユニット階層の作成
サブトピック
• プランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定
• プランニング・ユニット階層のメンバーの選択
• プランニング・ユニットの所有者と確認者の割当て
• グループ・ベースの承認について

各プランニング・ユニット階層では、エンティティがプライマリのディメンションです。エンティティ・ディメンションにメ
ンバーを追加する際、新しいメンバーが承認プロセスの一部になるかどうかは、作成した追加ルールによって決まりま
す。管理者は、プランニング・ユニット階層構造の例外として、メンバーを階層に追加することもできます。

プランニング・ユニット階層を作成するには:
1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
2. 「作成」をクリックします。

注：

「承認ディメンション」が「エンティティ」に設定されます。他の選択肢はありません。

3. どのエンティティ・メンバーが承認プロセスに追加されるかを決定する汎用ルールを作成します
( 251ページのプランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定を参照してください)。

4. 承認プロセスに追加するメンバーのプライマリ階層とサブ階層を選択します( 253ページのプランニング・ユ
ニット階層のメンバーの選択を参照してください)。

5. 承認プロセスの各ステージの所有者と確認者を割り当て、プランニング・ユニットの移動パスを作成します
( 254ページのプランニング・ユニットの所有者と確認者の割当てを参照してください)。

6. 「保存」をクリックします。

プランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定
プランニング・ユニット階層を設定するには、次の手順を実行します:

1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
2. 次のいずれかのアクションを行います:

• 新しい階層を作成するには、「作成」をクリックします。
• 既存の階層を編集するには、プランニング・ユニット階層を選択して、「編集」をクリックします。

3. 「承認ディメンション」を選択します。
4. 「階層名」で、プランニング・ユニット階層名を入力します。
5. オプション: 説明を入力します。
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6. 「承認の使用可能」で、次を選択します:

• すべて: すべてのプランニング・ユニットを承認プロセスに追加します。
• なし: デフォルトで、プランニング・ユニットを承認プロセスの対象に含めません。

プランニング・ユニットのグループまたは個別のプランニング・ユニットを承認プロセスの対象に含めるに
は、 253ページのプランニング・ユニット階層のメンバーの選択を参照してください。

• カスタム: 承認プロセスに含めるプランニング・ユニットを定義します。

個別のプランニング・ユニットおよび、親メンバーおよび世代の条件に基づくプランニング・ユニットを追加で
きます。 253ページのプランニング・ユニット階層のメンバーの選択を参照してください。

7. 「承認テンプレート」で、次を選択します:

• ボトム・アップ ( 252ページのボトムアップ予算策定を参照してください)。
• 配分 ( 252ページの配分予算策定を参照してください)。
• フリー・フォーム ( 252ページのフリーフォーム予算策定を参照してください)。

8. 「プラン・タイプ」で、プランニング・ユニットの集約値が継承されるプラン・タイプを選択します。

 254ページのプランニング・ユニットの所有者と確認者の割当てを参照してください。
9. 次のいずれかのアクションを行います:

• 「次へ」をクリックするか、「プライマリおよびサブ階層の選択」を選択して、プランニング・ユニット階層メン
バーを選択します( 253ページのプランニング・ユニット階層のメンバーの選択を参照してください)。

• 「保存」、「終了」の順にクリックして、変更を保存し、プランニング・ユニット階層を閉じます。

ボトムアップ予算策定

データはリーフ・メンバー・レベル(予算グループの子など)で入力され、データを組織階層にロール・アップすることで
結合されます。予算策定を開始すると、データは各シナリオと各ユーザーに別々に移入されます。所有者はボトムアッ
プ・モードでの承認の階層に従います。ユーザーはプランニング・ユニットに対して定義されたアクセス権限に基づい
てデータを表示または編集できます。最上位の予算グループ所有者は、個別に承認された予算を最終集計予算に
集計します。

配分予算策定

予算データが組織のリーフ・レベルで入力され、所有権が組織の最上位レベルで開始されます。所有権は次に、組
織階層の下位へ配布されます。所有権が下位のレベルに到達すると、予算は承認プロセスを経て最上位に戻され
て提出されます。予算管理、トランザクション管理、レポート作成に利用できるように最上位の予算グループ所有者
が予算をレビュー、承認、およびロードします。

フリーフォーム予算策定

フリーフォーム予算策定を行う場合、リーフ・メンバーにデータが入力され、プランナは次の所有者をドロップダウン・リ
ストから選択します。フリーフォーム予算策定モードでは、プランナは次の所有者をドロップダウン・リストから選択でき
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ます。この予算テンプレートを選択するのは、 251ページのプランニング・ユニット階層の作成で説明されている
承認機能を使用しない場合にしてください。

プランニング・ユニット階層のメンバーの選択
プランニング・ユニット階層のメンバーを選択するには:

1. 次のいずれかのアクションを行います:

a. 「承認ディメンション」から「次へ」を選択するか、「プライマリおよびサブ階層の選択」を選択して、プランニ
ング・ユニット階層の定義を続行します。

b. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。プランニング・ユニット階層を選択
し、「編集」、「プライマリおよびサブ階層の選択」の順に選択してメンバーを編集します。

注意:

• プランニング・ユニット階層メンバーの選択中ならどの時点でも、「デフォルトの階層にリセット」をクリックし
て、プランニング・ユニット階層を「承認ディメンション」ページで定義したデフォルトのメンバーシップにリセッ
トできます。

• 共有メンバーはプランニング・ユニット階層内に表示されません。
2. プランニング・ユニット階層を表示する方法を定義します:

• 右クリックして、「展開」または「下をすべて展開」を選択し表示を展開します。
• 右クリックして、「縮小」または「下をすべて縮小」を選択し表示を縮小します。
• 存在するすべてのプランニング・ユニットを表示するには、「すべてのエンティティ」をクリックします。
• 使用可能なプランニング・ユニットのみを表示するには、「プランニング・ユニット」をクリックします。
• 「検索」では、「名前」、「別名」、または「両方」を選択します。「検索」に名前の一部またはすべてを入力して

エンティティを検索してから、 をクリックしてプランニング・ユニット階層内で前方(下方向)に検索した

り、 をクリックして後方(上方向)に検索できます。
• 複数ページのプランニング・ユニット階層内のページ間で移動するには、「ページ」にページ番号を入力し

て「実行」をクリックするか、「開始」(最初のページ)、「前へ」(前のページ)、「次へ」または「終了」(最後のペー
ジ)をクリックします。

3. オプション: 承認プロセスの対象としてのデフォルト設定に含まれないプランニング・ユニットの場合、プランニ
ング・ユニット名の左側にあるボックスを選択することで、このプランニング・ユニットを承認プロセスの対象に
含めることができます。

4. オプション: プランニング・ユニット名を右クリックして承認プロセスのサブ階層メンバーを定義し、1つのオプ
ションを選択します:

• 子を含む: プランニング・ユニットの子を含めます。
• メンバーを含む: プランニング・ユニットのみを含め、子孫は含めません。
• すべての子孫を含む: プランニング・ユニットのすべての子孫を含めます。
• 世代を含む: プランニング・ユニットの1つ以上の世代を含めます。プロンプトが表示された後、含める世代を

指定します。
• 子を除外: プランニング・ユニットの子を除外します。
• メンバーを除外: プランニング・ユニットのみを除外し、子孫は除外しません。
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• すべての子孫を除外: プランニング・ユニットのすべての子孫を除外します。

• 世代を除外: プランニング・ユニットの世代を除外します。プロンプトが表示された後、除外する世代を指定
します。

5. オプション: 承認プロセスの対象に含まれているプランニング・ユニットにセカンダリ・ディメンションを追加し
て、粒度を上げることができます:

a. 「ディメンション」からディメンションを選択します。
b.

「親メンバー」で、 をクリックしてメンバー選択ウィンドウを表示し、そのディメンションの親メンバーとし
てメンバーを1つ選択します。

c. 「相対的な世代」で、含める親メンバー世代を指定します。

世代を追加すると、この世代のすべてのメンバーが承認プロセスに追加されます。
d. 検索条件を満たすプランニング・ユニット階層に、新たに追加されたメンバーを自動的に含めるには、「自

動組込み」を選択します。
e.

オプション: 含めるメンバーを絞り込むには、プランニング・ユニットの 「選択したメンバー」でをクリッ
クします。メンバーを削除するには、メンバーの横にあるチェック・ボックスをクリアします。

6. 次のいずれかのアクションを行います:

• 「次へ」をクリックするか、「所有者の割当て」を選択して、プランニング・ユニット所有者を指定します
( 254ページのプランニング・ユニットの所有者と確認者の割当てを参照してください)。

• 「保存」、「終了」の順にクリックして、変更を保存し、プランニング・ユニット階層を閉じます。

プランニング・ユニットの所有者と確認者の割当て

プランニング・ユニットの所有権は、プランニング・ユニットの親から継承されます。プランニング・ユニットの確認者
も継承されます。また、プランニング・ユニットが継承する所有者と確認者でなく、プランニング・ユニットの所有者と
確認者を明示的に指定して所有者と確認者を割り当てることもできます。

プランニング・ユニットの所有者と確認者を割り当てるには:

1. 次のいずれかのアクションを行います:

a. 「プライマリおよびサブ階層の選択」から「次へ」を選択するか、「所有者の割当て」を選択して、プランニン
グ・ユニット階層の定義を続行します。

b. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。プランニング・ユニット階層を選択
し、「編集」、「所有者の割当て」の順に選択してプランニング・ユニット所有者を指定します。

2.
プランニング・ユニットを選択し、「所有者」で をクリックして所有者を選択します。

1つのプランニング・ユニットに設定できる所有者は1人のみです。ユーザーまたはグループのいずれかが所有
者になることができます。「ユーザー」タブを選択し、個別のユーザーを所有者として割り当てます。「グループ」タ
ブを選択し、グループを所有者として割り当てます。 256ページのグループ・ベースの承認についてを参照し
てください。

3.
「確認者」で をクリックしてプランニング・ユニットの確認者を選択します。
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確認者には、個々のユーザー、単一のグループまたは複数のグループを指定できます。「ユーザー」タブを選択し、
個別ユーザーを確認者として割り当てます。「グループ」タブを選択し、単一のグループまたは複数のグループを
確認者として割り当てます。 256ページのグループ・ベースの承認についてを参照してください。

注：

「ボトム・アップ」または「配分」テンプレートを使用し、確認者が個別ユーザーの場合、確認者はプ
ランニング・ユニットをレビューする順序で選択します。リスト内の最初の確認者が、プランニング・
ユニットを処理する最初のユーザーです。最初の確認者がプランニング・ユニットを移動または送
信すると、選択した2番目のユーザーがプランニング・ユニットの所有者になり、それ以降も、作成し
た確認者のリストによって順序が決まります。

4.
承認中にプランニング・ユニットの集約値を表示可能にするには、「値定義メンバー」で をクリックして、
非プランニング・ユニット・ディメンションの交差を定義します。

注意:

• 非プランニング・ユニット・ディメンションの場合: プランニング・ユニットの集約値を表示するには、「メンバー
選択」で、「承認ディメンション」タブで選択したプラン・タイプの非プランニング・ユニット・ディメンションごと
に1メンバーを選択する必要があります。非プランニング・ユニット・ディメンションのメンバーを選択しないと、
プランニング・ユニットの集約値は空白になります。

• プランニング・ユニット・ディメンションの場合: プランニング・ユニット階層で親メンバーに指定した値定義メ
ンバーは、そのメンバーの子孫によって継承されます。値定義メンバーがプランニング・ユニット・ディメンショ
ンの親メンバーと子メンバーの両方に選択されている場合、子の選択が優先されます。たとえば、親「米国」と
その子「西部地域」の両方に値定義メンバーを選択すると、「西部地域」の値定義メンバーが優先されます。
実行時に、プランニング・ユニット階層で指定したエンティティ、シナリオ、バージョンおよびセカンダリ・ディメ
ンション・メンバーが選択されます。

• 複数通貨アプリケーションの場合: 「プリファレンス」で、ユーザーは集約プランニング・ユニットを表示するた
めの「レポートの通貨」を設定します。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。合計が
正しいことを保証するには、「通貨換算」ビジネス・ルールを起動するようユーザーに知らせます。

注：

複数通貨のアプリケーションではレポートの通貨が想定されるため、通貨の値定義メンバーを選択
しないでください。

5.
「移動パス」で をクリックし、プランニング・ユニットの移動パスを表示し、このパスが正しいかどうかを
確認してエラーを修正します。

6.
「ユーザーに通知」で をクリックし、プランニング・ユニットがユーザー間で移動されるたびに通知するユー
ザーを選択します。

7. オプション: 他のプランニング・ユニットの所有者または確認者を変更するには、それらのユニットに対して手
順2から5を繰り返します。
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8. 処理を保存して続行する場合は「保存」をクリックし、処理を保存してプランニング・ユニット階層を閉じる場合
は「終了」をクリックします。

グループ・ベースの承認について
プランニング・ユニット所有者の割当てでは、個別ユーザーまたはグループを割り当てることができます。プランニン
グ・ユニット確認者の割当てでは、個別ユーザー、1つのグループまたは複数のグループを割り当てることができます。

グループの所有者としての割当て

1人のユーザーまたは1つのグループのみがプランニング・ユニットの所有者として割り当てられます。グループ内で
は、任意のユーザーが所有者になれますが、所有者になれるのは一度に1人のユーザーのみです。所有者として割り
当てられたユーザーのみがアクションを実行できます。他のグループ・メンバーは、現在の所有者から自分に所有権を
移行できます。所有者として割り当てられているユーザーがいない場合、グループ内の任意のユーザーが、所有権を
要求することなく、グループを代表してアクションを実行できます。

グループ(複数可)の確認者としての割当て

個別ユーザーを確認者として選択する場合、すべてのユーザーが承認する必要があり、承認はユーザーが入力した順
番に従う必要があります。グループ(複数可)を確認者として選択する場合、グループ内のユーザーは確認者になるこ
とができ、次のレベルに移行できます。

複数の確認者を入力する方法の例を次に示します:

例1

         North America - Bill
     USA - Nick, Sandy, Kim
          CA - John

      

承認経路は、John、Nick、Sandy、Kim、Billです。

例2

         North America - Bill
     USA – {Group A}
          CA - John

      

承認経路は、John、グループAの任意のユーザー、Billです。

例3

         North America – {Group B}, Bill
     USA – Susan, {Group A}
          CA - John
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承認経路は、John、Susan、グループAの任意のユーザー、グループBの任意のユーザー、Billです。

例4

         North America – {Group B}, Bill
     USA – Susan, {Group A}
     CA - John
**A validation rules indicates that if New Hires > 4, then before USA, set {Group HR}
 as reviewer.

      

CAプランニング・ユニットに対し条件がTRUEの場合、承認経路は、John、グループHRの任意のユーザー、グルー
プAの任意のユーザー、グループBの任意のユーザー、Billです。

プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの組合せの割当て
予算プロセス中、Q1やFY10などの様々なシナリオについて計算が実行されます。シナリオごとに、InitialやFinal
などの様々なバージョンについて計算を実行できます。予算プロセスを開始する前に、予算プロセスに含まれるシナ
リオとバージョンの組合せに対してプランニング・ユニット階層を割り当てます。

プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの組合せを割り当てるには:
1. 「管理」、「承認」、「シナリオおよびバージョンの割当て」の順に選択します。
2. オプション: 目的のプランニング・ユニットに割り当てられているシナリオとバージョンを表示するには、そのユ

ニットの横にある をクリックします。リストを閉じるには、 をクリックします。
3. シナリオとバージョンの割当てを追加します。

a.
プランニング・ユニットの 「アクション」列のをクリックします。

b. 「シナリオ」列で「選択」をクリックしてから、プランニング・ユニット階層に関連付けるシナリオを選択します
c. 「バージョン」列で「選択」をクリックしてから、選択したシナリオに関連付ける1つ以上のバージョンを選択

します。
d. 「OK」をクリックします。

新規割当て行が表示されます。
4.

オプション: シナリオとバージョンの割当てを削除するには、 をクリックします。
5. 「保存」をクリックし、シナリオとバージョンの割当てを保存して続行するか、「変更の取消」をクリックして、直前

の保存以降の変更を元に戻します。

プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの選択
プランニング・ユニット階層のシナリオおよびバージョンを選択するには、次の手順を実行します:

1. 「ツール」、「承認の管理」の順に選択します。
2. 「シナリオ」で、シナリオを選択します。
3. 「バージョン」で、バージョンを選択します。
4. 「実行」をクリックし、選択したシナリオとバージョンに定義されているプランニング・ユニット階層を表示します。
5. 「表示」で、「ツリー・ビュー」をクリックしてプランニング・ユニットを階層として表示するか、「フラット・ビュー」をク

リックしてプランニング・ユニットをリストとして表示します。
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6. オプション: この階層のプランニング・ユニットを所有している場合、「自身を選択」を選択して、それらを選択し
ます。

7. 各プランニング・ユニットに対し、次が表示されます:

• プラン・サイクル(ツリー・ビューのみ): プランニング・ユニットが開始されているか、また予算プロセスの対象
に含まれているかどうかを表示します

• 承認ステータス: たとえば「最初のパス」
• サブステータス
• 現在の所有者
• 場所
•

「パス」で、 をクリックして、可能性のある移動パスを表示します

• 「アクション」で、「詳細」をクリックしてプランニング・ユニットの詳細を表示し、プランニング・ユニットの注釈
を追加または編集します

プランニング・ユニット階層の編集
プランニング・ユニット階層を編集するには:

1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
2. 編集するプランニング・ユニット階層を確認します。
3. 「編集」をクリックします。
4. 変更内容に応じて適切なタブを選択します(たとえば、階層でプランニング・ユニットの所有者を編集する場合

は「所有者の割当て」を選択します)。

• 承認ディメンション

プランニング・ユニット階層の説明または承認のデフォルトのスコープを変更するには、 251ページのプラ
ンニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定を参照してください。

• プライマリおよびサブ階層の選択

承認からメンバーを選択または削除するには、 253ページのプランニング・ユニット階層のメンバーの選
択を参照してください。

• 所有者の割当て

プランニング・ユニットの所有者または確認者を変更するには、 254ページのプランニング・ユニットの所
有者と確認者の割当てを参照してください

• 使用状況

プランニング・ユニット階層を参照するPlanningオブジェクト(データ検証ルールまたはシナリオおよびバー
ジョン割当て)を表示するには、 259ページのプランニング・ユニット階層の使用状況の表示 を参照してく
ださい

5. 完了後、「保存」をクリックします。

操作するプランニング・ユニット階層のシナリオおよびバージョンを選択するには、 257ページのプランニング・ユ
ニット階層のシナリオとバージョンの選択を参照します。
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プランニング・ユニット階層の削除および名前変更
プランニング・ユニット階層が、データ検証ルールやシナリオおよびバージョン割当てなどの他のPlanningオブジェ
クトにより参照されていない場合には削除できます。「使用状況」タブは選択したプランニング・ユニット階層を参照
するオブジェクトを表示し、そのオブジェクトへリンクしているので、階層から関連付けを解除できます。

プランニング・ユニット階層の名前を変更することもできます。プランニング・ユニット階層の名前を変更しても、階
層を参照するPlanningオブジェクトには影響しません。

プランニング・ユニット階層を削除または名前変更するには:
1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
2. 次のいずれかのアクションを行います:

• 削除するには、削除するプランニング・ユニット階層を選択して、「削除」をクリックします。
• 名前を変更するには、名前を変更するプランニング・ユニット階層を選択して、「名前変更」をクリックします。

ダイアログ・ボックスにプランニング・ユニット階層の新しい名前を入力します。
3. 「OK」をクリックします。

他のPlanningオブジェクトにより参照されるプランニング・ユニット階層を選択すると、エラー・メッセージ
が表示されます。プランニング・ユニット階層を参照するPlanningオブジェクトを表示および編集するに
は、 259ページのプランニング・ユニット階層の使用状況の表示 を参照してください。

プランニング・ユニット階層の使用状況の表示
プランニング・ユニット階層には、シナリオおよびバージョン割当て、データ検証ルールなど、フォームに定義された依
存関係がある可能性があります。プランニング・ユニット階層に依存関係がある場合、その依存関係が削除される
まで階層は削除できません。「使用状況」タブでは、プランニング・ユニット階層の依存関係を表示し、フォームまた
はシナリオおよびバージョン割当てにリンクすることができるので、必要に応じて、依存関係を削除できます。

プランニング・ユニット階層の使用状況を表示するには:
1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
2. プランニング・ユニット階層を選択して「編集」をクリックし、「使用状況」を選択して、 プランニング・ユニット階

層の依存関係を表示します。
3. 「フォーム」を選択し、関連付けられたデータ検証ルールを表示します:

• 関連付けられたデータ検証ルールがない場合、メッセージが表示されます。
• データ検証ルールが関連付けられている場合、フォームにリストされます。ルールのハイパーリンクをクリックす

ると、フォームが新しいタブに編集モードで表示されます。その後、データ検証ルールを更新または削除して、
プランニング・ユニット階層から関連付けを解除できます。 219ページのデータ検証ルールの作成および更
新を参照してください。

4. 「シナリオおよびバージョンの割当て」を選択して、関連付けられたシナリオおよびバージョン割当てを表示しま
す:

• 関連付けられたシナリオおよびバージョン割当てがない場合、メッセージが表示されます。
• シナリオおよびバージョン割当てが関連付けられている場合、シナリオにリストされます。バージョンのハイ

パーリンクをクリックすると、割当てが新しいタブに表示されます。その後、シナリオおよびバージョン割当てを
削除して、プランニング・ユニット階層から関連付けを解除できます。 257ページのプランニング・ユニット
階層のシナリオとバージョンの組合せの割当てを参照してください。
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5. 手順3または4で依存関係を削除したら、「使用状況」タブの「リフレッシュ」をクリックして、残りの依存関係を表
示します。

6. プランニング・ユニット階層を削除する場合、すべての依存関係が削除されるまで手順3、4、5を繰り返します。

すべての依存関係がプランニング・ユニット階層から削除されたら、階層を削除できます。 259ページのプランニ
ング・ユニット階層の削除および名前変更を参照してください。

プランニング・ユニット階層の同期
プランニング・ユニット階層で使用されているディメンション・メンバーを追加、削除または変更する場合、影響を受
けるプランニング・ユニット階層をこの変更と同期させる必要があります。プランニング・ユニット階層のリストを表示
する場合、各プランニング・ユニット階層のエントリには、最新の変更がプランニング・ユニット階層に反映されてい
るかどうかが示されます。この手順を使用して、プランニング・ユニット階層をディメンション・メンバーの変更と同期
させます。

注：

ディメンション・メンバーを追加する場合、ディメンション・メンバーがプランニング・ユニットとして
追加されるのは、プランニング・ユニット階層の組込みルールの基準をこれらが満たす場合のみ
です。たとえば、追加したエンティティが第4世代のエンティティであるときに、第1世代から第3世
代までがプランニング・ユニットであると組込みルールに指定されている場合、エンティティはプラ
ンニング・ユニットとして追加されません。ただし、このエンティティが第3世代のメンバーである場
合は、プランニング・ユニット階層が次回に編集、保存または同期されるときに、プランニング・ユ
ニットとして追加されます。

プランニング・ユニット階層を変更と同期させるには:
1. 「管理」、「承認」の順に選択します。
2. 「プランニング・ユニット階層」を選択します。「同期済」列では、プランニング・ユニット階層に次のようなラベル

が付きます:

• 同期済 - 変更はプランニング・ユニット階層と同期されます
• 非同期 - 変更はプランニング・ユニット階層と同期されません
• 未同期の従属 - 変更は、プランニング・ユニット階層と同期されますが、Oracle Hyperion Public Sector

Planning and Budgetingでは、関連する意思決定パッケージのプランニング・ユニット階層と同期されま
せん

• userによってロック済 - ユーザーがプランニング・ユニット階層を編集または同期中です

注：

プランニング・ユニット階層リストを表示した後、ユーザーによってプランニング・ユニット階層の
編集または同期が開始された場合、プランニング・ユニット階層リストでは、このプランニング・ユ
ニット階層について「ロック済」とは表示されません。このプランニング・ユニット階層を同期しよう
としても同期は行われず、編集中であることを示すエラー・メッセージが表示されます。

3. 「同期済」で「未同期」としてリストされているプランニング・ユニット階層を選択してから、「同期」をクリックしま
す。
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プランニング・ユニット階層に変更が適用され、次に、プランニング・ユニット階層に定義されている組込みルー
ルに従ってプランニング・ユニットのリストが更新されます。

注：

別のユーザーによる編集または同期中であるプランニング・ユニット階層を変更と同期させること
はできません。

プランニング・ユニット階層のエクスポート
プランニング・ユニット階層をエクスポートする場合、プランニング・ユニット階層情報を含むファイルを作
成します。このファイルを作成した後、そのコンテンツを既存のプランニング・ユニット階層にコピーできます
( 261ページのプランニング・ユニット階層のインポートを参照)。

ファイル・フォーマットの詳細は、 91ページのロード・ファイルの生成を参照してください。

プランニング・ユニット階層をエクスポートするには:
1. 「管理」、「承認」、「ファイル・ベースのインポート/エクスポート」の順に選択します。
2. 「プランニング・ユニット階層のエクスポート」を選択します。
3. 「既存のプランニング・ユニット階層名」で、エクスポートするプランニング・ユニット階層を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. 「保存」ダイアログ・ボックスが表示されたら、エクスポート・ファイルを選択した場所に保存します。
6. 「エクスポート」または「完了」をクリックします。「エクスポート」ではアクションが実行され、「完了」ではダイアロ

グ・ボックスが閉じられます。

プランニング・ユニット階層のインポート
プランニング・ユニット階層には、プランニング・ユニット階層インポート・ファイルのコンテンツを移入できます。この
インポート・ファイルは、既存のプランニング・ユニット階層をエクスポートした結果です。 261ページのプランニン
グ・ユニット階層のエクスポートを参照してください。

プランニング・ユニット階層情報をインポートしても、プランニング・ユニット階層は作成されません。エクスポート・
ファイルから移入されたプランニング・ユニット階層が存在し、少なくともインポート前の名前を持っている必要があ
ります。プランニング・ユニット階層のロードでは最初にプランニング・ユニット階層のすべてのメンバーが削除され、
入力ファイルに指定された各メンバーが新規メンバーとして追加されます。

注：

プランニング・ユニット階層のロードでは、既存のメンバーが入力ファイルで指定されていなければ
そのメンバーおよびその子が階層から削除されます。

プランニング・ユニット階層をインポートするには:
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1. 「管理」、「承認」、「ファイル・ベースのインポート/エクスポート」の順に選択します。
2. 「プランニング・ユニット階層のインポート」を選択します。
3. 「既存のプランニング・ユニット階層名」で、エクスポートした情報を受け取るプランニング・ユニット階層を選択

します。

注：

インポート後のプランニング・ユニット階層には、移動パスを決定するために定義されている所有
者、確認者およびルールが追加されます。

4. 「所有者を含むプランニング・ユニット階層」で「参照」をクリックし、インポートするエクスポートされたプランニ
ング・ユニット階層ファイルを選択します。

5. 「OK」をクリックします。
6. 「インポート」または「完了」をクリックします。「インポート」ではアクションが実行され、「完了」ではダイアログ・

ボックスが閉じられます。

インポートに成功しましたというメッセージが表示された場合は、エクスポート済ファイル内のプランニング・ユニッ
ト階層情報は、「既存のプランニング・ユニット階層名」で選択したプランニング・ユニット階層に正常にコピー
されたことになります。

「インポートに失敗しました。一部のアイテムがインポートされませんでした。」というメッセージが表示された場合は、「詳
細」をクリックしてログ・ファイルを表示します。エラーを修正し、プランニング・ユニット階層のインポートを再試
行します。

プランニング・ユニットの移動パス
サブトピック
• プランニング・ユニットの移動パスの変更
• プランニング・ユニットの移動パスのデータ検証ルールの設計の考慮事項

プランニング・ユニットは、プランニング・ユニットごとに割り当てる所有者と確認者、およびプランニング・ユニット階
層内のその親に基づいて人から人へ、また部署から部署へ移動します。

プランニング・ユニット階層の移動パスに影響を及ぼす方法には、次の2つがあります:

• 承認アクション(移動や拒否など)を使用してプランニング・ユニットの所有者と確認者およびその子孫を変更しま
す

• データ検証ルールを使用して、プランニング・ユニットの移動パスの変更が必要かどうかを決定します

プランニング・ユニットの移動パスの変更
プランニング・ユニットの所有者と確認者およびその親を選択する場合、プランニング・ユニットの移動パスを設定
します( 262ページのプランニング・ユニットの移動パスを参照)。ただし、場合によっては、予算計算結果により、
次に予算を確認する担当者が変更されます。たとえば、販売グループの給与が前年度の予算を10%超多い場合、
次の確認者以外の担当者による承認が必要になることがあります。このような場合、予算のリダイレクトを自動化す
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るには、これらの例外がないかをテストするデータ検証ルールに条件およびアクションを追加してから、必要に応じて
移動パスを変更します。また、データ検証ルールを使用することにより、プランニング・ユニットにデータ・エラーがある
ときにプランニング・ユニットが次の確認者に移動するのを阻止できます。

プランニング・ユニットの移動パスを変更するには:

1. データ検証ルールを作成または選択します( 219ページのデータ検証ルールの作成および更新を参照)。
2.

データ検証ルール・ビルダーで、 をクリックして移動パス条件を作成し、予算計算がこれらの条件を満たさ
ないときに実行するアクションを指定します。

3. 次のいずれかのアクションを選択します:

• 移動パスの更新: 設定した条件がトリガーされたときに確認者または所有者を移動パスに追加する移動パ
ス条件を作成します。

• 移動しない: プランニング・ユニットが次の確認者に移動するのを阻止します。通常、このアクションは予算
内に無効なデータがあることを示します。

4. 「セルの処理」ダイアログ・ボックスの「承認」の下で、「追加」をクリックして移動パス条件を追加します。

移動パス条件は、リストされている順序で処理されます。移動パス条件をリスト内で上下に移動するに

は、 および を使用します。
5. オプション: 移動パス条件を複製するには:

a. 移動パス条件を選択し、「コピー」をクリックします。
b. リスト内でコピーした移動パス条件より前にある移動パス条件を選択し、「貼付け」をクリックして、コピー済

移動パス条件を追加します。
6. オプション: 移動パス条件を削除するには、「削除」をクリックします。
7.

「プランニング・ユニット階層」および「プランニング・ユニット」で、 をクリックし、移動パス条件が影響す
るプランニング・ユニット階層およびプランニング・ユニットを選択します。

8. 「移動パスの条件」で、「移動パスの条件」で選択したプランニング・ユニットについて移動パスを変更する位
置を指定します。選択:

a. 「位置」で、「プランニング・ユニット」で選択したプランニング・ユニットについて移動パスを変更する位置
を指定します。選択:

• 前: 「移動パスの条件」で指定したプランニング・ユニットに所有権が到達する前に、代替の所有者また
は確認者を挿入します。

• 後: 「移動パスの条件」で指定したプランニング・ユニットに所有権が到達した後で、代替の所有者また
は確認者を挿入します。

• 前および後: 「移動パスの条件」で指定したプランニング・ユニットに所有権が到達する前または後に、
代替の所有者または確認者を挿入します。

注：

データ検証ルールに移動パス条件を追加すると、プランニング・ユニット内の定義されている移動
パスの上に、プランニング・ユニットの所有権の可能な変更が、オプションのパスとして表示され
ます。この表示は、パスを変更できる位置と、定義されているパスに代替パスが再結合する方法を
示します。
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b.
「移動パスの条件」の「プランニング・ユニット」列で、 をクリックし、「位置」で選択したアクションで
変更するプランニング・ユニットを選択します。

注：

選択したプランニング・ユニットは、直前の手順で選択したプランニング・ユニットの祖先である必
要があります。祖先でないプランニング・ユニットを選択すると、プランニング・ユニット階層の検証
時に移動パス条件が評価されません。

9. 「割当て」列で、代替の各所有者および確認者の役割とユーザー・タイプ、およびユーザーまたはUDAと、ルール
の例外が発生したときに通知対象とするユーザーを選択します。

a. 「役割」で、次を選択します:

• 代替の所有者を選択するには「所有者」
• 代替の確認者を選択するには「確認者」
• 通知されるユーザーを選択するには「通知されたユーザー」

b. 「タイプ」で、次を選択します:

• 代替ユーザーを指定するには「ユーザー名」
• ディメンションを選択しUDAに割り当てられた接頭辞を入力するには「UDAから」

c. 「ユーザー」で、次を指定します:

• 「ユーザー名」には、代替ユーザーの名前を指定、またはユーザー・セレクタから1つを選択

• 「UDAから」には、「ディメンションの選択」ドロップ・ダウンからディメンションを選択してから、UDAが
ユーザー名を含む(たとえばProdMgr:)ことを示す、UDAで使用された接頭辞を指定

注：

スペースも含めて、UDAの作成時に割り当てられたのと同じ接頭辞が指定されたことを確認しま
す。たとえば、接頭辞とユーザー名の間にスペースがある場合(ProdMgr Kim)、ProdMgrの後に
スペースがあることを確認します。

10. オプション: プランニング・ユニットの移動パスの変更に関係するユーザーに対するメッセージを指定します:

a.
次で をクリックします:

• 送信者メッセージ: 移動パスの変更時にプランニング・ユニットを移動するユーザーに送信する電子メー
ルのメッセージ・テキストを入力します。

• 確認者メッセージ: ルールの例外のためにプランニング・ユニットを受信して確認するユーザーに送信す
る電子メールのメッセージ・テキストを入力します。

b. 「OK」をクリックし、メッセージを保存します。

入力したテキストは、プランニング・ユニットがステータスを変更する際に送信されるメッセージに追加されます。
11. 「OK」をクリックして移動パス条件を保存し、データ検証ルールの作成に戻ります。
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プランニング・ユニットの移動パスのデータ検証ルールの設計の考慮
事項
プランニング・ユニットの移動パスに影響するルールを設計する場合、これらのルールが評価および適用される順
序を理解する必要があります。データ検証ルールの設計方法および予期される結果の詳細は、 219ページの第8章
「データ検証の管理」を参照してください。

タスク・リストの管理
サブトピック
• タスク・リスト・フォルダの操作
• タスク・リストの操作
• タスク・リストへの指示の追加
• タスクの追加と定義
• タスク・リストへのタスクの追加
• タスク・リストの編集
• Planningページへのタスクのリンク
• タスク・リストへのアクセス権の割当て
• タスク・リストのインポートとエクスポート

タスク・リストは、タスク、手順および終了日を一覧表示することで、ユーザーにプランニング・プロセスの手順を示し
ます。管理者や対話型ユーザーはタスクやタスク・リストを作成、管理します。

タスク・リストを管理するには:
1. 「管理」、「管理」の順に選択してから、「タスク・リスト」を選択します。
2. 「タスク・リストの管理」ページを使用し、タスク・リスト・フォルダを構成してタスク・リストを作成および管理しま

す。

フォームに移動パス・ルールが含まれていれば、Validation Reportsフォルダの検証レポートを表示できます。

タスク・リスト・フォルダの操作
タスク・リスト・フォルダを作成、名前変更、移動または削除するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 「タスク・リスト・フォルダ」領域で、次のタスクを実行します:

• タスク・リスト・フォルダを作成するには、タスク・リスト・フォルダを作成するフォルダを選択し、「作成」をク
リックします。タスク・リストの名前を入力します。

• タスク・リスト・フォルダを名前変更するには、名前変更するフォルダを選択し、「アクション」、「名前変更」の
順に選択します。新規名を入力します。

• タスク・リスト・フォルダを移動するには、移動するフォルダを選択し「タスク・リスト・フォルダ」領域の上
で、「移動」をクリックします。宛先フォルダを選択します。

• タスク・リスト・フォルダを削除するには、削除する空のフォルダを選択し、「削除」をクリックします。
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注：

タスク・リスト・フォルダを移動または削除することはできません。追加のフォルダを含んでいる
フォルダを削除しようとすると、エラー・エッセージが表示されます。

3. 「OK」をクリックします。

タスク・リストの操作
タスク・リストはユーザーのためにタスクの組織グループを一覧表示します。タスクを作成する前に、タスク・リストを作
成する必要があります。

タスク・リストを作成および名前変更するには:
1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 「タスク・リスト・フォルダ」領域で、次のタスクを実行します:

タスク・リストを作成するには:

a. タスク・リストを作成するフォルダを選択します。
b. 「タスク・リスト」領域で、「アクション」を選択し、「作成」を選択します。
c. タスク・リスト名を入力します。

3. タスク・リストの名前を変更するには:

a. 名前変更するタスク・リストを含むフォルダを選択します。
b. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「名前変更」を選択します。
c. 新規タスク・リスト名を入力します。

4. 「OK」をクリックします。
5. タスク・リストを定義するには、次を参照してください:

•  266ページのタスク・リストへの指示の追加
•  267ページのタスクの追加と定義

タスク・リストへの指示の追加
タスク・リストへ指示を追加するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 「タスク・リスト・フォルダ」領域で、変更するタスク・リストを含んでいるフォルダを選択し、タスク・リストを選択し

ます。
3. 「タスク・リスト」で変更するタスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「編集」を選択します。
4. 「タスク・リストの編集」、「指示」 をクリックします。
5. タスク・リストの手順を入力します。
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6. 「保存」と「閉じる」をクリックします。

タスクの追加と定義
タスク・リストを作成した後で、フォームでのデータの入力、必要なビジネス・ルールの実行など、タスクを追加、定義で
きます。 267ページのタスク・リストへのタスクの追加を参照してください

タスク・リストへのタスクの追加
ユーザーが実行時に実行するタスクの完了日およびアラートを設定できます。また、たとえば、タスクが終了日までに
完了しなかったことをユーザーに警告するように、電子メールのメッセージを設定することもできます。アラート・メッセー
ジは設定した"アラート日"の後に送信され、タスクの終了日になるまで繰り返し送信されます。電子メール・サーバー
を構成する必要があります。

タスク・リストへタスクを追加するには:
1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「タスク・リストの編集」を選択します。
3. 「アクション」を選択して、「子の追加」を選択します。
4. 「タスクの詳細」で、「タスク」にタスク名を入力します。
5. 「タイプ」には、次のいずれかを選択します:

• URL: 指定されたURLを開きます
• フォーム: フォームを開きます。

注：

追加しているタスクに関連付けられているフォームのみを選択できます。フォーム・フォルダは選択
できません。

• ビジネス・ルール - 指定したビジネス・ルールを起動します
• 承認の管理 - 指定されたシナリオとバージョンでレビュー・プロセスを開始します
• ジョブ・コンソール - 「ジョブ・コンソール」を開き、現在のユーザーについて、指定されたジョブ・ステータスと

ジョブ・タイプのジョブのリストを表示します
• バージョンのコピー - 「バージョンのコピー」を使用して、指定されたソース・バージョンと宛先バージョンに関す

るサポート詳細、注釈、セル・テキスト、セル・ドキュメントなど現在のフォームのデータをコピーします
6. 次の表を使用して、タスク・タイプに必要な情報を指定します:

表68 タスク情報

タスク・タイプ アクション

URL 次のタスクを実行します:

• 「URL」で、このタスクに関連付けるために、http://www.company_name.comな
どの完全修飾URLを入力します。
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タスク・タイプ アクション
• 「シングル・サインオンの使用」を選択して、シングル・サインオンを受け入れる

別の製品のURLをユーザーが開くことができるようにします。Oracle Enterprise
Performance Management Systemセキュリティ構成ガイドを参照してくださ
い。Financial ReportingにEPM Workspaceでリンクする場合には、シングル・
サインオンは必要ありません。かわりに、リンクするObjectIDを含めます(『Oracle
Hyperion Enterprise Performance Management Workspace管理者ガイド』を参
照)。

• 手順7に進みます。

フォーム ユーザーが完了するフォームを選択し、手順7に進みます。

オプション: タスクを最初に開いたときデフォルトとして表示するメンバーを各ディメ
ンションから選択するには、ページ・メンバーのデフォルト設定を選択します。このオプ
ションを選択してから、ページ・ディメンションのメンバーを選択できます。デフォルトの
ページ・メンバーは、ユーザーがフォームを更新し、別のセッションでタスクに戻るまで適
用されます。デフォルトのページ・メンバーが設定されている場合、各セッションで最後
に使用された設定がこれらのデフォルトによって上書きされます。

ビジネス・ルール 次のタスクを実行します:

• 「プラン・タイプ」から、実行するビジネス・ルールに関連付けられたプラン・タイプを
選択します。

• 「ビジネス・ルール」から、実行するビジネス・ルールを選択します。
• 手順7に進みます。

承認の管理 ユーザーが承認プロセスを開始できるシナリオおよびバージョンを指定し、手順7に進
みます。

ジョブ・コンソール 次のタスクを実行します:

• 「ジョブ・タイプ」で、コンソールに表示するジョブの種類(意思決定パッケージのコ
ピーなど)を選択します。

• 「ステータス」で、コンソールに表示するタスクの状況(処理中やエラーなど)を選択し
ます。

• 手順7に進みます。

バージョンのコピー 次の値を指定して、現在のフォームのデータのバージョンをコピーするタスクを作成して
から、手順7に進みます:

• シナリオ
• コピー元
• コピー先

7. タスクの終了日を入力するには、「終了日」を選択し、次を選択します:

a. 月、日、年。(日付の表示フォーマットはPlanningプリファレンスで変更できます。 282ページのシステム
設定の指定を参照してください。)

b. 時、分およびAMまたはPM。
8. 未完のタスクについて電子メールのメッセージを送信するには、「終了日」を選択して、次の手順を実行します:

a. 「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。
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b. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。
9. アラート日の後で終了日前に電子メールのメッセージを送信するには、「アラート」を選択して、次の手順を実行

します:

a. 月、日、年、時、分およびAMかPMを選択し、メッセージの送信を開始する日付と時間を設定します。
b. 「アラート」領域で「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。
c. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。

10. タスクの完了をプライマリ・タスクの完了に依存させるには、「依存関係」を選択します。
11. 「手順」をクリックして、タスクを完了する方法を説明する情報を入力します。
12. 「保存」、「OK」の順にクリックします。

タスク・リストの編集
サブトピック
• タスクの編集
• タスクのコピーおよび移動
• タスク・リストの移動および順序変更
• タスク・リストのクリア
• タスクおよびタスク・リストの削除

「タスク・リストの編集」ダイアログ・ボックスを使用して、タスク・リストを更新できます。

タスクの編集
「タスクの編集」ダイアログ・ボックスを使用して、タスクのタイプとその手順、終了日とアラート日、および電子メール
通知メッセージを変更します。

タスクを編集するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「編集」を選択します。
3. タスクを選択し、「アクション」を選択して、「編集」を選択します。
4. 「タスクの編集」で、次の手順を実行します:

• タスク名を変更します。
• 別のタスク・タイプを選択します。使用可能なすべてのタイプの詳細は、 267ページのタスク・リストへのタ

スクの追加を参照してください:
5. 「手順」で、タスクを完了するための手順を変更します。
6. オプション: タスクの終了日を入力するには、「終了日」を選択して、ユーザーがこのタスクを完了する期限の日

時を入力します。
7. オプション: 終了日までにタスクが完了しない場合に電子メールでメッセージを送信するには、「終了日」を選択

します。

a. 「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。
b. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。
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8. オプション: アラート日と終了日の間に電子メールで通知するには、「アラート」を選択します:

a. 月、日、年、時刻および午前(AM)または午後(PM)を指定します。
b. 「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。
c. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。

9. オプション: プライマリ・タスクの完了によって、このタスクを完了させるには、「依存」を選択します。
10. オプション: タスク・プロパティを設定するには、「プロパティ」をクリックします。
11. 「保存」をクリックします。
12. 「閉じる」をクリックします。

タスクのコピーおよび移動
タスクをコピーまたは移動するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 次のいずれかのアクションを行います:

タスクをコピーするには:

a. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「編集」を選択します。
b. コピーするタスクを選択し、「名前を付けて保存」をクリックします。
c. 新規タスク・リストの名前を入力します。
d. 「OK」をクリックします。

3. タスクを移動するには:

a. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「タスク・リストの編集」を選択します。
b. タスクを選択し、「アクション」を選択して、「タスクの編集」を選択します。
c. 別のタスクの子になるタスクを選択し、「アクション」を選択して、「切取り」を選択します。
d. 親タスクになるタスクを選択し、「アクション」を選択して、「貼付け」を選択します。
e. 「保存」をクリックします。

4. タスクの切取りおよび貼付けをするには:

a. タスク・リストを選択し、「編集」をクリックします。
b. タスクを選択し、「切取り」をクリックします。
c. タスクを新しい位置に移動するには、移動するタスクを上に表示させます。
d. 「貼付け」をクリックします。
e. 「OK」をクリックします。

5. 「閉じる」をクリックします。

タスク・リストの移動および順序変更
タスク・リストを移動または順序変更するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. タスクを実行します:
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タスク・リストを移動するには:

a. 移動するタスク・リストを含むフォルダを選択します。
b. タスク・リストを選択し、「移動」をクリックします。
c. 宛先フォルダを選択します。
d. 「OK」をクリックします。

3. タスク・リストを並べ替えるには:

a. タスク・リストを選択します。
b. または をクリックします。

タスク・リストのクリア
タスク・リストの完了後、選択したタスク・リスト内のすべてのタスクの完了ステータス、終了日およびアラートをクリア
できます。次以降のプランニング期間にタスクを再利用することができます。

アラートは、タスク・リストに終了日が含まれる場合のみ有効になります。タスク・リストをクリアすると、終了日の
チェック・ボックスの選択が解除されて、アラートが無効になります。ただし、期限日は削除されません。

タスク・リストをクリアするには:
1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. クリアするタスク・リストを含むフォルダを選択し、タスク・リストを選択して、「編集」をクリックします。
3. 「クリア」ドロップダウン・リストからオプションを選択します:

• 完了ステータス: 完了ステータスのみをクリアします
• 終了日とアラート: タスクに設定されている終了日に基づいて、有効になっているアラートをクリアします
• 両方: 完了ステータス、終了日およびアラートをクリアします。

4. 「クリア」ドロップダウン・リストの右側にある矢印をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

タスクおよびタスク・リストの削除
タスクおよびタスク・リストを削除するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. タスクを実行します:

• タスクを削除するには、削除するタスクを含むフォルダとタスク・リストを選択し、「編集」をクリックします。削
除するタスクを選択し、「アクション」を選択して、「削除」を選択します。

• タスク・リストを削除するには、削除するタスク・リストを含むフォルダを選択し、タスク・リストを選択しま
す。「アクション」を選択して、「削除」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。
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Planningページへのタスクのリンク
「リンクのコピー」を使用して、タスクをPlanningページにリンクします。Planningアプリケーションのページからタスク
の指示に、URLアドレスをコピーおよび貼付けできます。タスク・リストのユーザーは、その場所からPlanningページに
アクセスできます。

URLをタスクにコピーするには:
1. タスクをリンクするPlanningアプリケーションのページにアクセスします。
2. 「ツール」、「リンクのコピー」の順に選択します。
3. タスク・リストを選択し、「タスク・リストの編集」を選択します。
4. タスクを選択し、「タスクの編集」を選択します。
5. 「タスク - 指示」で、ブラウザを使用してURLリンクを貼り付けます。たとえば、Microsoft Internet Explorerの

メニューで、「編集」、「貼付け」の順に選択します。
6. 「保存」をクリックします。
7. 「OK」をクリックします。

タスク・リストへのアクセス権の割当て
タスク・リストを表示および変更できるユーザーを判別できます。デフォルトでは、タスク・リストのアクセス権限の管理
および割当てができるのは管理者です。

注：

タスク・リストに割り当てられるということは、タスク・リスト内のタスクにアクセスして実行できるこ
とを意味します。他のユーザーにタスクを割り当てることはできません。

タスク・リストへのアクセス権の追加
タスク・リストへアクセス権を割り当てるには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 変更するタスク・リストを選択します。
3. 「タスク・リスト」領域で、「アクション」を選択し、「アクセス権の割当て」を選択します。
4. オプション: ユーザー・ディレクトリのユーザーやグループの変更済アイデンティティや位置をShared Services

ConsoleからPlanningへ移行するには、「移行アイデンティティ」をクリックします。
5. オプション: プロビジョニングされていないユーザーや削除されたユーザーまたはグループをPlanningデータ

ベースから除去して、スペースを節約するには、「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をク
リックします。

6. 「アクセス権の追加」をクリックします。
7. タスク・リストにアクセスするユーザーまたはグループを選択します。

• 「ユーザー」をクリックしてすべてのユーザー名を表示します。または、「グループ」をクリックしてすべてのグルー
プを表示します。

• ユーザーとグループのページが複数におよぶ場合、ページ番号を「ページ」に入力して、「実行」をクリックしま
す。
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• 「開始」または「終了」をクリックして、最初か最後のページに移動します。
• 「前へ」または「次へ」をクリックして、前か次のページに移動します。

8. 「アクセス権タイプ」で、ユーザーやグループがどのようにタスク・リストを使用できるかを、次のように指定しま
す。

• 割当て済: 表示および使用
• 管理: 変更
• 管理と割当て: 表示、使用、変更
• なし: アクセスなし

9. 「追加」をクリックします。
10. 「閉じる」をクリックします。

タスク・リストへのアクセス権の変更および削除
タスク・リストへのアクセス権を変更または削除するには:

1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

 265ページのタスク・リストの管理を参照してください。
2. 変更するタスク・リストとフォルダを選択し、「アクセス権の割当て」をクリックします。
3. オプション: Oracle Hyperion Shared Services Consoleのユーザー・ディレクトリにあるユーザーやグループ

の変更済IDや位置をPlanningに移行するには、「移行アイデンティティ」をクリックします。
4. オプション: プロビジョニングされていないユーザーや削除されたユーザーまたはグループをPlanningデータ

ベースから除去して、スペースを節約するには、「プロビジョニングされていないユーザー/グループの削除」をク
リックします。

5. タスクを実行します:

タスク・リストへのアクセス権を変更するには:

a. ユーザーまたはグループを選択して、「アクセス権の編集」をクリックします。
b. 「アクセス権タイプ」で、次から選択します。

• 割当て: 表示および使用
• 管理: 変更
• 管理と割当て: 表示、使用、変更
• なし: アクセスなし

c. 「設定」をクリックします。
6. タスク・リストへのアクセス権を除去するには:

a. ユーザーまたはグループを選択して、「アクセス権の削除」をクリックします。
b. 「OK」をクリックします。

7. 「閉じる」をクリックします。

タスク・リストのインポートとエクスポート
管理者は、TaskListDefUtil.cmd(Windows)か、TaskListDefUtil.sh(UNIX)により、Planningアプリケー
ション間で、タスク・リストの定義を移動できます。タスク・リストの定義をXMLへエクスポートまたはXMLからイン
ポートできます。
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TaskListDefUtilはコマンド・ライン・インタフェースを使用し、planning1ディレクトリにインストールされま
す。planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。

TaskListDefUtilユーティリティを起動するには:
1. planning1ディレクトリから、次の構文を使用してコマンドを入力します:

TaskListDefUtil[-f:passwordFile]import|exportFILE_NAME|TASK_LIST_NAME|-

allSERVER_NAMEUSER_NAMEAPPLICATION

パラメータ 目的 必須?

[-f:passwordFile] 暗号化されたパスワードが設定されている場
合、コマンド・ラインの最初のパラメータとしてこ
のオプションを使用し、passwordFileで指定
されたファイルのパスと名前でユーティリティを
実行できます。 48ページのPlanningユーティ
リティでパスワード・プロンプトを抑制を参照し
てください。

いいえ

import|export タスク・リストの定義をインポートまたはエクス
ポートします。

はい

FILE_NAME|TASK_LIST_NAME|-all importで使用するときには、タスク・リ
スト定義を含むXMLファイルを指定しま
す。exportで使用するときには、XMLにエ
クスポートするタスク・リストを指定します。-
allをimportまたはexportで使用すると、現
在のアプリケーションのすべてのXMLファイル
またはタスク・リスト定義をインポートまたはエ
クスポートします。

はい(-allはオプション)

SERVER_NAME Planningアプリケーションが存在するサーバー
名。

はい

USER_NAME 管理者の名前。 はい

APPLICATION exportで使用する場合、エクスポートするタ
スク・リスト定義を含んでいるPlanningアプ
リケーションの名前です。importは、インポー
トするタスク・リストの定義のPlanningアプリ
ケーション名です。

はい

2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

タスク・リストの定義をエクスポートする際、ユーティリティによって現在のディレクトリにXMLファイルが作成さ
れ、EPM_ORACLE_INSTANCEEPM_ORACLE_INSTANCEディレクトリにあるTaskListDefUtil.logにエラーが記録さ
れます。このユーティリティを任意のディレクトリにコピーし、そこから起動することで、別のディレクトリにファイルを保
存することができます。

例:

• 1つのファイルをインポートするには:

TaskListDefUtil.cmd import c:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning

\planning1\TaskList1.xmllocalhost admin APP1

• 1つのファイルをエクスポートするには:

TaskListDefUtil.cmd export TaskList1 localhost admin APP1
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• すべてのタスク・リストの定義をエクスポートするには:

TaskListDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1

• すべてのタスク・リストの定義をインポートするには:

TaskListDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1

データのコピー
プランは、あるディメンショナル交差から別のディメンショナル交差に、リレーショナル・データとサポート詳細を含めて
コピーできます。たとえば、「予算、会計年度10、最終」を「予測、会計年度11、第1ドラフト」へコピーできます。

注意:

• 「選択されたデータのコピー」の設定は、現在のセッションにしか保持されません。
• コピー済ディメンション・メンバーは、選択したプラン・タイプに表示される必要があります。
• データは、データを使用できる列にコピーしてください。データを読取り専用セルや動的セルにはコピーできません。
• 勘定科目注釈、サポート詳細、セル・テキストをコピーできます。プランニング・ユニットの注釈はコピーできません。
• この機能は属性とともには使用できないため、属性は選択しないでください。
• Essbaseデータは、「データ・オプションのコピー」の選択項目にかかわらずコピーされます。
• 管理機能のため、Planningでは、コピーするデータにすべてのアクセス権があると仮定されます。承認済のプラン

ニング・ユニットをコピーできないということはありません。
• この機能でデータを計算できません。予測を5%増加させるなどの計算を実行するには、データをコピーした後、ビ

ジネス・ルールを適用させてください。
• データをコピーするには、「シナリオ」、「勘定科目」、「期間」、「バージョン」ディメンションの少なくとも1つのメンバー

を選択する必要があります。

データをコピーするには:
1. 「管理」、「管理」、「データのコピー」を選択します。
2. 「プラン・タイプ」でプランのタイプを選択し、「実行」をクリックします。

」1回につきプラン・タイプを1つコピーできます。「実行」をクリックすると、選択したプラン・タイプ用のディメン
ションが表示されます。

3. 「静的ディメンション」では、データ交差のメンバーを入力します。

a. 「ディメンション」で、コピー元のディメンションを選択します。
b. 「メンバー」で「メンバー選択」をクリックし、コピー元のメンバーを選択します。メンバーは複数選択可能です。

「シナリオ」、「勘定科目」、「エンティティ」、「期間」、「バージョン」ディメンションの少なくとも1つのメンバー
を選択する必要があります。

4. オプション: 別の静的ディメンションをリストに加えるには、「ディメンションの追加」をクリックして、ディメンショ
ン・メンバーを入力します。(ディメンションを除去するには、「なし - ディメンションの選択」を選択します。選択し
たディメンションは、「ソースと宛先を持つディメンション」領域に移動されます。)

5. 「ディメンションおよびソース/宛先」で、データをコピーするディメンションを入力します:

a. 「ソース」で、「メンバー選択」をクリックします。
b. 「宛先」で、「メンバー選択」をクリックします。
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6. 「データ・オプションのコピー」で、コピーする情報のタイプを選択します。
7. 「データのコピー」をクリックします。

データは1つの交差から他の交差にコピーされます。データが正常にコピーされない場合、メッセージが表示され
ます。ログ・ファイルで確認することもできます。

8. 別のプラン・タイプのデータをコピーするには、 275ページのステップ 2で別のプラン・タイプを選択して、手
順を繰り返します。

ヒント：

データのコピーの実行ステータスを表示するには、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』の
ジョブ・ステータスの確認に関する項を参照してください。

セル詳細のクリア
プラン・タイプのセル詳細(サポート詳細、セル・テキスト、セル・レベル・ドキュメント)をクリアできます。勘定科目注
釈、サポート詳細、セル・テキスト、セル・レベル・ドキュメントの作成と表示の詳細は、『Oracle Hyperion Planning
ユーザー・ガイド』を参照してください。

注意:

• プランニング・ユニットの注釈は削除できません。
• この機能は管理者と対話型ユーザー向けであるため、Planningでは、削除する詳細へのすべてのアクセス権が

あると仮定されます。
• これを実行する前にアプリケーションのバックアップを行ってください。『Oracle Enterprise Performance

Management Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。
• また、SQLスクリプトでもセル詳細をクリアできます。 296ページのSQLを使用してアプリケーション情報を削

除を参照してください。

セル詳細をクリアするには:
1. 「管理」、「管理」、「セル詳細のクリア」を選択します。
2. 「プラン・タイプ」でプランのタイプを選択し、「実行」をクリックします。

「実行」をクリックすると、このプラン・タイプ用のディメンションが選択可能になります。
3. データ交差のメンバーを選択します:

a. 「ディメンション」で、消去するディメンションを詳細とともに、少なくとも1つ選択します。
b.

表示されたディメンションで をクリックします。「メンバー選択」ページで、削除する詳細のある選択項
目を選択します。

注：

選択された各ディメンションに、少なくとも1つのメンバーを選択してください。ディメンションが選
択されないと、Planningでは、セル詳細のクリアにすべてのメンバーが含まれてしまいます。
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注意

目的のデータをクリアするには、少なくとも1つの勘定科目メンバーを選択し、他のすべてのディメ
ンションからメンバーを選択します。少なくとも1つの勘定科目メンバーを選択しないと、はい、値を
#Missingに設定するオプションを選択した場合でも、データはクリアされません。他のディメンショ
ンからメンバーを選択しない場合、選択した勘定科目メンバーの全データは、他のすべてのディメン
ションにわたってクリアされます。

4. オプション: 追加するメンバーを指定して、データ交差をさらに定義するには:

• 別のディメンションを選択してそのメンバーを選択するには、「ディメンションの追加」をクリックします。
• プラン・タイプのすべてのディメンションを選択する場合は、「すべてのディメンションの追加」をクリックしま

す。

表示されたディメンションのメンバーを選択します。
5. 「オプションのクリア」から少なくとも1つのオプションを選択して、削除する情報のタイプを指定します。
6. 「クリア」をクリックします。

確認ページに選択項目が表示されます。
7. 「終了」をクリックして次に進むか、「戻る」をクリックして選択項目を変更します。

セル詳細がクリアされたら、プラン・タイプからデータが削除されます。データが正常に削除されない場合、メッ
セージが表示されます。ログ・ファイルで確認することもできます。

8. オプション: 「セル詳細のクリア」の実行ステータスの表示および削除された情報のレビューを行うには、「ツー
ル」、次に「ジョブ・コンソール」を選択します。

『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』のジョブ・ステータスの確認に関する項を参照してください。
9. 別のプラン・タイプのセル詳細をクリアするには、 275ページのステップ 2で別のプラン・タイプを選択して、

手順を繰り返します。
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10
アプリケーションの操作

この項の内容：
フォームとフォルダの管理 ........................................................................................................  279
プリファレンスの設定情報 .......................................................................................................  280
レポート用のアプリケーションのマッピング ...................................................................................  287
SQLを使用してアプリケーション情報を削除 ................................................................................  296

フォームとフォルダの管理
「フォームの管理」と「ビジネス・ルール・フォルダ」ページを使用して、フォルダとフォームを管理します。

タスク トピック

フォルダの作成  279ページのフォルダの作成を参照

フォルダの移動  280ページのフォルダの操作を参照してください

フォルダの削除  280ページのフォルダの操作を参照してください

フォルダ名の変更  280ページのフォルダの操作を参照してください

フォームの作成  154ページの単一のフォームの作成を参照

フォームとフォルダへのアクセス権の割当て  58ページのフォームとフォルダへのアクセス権の割当てを参照

フォームの移動  187ページのフォームの移動、削除および名前変更を参照してくださ
い

フォームの削除  187ページのフォームの移動、削除および名前変更を参照してくださ
い

Calculation Managerフォルダのすべてのフォームまたはビジネス・ルールを表示するには、左側のフォルダにある
フォルダ名をクリックします。すべてのフォームを選択するには、フォームのリストの上にあるチェック・ボックスを選択
します。

フォルダの作成
フォルダを使ってフォームとCalculation Managerビジネス・ルール・セキュリティを階層的に整理します。階層内で
フォルダを移動させることができ、フォルダが別の階層レベルにある場合は、同じ名前を付けることができます。次
は行えません:

• 空でないフォルダの削除
• 複数フォルダの選択
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• 「フォーム」、「CalcMgrRules」とそれぞれ呼ばれる最上位レベルのフォルダを、名前変更、移動または削除しま
す

フォルダを作成するには:
1. 次のいずれかのアクションを行います:

• フォーム・フォルダ: 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
• Calculation Managerビジネス・ルール・フォルダ: 「管理」、「管理」、「ビジネス・ルール・セキュリティ」を選

択します。
2. 作成先のフォルダを選択します。
3. フォルダ・リストの上の「作成」をクリックします。
4. フォルダ名を入力します。
5. 「OK」をクリックします。

フォルダの操作
フォルダを移動、削除または名前変更するには:

1. フォーム・フォルダの場合、「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。

ビジネス・ルール・フォルダは、「管理」、次に「ビジネス・ルール・セキュリティ」を選択します。
2. 移動、削除または名前変更するフォルダを選択します。
3. タスクを実行します:

• 移動するには、「移動」をクリックします。選択したフォルダを移動する宛先フォルダを選択します。

注：

フォルダを移動するとき、すべてのネストされたフォルダ、フォームおよびそれらにあるCalculation
Managerのビジネス・ルールも移動されます。

• 削除するには、「削除」をクリックします。
• 名前を変更するには、「名前変更」をクリックしてから、新しい名前を入力します。

4. 「OK」をクリックします。

プリファレンスの設定情報
「プリファレンス」ページで、すべてのユーザーは個別のプリファレンスを設定できます。管理者とアプリケーションの所
有者はグローバル設定を指定できます。「プリファレンス」の選択項目は現在のアプリケーションに影響します。

「プリファレンス」のオプションはユーザー・タイプによって異なります。プランナと対話型ユーザー・タイプは「アプリ
ケーション設定」と「表示オプション」にアクセスできます。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してくだ
さい。

参照:

•  281ページの個人プリファレンスの設定
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•  281ページのアプリケーション・デフォルトの設定
•  282ページのシステム設定の指定
•  284ページのメンテナンス中のアプリケーションの使用制限
•  286ページのカスタム・ツールの指定
•  287ページの表示オプションの設定
•  287ページの印刷オプションの設定

管理者は個人のプリファレンス、アプリケーション・デフォルト、システム設定で表示されるタブを制御できます。

オプションの表示 説明

現在のアプリケーション・デフォルト 「アプリケーション設定」タブと「表示オプション」タブにアクセスします。
これらのタブに設定された値は、アプリケーションのデフォルトになりま
す。ユーザーはデフォルトの上書きとプリファレンス・タブにある「アプリ
ケーション・デフォルトを使用」を選択してデフォルトに戻すことができ
ます。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

拡張設定 「システム設定」タブにアクセスします。 282ページのシステム設定
の指定を参照してください。

「カスタム・ツール」タブにアクセスします。 286ページのカスタム・
ツールの指定を参照してください。

個人プリファレンスの設定
すべてのユーザーは、現在のアプリケーションの個人プリファレンスを設定できます。アプリケーション設定、表示オプ
ション、印刷オプションの詳細は、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

個人プリファレンスを設定するには:
1. 「ファイル」メニューから「プリファレンス」を選択します。
2. 「Planning」をクリックして、次のアクションを実行します:

• 「アプリケーション設定」を選択して、電子メール・オプションを設定し、別名表を選択し、メンバー選択および
承認のオプションを設定します。

• 「表示オプション」を選択して、数値のフォーマット、ページの選択、大きなフォームの警告、ページに表示する
ディメンションの数のオプションを設定します。

• 「印刷オプション」を選択して、ページをどのように印刷するのかを指定します。
• ユーザー変数のオプションを選択して、ユーザー変数を設定し、フォームに表示するメンバー数を制限しま

す。 206ページのユーザー変数の管理を参照してください。

「アプリケーション・デフォルトを使用」を選択すると、値が現在のアプリケーション・デフォルトにリセットされます。

アプリケーション・デフォルトの設定
管理者は、現在のアプリケーションのデフォルトを設定できます。これらのアプリケーションのデフォルトはプリファレ
ンスを設定して上書きでき、「アプリケーション・デフォルトを使用」を選択するとアプリケーション・デフォルトに戻すこ
とができます。個々のアプリケーション設定および表示オプション・デフォルトの詳細は、『Oracle Hyperion Planning
ユーザー・ガイド』を参照してください。
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アプリケーション・デフォルトを設定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「現在のアプリケーション・デフォルト」を選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• 「アプリケーション設定」を選択して、次のデフォルトを指定します:
○タスク・リスト、承認およびジョブ・コンソールの電子メール通知

注：

承認電子メール通知は、アプリケーション作成者が有効にする必要があります。アプリケーション作
成者がこれを有効にしない場合、管理者が承認通知を有効にしていても、他のユーザーがプラン
ニング・ユニットを移動したときや、プランニング・ユニットで他のアクションを実行したときに電子
メール通知は送信されません。

○電子メールでのアプリケーションの所有者のコピー
○使用する別名表
○「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスで、メンバーの種類と表示する別名データ、たとえば名前と別名

の両方など
○別名としてのプランニング・ユニットの表示
○起動されていないプランニング・ユニットの表示
○属性ディメンション日付フォーマット

• 「表示オプション」を選択して、次のデフォルトを指定します:
○数値のフォーマット
○選択されたページのメンバーを記憶
○ページが特定の数を超えた場合に検索を許可
○メンバーのインデント
○フェッチしてフォームに移入するグリッドの行と列の数
○UIテーマ
○日付フォーマット

4. 「保存」をクリックします。

システム設定の指定
システム全体の設定を指定できるのは、管理者のみです。

電子メール・サーバーとパスワードをEssbaseで同期できるのは、アプリケーションの所有者のみです。

システム設定を指定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「拡張設定」を選択します。
3. 「システム設定」を選択します。
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4. オプションを設定します:

表69 システム設定

オプション 説明

電子メールの文字セット 電子メール・メッセージの文字セット:

• UTF-8
• 地域設定

Shared Services URL Shared ServicesサーバーのURL。「Shared Servicesの
登録」をクリックして、アプリケーションをアプリケーション・グ
ループに割り当てます( 283ページのShared Services
アプリケーション・グループへのアプリケーションの割当てを
参照してください)。

アプリケーションの使用可能 バックアップ中などのメンテナンス・モードのときに、ユー
ザーがアプリケーションにアクセスできるかどうかを決定し
ます。 284ページのメンテナンス中のアプリケーションの
使用制限を参照してください。

代替変数の表示を使用可能にする ユーザーが、ビジネス・ルールで実行時プロンプトへの応答
時に「メンバー選択」ダイアログ・ボックスに代替変数をどう
表示させるかを次のように設定します。

• すべて表示: すべての代替変数を表示する
• 何も表示しない: 代替変数を表示しない
• フィルタの使用可能: 実行時プロンプトに有効な代替変

数のみを表示する

ユーザーのフル・ネームの表示 はい: フル・ネーム(たとえば、ヴィクトリア・ヘニングスなど)
を表示します。

いいえ: フル・ネームを表示しません。ユーザーID(たとえ
ば、VHenningsなど)のみ表示されます。

計算モジュール ビジネス・ルールの作成、検証、デプロイおよび管理に
使用されるモジュール。(選択できるのはCalculation
Managerのみです。)

ユーザーの選択 管理者をアプリケーションの所有者として割り当てます。(デ
フォルトでは、アプリケーションを作成した人がアプリケー
ションの所有者です。所有者は、別の管理者に所有権を与
えることができます。)

5. 各アプリケーションのシステム設定を指定するには、これらの手順を繰り返してから、「保存」をクリックします。

Shared Servicesアプリケーション・グループへのアプリケーションの割
当て

PlanningのアプリケーションをShared Servicesアプリケーション・グループに割り当てるには:



284 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「表示」で、「拡張設定」を選択します。
3. 「実行」をクリックします。
4. 「システム設定」を選択します。
5. 「Shared Servicesの登録」をクリックして、「アプリケーション・グループへのアプリケーションの割当て」のオプ

ションを1つ選択します:

• 「新規アプリケーション・グループ」。テキスト・ボックスにアプリケーション・グループ名を入力します(Shared
Servicesのプロジェクト・マネージャの役割がある場合のみ使用可能です)。

• 「既存のアプリケーション・グループ」。現在のアプリケーションを割り当てるアプリケーション・グループを選択
します。

6. 「送信」、「保存」の順にクリックします。

メンテナンス中のアプリケーションの使用制限
管理者はメンテナンス中にアプリケーションへのアクセス権の付与と取消しができます。ユーザーがアプリケーション
にログオンしているとき、管理者がアクセス権を取り消すと、ユーザーはシステムから退出させられます。

アプリケーションの使用を制限するには:

1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「拡張設定」、「システム設定」の順に選択します。
3. 「アプリケーション・メンテナンス・モード」には、「アプリケーションを使用可能にする」の次のオプションから1つ

選択します:

• すべてのユーザー: アプリケーションへのアクセス権を持つすべてのユーザーが、アプリケーションにログオンし
たり操作を続行できます。

• 管理者: 管理者のみがログオンできます。オプションが「すべてのユーザー」にリセットされるまで、ユーザーは
強制的に退出する必要があり、ログオンできません。

• 所有者: アプリケーションの所有者のみがログオンできます。他のすべてのユーザーはログオンできません。
ログオン中のユーザーは、オプションが「すべてのユーザー」か「管理者」にリセットされるまで、システムから強
制的に退出する必要があります。アプリケーションの所有者のみが、管理者によるアプリケーションの使用を
制限できます。

4. 現在の設定より厳しい制限が選択された場合、「OK」をクリックします。
5. 「保存」をクリックします。

 284ページのMaintenanceModeユーティリティを使用したアプリケーションのアクセス権の制限を参照してくだ
さい。

MaintenanceModeユーティリティを使用したアプリケーションのアク
セス権の制限
管理者はユーティリティMaintenanceMode.cmd (Windows)またはMaintenanceMode.sh (UNIX)を使用して、
メンテナンス中にアプリケーションへのアクセス権を一時的に取り消すことができます。
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MaintenanceModeユーティリティを使用するには:

1. コマンド・ラインで、planning1ディレクトリに移動します。

planning1の完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してください。
2. このコマンドと1つのスペース、およびパラメータをスペースで区切って入力します。

            MaintenanceMode [-f:
            passwordFile
            ], /A=
            app
            , /U=
            user
            , /P=
            password
            , 
         

            /LL=
            loginLevel
             [ALL_USERS|ADMINISTRATORS|OWNER], [/DEBUG=[true|false]], 
         

            [/HELP=Y]
         

表70 MaintenanceModeユーティリティのパラメータ

パラメータ 説明 必須?

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを
設定する場合、passwordFileで指定
されたファイルのフル・パスおよび名
前からパスワードを読み取るため、コマ
ンド・ラインでの最初のパラメータとし
て使用します。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプト
を抑制を参照してください。

いいえ

/A=app アプリケーション名 はい

/U=user ユーティリティを実行している管理者の
名前

はい

/P=password 管理者のパスワード はい

/LL=loginLevel[ALL_USERS|

ADMINISTRATORS|OWNER]

ユーティリティが影響を与えるユーザー
を指定します:

ALL_USERS: すべてのユーザーが、アプ
リケーションにログオンしたり操作を続
行できます。

ADMINISTRATORS: 他の管理者
のみログオンできます。オプション

はい
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パラメータ 説明 必須?
がALL_USERSにリセットされるまで、他
のユーザーは強制的に退出する必要
があり、ログオンできません。

OWNER: アプリケーションの所有者
のみがログオンできます。他のすべ
てのユーザーはログオンできません。
ログオン中のユーザーは、オプション
がALL_USERSかADMINISTRATORSに
リセットされるまで、システムから強制
的に退出する必要があります。アプリ
ケーションの所有者のみが、管理者に
よるアプリケーションの使用を制限でき
ます。

/DEBUG=[true|false] ユーティリティをデバッグ・モードで実行
するかどうかを指定します。デフォルト
はfalseです。

いいえ

/HELP=Y ユーティリティの構文をオンラインで表
示します。

いいえ

たとえば、Windowsシステムでは、管理者を除くすべてのユーザーを"planapp"という名前のアプリケーション
から強制的に退出させるには、次のように入力します。

            MaintenanceMode.cmd /A=planapp, /U=admin, /P=password, 
         

            /LL=ADMINISTRATORS
         

カスタム・ツールの指定
管理者は、「ツール」ページで、ユーザーのカスタム・ツールやリンクを指定できます。リンクにアクセスできるユーザー
は、「ツール」メニューからリンクをクリックして、セカンダリ・ブラウザ・ウィンドウでページを開くことができます。

カスタム・ツールを指定するには:
1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「表示」で、「拡張設定」を選択します。
3. 「実行」をクリックします。
4. 「カスタム・ツール」を選択します。
5. 各リンクについて:

• 「名前」に、表示されたリンク名を入力します。
• 「URL」に、http://接頭辞を含む完全修飾URLを入力します。
• 「ユーザー・タイプ」に、リンクにアクセスできるユーザーを選択します。



アプリケーションの操作 287

6. 「保存」をクリックします。

表示オプションの設定
管理者は、ディメンション・ページと「アクセス権の追加」ページに表示するアイテム数を設定できます。

表示するアイテム数を設定するには:

1. 「ファイル」、次に「プリファレンス」、さらに「表示オプション」を選択します。
2. 値を入力します。

• 「指定したメンバーを各ディメンションのページに表示」
• 「指定したレコードを各アクセス権の割当てページに表示します」

3. 「保存」をクリックします。

印刷オプションの設定
印刷オプションを設定するには、 162ページのフォームの精度およびその他オプションの設定を参照してください。

レポート用のアプリケーションのマッピング
サブトピック
• レポート・アプリケーションについて
• レポート・アプリケーションの作成
• レポート・アプリケーションへのPlanningアプリケーションのマッピング
• アプリケーション・マッピングの定義
• ディメンション・マッピングの定義
• 視点の設定
• デフォルト・メンバーの検証ルール
• レポート・アプリケーションへのデータのプッシュ
• ユーティリティを使用したデータのプッシュ
• マッピング・アプリケーションでサポートされていない機能
• マッピング・アプリケーションと代替変数
• レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの追加
• レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの編集
• レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの削除

レポート・アプリケーションについて
レポート・アプリケーションは、Planningデータを集約しレポートできるターゲット・アプリケーションです。主な使用場
面:

• レポート・アプリケーションに、データ・ウェアハウスなどの任意のソースからのデータが含まれています。新規
Planningデータをそこにプッシュし、そのデータに関してレポートする必要があります。
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• Planningのスマート・リストに関してレポートする必要がありますが、Planningではできません。

ソースPlanningアプリケーションとレポート・アプリケーション間でディメンションをマップすることで、次のことができ
ます:

• レポート・アプリケーションでPlanningのデータをレポート
• スマート・リストで集約と問合せを行い、それをレポート・アプリケーションで通常のディメンションに変換
• Planningデータを複数のレポート・アプリケーションにリンクして、各種の集計に利用

レポート・アプリケーションの作成
レポート・アプリケーションを作成するには:

1. 存在しない場合、ターゲット・レポート・アプリケーションを作成します。

レポート・アプリケーションには、ブロック・ストレージまたは集約ストレージを指定できます。

それぞれの特性については、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
2. レポート・アプリケーションで、レポートまたは集約するディメンションを作成します。

後でアプリケーションをマップする場合、Planningは自動的に同じ名前のディメンションをマップします。スマー
ト・リストでレポートまたは問合せを行うには、ソースPlanningアプリケーションのスマート・リストにマップするレ
ポート・アプリケーションにディメンションを作成します。

3. レポート・アプリケーションに、レポートまたは集約するメンバーをロードします。

 87ページの第5章「データとメタデータのインポートおよびエクスポート」を参照してください。

次:

• ソースPlanningアプリケーションをターゲット・レポート・アプリケーションにマップします。

 288ページのレポート・アプリケーションへのPlanningアプリケーションのマッピングを参照してください。
• データをソースからターゲット・アプリケーションにプッシュします。

 292ページのレポート・アプリケーションへのデータのプッシュを参照してください。
• レポート・アプリケーションのデータをレポートします。

レポート・アプリケーションへのPlanningアプリケーションのマッピング
Planningアプリケーションをレポート・アプリケーションにマッピングするには:

1. レポート・アプリケーションを作成します。

 288ページのレポート・アプリケーションの作成を参照してください。
2. Planningで、「管理」、「レポート・アプリケーションのマップ」を選択します。
3. 「Reportingアプリケーション・マッピング」ページで、オプションを選択します:

• マッピングを作成する場合は、「新規」をクリックします。
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• マッピングを更新する場合は、マッピングを選択して「編集」、「削除」または「名前変更」をクリックしま
す。 289ページのアプリケーション・マッピングの定義を参照してください。

• レポート・アプリケーションからディメンションおよびメンバーをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックし
ます。アプリケーション・マッピングの定義時に、「リフレッシュ」を行うことで、ターゲット・アプリケーション用の
メンバー・セレクタのディメンショナリティにその実際のディメンショナリティが確実に反映されます。

• レポート・アプリケーションにデータをプッシュする場合は、「データのプッシュ」をクリックしま
す。 292ページのレポート・アプリケーションへのデータのプッシュを参照してください。

• スマート・リストへのマッピングを更新する場合は、 368ページのレポート・アプリケーションでのスマート・リ
ストの同期を参照してください。

アプリケーション・マッピングの定義
アプリケーション・マッピングを定義するには:

1. 新しいマッピングの場合: 名前および説明を入力します。
2. 「ソース・アプリケーション」で、使用可能なプラン・タイプから現在のアプリケーションの「プラン・タイプ」を選択

します。

プラン・タイプは、レポート・アプリケーションにプッシュされる情報に影響します。
3. 「レポート・アプリケーション」でレポート・アプリケーションが存在するOracle Essbaseサーバーを選択し、ター

ゲットのレポート・アプリケーションを選択します。
4. オプション: 表示されるEssbaseサーバーの追加、編集または削除については、 295ページのレポート・アプリ

ケーション用のEssbaseサーバーの追加、 295ページのレポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの編
集または 296ページのレポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの削除を参照してください。

5. 「次へ」をクリックします。

 289ページのディメンション・マッピングの定義を参照してください。

ディメンション・マッピングの定義
「ディメンションのマッピング」タブで、左側にあるPlanningのディメンションを右側のレポート・アプリケーション・
メンバーにマップします。マッピングが正しければ、両方のアプリケーションのディメンションがマップされるとき、ま
たはレポート・アプリケーションでデータを格納する有効なデフォルト・メンバーがあるとき、データをプッシュできます
( 290ページの視点の設定を参照)。

ディメンション・マッピングを定義するには:
1. 各Planningディメンションについて、「マッピング・タイプ」を選択します。

• ディメンションに対するディメンション: Planningアプリケーションで使用可能な、まだマップされていない
ディメンションを表示します。データをプッシュするには、ディメンションとそのすべてのメンバーがソース・アプ
リケーションとターゲット・アプリケーションの両方に存在している必要があります。

Planningとレポート・アプリケーションで等しいディメンション(たとえば、シナリオとシナリオ)は、自動的に
マップされます。

• ディメンションに対するスマート・リスト: 使用可能なスマート・リストを表示します。スマート・リストを選択する
と、関連付けられている勘定科目メンバーが表示されます。メンバーが1つのみの場合は、そのメンバーが自
動的に選択されます。
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注：

スマート・リスト・ラベルはレポート・アプリケーションでメンバー名またはメンバーの別名へのマッピ
ングに使用されます。

2. 「ディメンション名/スマート・リスト名」で、ディメンションまたはスマート・リストの名前を選択します。

スマート・リストからディメンションへのマッピングでは、ソースのプラン・タイプに勘定科目の密ディメンションが
含まれている必要があり、スマート・リストに少なくとも1つのメンバーが関連付けられている必要があります。

注：

スマート・リストをディメンションにマッピングする場合、スマート・リストを同期して、スマート・リスト
をマップするレポート・アプリケーションでディメンションを識別できます。またこれにより、選択した
ディメンションのレベル0のメンバーが選択したスマート・リストに新規スマート・リスト・エントリとし
て追加されます。 368ページのレポート・アプリケーションでのスマート・リストの同期を参照して
ください。

3.
「メンバー選択」で、 をクリックしてメンバー名を選択します。

デフォルトでは、Lev0Descendantsが選択されています。選択できるのは、レベル0のメンバーのみです。メン
バーが1つのみの場合は、そのメンバーが自動的に選択されます。

4. 次のいずれかをクリックします:

• 視点を表示するには「次へ」をクリックします。 290ページの視点の設定を参照してください。
• すべてのディメンションをマップし、視点の必要がない場合には「保存」をクリックします(この場合「次へ」ボ

タンはグレー表示になります)。

注：

新しい名前でアプリケーション・マッピングを保存するには、「名前を付けて保存」をクリックし、「名
前を付けて保存」ダイアログ・ボックスで「保存」をクリックします。

視点の設定
「視点」タブには、各アプリケーションでまだマップされていないディメンション、またはいずれかのアプリケーションに
存在しないためPOVを指定できるディメンションが表示されます。POVディメンションはすべて、メンバーが1つだけ
選択されている必要があります。

視点を設定するには:
1. 「視点」ページの最上部セクションで、まだマップされていない各Planningディメンションのメンバーを指定しま

す。次のいずれか:
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• メンバー名を入力します。
•

表示されていないメンバーを選択するには、 をクリックしてからPOVメンバーを選択します。

有効なデフォルト・メンバーに関するルールについては、 291ページのデフォルト・メンバーの検証ルールを参
照してください。

2. 下部セクションで、マップされていない各レポート・アプリケーションのPOVメンバーに対しメンバーを選択しま
す。次のいずれか:

• POVメンバー名を入力します。
•

表示されていないメンバーを選択するには、 をクリックしてからPOVメンバーを選択します。
3. 「保存」をクリックします。

注：

新しい名前でアプリケーション・マッピングを保存するには、「名前を付けて保存」をクリックし、「名
前を付けて保存」ダイアログ・ボックスで「保存」をクリックします。

メンバーの有効性がチェックされます。 291ページのデフォルト・メンバーの検証ルールを参照し
てください。

デフォルト・メンバーの検証ルール
レポート・アプリケーションのデフォルト・メンバーには、ソースのPlanningアプリケーションからプッシュされたデータ
が格納されます。次のいずれかの制約が該当する場合、またはどちらかのアプリケーションのディメンションがマップ
されないために有効なデフォルト・メンバーがない場合、マッピングは無効となりエラー・メッセージが表示されます。

ルール:

• レポート・アプリケーションが集約ストレージ・データベースの場合、デフォルト・メンバーはレベル0でなければなりま
せん。

ブロックと集約ストレージ・アプリケーション・データベースの詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参
照してください。

• レポート・アプリケーションがブロック・ストレージ・データベースの場合、デフォルト・メンバーはデータの格納プロパ
ティを持つ任意のメンバーにできます。

• Planningアプリケーションにディメンションからディメンションへのマッピングしかない場合、デフォルト・メンバー
は任意のレベルまたはデータ・ストレージ・タイプにできます。

• Planningアプリケーションにスマート・リストからディメンションへのマッピングがある場合、デフォルト・メンバーは
レベル0でなければなりません。また、ソース・プラン・タイプに勘定科目の密ディメンションが含まれている必要が
あり、スマート・リストに少なくとも1つのメンバーが関連付けられていなければなりません。

• マッピングで子孫(Acct_Default)が選択されている場合、レポート・アプリケーション内にAcct_Defaultメンバー
が存在する必要があります。
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注：

有効だったマッピングでも、ディメンション、メンバーまたはスマート・リストが名前変更、削除、追加
された場合には無効になることがあります。

レポート・アプリケーションへのデータのプッシュ
アプリケーション・マッピングを設定した後、データをレポート・アプリケーションにプッシュできます。選択したアプ
リケーション・マッピングはPlanningで検証され、マップされたPlanningディメンション・データはレポート・アプ
リケーションのディメンションにマップされます。ジョブ・コンソールでジョブのステータスを確認することもできま
す。 288ページのレポート・アプリケーションへのPlanningアプリケーションのマッピングを参照してください。

注：

ブロック・ストレージ・アプリケーションと集約ストレージ・アプリケーションの両方で親メンバーを動
的な子に対して使用可能にし、動的メンバーを追加した場合、「データのプッシュ」を使用すると、
データベースをリフレッシュせずにブロック・ストレージ・アプリケーションから集約ストレージ・アプリ
ケーションにデータをプッシュできます。

集約ストレージ・アプリケーションにPlanningメンバー名のみ存在する場合は、バケット名を検索するため「データの
プッシュ」操作が失敗します。

レポート・アプリケーションにデータをプッシュするには:
1. レポート・アプリケーションを作成します。

 288ページのレポート・アプリケーションの作成を参照してください。
2. Planningで、「管理」、「レポート・アプリケーションのマップ」を選択します。
3. 「Reportingアプリケーション・マッピング」ページで、「データのプッシュ」をクリックします。
4. 次のいずれかのオプションを選択します:

• 宛先のデータをクリアし、データをプッシュしてください: データをプッシュする前にターゲット・レポート・アプリ
ケーションのデータをクリアします

ターゲットが集約ストレージ・レポート・アプリケーションの場合は、「宛先のデータをクリアし、データをプッシュ
してください」オプションを使用する際に次の点に注意してください:
○ターゲット・レポート・アプリケーションで一致する名前のないメンバーは無視されます。
○このオプションはメンバー名にのみ機能し、メンバーの別名には機能しません。
○このオプションを使用すると、計算スクリプトの長さ制限を超える可能性があるため、アプリケーション・

マッピングのメンバーを選択する場合は、(子などの)メンバー関係を使用する際に注意してください。
○メンバー関係を使用する場合、このオプションによりソースPlanningアプリケーションのレベル0メンバーの

リストが拡張されます。ソース・アプリケーションの少なくとも1つのメンバー名がレポート・アプリケーションの
メンバーに一致すれば、このオプションはエラーなしで続行されます。メンバーが1つも一致しない場合は、
オプションを続行できません。
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ターゲットがブロック・ストレージ・レポート・アプリケーションの場合、正常に続行するには、「宛先のデータをク
リアし、データをプッシュしてください」オプションに次の条件が要求されます:
○メンバー関係を使用する場合、ソース・アプリケーションのすべてのメンバー名が、レポート・アプリケーション

のすべてのメンバー名に一致する必要があります。
○スマート・リストをディメンションにマップする場合、ソース・アプリケーションのすべてのスマート・リスト・エン

トリが、レポート・アプリケーションのすべてのメンバー名に一致する必要があります。
○スマート・リストをディメンションにマップする場合、ソースPlanningアプリケーションのスマート・リスト・エ

ントリ・ラベルが、レポート・アプリケーションのメンバー名に一致する必要があります。スマート・リスト・エン
トリ・ラベルがレポート・アプリケーションのメンバー名に一致しない場合は、スマート・リスト・エントリ名がレ
ポート・アプリケーションのメンバー名に一致する必要があります。

これらの条件に一致しない場合、「宛先のデータをクリアし、データをプッシュしてください」オプションは続行
されません。

• データのプッシュ: レポート・アプリケーションのデータをクリアせずにレポート・アプリケーションにデータをプッ
シュします。

スマート・リストをディメンションにマップする場合、スマート・リストのラベルはレポート・アプリケーションのメン
バー名または別名に一致する必要があります。「データのプッシュ」は、スマート・リスト・エントリ名には使用で
きません。

5. 「OK」をクリックします。

ユーティリティを使用したデータのプッシュ
レポート・アプリケーションへのデータのプッシュには時間がかかることがあるので、管理者はPushDataユーティ
リティを使用してピークではない時間にデータをプッシュするようにスケジュールすることができます。このユーティ
リティはplanning1ディレクトリにインストールされます。planning1の完全パスについては 49ページのEPM
Oracleインスタンスについてを参照してください。

PushDataユーティリティを起動するには次の手順に従います:
1. Planningがインストールされたサーバー上のplanning1ディレクトリから、コマンド・プロンプトで次の構文を入

力します:

PushData[-f:passwordFile]/U:username/A:sourceApplication/#M:applicationMapping[/C]

パラメータ 説明

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設定する場
合、passwordFileで指定されたファイルのフル・パスおよび名前
からパスワードを読み取るため、コマンド・ラインでの最初のパラメー
タとして使用します。 48ページのPlanningユーティリティでパス
ワード・プロンプトを抑制を参照してください。

/U:username Planning管理者の名前

/A:sourceApplication プッシュするデータのソースPlanningアプリケーションの名前

/M:applicationMapping プッシュ・データ範囲を定義するアプリケーション・マッピングの名前
( 287ページのレポート用のアプリケーションのマッピングを参照
してください)
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パラメータ 説明

[/C] オプション: データをプッシュする前にターゲット・レポート・アプリケー
ションのデータ範囲を解除します

2. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

注：

ジョブ・コンソールで実行ステータスを確認できます。Planningのlogsディレクトリ内
のPushDataログで結果を確認することもできます。完全パスについては 49ページのEPM
Oracleインスタンスについてを参照してください。

例:

PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C

PushData -f:password.txt/U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C

PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses

マッピング・アプリケーションでサポートされていない機能
レポート・アプリケーションへのアプリケーションのマッピングでは、次はサポートされません:

• 重複メンバー使用可能オプションが選択された集約ストレージ・データベース・アウトライン
• ユーザー変数
• 属性ディメンション
• 属性メンバー選択

マッピング・アプリケーションと代替変数
代替変数を含むアプリケーションをマッピングする際には、次のことに注意してください:

• 代替変数が確認されるのは、アプリケーション・マッピングの定義時ではなく、「データのプッシュ」をクリックしたと
きです。

• 「ディメンションのマッピング」タブでのディメンション間マッピングの場合:
○メンバー・セレクタには、PlanningアプリケーションおよびすべてのEssbaseアプリケーションに対してのみ定義

されたEssbase代替変数が表示されます。
○Planningアプリケーションの場合、選択または入力した変数名は、「データのプッシュ」をクリックしたときに、渡

されて評価されます。
○レポート・アプリケーションの場合、変数名がPlanningアプリケーションに対して評価されてから、値がデータの

クリア操作で使用されます。
• 「視点」タブの「視点」フィールドの場合:
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○Planningアプリケーションの場合、メンバー・セレクタには、PlanningアプリケーションおよびすべてのEssbase
アプリケーションにのみ定義されたEssbase代替変数が表示されます。選択または入力した変数名は、「データ
のプッシュ」をクリックしたときにEssbaseによって渡されて評価されます。

○レポート・アプリケーションの場合、メンバー・セレクタには、レポート・アプリケーションおよびすべてのEssbaseア
プリケーションにのみ定義された代替変数が表示されます。変数はレポート・アプリケーションに対して評価さ
れ、評価値は、メンバー関数ではなく単一メンバーについて各レポート・ディメンションに対して検証されます。

• レポート・アプリケーションのメタデータが変更されている場合、データを編集またはプッシュしてレポート・ディメン
ションおよびメンバーをPlanningに同期する前に「リフレッシュ」をクリックします。たとえば、レポート・アプリケー
ションにディメンションまたはメンバーが追加されている場合、「リフレッシュ」をクリックすると、Planningにメン
バーが表示されます。レポート・アプリケーションのメタデータの変更をリフレッシュすると、マッピングが無効になる
可能性があります。

レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの追加
レポート・アプリケーション・データベースが存在しているEssbaseサーバーを追加するには、「Essbaseサーバー
の追加」ダイアログ・ボックスで、次のようにします。

1. 「Essbaseサーバー」にサーバー名を入力します。

アクティブ-パッシブ・クラスタ・モードでEssbaseのフェイルオーバーをサポートするようにデータ・ソースを構成
するには、「Essbaseサーバー名」の値をEssbaseクラスタ名が続くAPS URLで置き換えます。たとえば、APS
URLがhttp://hostname:13090/apsでEssbaseクラスタ名がEssbaseCluster-1の場合、「Essbaseサー
バー名」フィールドの値は次のようになります:

http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1

このリリースでは、APS URLなしで「Essbaseサーバー名」フィールドにEssbaseクラスタ名を入力することはで
きません。

2. 「ユーザー名」にユーザー名を入力します。
3. 「パスワード」にパスワードを入力します。

ユーザーの名前とパスワードは、今後のセッションで再入力が不要なように格納されます。
4. オプション: Essbaseサーバーへの接続をテストするには、「接続の検証」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの編集
「Essbaseサーバーの編集」ダイアログ・ボックスを使用して、サーバー名やポート番号などのログイン資格証明と接
続詳細を変更できます。デフォルトのEssbaseサーバーでは、アプリケーションに関連付けられているデータ・ソースに
ついて、「データ・ソースの管理」ダイアログ・ボックスで更新することができます。

注：

EPM Systemコンフィグレータを使用してEssbaseサーバーを変更する場合、Planning内でサー
バー名を更新する必要があります。
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ヒント：

Planningアップグレード・ウィザードを使用して、複数のレポート・アプリケーション用のEssbase
サーバー情報を更新できます( 314ページのReporting Essbaseサーバーへの参照の更新を参
照してください)。

レポート・アプリケーション・データベース用に表示されるEssbaseサーバーを編集するには、「Essbaseサーバー
の編集」ダイアログ・ボックスで次を実行します:

1. 「Essbaseサーバー」で、使用可能なサーバーのリストからサーバーを選択します。

アクティブ-パッシブ・クラスタ・モードでEssbaseのフェイルオーバーをサポートするようにデータ・ソースを構成
するには、「Essbaseサーバー名」の値をEssbaseクラスタ名が続くAPS URLで置き換えます。たとえば、APS
URLがhttp://hostname:13090/apsでEssbaseクラスタ名がEssbaseCluster-1の場合、「Essbaseサー
バー名」フィールドの値は次のようになります:

http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1

このリリースでは、APS URLなしで「Essbaseサーバー名」フィールドにEssbaseクラスタ名を入力することはで
きません。

2. 「サーバー名」にサーバー名を入力します。
3. 「ユーザー名」にユーザー名を入力します。
4. 「パスワード」にパスワードを入力します。
5. オプション: Essbaseサーバーへの接続をテストするには、「接続の検証」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。

レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの削除
レポート・アプリケーション・データベース用に表示されているEssbaseサーバーを削除するには、「Essbaseサー
バーの削除」ダイアログ・ボックスで、次のようにします。

1. サーバーを選択します。

現在のPlanningアプリケーションが存在しているデフォルトのサーバーは削除できません。
2. 「削除」をクリックします。
3. プロンプトで、削除が間違いなければ「OK」をクリックします。

SQLを使用してアプリケーション情報を削除
Planning付属のSQLファイルにより、次の情報が削除できます。

• 勘定科目注釈。 297ページの勘定科目注釈の削除を参照してください。
• シナリオに関するサポート詳細。 297ページのシナリオに関するサポート詳細を削除を参照してください。

セル詳細のクリア機能を使用して、勘定科目注釈、サポート詳細、セル・テキスト、セル・レベル・ドキュメントをクリ
アできます。 276ページのセル詳細のクリアを参照してください。
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勘定科目注釈の削除
sqlディレクトリにインストールされたaadelete.sqlファイルを使って、勘定科目注釈を削除できます。ファイルに
は、選択された勘定科目名の注釈を削除するSQL問合せが含まれます。「セル詳細のクリア」機能を使って勘定科
目注釈をクリアするには、 276ページのセル詳細のクリアを参照してください。

勘定科目名に関連付けられた勘定科目注釈を削除するには:
1. Webアプリケーション・サーバーを停止します。
2. 削除する注釈の勘定科目名を置換して、使用しているリレーショナル・データベースのタイプに対応す

るaadelete.sqlファイルのSQL問合せのセクションを更新します。
3. 使用しているリレーショナル・データベースに適切なaadelete.sqlファイルの問合せを実行します。

例: Account1の勘定科目注釈を削除

DELETE

FROM HSP_ACCOUNT_DESC

WHERE ACCOUNT_ID=(SELECT OBJECT_ID FROM HSP_OBJECT

WHERE OBJECT_NAME='ACCOUNT1')

INSERT INTO HSP_ACTION

(FROM_ID, TO_ID, ACTION_ID, OBJECT_TYPE, MESSAGE, ACTION_TIME, PRIMARY_KEY) VALUES

(0,0,2,18,NULL,GETDATE(),NULL)

シナリオに関するサポート詳細を削除
sqlディレクトリにインストールされたsddelete.sqlファイルを使って、シナリオに関連付けられたサポート詳細を削
除できます。ファイルには、選択されたシナリオのサポート詳細を削除するSQL問合せが含まれます。セル詳細機能
を使ってサポート詳細をクリアするには、 276ページのセル詳細のクリアを参照してください。

シナリオに関連付けられたサポート詳細を削除するには:
1. Webアプリケーション・サーバーを停止します。
2. 削除するサポート詳細のシナリオ名を置換して、使用しているリレーショナル・データベースのタイプに対応す

るsddelete.sqlファイルのSQL問合せのセクションを更新します。
3. 使用しているリレーショナル・データベースに適切なsddelete.sqlファイルの問合せを実行します。
4. Webアプリケーション・サーバーを起動します。

例: シナリオに関連付けられたサポート詳細の削除

実績シナリオのサポート詳細が削除されます:

DELETE

FROM HSP_COLUMN_DETAIL_ITEM

WHERE DETAIL_ID IN
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  (SELECT DETAIL_ID

   FROM HSP_COLUMN_DETAIL

   WHERE DIM1 =

    (SELECT OBJECT_ID

     FROM HSP_OBJECT

     WHERE OBJECT_NAME ='ACTUAL'));

DELETE

FROM HSP_COLUMN_DETAIL

WHERE DIM1 =

  (SELECT OBJECT_ID

   FROM HSP_OBJECT

   WHERE object_name ='Actual');
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11
メニューの操作

この項の内容：
メニューの作成と更新 .............................................................................................................  299
メニュー・アイテムの操作 .........................................................................................................  299
メニュー・アイテムの追加または変更 .......................................................................................... 300

メニューの作成と更新
管理者は、右クリック・メニューを作成して、それをフォームに関連付けることができます。それによって、ユーザーが
フォームの行や列をクリックして、次を実行するメニュー・アイテムを選択することができます:

• 実行時プロンプトがあってもなくても、別のアプリケーション、URLまたはビジネス・ルールを起動
• 別のフォームへの移動
• 「承認の管理」への事前定義済のシナリオとバージョンをともなった移動
• 「ジョブ・コンソール」または「バージョンのコピー」を開く

右クリックのコンテキストは、POVとページ、ユーザーがクリックしたメンバー、左のメンバー(行)や上(列)など、次のア
クションへ送られます。

フォームの設計時に、「その他オプション」を使用して、フォームのメニュー・アイテム・タイプに可能なメニューを選択
します。アプリケーションを更新するとき、それに適切なメニューが更新されます。たとえば、メニューで参照されている
ビジネス・ルールを削除する場合は、そのルールをメニューから削除します。

メニューを作成、編集、削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「メニュー」の順に選択します。
2. 次のいずれかを実行します。

• メニューを作成するには、「作成」をクリックして、メニューの名前を入力して「OK」をクリックします。
• メニューを変更するには、そのメニューを選択して「編集」をクリックします。
• メニューを削除するには、そのメニューを選択して「削除」をクリックして、「OK」をクリックします。

メニュー・アイテムの操作
「メニューの編集」には、現在のメニューの名前、ラベル、必要なディメンション、アイコン、タイプ(「URL」、「フォー
ム」、「ビジネス・ルール」、「承認の管理」、「メニュー・ヘッダー」、「ジョブ・コンソール」、「バージョンのコピー」)を含むメ
ニュー・アイテムが表示されます。

メニュー・アイテムを操作するには:
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1. 「管理」、「管理」、「メニュー」の順に選択します。
2. メニューを選択して、「編集」をクリックします。
3. 初回のみ: メニューに初めてアイテムを追加するには、「子の追加」をクリックして、「保存」をクリックします。
4. メニュー・アイテムを選択して、次のことを実行できます。

• 選択したメニュー・アイテムの下にメニュー・アイテムを追加するには、「子の追加」(メニューのタイプが「メ
ニュー・ヘッダー」の場合)をクリックします。

• 選択したメニュー・アイテムと同じレベルにメニュー・アイテムを追加するには、「兄弟の追加」をクリックしま
す。

• メニュー・アイテムを編集するには、「編集」をクリックします。
• メニュー・アイテムを削除するには、「削除」をクリックします。
• 同じレベル内でメニュー・アイテムの順番を変更するには、上向き矢印または下向き矢印をクリックします。複

数のアイテムを移動できます。

「メニュー・アイテムの編集」を使って、メニュー・アイテムのプロパティを定義します。
5. 「保存」をクリックします。

「名前を付けて保存」をクリックして、新しいメニュー名の下にある現在の選択肢を保存します。

メニュー・アイテムの追加または変更
メニュー・アイテムを定義するには:

1. 「管理」、「管理」、「メニュー」の順に選択します。
2. メニューを選択してから「編集」をクリックします。
3. メニュー・アイテムを選択してから、「編集」または「兄弟の追加」をクリックします。
4. メニュー・アイテムを定義します:

表71 メニュー・アイテム

アイテム 説明

メニュー・アイテム 特殊文字やスペースを入れずに、英数字とアンダースコア
文字のみを含む一意の名前を入力します。

ラベル メニューが選択されたときに表示されるテキストを入力し
ます。スペースおよび特殊文字を使用できます。メニュー・ラ
ベルはユーザー・インタフェースに表示されます。ラベルは
テキストか、名前のリソース変数から参照できるものにしま
す。たとえば、メニューのラベルを「ファイル」と設定して、そ
れを「ファイル」に直接設定するか、ローカライズ可能な、「ラ
ベル_ファイル」のようなリソースの名前に設定します。

アイコン オプション: Planningサーバーのコンテキストに、グラフィッ
クへのパスとファイル名を入力して、メニューによって表
示できるようにします。(つまり、参照されるグラフィックま
たはイメージは、Planning Webアプリケーションのルー
ト・フォルダ内に存在する必要があります。)例: Images/
green.gif
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アイテム 説明

タイプ メニュー・タイプを選択して使用できるプロパティを決定し
ます。「メニュー・ヘッダー」にプロパティは使用できません。

• フォーム: 選択したフォームを起動します。ユーザーが、
ソース・フォーム内で右クリックすると、メンバー、ペー
ジ、POVのメンバー選択のコンテキストが保持されます。
ターゲット・フォームにページのこれらのディメンション・メ
ンバーが含まれる場合、そのページはコンテキストが一
致するよう設定されます。

• URL: 指定されたURLにナビゲートします。
• ビジネス・ルール: 選択されたビジネス・ルールを起動し

ます。
• 承認の管理: 「承認の管理」に移動してプランニング・ユ

ニットで作業します
• メニュー・ヘッダー: 子のメニュー・アイテムの作成先にメ

ニューを作成します。このアイテムでメニューに区切り線
を表示するには、「ラベル」にハイフンを1つ入力します。
この場合、「必須ディメンション」リストは使用できませ
ん。

• 前のフォーム: ユーザーを前のフォームに戻すメニューを
作成します。

• ジョブ・コンソール: 指定されたジョブ・タイプとステータ
スについて、現在のユーザーに対して「ジョブ・コンソー
ル」を開いてジョブを表示するメニューを作成します。

• バージョンのコピー: 現在のフォームのデータをコピーでき
る「バージョンのコピー」ダイアログを開くメニューを作成
します。

必須パラメータ ディメンションを選択するか、メニュー・アイテムを表示す
るオプション(「視点」、「ページ」、「行」、「列」、「メンバーの
み」、「セルのみ」)を選択します。たとえば「勘定科目」を選
択すると、ユーザーがフォームで勘定科目メンバーを右クリッ
クしたときにメニューが表示されます。「行」を選択すると、
ユーザーが行を右クリックしたときにメニューが表示されま
す。「なし」を選択すると、ユーザーがフォーム内の任意の場
所を右クリックしたときにメニューが表示されます。

5. メニュー・アイテムのタイプごとに、異なるメニュー・アイテム・プロパティを定義します:

タイプ オプション

フォーム 1. 「フォーム・フォルダ」で、宛先フォームを含むフォルダを選択しま
す。

2. 「フォーム」で、フォームを選択します。

URL 1. 「URL」で、ユーザーがアクセスする完全なURLを入力します。
例: http://サーバー名/HFM/Logon/HsvLogon.asp
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タイプ オプション
2. 「シングル・サインオンの使用」を選択して、URLにSSOトークン

を追加します。
3. 「URLにコンテキストを含める」を選択して、コンテキストを含め

ます。

ビジネス・ルール 1. 「プラン・タイプ」で、ビジネス・ルールで使用できるプランのタイ
プを選択します。

2. 「ビジネス・ルール」で、起動するビジネス・ルールを選択します。
3. 「表示タイプ」で、実行時プロンプト・ページの表示方法を選択

します:
• クラシック・ビュー: デフォルトのPlanningビューを使用
• ストリームライン・ビュー: 異なるラインで各実行時プロンプト

を表示
4. オプション: 「ウィンドウ・タイトル」で、実行時プロンプトのかわり

に表示するタイトルを入力します。
5. オプション: 「「OK」ボタン・ラベル」で、「OK」ボタンに表示する

テキストを入力します。
6. オプション: 「「取消」ボタン・ラベル」で、「取消」ボタンに表示す

るテキストを入力します。
7. オプション: 「確認メッセージの起動」で、ビジネス・ルールが呼

び出されて起動する前に表示するテキストを入力します。この
オプションにより、管理者はビジネス・ルールの起動の結果に
ついてプランナに意味のあるメッセージを表示することができま
す。

承認の管理 シナリオとバージョンを選択してプランニング・ユニットを指定しま
す。

前のフォーム ユーザーを前のフォームに戻すメニュー・アイテムの名前を入力しま
す。

バージョンのコピー エンド・ユーザーが「バージョンのコピー」を使用して、サポート詳細、
注釈、セル・テキスト、セル・ドキュメントなど、現在のフォームの
フォーム・データを他のバージョンにコピーできます。次のデフォルト
値を選択します:

1. 「シナリオ」で、コピー元とするシナリオを選択します。
2. 「コピー元」で、コピーするデータを含むバージョンを選択します。
3. 「コピー先」で、データのコピー先とするバージョンを選択します。

ジョブ・コンソール エンド・ユーザーが、指定したジョブ・タイプおよびジョブの「ジョブ・
コンソール」を表示できます。次のデフォルト値を選択します:

• ジョブ・タイプ
• ステータス

6. 「保存」をクリックします。



Planningアプリケーション管理の操作 303

12
Planningアプリケー

ション管理の操作

この項の内容：
Performance Management ArchitectおよびPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケー
ションの作成について .............................................................................................................  303
Planningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定 ..................................................  303
別名表の操作 .......................................................................................................................  314
ディメンションの操作 ..............................................................................................................  317
Planningアプリケーションへの集約ストレージ・アウトラインの追加 .................................................. 358
動的時系列メンバーの設定 ......................................................................................................  360
Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションの操作 ..................................................  363
スマート・リスト、UDAおよびメンバー式の使用方法 .......................................................................  367

Performance Management ArchitectおよびPlanningアプ
リケーション管理を使用したアプリケーションの作成について
Performance Management ArchitectまたはPlanningアプリケーション管理を使用してアプリケーショ
ンを作成できます。それぞれのアプリケーション・タイプで、異なるメニューとオプションが使用できます。た
とえば、Performance Management Architectのアプリケーション管理で作成されたアプリケーション
は、Performance Management Architectでスマート・リストを管理します。Planningアプリケーション管理で作
成されたアプリケーションでは、「管理」、「管理」、「スマート・リスト」の順に選択して、Planningの機能を使用できま
す。Planningアプリケーション管理タスクはこの章で説明します。Planningアプリケーション管理を使用するには、
適切な役割を割り当てることが必要です。詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Systemユーザー・セ
キュリティ管理ガイドで説明されています。

Planningモジュールのアプリケーションの設定の詳細は、それぞれのガイドを参照してください。

Planningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの
設定
Planningアプリケーション管理を使用している場合、Planningアプリケーション・ウィザードを使用して、アプリケー
ションの作成および削除、Shared Servicesへの登録を行います。

Planningアプリケーション管理を使用してアプリケーションを設定するには:
1. 次のいずれかのタスクを実行します:

• Planningで、「管理」、「アプリケーション」、「アプリケーションの管理」の順に選択します。
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• EPM Workspaceで、「ナビゲート」、「管理」、「Planning管理」の順に選択します。
2. タスクを完了するには、次のトピックを参照してください:

•  304ページのアプリケーションの管理
•  309ページのデータ・ソースの管理
•  312ページのアップグレードの管理

アプリケーションの管理
Planningアプリケーションの管理を使用してPlanningアプリケーションを作成、削除、登録するには、次を参照して
ください:

•  304ページのアプリケーションの作成
•  308ページのアプリケーションの削除
•  308ページのアプリケーションの登録

アプリケーションの作成
Planningアプリケーション管理を使用してアプリケーションを作成および更新するには:

1. Planningアプリケーション・ウィザード( 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケー
ションの設定を参照)を開始します。

2. 「アプリケーションの管理」で、「アクション」をクリックし、「作成」を選択します。
3. タブの情報を完成させてアプリケーションを定義します。参照:

•  304ページのアプリケーション情報の選択
•  305ページのカレンダの設定
•  307ページの通貨の設定
•  307ページのプラン・タイプの指定
•  308ページのアプリケーション情報のレビュー

アプリケーション情報の選択
アプリケーション名および説明を指定し、Shared Servicesでアプリケーションを登録後、データ・ソースを選択しま
す。

Planningをインストールして構成する際に、デフォルトのインスタンス(クラスタ)が設定されます。EPM Systemコン
フィグレータを使用してクラスタを更新するには、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストール
および構成ガイド』を参照してください。

アプリケーション情報を選択するには:
1. Planningのアプリケーション・ウィザードで「アプリケーションの管理」を選択し、「アクション」で「作成」を選択し

ます。
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 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. 「選択」をクリックします。
3. データ・ソースを選択します。

 309ページのデータ・ソースの管理を参照してください。
4. アプリケーション名を入力します。

名前は最大8文字までです。既存のEssbaseアプリケーションと同名にはできません。
5. アプリケーションの説明を入力します。
6. 「アプリケーション・タイプ」には、作成しているアプリケーションの値アプリケーションを選択します。Planningア

プリケーションの場合、一般を選択します。
7. Shared Servicesアプリケーション・グループを選択します。
8. 「次へ」をクリックします。

カレンダの設定
カレンダで、アプリケーションの基本期間、最初の会計年月度、ならびに合計年数を確立させます。月の会計週数を
基に、基本期間と月次配置パターンを選択します。基本期間のオプションは、アプリケーションの最下位レベルの基
本期間です。週や日など、カスタム基本期間を作成できます。月次配置パターンを使用して、要約期間に入力した
データを、指定の基本期間にどう配置させ分散させるかを決定します。ユーザーは年または四半期などの要約期間
にデータを入力することができます。Planningにより、要約期間を構成する基本期間のなかで、これらの値が配置さ
れます。

会計年度に対し、会計年度の最初の月を設定して、会計年度が同じカレンダ年または前のカレンダ年のどちらで
開始するかを指定できます。数式を使用するなどにより、カレンダ年に基づく計算を後で設定できます。Planningア
プリケーションに式を設定する場合、[TPDate]および[FirstDate]のような数式は、アプリケーションが同じカレンダ
年に開始するかまたは前のカレンダ年に開始するかにより異なる結果が生成されます。 374ページの数式の操
作を参照してください。

次の表は、「会計開始年度」を2012と仮定して、「会計年度の最初の月」および「会計開始年度」オプションがアプ
リケーションのカレンダに与える影響の例を示しています。

表72 「会計年度の最初の月」および「会計開始年度」オプションの例

会計年度の最初の月 会計開始年度 期間 - 年 年ディメンション

1月 同じカレンダ年 Jan-12からDec-12まで FY12

7月 同じカレンダ年 Jul-12からJun-13まで FY12

7月 前のカレンダ年 Jul-11からJun-12まで FY12

2月 同じカレンダ年 Feb-12からJan-13まで FY12

2月 前のカレンダ年 Feb-11からJan-12まで FY12

12月 同じカレンダ年 Dec-12からNov-13まで FY12

12月 前のカレンダ年 Dec-11からNov-12まで FY12

カレンダを設定するには:
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1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「カレンダ」をクリックします。

 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. カレンダのロールアップ方法を設定するには、「基本期間」オプションを選択します。

• 12か月: 1年に4回の四半期 - 月は親四半期に、四半期は年にロールアップ。
• 四半期: 四半期は年にロールアップ。
• カスタム: 週や日などのカスタム期間。

3. 「最初の会計年度」を選択します。

この選択によって、アプリケーションの会計開始年度が定義されます。アプリケーションの作成後はこれを変更
することはできません。最初の会計年度を指定する前に、組織が履歴データをどの程度必要とするか検討して
ください。

4. アプリケーションの「会計年度の数」を選択します。

この選択により、カレンダの年数が定義されます。アプリケーションを作成した後に、カレンダへ年数をさらに追
加することができます。

5. 「会計年度の最初の月」を選択します。

この選択はアプリケーションの会計年度の最初の月で、「最初の会計年度」オプションにより異なります。
6. 「会計年度の開始日」を選択します:

• 「同じカレンダ年」。会計年度が現在のカレンダ年で始まるように設定します。たとえば、開始期間が6月の
2014年を選択すると、開始年がFY14として作成され、6月14日から5月15日までと定義されます。

• 「前のカレンダ年」。年度が前のカレンダ年で始まるように設定します。たとえば、開始期間が6月の2013年
を選択すると、開始年がFY13として作成され、6月12日から5月13日までと定義されます。

1月から開始するアプリケーションの場合、「同じカレンダ年」オプションだけが使用できます。
7. 基本期間を12か月に設定する場合、「週次配分」オプションとして、均等、445、454または544のいずれかを

選択します。

週次配分により、月の会計週数に基づいて月次配分パターンが設定されます。この選択によって、要約期間の
データを基本期間内にどう分布させるかが決定されます。ユーザーが、四半期などの要約期間に、データを入力
する際、要約期間内の基本期間に値が分散されます。

週次配分パターンを均等以外で設定すると、Planningは選択パターンに従って、13週に分かれて週が配分さ
れたかのように四半期ごとの値が扱われます。たとえば、5-4-4を選択すると、四半期の最初の月は5週、最後
の2か月は4週あることになります。

8. すべての年を含む「すべての年」親メンバーを作成するには、「すべての年」親で「はい」を選択します。

「すべての年」親メンバーにより、ユーザーはプロジェクトの終了日までの合計費用などの、複数年にわたり累計
されたデータを表示することができます。アプリケーションに対して定義された場合、親メンバーには「年なし」メ
ンバーは含まれません。

注：

「すべての年」はPlanningモジュールに対して作成されたアプリケーションにのみ使用で
き、Planning汎用アプリケーションには使用できません。
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9. 「次へ」をクリックします。

通貨の設定
アプリケーションのエンティティに対してデフォルト通貨を指定し、通貨換算をアプリケーションでサポートするかどう
かを設定します。レベル0のメンバーは、基本通貨にかかわらず、複数通貨に対応(または通貨上書きとも呼ばれる)
できます。

通貨を設定するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「通貨」をクリックします。

 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. アプリケーションのエンティティにデフォルト通貨を選択します。
3. 複数通貨のアプリケーションには、「はい」を、単一通貨のアプリケーションには、「いいえ」を選択して、アプリ

ケーションが複数の通貨をサポートするかどうかを指定します。

アプリケーションの作成後は、このオプションを変更できません。レベル0のメンバーは、基本通貨にかかわらず、
複数通貨に対応できます。「はい」を選択すると、「通貨」および「HSP_Rates」の2つのディメンションが作成さ
れます。

4. 「次へ」をクリックします。

プラン・タイプの指定
アプリケーションのプラン・タイプを3つまで指定します。各プラン・タイプに対し、個々にEssbaseデータベースが作成
されます。アプリケーション作成後はプラン・タイプの名前や数を変更できません。

アプリケーションの勘定科目、エンティティおよび他の要素を作成すると、それらがプラン・タイプに関連付けられる
ため、各プラン・タイプのデータベースは、そのプラン・タイプに関連のある情報のみが含まれます。これで、設計、サ
イズおよびパフォーマンスが最適化されます。

注：

アプリケーションの汎用的なプラン・タイプを3つまで指定できます。アプリケーションの作成中、1
つのブロック・ストレージ・プラン・タイプを選択した場合、プラン・タイプ・エディタから2つのタイプ
を合計3つまで追加できます。Public Sector Planning and BudgetingおよびOracle Project
Financial Planningユーザーは、Workforce PlanningまたはCapital Asset Planning(ある
いはその両方)のプラン・タイプを使用する必要があり、これらのプラン・タイプが3つの汎用合計
にカウントされないようにタグ付けされていることを確認する必要があります。Planningでは、ブ
ロック・ストレージ・データベースごとに3つまでの汎用プラン・タイプの合計と1つの集約ストレージ・
データベース、さらに集計目的でもう1つの集約ストレージ・データベースが許可されます。

プラン・タイプを選択するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「プラン・タイプ」をクリックします。

 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. アプリケーションの各プランの「プラン・タイプ」を選択し、プラン名を指定します。
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Planningのプラン・タイプを少なくとも1つ選択してください。Planningのプラン・タイプは、3つまで選択可能
であり、最大8文字の名前を付けることができます。(1バイトおよび2バイトの文字で8文字以上入力することは
可能ですが、Essbaseデータベースが作成される際、エラー・メッセージが表示されます。)

3. 集約ストレージ・プラン・タイプを作成する場合、ASO1を選択してから、アプリケーション名を指定します。

注：

Essbaseは、集約ストレージ・データベースごとに別々のアプリケーションを必要とします。

4. 「次へ」をクリックしてアプリケーション情報をレビューし、アプリケーションを作成します。

アプリケーション情報のレビュー
アプリケーションを作成または更新する前にアプリケーション情報をレビューするには:

1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「終了」をクリックします。

 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. 選択した設定をレビューします。一部の設定は、アプリケーションの作成後に変更できません。
3. オプション: アプリケーション設定を変更するには、「前へ」をクリックしてアプリケーション情報を更新してか

ら、「終了」をクリックして更新した設定を確認します。
4. アプリケーションを作成するには、「作成」をクリックします。

アプリケーションの削除
Planningアプリケーション・ウィザードを使用すると、Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションを削
除できます。

注意

削除する前にアプリケーションのバックアップを行ってください。 85ページのアプリケーションおよ
びアプリケーション・データベースのバックアップを参照してください。

アプリケーションを削除するには:
1. アプリケーションのバックアップを行います。
2. Planningアプリケーション・ウィザード( 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケー

ションの設定を参照)を開始します。
3. 「アプリケーションの管理」でアプリケーションを選択し、「アクション」をクリックして「削除」を選択します。
4. 削除を確認するメッセージが表示されたら、「OK」をクリックして削除を続行します。

アプリケーションの登録
Planningアプリケーション・ウィザードを使用すると、アプリケーションのShared Servicesアプリケーション・グループ
を再登録できます。
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アプリケーションを登録するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザード( 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケー

ションの設定を参照)を開始します。
2. 「アプリケーションの管理」でアプリケーションを選択し、「アクション」をクリックして「登録」を選択します。
3. In 「登録」で、「Shared Servicesプロジェクト」を選択し、「OK」をクリックします。

データ・ソースの管理
各Planningアプリケーションを、リレーショナル・データベースとEssbaseサーバーにリンクするデータ・ソースに関連付
けてください。Planningアプリケーション・ウィザードを使用して、データ・ソースを作成、更新、テスト、削除できます。
次を参照してください。

•  309ページのデータ・ソースの作成
•  310ページのデータ・ソースの編集
•  311ページの接続の確認
•  311ページのデータ・ソースの削除

Performance Management Architectで作成されたPlanningアプリケーションでは、Performance
Management Architectのデータ・ソースを管理してください。『Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

データ・ソースはインスタンス(クラスタとも呼ばれる)に関連付ける必要があります。クラスタを更新するに
は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

注：

EPM Systemコンフィグレータを使用してEssbaseサーバーを変更する場合、Planning内でサー
バー名を更新します。

データ・ソースの作成
Planningアプリケーション管理のデータ・ソースを作成するには、データ・ソース名と説明を入力してリレーショナル・
データベースを選択し、リレーショナル・データベースとEssbaseサーバーの詳細を指定します。リレーショナル・データ
ベースとEssbaseサーバーのパスワード情報は暗号化されて保管されます。アプリケーションをUnicodeモードに設
定することもできます。Unicodeモードのアプリケーションでは、複数の文字セットに対応しています。Essbaseで
Unicodeモードのアプリケーションを操作する際、UTF-8のエンコード・フォームで解釈されて文字テキストが保管さ
れます。Unicodeモード・アプリケーションの文字ベースのアーティファクト(メンバーおよび別名など)では、異なる言
語から文字を含めることができます。詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。

アプリケーション管理のデータ・ソースを作成するには:
1. Planningのアプリケーション・ウィザードで「データ・ソースの管理」をクリックし、「アクション」で「作成」を選択

します。 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してくださ
い。Planningで、「管理」、「データ・ソースの管理」の順に選択してから、「アクション」をクリックして「作成」を選
択する方法もあります。
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2. データ・ソース名と説明を入力します。
3. アプリケーション・データベースの詳細を指定します:

• データベース - リレーショナル・データベース
• サーバー - データベースをホストするサーバー
• ポート - ポート(ポートの詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Systemインストー

ル概要』を参照)
• サービス名またはSID - Oracleサービス名またはSID (orclなど)
• ユーザー - データベースのユーザー名
• パスワード - データベース・パスワード

4. 上級ユーザーのみ: 必要に応じて、「サーバー」および「ポート」フィールドの情報のかわりにカスタムURLを使用し
てデータ・ソースを作成します。「カスタム」をクリックしてから、データ・ソースのURLを「接続URL」に入力します。

EPM Systemコンフィグレータを使用したデータベースの構成の詳細およびURLの例は、『Oracle Enterprise
Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』を参照してください。

カスタムURLを入力すると、サーバーとポートの前の接続設定が上書きされます。カスタムURLを削除し、サー
バーとポートの前の設定に戻るには、「カスタム」チェック・ボックスをクリアします。Oracle RAC構成が使用さ
れている場合、Planningデータ・ソースの作成中、RAC詳細が「カスタムURL」に表示されます。

5. 「検証」をクリックし、指摘されている問題を修正します。
6. 次のEssbaseサーバーの詳細を指定します:

• サーバー - サーバー名(構成中にEssbaseエージェント・ポートのデフォルトのポート番号を変更した場
合、Oracle EssbaseサーバーはServerName:newPortNumberのフォーマットである必要があります。たと
えば、構成時にポート番号が1400に設定され、サーバーがローカルで実行されている場合、サーバー名はこの
フォーマットを使用してServerName:1400.となります)。

• ユーザー - サーバーのユーザー名
• パスワード - サーバーのパスワード
• オプション - アプリケーションをUnicodeモードに設定するには、「Unicode」を選択します。

詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
7. 「検証」をクリックし、指摘されている問題を修正します。
8. 「保存」をクリックします。

データ・ソースの編集
Planningアプリケーション管理では、ウィザードを使ってデータ・ソース名、説明、リレーショナル・データベース、リレー
ショナル・データベースの説明およびEssbaseサーバーを更新できます。

データ・ソースを編集するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「データ・ソースの管理」をクリックします。 303ページのPlanningア

プリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。Planningで、「管理」、「データ・ソー
スの管理」の順に選択することもできます。

2. データ・ソースを選択して「アクション」をクリックし、「編集」を選択します。
3. データ・ソース名と説明を更新します。
4. アプリケーション・データベースの詳細を指定します:
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• サーバー: データベースをホストするサーバー
• ポート: ポート。デフォルトのポートおよびポートの変更方法の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management Systemインストール概要』を参照してください。
• データベース: データベース名
• ユーザー: データベース・ユーザー名
• パスワード: データベースのパスワード

5. 上級ユーザーのみ: 必要に応じて、「サーバー」および「ポート」フィールドの情報のかわりにカスタムURLを使用し
てデータ・ソースを作成します。「カスタム」をクリックしてから、データ・ソースのURLを「接続URL」に入力します。

EPM Systemコンフィグレータを使用したデータベースの構成の詳細およびURLの例は、『Oracle Enterprise
Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』を参照してください。

カスタムURLを入力すると、サーバーとポートの前の接続設定が上書きされます。カスタムURLを削除し、サー
バーとポートの前の設定に戻るには、「カスタム」チェック・ボックスをクリアします。

6. 「検証」をクリックし、指摘されている問題を修正します。
7. Essbaseサーバーの詳細を指定します。

• サーバー: サーバー名
• ユーザー: サーバー・ユーザー名
• パスワード: サーバーのパスワード

8. オプション: アプリケーションをUnicodeモードに設定するには、「Unicodeモード」を選択します。

詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
9. 「検証」をクリックし、指摘されている問題を修正します。
10. 「保存」をクリックします。
11. データ・ソースが正常に更新されたことを通知するメッセージが表示されたら、[X]をクリックしてメッセージを閉じ

ます。
12. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Systemコンフィグレータを使用して、アプ

リケーションに使用するインスタンス(クラスタ)を選択します。『Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Architect管理者ガイド』を参照してください。

接続の確認
データベースまたはEssbaseへの接続テストができます。

接続を確認するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「データ・ソースの管理」をクリックします。

 303ページのPlanningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
2. 接続をテストするには、「検証」をクリックします。
3. 接続が終了したことを通知するメッセージが表示されたら、[X]をクリックしてメッセージを閉じます。

データ・ソースの削除
Planningアプリケーション管理では、Planningアプリケーション・ウィザードを使用して、アプリケーションと関連付け
られていないデータ・ソースを削除できます。
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データ・ソースを削除するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「データ・ソースの管理」をクリックします。 303ページのPlanningア

プリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。Planningで、「管理」、「データ・ソー
スの管理」の順に選択することもできます。

2. 削除するデータ・ソースを選択し、「アクション」をクリックして、「削除」を選択します。
3. データ・ソースが正常に削除されたことを通知するメッセージが表示されたら、[X]をクリックしてメッセージを閉じ

ます。

アップグレードの管理
Planningアップグレード・ウィザードを使用して、再ホストされたデータ・ソースへの参照を更新およびPlanningアプ
リケーションをアップグレードします。たとえば、Essbaseサーバー・ホストおよびポートが以前のリリースから変更されて
いる場合、データ・ソースを更新し、PlanningからReportingアプリケーションへのマッピングを更新する必要があり
ます。データ・ソースが変更されている場合、データ・ソースの接続を更新する必要があります。Planningアップグレー
ド・ウィザードにより、複数のデータ・ソースおよびReportingアプリケーションを同時に更新できます。Performance
Management Architectで作成されたアプリケーションまたはPlanningアプリケーション管理を使用するアプリ
ケーションも、アップグレード・ウィザードでアップグレードします。

• 再ホストされたリレーショナル・データベースおよびEssbaseサーバーへの参照の更新について
は、 312ページのデータ・ソースへの参照の更新を参照してください。

• Reportingアプリケーションのある再ホストされたEssbaseサーバーへの参照の更新について
は、 314ページのReporting Essbaseサーバーへの参照の更新を参照してください。

• Performance Management ArchitectまたはPlanningアプリケーション管理で作成されたPlanningアプリ
ケーションをアップグレードする場合、 313ページのアプリケーションのアップグレードを参照してください。

データ・ソースへの参照の更新
Planningアップグレード・ウィザードを使用して、再ホストされたリレーショナル・データベースおよびEssbaseサーバー
への参照を更新します。

注：

データ・ソースへの参照を更新する前に、Essbaseサーバーおよびリレーショナル・データベースが実
行していることを確認します。

データ・ソースへの参照を更新するには:
1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「アップグレード・ウィザード」をクリックします。
2. 「データ・ソースの更新」タブで、各Planningデータ・ソースのリレーショナル・データベース情報およびEssbase

サーバー情報を確認します。Essbaseサーバー・ホストおよびポートがアップグレード中に変更された場合、または
リレーショナル・データベースが新しいホストに移動していた場合、情報を更新します。

• 同じ情報で複数のリレーショナル・データベースを更新するには:
1. ページの下部で、リレーショナル・データベースの更新を適用するデータ・ソースを選択します。
2. リレーショナル情報の更新で、新しいデータベース情報を入力します。
3. 選択項目に適用をクリックします。
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• 同じ情報で複数のEssbaseサーバーを更新するには:
1. ページの下部で、Essbase情報の更新を適用するデータ・ソースを選択します。
2. Essbase情報の更新で、新しいEssbaseサーバー情報を入力します。

アクティブ-パッシブ・クラスタ・モードでEssbaseのフェイルオーバーを使用する場合は、Essbaseクラ
スタ名が続くAPS URLを指定します。たとえば、APS URLがhttp://<hostname>:13090/apsで
Essbaseクラスタ名がEssbaseCluster-1の場合、「Essbaseサーバー名」フィールドの値は次のように
なります:

http://<hostname>:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1

このリリースでは、APS URLなしでEssbaseクラスタ名を入力することはできません。
3. 選択項目に適用をクリックします。

• データ・ソースを個別に更新するには:
1. ページの下部で、更新を適用するデータ・ソースを選択します。
2. データ・ソースの新しい情報を入力します。

3. 「アクション」でオプションを選択します

• 「リセット」をクリックして更新を元に戻します。
• 「検証」をクリックして、選択したデータ・ソースへの接続をテストし、示された問題があれば修正します。
• 「保存」をクリックして、選択したデータ・ソースへの更新を保存します。

4. 「次へ」をクリックして、「アプリケーションのアップグレード」タブに進みます( 313ページのアプリケーションの
アップグレードを参照)。

注：

Planningアプリケーションに反映された更新が表示されない場合、Planningサーバーを停止して
から再起動します。

アプリケーションのアップグレード
Planningアップグレード・ウィザードを使用して、Performance Management ArchitectまたはPlanningア
プリケーション管理を使用して作成されたPlanningアプリケーションをアップグレードします。この手順の詳細
は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』を参照してください。

注：

アプリケーションをアップグレードする前に再ホストされたデータ・ソースへの参照を更新する必要
があります。 312ページのデータ・ソースへの参照の更新および 314ページのReporting
Essbaseサーバーへの参照の更新を参照してください。

Public Sector Planning and Budgetingユーザーはアップグレード後に追加のデータ移行タスクを実行する必要
があります。既存のアプリケーション・メタデータおよびアーティファクトの移行に関する指示は、『Oracle Hyperion
Public Sector Planning and Budgetingユーザー・ガイド』の付録Bを参照してください。
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Reporting Essbaseサーバーへの参照の更新

Planningアップグレード・ウィザードを使用して、Reportingアプリケーションで使用するEssbaseサーバーへの参照
を更新します。

注：

Reporting Essbaseサーバーへの参照を更新する前に、Essbaseサーバーおよびリレーショナル・
データベースが実行していることを確認します。

ReportingアプリケーションがあるEssbaseサーバーへの参照を更新するには:

1. Planningアプリケーション・ウィザードで、「アップグレード・ウィザード」をクリックします。
2. 「レポート用Essbaseサーバーの更新」タブで、レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバー情報を確認また

は更新します。

アップグレード済みのアプリケーションおよびEssbaseサーバー(デフォルトのEssbaseサーバーを除く)で
Reportingアプリケーションが作成済みのアプリケーションのみがリストされます。

• 同じ情報で複数のReportingアプリケーションを更新するには:

1. ページの下部で、更新を適用するアプリケーションを選択します。

2. Reporting Essbase情報の更新で、新しいEssbaseサーバー情報を入力します。

3. 選択項目に適用をクリックします。

• Reportingアプリケーションを個別に更新するには:

1. ページの下部で、更新を適用するReportingアプリケーションを選択します。

2. 各アプリケーション用の新しいEssbaseサーバー情報を入力します。
3. 「アクション」でオプションを選択します:

• 「リセット」をクリックして更新を元に戻します。

• 「検証」をクリックして、選択したEssbaseサーバーへの接続をテストし、示された問題があれば修正します。

• 「保存」をクリックして、選択したEssbaseサーバーへの更新を保存します。
4. 「アプリケーションのアップグレード」タブに切り替える場合は、「戻る」をクリックします( 313ページのアプリ

ケーションのアップグレードを参照)。

注：

Planningアプリケーションに反映された更新が表示されない場合、Planningサーバーを停止して
から再起動します。

別名表の操作
別名表の作成および更新、アプリケーションの別名表の設定ができます。 421ページの付録B「命名規則」の命
名に関するルールに従います。
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別名表について
代替名(別名)を、Planning勘定科目、通貨、エンティティ、シナリオ、期間、バージョン、年およびユーザー定義のディ
メンション・メンバーに割り当てることができます。Planningでは、ディメンション・メンバーごとに、デフォルトの別名
を含めて、最大10個の別名を付けることができます。

Planningアプリケーションの作成の際、Essbaseでは、オンラインのデータベースに空白のデフォルトの別名表が作
成されます。その他の別名表を作成しない場合、すべての別名は、このデフォルトの表に保管されます。デフォルト
の表は削除できません。

Essbaseに最大9個の別名表を作成することができます。別名または別名表を追加または変更する場合は、アプリ
ケーションをリフレッシュする必要があります。変更は、データベースが更新されるまで適用されません。オンラインの
データベースを表示するには、Administration Services Consoleを開き、「オンライン」、「別名」、「表の設定」の
順で選択し、別名表を選択します。Planning内で作成した別名表のみ使用できます。Planning以外で作成された
別名表は、アプリケーションがリフレッシュしている間に削除されます。

たとえば、複数の別名表が次の言語の組合せをサポートしています:

• 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語およびイタリア語
• 日本語と英語
• 韓国語と英語
• トルコ語と英語

注：

別名表のサポートは、これらの言語の組合せに限定されていません。

別名表を設定してアプリケーションのメンバーを表示できます。プランナは、プリファレンスの別名表を設定できます。

別名表の作成
別名表を作成するには:

1. 「管理」、「管理」、「別名表」の順に選択します。
2. 「追加」をクリックします。
3. 「追加」 - 「別名表」で、名前を入力します。
4. 「OK」をクリックします。

別名表の編集または名前変更
別名表の編集または名前を変更するには:

1. 「管理」、「管理」、「別名表」の順に選択します。
2. 別名表を選択します。
3. 「編集」をクリックします。
4. 「編集」 - 「別名表」に、名前を入力します。
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5. 「OK」をクリックします。

別名表の削除
別名表を削除するには:

1. 「管理」、「管理」、「別名表」の順に選択します。
2. 別名表を選択します。

デフォルトの別名表は削除できません。
3. 「削除」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。

別名表のクリア
別名表のコンテンツをクリアできます。

別名表をクリアするには:
1. 「管理」、「管理」、「別名表」の順に選択します。
2. クリアする別名表を選択します。

別名表をクリアすると、表の内容は除去されますが、表自体は除去されません。
3. 「値のクリア」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。

別名表のコピー
別名表をコピーするには:

1. 「管理」、「管理」、「別名表」の順に選択します。
2. 別名表を選択します。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 移行先の別名表を選択します。

移行先の別名表が存在している必要があります。コピーしても表は作成されません。
5. 「コピー」をクリックします。

デフォルトの別名表の指定と、メンバーおよび別名の表示オプションの
設定
勘定科目、通貨、エンティティ、シナリオ、期間、バージョン、年およびユーザー定義のディメンションとメンバーの別名
で別名表を作成する場合、アプリケーション用デフォルトの別名表を選択できます。ユーザーは、一連の別名(別名表
に保管済)でプリファレンスを設定し、メンバーおよびディメンション名の表示に使用できます。

アプリケーションのデフォルトの別名表を選択するには、次の操作を行います。
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1. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
2. 「現在のアプリケーション・デフォルト」、「アプリケーション設定」の順に選択します。
3. 「別名表」で、デフォルトの別名表を選択します。
4. 「メンバー名/別名の表示」で、アプリケーション全体で「メンバー・セレクタ」」に表示するメンバー・データの種類

を有効にするオプションを選択します:

• デフォルト - フォーム、グリッドまたはディメンション設定によって決定されるデータ
• メンバー名 - メンバー名のみ
• 別名 - メンバーの別名のみ(定義されている場合)
• メンバー名:別名 - 名前に続けて別名(定義されている場合)
• 別名:メンバー名 - 別名(定義されている場合)に続けて名前

5. 「保存または、「リセット」をクリックします。

ディメンションの操作
サブトピック
• ディメンションの概要
• ディメンション階層の操作
• メンバーの祖先の表示
• アプリケーション内でメンバーが使用される場所の判別
• カスタム・ディメンションについて
• エンティティについて
• 基本通貨
• 勘定科目について
• 勘定科目、エンティティ、プラン・タイプ
• ユーザー定義のカスタム・ディメンションについて
• ユーザー定義カスタム・ディメンションの追加または編集
• メンバーの操作
• 属性の操作
• 属性値の操作
• カレンダのカスタマイズ
• 通貨の設定
• 複数通貨を使用可能にする
• 為替レートの指定
• シナリオの設定
• バージョンの指定
• バージョンとシナリオ・メンバーのソート
• ディメンション階層内でシナリオとバージョン・メンバーを移動

ディメンションの概要
ディメンションで、データ値が分類されます。Planningには、7個のディメンション(勘定科目、エンティティ、シナリ
オ、バージョン、期間、年、通貨)が含まれます。最大13個のユーザー定義のカスタム・ディメンションを作成できます。

ディメンションとメンバーについて
メンバーはディメンションのコンポーネントです。
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疎なディメンションと密なディメンションについて
疎ディメンションには、メンバーの組合せの多くにデータ値が存在しません。密ディメンションには、メンバーの組合せ
の多くにデータ値が存在します。少なくとも1つの密ディメンションが必要です。カスタム属性を密ディメンションに割
り当てることはできません。Planningでは、勘定科目および期間のディメンションは密となり、他のディメンションは
疎となります。疎ディメンションのパフォーマンスを最適化するために、Planningは各ディメンションの組合せにある
データ値のみを検索および計算します。これにより、計算時間が短縮し、ディスク使用を削減させることができます。
この設定を変更することも可能です。 84ページのディメンションの順序変更および 330ページのディメンション
の密度と順序の設定を参照してください。

ディメンションの階層について
ディメンションの階層は、構造的および算術関係、さらにデータベースのメンバー間の連結を定義します。関係は、折
りたたみ式の階層図式で表示されます。データベース名の下位にはディメンションが示され、各ディメンションの下
位にはメンバーが示されます。

期間ディメンションに、メンバーの第1、第2、第3、第4四半期を含む、メンバーの「年合計」を含めることができます。
メンバーの第1、第2、第3および第4四半期には、その年に追加した月の独自のメンバーを含みます。期間ディメン
ションのデータ値を集計するには、月次データ値をロール・アップして四半期ごとのデータ値を取得し、さらに四半期
のデータ値をロール・アップして年次データ値を取得します。

同じディメンションまたはメンバーに属する同レベルのメンバーを兄弟と呼びます。たとえば、第1、第2、第3および第
4四半期は、階層の同一レベルにあるので兄弟であり、同じメンバーである年合計のメンバーです。

ディメンションのメンバーをディメンションの子と呼びます。メンバーに属するメンバーを、そのメンバーの子と呼びま
す。メンバーの年合計は、期間の子であり、第1、第2、第3、第4四半期のメンバーは、年合計の子、さらに、1月、2
月、3月は第1四半期の子と見なします。第1四半期は1月、2月、3月の親で、年合計は第1、第2、第3、第4四半期
の親、さらに期間は年合計の親と見なします。

ディメンション階層の操作
タスク トピック

ディメンション・プロパティの指定または変更 「編集」をクリックします。

ディメンションの追加 「ディメンションの追加」をクリックします。

ディメンション・メンバーの検索  319ページのディメンションまたはメンバーの検索を参照してくださ
い。

ディメンション階層の展開または縮小 「展開」または「縮小」をクリックします。

ディメンション・メンバーの追加または編集 「子の追加」または「兄弟の追加」をクリックします。

ディメンション・メンバーの移動  320ページのディメンション階層内でのメンバーの移動を参照。

ディメンション・メンバーの削除  336ページのメンバーの削除を参照。

ディメンション・メンバーへのアクセス権の割当て  54ページのメンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当
てを参照してください。

メンバーの祖先を表示 「祖先の表示」をクリックします。
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ディメンション階層の展開および縮小
ディメンションまたはメンバーを展開するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、展開するディメンションおよびメンバーを選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• 「展開」をクリックします。
• をクリックします。
• 閉じているフォルダをクリックします。

ディメンションまたはメンバーを縮小するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、縮小するディメンションを選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• 「縮小」をクリックします。
• 左向き矢印キーを押します。
• をクリックします。
• 開いているフォルダをクリックします。

ディメンション階層の移動
• 上向き矢印キーを押して前のメンバーに移動します。
• 下向き矢印キーを押して次のメンバーに移動します。
• 「ページ」の位置で、表示させるページを入力し、「実行」をクリックするかまたは[Enter]キーを押します。
• 「開始」、「前へ」、「次へ」または「終了」をクリックして他のページを表示します。

デフォルトでは、1ページに14個のメンバーが表示されます。表示する数を、「指定したメンバーを各ディメンションの
ページに表示」のプリファレンスで設定して変更できます。

プラン・タイプによるディメンション・ビューのフィルタ
プラン・タイプ別にディメンション・ビューをフィルタできます。プラン・タイプを選択すると、そのプラン・タイプで使用
されているメンバーのみが「ディメンション」ページに表示されます。

プラン・タイプ別にディメンション・ビューをフィルタするには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「プラン・タイプ」で、プラン・タイプを選択します。

選択したプラン・タイプで使用されているメンバーのみがPlanningに表示されます。

ディメンションまたはメンバーの検索
ディメンション階層内のディメンション・メンバーを検索するには:
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1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、メンバーのディメンションを選択します。
3. 「検索」で、名前、別名のどちらかまたは両方を選びます。
4. 検索するメンバーの名前、別名または文字列の一部を入力します。
5.

「下方向に検索」 または「上方向に検索」 をクリックします。

メンバーのソート
子または子孫による昇順または降順でメンバーをソートできます。メンバーのソートはアウトラインに影響を及ぼしま
す。

メンバーをソートするには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、メンバーのディメンションを選択します。
3. 「ディメンション」タブで、子または子孫をソートするメンバーを選択します。
4. 「ソート」で、子または子孫を選択します。

子でソートする場合は、選択したメンバーの真下のレベルにあるメンバーのみにソートがかかります。子孫でソート
する場合は、選択したメンバーのすべての子孫にソートがかかります。

5. 昇順でソートする場合は を、降順でソートする場合は をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。

次にデータベースを作成またはリフレッシュするとき、表示される順序のメンバーでアウトラインが生成されます。

ディメンション階層内でのメンバーの移動
1個のメンバーまたは同一の分岐にあるメンバーのグループを移動できます。勘定科目メンバーを移動する場合、「プ
ランのタイプに有効」が新しい親と異なる設定の勘定科目メンバーを移動させる場合、移動させたメンバーの設定は
新しい親の設定に一致するよう変更されます。「ソース・プラン・タイプ」の設定が新しい親と異なるメンバーを移動す
る場合、移動したメンバーのソース・プラン・タイプは最初に有効なプラン・タイプに一致するよう変更されます。

メンバーまたは兄弟間の分岐を移動するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、移動するメンバーのディメンションを選択します。
3. 移動するメンバーまたは分岐を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• メンバーを1つ上に移動するには、 をクリックします。
• メンバーを1つ下に移動するには、 をクリックします。

親および子を含めてメンバーを移動するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、移動するメンバーを持つディメンションを選択します。
3. 移動するメンバーまたは分岐を選択します。
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4. 「切取り」をクリックします。

ディメンションの追加や編集、別ページへのナビゲート、メンバーの削除またはPlanningをログオフした後に、メ
ンバーを切り取ることはできません。ルート・ディメンション・メンバーには使用できません。

5. メンバーの移動先のレベルをクリックします。
6. 「貼付け」をクリックします。
7. 「OK」をクリックします。
8. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

メンバーの祖先の表示
メンバーの祖先を表示するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、ディメンションを選択します。
3. ディメンション階層内のメンバーを選択します。
4. 「祖先の表示」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

アプリケーション内でメンバーが使用される場所の判別
アプリケーション内でメンバーが使用される場所を表示するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. メンバーの使用状況を表示するディメンションを選択します。
3. 「使用状況の表示」をクリックします。
4. 「メンバーの使用状況」ウィンドウの下端で、メンバーの使用状況を表示するアプリケーションの場所を選択しま

す。

選択したディメンション・メンバーに適切なオプションです。
5. 「実行」をクリックします。
6. 「閉じる」をクリックします。

カスタム・ディメンションについて
Planningには、勘定科目およびエンティティの2つのカスタム・ディメンションが含まれています。これらのディメン
ションの名前を編集し、最大13のユーザー定義のディメンションを作成できます。勘定科目およびユーザー定義の
ディメンションは、プランナから収集するデータを指定するために使用します。エンティティは、組織内のプランニング
情報のフローをモデリングして、プランのレビュー・パスを確立するために使用します。

集約オプション
集約オプションを使用して、ディメンション階層内に計算を定義できます。集約オプションで、親のメンバーに対する
子のメンバーの値をどのように集約させるか決定します。
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• +加算
• -減算
• *乗算
• /除算
• %パーセント
• ~無視
• なし(階層に関係なく集約しない)

ストレージ・オプション

表73 ストレージ・オプション

オプション 影響

動的計算および保管 メンバーのデータ値および保管値を計算します。

保管 メンバーの保管データ値

動的計算 メンバーのデータ値を計算し、値を無視します。

共有しない 同じディメンション内のメンバーでデータ値を共有すること
を禁止します。

「共有」 同じディメンション内のメンバーでデータ値を共有すること
を許可します。

ラベルのみ メンバーに関連付けられているデータはありません。

動的計算について

動的に計算されたメンバーを持つPlanningでは、メンバーのデータ値が計算され、これらの値が無視されます。動的
計算の親の下の子数の制限は100です。メンバーのストレージを動的計算に変更すると、本来のデータの導出方法
によっては、データが紛失する場合があります。アウトラインか計算のどちらかまたは両方を更新して動的に計算され
た値を取得することが必要な場合もあります。

「動的計算」と「動的計算および保管」の違い

たいていの場合、疎ディメンションのメンバーを計算する際に「動的計算および保管」を使用するかわりに「動的計
算」を使用して、計算を最適化し、ディスク容量を削減できます。複雑な式を持つ疎ディメンションのメンバーか、頻繁
に取得するユーザーには「動的計算および保管」を使用します。

密ディメンションのメンバーには「動的計算」を使用します。「動的計算および保管」で取得時間と通常の計算時間
を多少削減させることはできますが、大幅なディスク容量の削減はできません。多くのユーザーが同時にアクセスす
るデータ値には、「動的計算」を使用します。「動的計算および保管」と比べて、大幅な取得時間の削減が可能な場
合があります。

注意:
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• ユーザーがデータを入力するベース・レベルのメンバーには「動的計算」を使用しないでください。
• ターゲット・バージョンのメンバーにデータを入力する場合は、親のメンバーには「動的計算」を使用しないでくださ

い。「動的計算」に設定した親のメンバーは、ターゲット・バージョンで読取り専用となります。
• 「動的計算」メンバーのデータ値は保存されません。

保管データ・ストレージについて

子が「動的計算」に設定されている場合は、親メンバーを「保管」に設定しないでください。この組合せの場合、ユー
ザーがフォームを保存したりリフレッシュしたりする際、親の新たな合計が計算されません。

共有データ・ストレージについて

「共有」を使用して、アプリケーション内のロールアップ構造体の代替えを許可します。

共有しないデータ・ストレージについて

ユーザー定義のカスタム・ディメンションを追加する際、デフォルトのデータ・ストレージ・タイプは「共有しない」です。
親に集約されている1つの子メンバーのみを持つ親に対して「共有しない」を使用し、子メンバーへのアクセスを適用
できます。

ラベルのみデータ・ストレージについて

ラベルのみメンバーは、通常ナビゲーションで使用される仮想メンバーで、関連付けるデータはありません。注意:

• レベル0のメンバーには、「ラベルのみ」を割り当てることはできません。
• ラベルのみメンバーは値を表示できます。
• ディメンションのメンバーをラベルのみにすると、ブロック・サイズが減少するためデータベース容量を最小化できま

す。
• ラベルのみメンバーには、属性を割り当てることができません。
• 複数通貨アプリケーション内では、ラベルのみストレージをディメンション(エンティティ、バージョン、通貨、ユーザー

定義のカスタム・ディメンション)のメンバーに適用できません。為替レートを保管するには、「共有しない」を使用し
ます。

• ラベルのみ親の子のデータ・ストレージは、デフォルトで「共有しない」に設定されています。

注意

最初の子メンバーにデータを保存できませんので、最初の子メンバーの後に続くラベルのみ親に
フォームを設計しないでください。そのかわり、子の前に選択されたラベルのみ親でフォームを作成
するか、フォームにラベルのみ親を選択しないようにしてください。
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エンティティについて
エンティティは通常、地域、部署、部門など組織の構造に一致します。承認を受けるためにプランを提出するグルー
プのメンバー・エンティティを作成します。エンティティ・メンバーは、予算のレビューや承認を定義するのに役立ちま
す( 245ページの予算編成プロセスの管理を参照してください)。

たとえば、国の拠点の予算準備を行う地域センターを持つことができます。国の拠点は企業本部のプランを準備す
る場合があります。この構造を一致させるには、地域、国、本部のメンバーを作成します。地域を国メンバーの子として
指定し、さらに国メンバーを本部の子として指定します。

フォームは1エンティティ当たり複数の通貨をサポートするので、複数通貨のデータ入力を使用可能にし、単一の通
貨でレポートを作成できます。ただし、Planningでは各エンティティの基本エンティティに対応しています。定義した
為替レートを持つ他の通貨に換算された、入力値の通貨を設定できます。

基本通貨
複数通貨アプリケーションの場合、各エンティティ・メンバーの基本通貨を指定します。エンティティ・メンバーのデ
フォルトの基本通貨は、アプリケーション作成時に指定された通貨です。たとえば、米国ドルがデフォルト通貨の場
合でも、日本のエンティティには円を、米国のエンティティには米国ドルを指定できます。日本のエンティティの値を
持つフォームを使用する際、表示する通貨が米国ドルに設定されている場合、為替レート表内のレートを使用して、値
は米国ドルに換算されます(円を現地通貨、米国ドルをレポートの通貨と仮定)。

勘定科目について
勘定科目ディメンションのメンバーで予算プランナから必要な情報を指定します。予算管理者に予算アイテムのデー
タを入力する勘定科目の構造を作成します。勘定科目構造内の計算が定義できます。

勘定科目タイプ
勘定科目タイプで勘定科目のタイム・バランス(値が時間をフローする状態)が定義され、メンバー式で差異レポート
への勘定科目のサイン動作を決定します。

勘定科目タイプの使用例

表74 勘定科目タイプの使用方法

勘定科目タイプ 目的

支出 ビジネスを行う費用

収益 収益源

資産 会社のリソース

負債と資本 残余持分または債権者への義務

保存された仮定 アプリケーションで一貫性を確保する集中管理されたプラ
ンニング仮定
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勘定科目タイプの要約

表75 勘定科目タイプの要約

勘定科目タイプ タイム・バランス 差異レポート

収益 フロー 支出外

支出 フロー 支出

資産 残高 支出外

負債 残高 支出外

資本 残高 支出外

保存された仮定 ユーザー定義 ユーザー定義

差異レポートおよびタイム・バランスの設定はシステム定義ですが、保存された仮定は唯一ユーザー定義です。

タイム・バランス・プロパティ

タイム・バランスでPlanningの要約期間の値の計算方法が指定されます。

表76 タイム・バランス・プロパティ

タイム・バランス・プロパティ 説明 例

フロー 期間合計としての要約期間のすべて
の値の集約

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 45

最初 期間合計としての要約期間内の最初
の値

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 10

残高 期間合計としての要約期間内の最後
の値

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 20

平均 期間合計としての要約期間内のすべ
ての子値の平均

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 15

入力 親での値の設定は、その親のすべて
の祖先に入力されます。子の値が変更
されると、デフォルト集約論理はその
親に適用されます。

集計演算子およびメンバー式は、メン
バーが再計算される際に入力値に上
書きされます。

1月: 10、2月: 10、3月: 10、Q1: 30

加重された平均 - Actual_Actual 加重日平均は1年の実際の日数に
基づいており、2月が29日まである
うるう年に対応しています。例では、
第1四半期(Q1)の平均は次のよう
に計算されています。(1)第1四半期
の各月の値に、月の日数を掛け合
わせる。(2)これらの値の合計を出
す。(3)出した合計を第1四半期の日

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 15
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タイム・バランス・プロパティ 説明 例
数で割る。うるう年と仮定した場合、
(10*31+15*29+20*31)/91=15とい
う計算になります。

加重された平均 - Actual_365 加重日平均は1年365日に基づき、2
月を28日までと仮定しており、うるう
年に対応していません。例では、第
1四半期(Q1)の平均は次のように
計算されています。(1)第1四半期の
各月の値に、月の日数を掛け合わ
せる。(2)これらの値の合計を出す。
(3)出した合計を第1四半期の日数
で割る。うるう年と仮定しない場合、
(10*31+15*28+20*31)/90=15とい
う計算になります。

1月: 10 2月: 15 3月: 20 Q1: 15

「加重された平均-Actual_Actual」および「加重された平均-Actual_365」タイム・バランス・プロパティは、4つの
四半期がロープアップされている標準月次カレンダでのみ使用できます。Planningで異なるタイム・バランス設定
のデータを計算および分散する方法の詳細は、『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

勘定科目タイプと差異レポート

勘定科目の差異レポートのプロパティにより、メンバー式に使用されるときの支出として扱われているかどうかが次
のように決定されます:

• 支出: 実績値は予算値から引かれて、差異が計算されます。
• 支出外: 予算値は実績値から引かれて、差異が計算されます。

ゼロと欠落した値の勘定科目計算の設定

「最初」、「残高」、「平均」のタイム・バランス・プロパティで、データベース計算がスキップ・オプションのあるゼロと欠
落したデータの扱い方を指定します。

表77 タイム・バランス・プロパティに「最初」が設定されているときのスキップ・オプションの適用

スキップ・オプション 説明 例

なし ゼロおよび#MISSING値は、親の値
(デフォルト)を計算するときに考慮さ
れます。例では、最初の子(1月)の値
は0で、ゼロは親の値を計算するときに
考慮されるので、Q1(第1四半期)=0と
見なされます。

1月: 0 2月: 20 3月: 25 Q1: 0

欠落 親の値を計算するときに#MISSING
値は除外されます。例では、最
初の子(1月)の値は#MISSING
で、#MISSING値は親の値を計算す

1月: #MISSING 2月: 20 3月:25
Q1: 20
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スキップ・オプション 説明 例
るときに考慮されないので、Q1(第1
四半期)=2番目の子(2月)または20で
す。

ゼロ 親の値を計算するときにゼロ値は除
外されます。例では、最初の子(1月)
が0で、ゼロ値は親の値を計算すると
きに考慮されないので、Q1(第1四半
期)=2番目の子(2月)または20です。

1月: 0 2月: 20 3月: 25 Q1: 20

欠落およびゼロ 親の値を計算するときに#MISSING
およびゼロ値は除外されます。例で
は、最初の子(1月)はゼロで、2番目
の子(2月)は欠落しています。欠落し
た値とゼロ値は親の値を計算すると
きに考慮されないので、Q1(第1四半
期)=3番目の子(3月)または25です。

1月: 0 2月: #MISSING 3月: 25
Q1: 25

保存された仮定
保存された仮定を使用して、プランニング仮定を集中させ、主要なビジネス要因を識別し、アプリケーションの一貫
性を確実にさせます。タイム・バランスと差異レポートのプロパティを選択します。

• 差異レポートにより、予算データと実際のデータ間の差異を支出または支出外に決定します。
• タイム・バランスにより、要約期間の末尾の値が決定されます。

次に、タイム・バランスと差異レポートのプロパティが保存された仮定勘定科目メンバーでどう使用されるかについて
例を示します。

• 人数に費やされた実際の金額は予算金額よりも少ないと仮定し、差異レポートに支出タイプの保存された仮定を
作成します。Planningでは、予算金額から実際の金額が差し引かれて差異が決定されます。

• 期間の末尾の値を使用して、オフィスの床面積の値を決定します。
• 期間の最終時点で売上製品ユニットの数を仮定します。期間中に売ったユニット数を集約して、要約期間の最後

の値を決定します。

データ型と為替レート・タイプ
データ型と為替レート・タイプで、勘定科目メンバーにどのように値が保管され、為替レートが計算値にどのように使わ
れるかが次のように決定されます。勘定科目メンバーの値の使用可能なデータ・タイプ:

• 通貨 - デフォルト通貨で保管および表示。
• 通貨以外 - 数値として保管および表示。
• パーセンテージ: パーセントとして数値を保管および表示。
• 日付 - 日付として表示。
• テキスト - テキストとして表示。
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次は、通貨データ型を持つ勘定科目で使用できる為替レート・タイプ(どの期間にも有効)です。

• 平均 - 平均為替レート
• 期末 - 期末の為替レート
• 履歴 - 為替レートは、たとえば、利益剰余金の勘定科目の収益が入ったか、固定資産の資産が購入されたときに

有効です。

勘定科目、エンティティ、プラン・タイプ
エンティティおよび勘定科目メンバーにプラン・タイプを割り当てて、メンバーの子にアクセスさせるプラン・タイプを
設定します。たとえば、合計売上の勘定科目は収益とP&Lに有効にできますが、固定資産の勘定科目は貸借対照
表のみに有効です。メンバーにプラン・タイプを割り当てないと、そのプラン・タイプにメンバーの子がアクセスできま
せん。

メンバーを移動するとき、新しい親が別のプラン・タイプに有効な場合、メンバーは新しい親と共通のプラン・タイプに
のみ有効です。勘定科目メンバーの新しい親が別のソース・プラン・タイプを有する場合、メンバーのソース・プラン・タ
イプは、そのメンバーの最初に有効な新規プランに設定されます。

エンティティおよびプラン・タイプ
通常、エンティティ・メンバーは異なるプランを準備します。エンティティ・メンバーを定義する際、メンバーに有効なプ
ラン・タイプを指定します。フォームはプラン・タイプに関連付けられているので、各プラン・タイプにデータを入力でき
るエンティティ・メンバーを制御できます。

勘定科目およびプラン・タイプ
勘定科目が複数のプラン・タイプに有効な場合、ソース・プラン・タイプを指定して、勘定科目の値を保管するプラ
ン・タイプのデータベースを決定します。

ユーザー定義のカスタム・ディメンションについて
ユーザー定義のカスタム・ディメンションは最大13個まで追加できます。たとえば、各プロジェクトに、営業経費の
予算を立てるための「プロジェクト」と呼ばれるディメンションを追加できます。名前、別名、プラン・タイプ、セキュリ
ティ、属性、属性値などのプロパティを定義します。

注意

カスタム・ディメンションは、一度作成すると削除できません。

ユーザー定義のカスタム・ディメンションは、メンバー・レベルでなく、ディメンション・レベルで割り当てられた有効なプ
ラン・タイプのエンティティおよび勘定科目のディメンションと異なります。ユーザー定義のカスタム・ディメンションの
すべてのメンバーは、ディメンション・レベルで割り当てられたプラン・タイプに有効です。
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ユーザー定義カスタム・ディメンションの追加または編集
ユーザー定義のカスタム・ディメンションは 421ページの付録B「命名規則」にリストされているガイドラインに適
合させてください。

表78 ユーザー定義カスタム・ディメンションのプロパティ

プロパティ 値

ディメンション ディメンション全体で一意である名前を入力します。

別名 オプション: 別名表を選択します。ディメンションに付ける
一意の代替名を入力します。

説明 オプション: 説明を入力します。

プラン・タイプに有効 有効なディメンションにプラン・タイプを選択します。このオ
プションを選択解除すると、ディメンションのすべてのメン
バーは選択しないプラン・タイプに無効になります。

セキュリティの適用 ディメンション・メンバーにセキュリティの設定を行います。
ディメンション・メンバーにアクセス権を割り当てる前に選
択してください。そうしない場合、ディメンションにセキュリ
ティがかからないため、ユーザーは無制限にメンバーをアク
セスさせることができます。

データ・ストレージ データ・ストレージ・オプションを選択します。デフォルトは
「共有しない」です。

ユーザー定義のディメンションを追加または変更するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2.

をクリックするか、既存のディメンションを選択して をクリックします。
3. 前述のプロパティのいずれかを指定します。
4. 「保存」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

「リフレッシュ」をクリックすると、前の値に戻されます。ページは開いたままです。

ディメンション・プロパティの設定
ディメンション・プロパティは 421ページの付録B「命名規則」にリストされているガイドラインに適合させてくださ
い。

表79 ディメンション・プロパティ

プロパティ 値

ディメンション ディメンション名を入力します。

別名 オプション: 別名表を選択し、代替名を最大80文字で入力
します。ディメンションの命名規則に従ってください。

説明 オプション: 説明を入力します。
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プロパティ 値

プラン・タイプに有効 有効なディメンションにプラン・タイプを選択します。エン
ティティや勘定科目ディメンションには使用できません。

セキュリティの適用 ディメンション・メンバーにセキュリティの設定を行います。
このオプションを選択しないと、ディメンションにはセキュリ
ティが設定されず、ユーザーはそのメンバーに制限なしにア
クセスできます。ディメンション・メンバーにアクセス権を割
り当てる前に選択する必要があります。

データ・ストレージ データ・ストレージ・オプションを選択します。

表示オプション 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスのアプリケーションの
デフォルト表示オプションを設定します。メンバーまたは別
名を表示するには、「メンバー名」または「別名」を選択しま
す。「メンバー名:別名」では、左側にメンバーが表示され、右
側に別名が表示されます。「別名:メンバー名」では、左側に
別名が表示され、右側にメンバーが表示されます。

カスタム属性表示を使用可能 関連付けられた属性で、使用可能で選択されたディメン
ションの属性を表示します。カスタム属性を属性で表示可
能にします。

ディメンションの密度と順序の設定
「パフォーマンス設定」タブで、ディメンションを疎または密に設定し、その優先順位を設定できます。

パフォーマンス設定を管理するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「パフォーマンス設定」を選択します。
3. 各ディメンションに対し、「密度」を「密」または「疎」に設定します。

 318ページの疎なディメンションと密なディメンションについてを参照してください。
4. ディメンションを選択し または をクリックして、優先順位を設定します。

 84ページのディメンションの順序変更を参照してください。

評価順序の設定
「評価順」タブで、データ交差にデータ・タイプの競合がある場合に優先されるデータ・タイプを指定できます。たとえ
ば、勘定科目メンバーが通貨データ・タイプに設定され、製品メンバーがスマート・リスト・データ・タイプに設定されて
いる場合、通貨またはスマート・リスト・データ・タイプのどちらが交差時に優先かを設定できます。

評価順序を設定するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「評価順序」を選択します。
3. プラン・タイプを選択して「実行」をクリックします。
4. 「使用可能なディメンション」からディメンションを選択し、これらを「選択したディメンション」に移動します。



Planningアプリケーション管理の操作 331

•
 は、選択したディメンションを移動します

•
 はすべてのディメンションを移動します

•
 は、選択したディメンションを削除します

•
 は、すべてのディメンションを削除します

メンバーが特定のデータ・タイプを持つディメンションのみを選択する必要があります(つまり、そのデータ・タイプ
は「未指定」ではありません)。データ・タイプ「未指定」は他のデータ・タイプと競合しません。

5. 複数のディメンションを選択した場合、 または をクリックして優先順序を設定します。
6. 「保存」をクリックします。

メンバーの操作
サブトピック
• 動的メンバーについて
• メンバーの追加または編集
• メンバーの削除
• 親メンバーの削除
• フォームからのメンバーのプロパティの表示
• 共有メンバーの操作
• 共有メンバーの作成

メンバーへのアクセス権の割当て、ディメンション・メンバー階層の変更、エンティティ、勘定科目およびユーザー定義
のカスタム・ディメンションの共有ができます。

動的メンバーについて
動的メンバーとは、ユーザーがビジネス・ルールの操作時に作成できるメンバーです。"オンザフライ・メンバー"と呼ば
れることもあります。管理者はエンド・ユーザーが親メンバーの下に動的メンバーを作成できるようにし、データベース
をリフレッシュして必要なプレースホルダをEssbase内に作成する必要があります。実行時プロンプトのあるビジネ
ス・ルールでは、ユーザーは実行時プロンプトで目的のメンバー名を入力して、メンバーを作成できます。それ以降に
データベースをリフレッシュすると、使用されている動的な子の名前がエンド・ユーザーによって指定された名前に変
更され、必要なプレースホルダがEssbase内に再作成されます。ビジネス・ルールおよび動的メンバーの操作の詳細
は、『Oracle Hyperion Calculation Manager設計者ガイド』を参照してください。

(この項で説明されているように)親メンバーが動的な子を追加できるようになっている場合、ユーザーは実行時プロ
ンプトで名前を入力して新規のメンバーを作成できます。

親メンバーが動的な子を追加できるようにするには:
1. 親メンバーを編集し、オプション「動的な子に対して使用可能」を選択します( 332ページのメンバーの追加ま

たは編集を参照)。

• オプション: メンバー・プロパティ「使用可能な動的な子の数」を設定します(デフォルトは10です)。この設定
は、メンバーを親の下に動的に追加またはロードするために作成されたプレースホルダの名前を決定します。
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すべてのプレースホルダが使用されている場合、以降に追加される子は通常のメンバーとして追加され、デー
タベースがリフレッシュされるまで使用できません。

• オプション: メンバー・プロパティ「メンバー作成者に付与されたアクセス権」を設定します(デフォルトは「継
承」です)。

2. データベースをリフレッシュして、メンバーを使用するプラン・タイプに対して、データベース内の動的メンバーのプ
レースホルダを作成します。

3. Calculation Managerで、次の手順を実行します:

a. (変数タイプが「メンバー」の)実行時プロンプトを含むビジネス・ルールを作成します。「動的メンバーの
親」列で、「メンバー・セレクタ」を使用して、Planningで動的な子に対して使用可能にした親メンバーを選
択します。

b. オプション「動的メンバーの作成」を選択します。
c. ビジネス・ルールをデプロイします。

ビジネス・ルールの操作の詳細は、『Oracle Hyperion Calculation Manager設計者ガイド』を参照してくだ
さい。

注意:

• Oracle Hyperion Calculation Managerで、「動的メンバーの作成」オプションと「動的メンバーの削
除」オプションの両方を選択すると、一時的な動的メンバーを計算用に作成できるようになり、それらの一時
的な動的メンバーはビジネス・ルールの完了後に削除されます。

• 「動的メンバーの削除」オプションのみを選択すると、エンド・ユーザーには実行時プロンプトで「メンバー・セ
レクタ」が表示され、(メンバーへの書込みアクセス権を持っていれば)親の下に動的に作成したメンバーを削
除できます。これにより、エンド・ユーザーは親の下のメンバーのクリーンアップおよび管理を完全に制御できま
す。重要なのは、要件に応じた適切な設計を行い、「メンバー作成者に付与されたアクセス権」メンバー・プロ
パティを使用して動的な子に適切なアクセス権を設定することです。

前述のすべての条件が満たされた場合、ユーザーは、実行時プロンプトのあるビジネス・ルールを実行するときに、動
的なメンバーの名前を入力して、「起動」をクリックします。ビジネス・ルールが正常に実行されると、ディメンション階
層内の動的メンバーの親の下にメンバーが作成されます。

動的な子に対して使用可能になっている親メンバーの下にインポートした子メンバーは、Essbase内に動的メンバー・
プレースホルダが存在している場合、動的な子メンバーとして追加されます。プレースホルダがいっぱいになると、残
りの子は通常のメンバーとして追加され、データベースがリフレッシュされるまで使用できません。

注：

動的な子に対して使用可能になっている親メンバーおよびその子メンバーを同じインポート時に
ロードすると、子メンバーは通常のメンバーとしてロードされます。これは、Essbaseにプレースホルダ
を作成するためにデータベースのリフレッシュが必要なためです。

メンバーの追加または編集
メンバーを 421ページの付録B「命名規則」にリストされているガイドラインに適合させてください。共有メンバー
は 337ページの共有メンバーの操作と整合性がとれている必要があります。
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表80 メンバーのプロパティ

プロパティ 値

名前 ディメンション・メンバー全体で一意である名前を入力しま
す。

説明 オプション: 説明を入力します。

別名表 オプション: 別名表を選択し、別名を保管します。メンバー
の代替の名前を入力します。

勘定科目メンバーのみ: 勘定科目タイプ 勘定科目タイプを選択します。

勘定科目メンバーのみ: 差異レポート 勘定科目タイプが「保存された仮定」の場合は、「差異レ
ポート」に「支出」または「支出外」を選択します。保存され
た仮定を、収益、資産、負債、資本の勘定科目に指定しま
す。

勘定科目メンバーのみ: タイム・バランス 「タイム・バランス」で、「フロー」、「最初」、「第1」、「残高」、
「平均」、「入力」、「加重された平均-Actual_Actual」ま
たは「加重された平均-Actual_365」を選択します。詳細
は、 325ページのタイム・バランス・プロパティを参照し
てください。

勘定科目メンバーのみ: スキップ 勘定科目タイプが「資産」、「資本」および「負債」の場合、
「なし」、「欠落」、「ゼロ」または「欠落およびゼロ」を選択し
ます。説明は、 326ページのゼロと欠落した値の勘定科
目計算の設定を参照してください。

勘定科目メンバーのみ: 為替レート・タイプ 「為替レート・タイプ」で、オプションを1つ選択します。

勘定科目メンバーのみ: データ型 「データ型」で、データ型を選択します。

配分 週次配分を設定します。アプリケーションの作成時に、この
オプションが選択済で基本期間が12か月の場合、リーフ
勘定科目メンバーに使用できます。

階層タイプ 「階層タイプ」は、集約ストレージ・プラン・タイプにバインド
されるディメンションに使用できます。集約ストレージ・ディ
メンションは、複数階層をサポートするために自動的に有
効になります。複数階層のディメンションの最初の階層は
保管階層である必要があります。

注：

保管階層タイプのメンバーに対して有効なプラン・タイプ集
約オプションは、「加算」または「無視」のみです。保管階層
で、最初のメンバーを「加算」に設定する必要があります。
動的階層タイプのすべてのメンバーについては、すべての
プラン・タイプ集約オプションが有効です。「ラベルのみ」メ
ンバーの子ではない保管階層では、集計演算子として「加
算」を指定する必要があります。「ラベルのみ」メンバーの子
は「無視」に設定できます。
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プロパティ 値

データ・ストレージ データ・ストレージのプロパティを選択します。新規カスタ
ム・ディメンション・メンバー(ルート・メンバー以外)に対して、
デフォルトは「共有しない」です。

2パス計算 親メンバーまたは他のメンバーの値に基づいてメンバーの
値を再計算します。「動的計算」または「動的計算および保
管」プロパティで、勘定科目とエンティティ・メンバーに使用
できます。

エンティティ・メンバーのみ: 基本通貨 エンティティ・メンバーの基本通貨を選択します。

表示オプション 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスのアプリケーションの
デフォルト表示オプションを設定します。メンバーまたは別
名を表示するには、「メンバー名」または「別名」を選択しま
す。「メンバー名:別名」では、左側にメンバーが表示され、右
側に別名が表示されます。「別名:メンバー名」では、左側に
別名が表示され、右側にメンバーが表示されます。

プラン・タイプ 有効なメンバーにプラン・タイプを選択します。

注：

メンバーは、集約ストレージとブロック・ストレージの両方の
プラン・タイプに属することができます。
選択された各プラン・タイプに集約オプションを選択しま
す。複数のプラン・タイプがメンバーに有効な場合は、ソー
ス・プランのみを選択できます。メンバーの親に有効なプラ
ン・タイプと集約オプションのみが使用できます。親がプラ
ン・タイプまたは集約オプションに有効でない場合は子も
同様に有効になりません。勘定科目またはエンティティの
親メンバーのプラン・タイプの選択を解除すると、その親の
すべての子孫への選択も解除されます。保管階層タイプ
のメンバーに対して有効な集約オプションは、「加算」また
は「無視」のみです。

注意

アプリケーションにデータを入力した後でディメンション・メ
ンバーのプラン・タイプを選択解除すると、アプリケーション
のリフレッシュ時にデータが失われる場合があります。勘定
科目メンバーについては、選択解除されたプラン・タイプが
ソース・プラン・タイプの場合、データは失われます。
カスタム・ディメンションのメンバーは、勘定科目ディメン
ションやエンティティ・ディメンションと同様、プラン・タイプ
別に使用方法を設定できます。

エンティティ・メンバーのみ: 基本通貨 エンティティ・メンバーの基本通貨を選択します。

勘定科目メンバーのみ: ソース・プラン・タイプ メンバーのソース・プラン・タイプを選択します。共有メンバー
は基本メンバーへのポインタで、保管されません。これは共
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プロパティ 値
有メンバーに無効です。共有メンバーに適用されないため、
「ソース・プラン」フィールドは使用できませんが、共有の勘
定科目メンバーのソース・プラン・タイプは基本メンバーの
ソース・プラン・タイプと一致します。

スマート・リスト オプション: スマート・リストを選択してメンバーに関連付け
ます。

動的な子に対して使用可能 ユーザーが、動的な親メンバーを使用するように構成さ
れたビジネス・ルールの実行時プロンプトでメンバー名
を入力して、このメンバーの子を作成できるようにします
( 331ページの動的メンバーについてを参照)。

使用可能な動的な子の数 このオプションは、「動的な子に対して使用可能」が選択さ
れている場合のみ使用可能です。ユーザーが作成できる、
動的に追加する最大メンバー数を入力します。デフォルト
は10です。

メンバー作成者に付与されたアクセス権 このオプションは、「動的な子に対して使用可能」が選択さ
れている場合のみ使用可能です。メンバー作成者が実行
時プロンプトで作成する動的メンバーに対して持つ権限を
決定します:

• 継承 - メンバー作成者は、新しく作成したメンバーに対す
る最も近い親のアクセス権を継承します。

• なし - メンバー作成者には、新しく作成したメンバーへの
アクセス権は割り当てられません。(管理者は、後でメン
バー作成者にメンバーへのアクセス権を割り当てること
ができます。)

• 読取り - メンバー作成者には、新しく作成したメンバーへ
の読取りアクセス権が割り当てられます。

• 書込み - メンバー作成者には、新しく作成したメンバーへ
の書込みアクセス権が割り当てられます。

注：

管理者がこれらの設定を変更した場合、その変更は将来
の動的メンバーにのみ適用され、遡って動的メンバーに適
用されることはありません。

ユーザーを追加または編集するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. ディメンションを選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• 子メンバーを追加するには、メンバーを追加する親レベルのディメンション階層を選択し、「子の追加」をクリッ
クします。

• 兄弟を追加するには、兄弟を追加するレベルのディメンション階層を選択し、「兄弟の追加」をクリックしま
す。



336 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

• 既存のメンバーを編集するには、そのメンバーをディメンション階層から選択して、[Enter]キーを押すか、「編
集」をクリックします。

注：

「すべての年」メンバーを含む「すべての年」親メンバーを追加するには、「年」ディメンションを選択
してから「すべての年」をクリックします。「すべての年」親メンバーにより、ユーザーはプロジェクトの
終了日までの合計費用などの、複数年にわたり累計されたデータを表示することができます。アプ
リケーションに対して定義された場合、「すべての年」メンバーには「年なし」メンバーは含まれませ
ん。

4. 「メンバーのプロパティ」タブで、上の表で説明したメンバー・プロパティを設定または変更します。

現在のページに新規メンバーが表示されないときは、「次へ」をクリックします。
5. 「保存」をクリックして、リレーショナル・データベースに新しい情報を保存し、変更がディメンション階層に反映さ

れることを確認します。
6. データベースをリフレッシュすると、データを入力するプランナに編集したメンバーが表示されます。
7. ディメンション・メンバーを作成した後、通常は、次のタスクを完了させます。

• アクセスを割り当てます。 54ページのメンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当てを参照してく
ださい。

• 属性を指定します。

メンバーの削除
各データ値は、一連のディメンション・メンバー値とプラン・タイプで識別されます。ディメンション・メンバーの削除や
プラン・タイプの選択解除を行うと、アプリケーションをリフレッシュするときにデータが失われます。エンティティ・メン
バーを削除すると、エンティティ・メンバーに関連付けられたすべてのプランニング・ユニット(データを含む)が削除さ
れます。

注意

この操作を行う前に、バックアップを実行してください。 85ページのアプリケーションおよびアプ
リケーション・データベースのバックアップおよび『Oracle Enterprise Performance Management
Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

メンバーを削除する前に、メンバーが使用されているアプリケーション(フォーム、プランニング・ユニット、為替レートな
ど)の場所を、「使用状況の表示」で確認します。

エンティティ・メンバーをディメンションから削除する前にPlanning全体にわたってエンティティ・メンバーを削除して
ください。たとえば、エンティティ・メンバーがフォームで使用されている場合には、そのエンティティ・メンバーをディメ
ンションから削除する前に、フォームから削除する必要があります。

エンティティのサブツリーを多数削除するとき、すべてのシナリオとバージョンのサブツリー(ルート・メンバーを除いて)
のプランニング・ユニットを最初に削除するとパフォーマンスを向上させることができます。 245ページのレビュー・プ
ロセスを参照してください。
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メンバーを削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 削除するメンバーのディメンションを選択します。
3. ディメンション階層から、削除するエンティティ・メンバーを選択します。
4. 「削除」をクリックします。

基本メンバーを削除すると、その共有メンバーも削除されます。
5. 「OK」をクリックします。
6. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

親メンバーの削除
データ値は、一連のディメンション・メンバー値とプラン・タイプで識別されます。ディメンション・メンバーの削除やプ
ラン・タイプの選択解除を行うと、アプリケーションをリフレッシュするときにデータが失われます。

注意

この操作を行う前に、バックアップを実行してください。 85ページのアプリケーションおよびアプ
リケーション・データベースのバックアップおよび『Oracle Enterprise Performance Management
Systemバックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

ディメンション階層から親メンバーとそのすべての子孫を削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 削除するメンバーと子孫のディメンションを選択します。
3. 削除する分岐を持つメンバーを選択します。
4. 「削除」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

フォームからのメンバーのプロパティの表示
フォームからメンバーのプロパティを表示するには:

1. フォームで、行または列番号を選択し、右クリックします。
2. プロパティをアウトラインに表示を選択します。

「ディメンション」ページに、階層内にハイライトされたメンバーが表示されます。
3. オプション: 「編集」を選択し、メンバーのプロパティを表示してから「取消し」をクリックします。

共有メンバーの操作
メンバーを共有すると、Planningアプリケーション内でロールアップ構造の入替えが行えます。共有メンバーを作成す
る前に基本メンバーが存在している必要があります。基本メンバーに複数の共有メンバーを作成できます。共有メン
バーを上から下まで位置づける前に基本メンバーを表示させてください。

共有メンバーは、エンティティ、勘定科目、ユーザー定義のカスタム・ディメンションに使用できます。アウトラインを
ロールアップする際、共有メンバーの値を無視して二重計算を防ぐことができます。
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共有メンバーは、メンバーに有効なメンバー名、別名、基本通貨、プラン・タイプなどのプロパティの定義をいくつか共
有します。共有メンバーには、一意の親メンバーおよび異なるロールアップの集約を設定させる必要があります。カス
タム属性、カスタム属性値およびメンバー式を共有メンバーに使用することはできません。基本メンバーの名前を変
更すると、すべての共有メンバーの名前も変更されます。

共有メンバーを別の親メンバーに移動させることはできません。移動させる場合、共有メンバーを削除してから、別の
親メンバーの下に再度作成します。共有メンバーを階層の最下位(レベル・ゼロ)に置いてください。基本メンバーをレ
ベル・ゼロにする必要はありません。共有メンバーにデータを入力し、値を基本メンバーと共に保管できます。

共有メンバーは基本メンバーと同様に、Smart Viewのメンバー選択のディメンション階層に表示されます。

共有メンバーの作成
共有メンバーを、他のメンバーと同じ方法で作成できますが、次のように異なる点があります。

• 基本メンバーは、共有メンバーの親にはなれません。
• 共有メンバーを兄弟として基本メンバーに追加できません。
• 共有メンバーの名前は、基本メンバーと同じにする必要があります。共有メンバーに別の説明を付けることはできま

す。
• 共有メンバーのデータ・ストレージ・オプションは、「共有」にする必要があります。

属性の操作
グループ・メンバーに同じ条件で属性を使用します。疎ディメンションのメンバーのみに属性を割り当てることができ
ます。ラベルのみメンバーには、属性を割り当てることができません。属性ディメンションは、親が動的に計算されるた
め、集約プロパティを持っていません。

勘定科目のディメンションは通常、密として定義されますので、すべてのプラン・タイプのディメンションを疎に変更
しないかぎり、属性を割り当てることはできません。ディメンションを疎から密に変更する場合、変更するディメンショ
ンのすべての属性および属性の値は自動的に削除されます。

 339ページの属性のデータ型の理解に記載されているように、属性は、テキスト、日付、ブール式、数値のデータ型
を持つことができます。属性の名前は 421ページの付録B「命名規則」にリストされているガイドラインに適合さ
せてください。属性が定義されると、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを使用し、「等しい」や「以上」などの属性関
数を選択できます。

属性、属性値、別名を作成または変更するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 定義する属性、属性値または別名に疎ディメンションを選択します。

疎ディメンションのみが属性を持つことができます。
3. ディメンション階層の最上位を選択し、「編集」をクリックします。
4. 「ディメンション・プロパティ」ダイアログ・ボックス内で「カスタム属性」をクリックします。

ディメンションが疎ディメンションではない場合、「カスタム属性」は使用できません。
5. オプションを選択します。
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• 属性を作成するには、「作成」をクリックします。属性の名前を入力し、テキスト、日付、ブール式、数値のデータ
型を選択します。 339ページの属性のデータ型の理解を参照してください。属性が一度作成されると、デー
タ型を変更することができなくなります。

プラン・タイプのオプションは、エンティティのディメンション属性のみに使用できます。属性が一度作成され
ると、この設定を変更することができなくなります。

• 属性を変更するには、「変更」をクリックし、属性の名前を更新します。
• 属性に別名を設定するには、属性と属性値を選択し、「別名」をクリックします。別名表を選択して別名を入

力してから、「保存」をクリックします。
6. 「閉じる」をクリックします。

「閉じる」をクリックすると、階層が検証され、問題が検知されるとエラーが表示されます。たとえば、日付の属性
値は正しいフォーマットで入力される必要があり、数値と日付のディメンションには、少なくとも1つの定義され
た属性値が必要です。

7. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

属性のデータ型の理解
属性ディメンションは、数値、ブール式または日付のデータ型を持つことができます。これにより、グルーピングに異な
る関数テキストの使用、選択を可能にするかまたはデータの計算を可能にします。属性タイプは属性ディメンション
のレベル0のメンバーにのみ適用します。

• テキストの属性で、計算における基本の属性メンバー選択と属性の比較ができます。このような比較を実行する
と、文字が比較されます。たとえば、パッケージ・タイプの「Bottle」はパッケージ・タイプの「Can」より小さいという
ことなります。アルファベットではBはCの前にくるからです。

• 数値の属性ディメンションでレベル0のメンバーの名前に数の値が使用されます。計算には数値の属性ディメン
ションのメンバーの名前(値)を含めることができます。たとえば、オンスの属性に指定されたオンスの数を使用し
て、各プロジェクトのオンスごとの収益を計算することができます。さらに、市場人口のグループ化による製品売上
げの分析など、数値の属性を基本ディメンションの値の範囲に関連付けることができます。

• データベース内のブール式の属性ディメンションには、2個のメンバーのみが含まれています。Planningにブール
式の属性ディメンションが追加されると、2個の属性値、すなわちTRUEおよびFALSEが、この属性ディメンショ
ンにデフォルトで作成されます。勘定科目やエンティティなどの基本ディメンションを、1つだけのブール式データ
型属性ディメンションに関連付けることができます。

• 日付の属性で、月-日-年または日-月-年という日付フォーマット、およびそれに応じたシーケンス情報を指定できま
す。計算にも日付の属性を使用できます。たとえば、12-22-1998からの製品売上げを選択する計算で日付を比
較できます。ユーザーは「アプリケーション設定」プリファレンスの「属性ディメンション日付フォーマット」のオプショ
ンを1つ選択して日付フォーマットを設定できます。

属性およびその値の詳細は、『Oracle Essbase Database管理者ガイド』を参照してください。

属性の削除
属性を削除すると、その属性に関連付けられたすべての属性値も削除されます。属性値は割り当てられたメンバー
から除去され、属性は割り当てられたディメンションから除去されます。



340 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

属性を削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 属性を削除する疎ディメンションを選択し、「編集」をクリックします。
3. 「カスタム属性」をクリックします。
4. 削除する属性を選択します。
5. 「属性」列の上で、「削除」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。
7. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

属性値の操作
属性値には、フォームの使用の際、ディメンション・メンバーを選択する別の方法があります。属性値のデータ値は動
的に計算されますが保管されません。

属性値の作成
通常、エンティティとユーザー定義のカスタム・ディメンションの疎ディメンションに、属性値を定義できます。ディメン
ションの属性値を定義した後、その属性値をそのディメンションのメンバーに割り当てることができます。

属性値を作成するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 属性値を作成する疎ディメンションを選択します。
3. ディメンション階層内の最上位レベルを選択します。
4. 「カスタム属性」をクリックします。
5. 「属性と値の管理」ページで、値を指定する属性値を選択します。
6. 「属性値」列の上で「作成」をクリックします。オプションが使用できる場合は「子の追加」または「兄弟の追

加」をクリックします。
7. 「属性値の作成」の「名前」で名前を入力します。
8. [Enter]キーまたは「保存」を押します。
9. 「取消」をクリックします。

メンバーへの属性値の割当て
すべてのプラン・タイプに疎と定義されるディメンションの属性値メンバーを割り当てることができます。属性値は同
レベルの疎ディメンション・メンバーへ割り当ててください。そうしないと、リフレッシュ中にエラーが表示されます。

メンバーへ属性値を割り当てるには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 属性値を割り当てるメンバーの疎ディメンションを選択します。
3. 「ディメンション」階層から、属性値を割り当てるメンバーを選択します。
4. 「編集」をクリックします。

属性値を割り当てられたメンバーについては、「表示」をクリックしてメンバーの属性値を変更します。
5. 「属性値の選択」を選択します。
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6. 属性値を選択してメンバーへ割り当てます。
7. 次のいずれかのアクションを行います:

•
選択したメンバーへ値を割り当てるには、 をクリックします。

•
選択したメンバーから値を除去するには、除去する値を選択し、 をクリックします。

•
選択したメンバーからすべての値を除去するには、 をクリックします。

8. 「保存」をクリックします。

属性値の変更
属性値を変更するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 変更する属性値の疎ディメンションを選択します。
3. ディメンション階層内の最上位レベルを選択します。
4. 「カスタム属性」をクリックします。
5. 「属性」で、変更する値を含む属性を選択します。
6. 「属性値」で、属性値を選択します。
7. 「属性値」の上の、「変更」をクリックします。
8. 「属性値の変更」の「名前」で名前を入力します。
9. 「保存」をクリックします。

属性値の削除
属性値を削除すると、属性値が割り当てられていたすべてのカスタム・ディメンションから、属性値が除去されます。

属性値を削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 削除する値の属性を含む疎ディメンションを選択します。
3. ディメンション階層内の最上位レベルを選択します。
4. 「カスタム属性」をクリックします。
5. 「属性」で、削除する属性値を含む属性を選択します。
6. 「属性値」で、削除する属性値を選択します。

削除する属性値をすべて選択するには、「属性値」を選択します。
7. 「属性値」列の上で、「削除」をクリックします。
8. 「OK」をクリックします。
9. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

カレンダのカスタマイズ
期間ディメンションを使用して、月次カレンダのロールアップ構造体を操作できます。アプリケーションの作成時に、管
理者はPlanningのデータベースにスパンする基本期間を指定しています。年ディメンションを使用して、カレンダに
年を追加します。
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表81 カレンダ・タスク

タスク トピックを参照

年をロールアップする方法を定義します。  342ページのカレンダのロールアップ方法の定義

要約期間を作成、編集します。  342ページの要約期間の作成と編集

要約期間を削除します。  343ページの要約期間の削除

会計年度と期間階層を操作します。  343ページの年ディメンションの操作.

カレンダのロールアップ方法の定義
表82 カレンダのロールアップ

基本期間 ロールアップ

12か月 年ごとに4つの四半期が作成されます。月は親の四半期に
ロールアップされ、四半期は年にロールアップされます。

四半期 四半期は年にロールアップされます。

カスタム デフォルトのロールアップ構造はありません。カスタム基本
期間の固定リストが表示されます。

アプリケーションのカレンダが一度作成されると、カレンダの基本期間を変更したり、年数を減らしたりすることはで
きなくなります。管理者は、階層内の名前、説明、別名、要約期間を変更できます。

アプリケーションには、最大100のカレンダの年と500の期間が可能です。実際条件はカレンダの年と期間の関数
です。期間数の年数をどの程度設定できるかは、アプリケーションが複数の通貨を使用しているかどうかによります。
アプリケーションに次の実用条件を推奨しています。

• 1年間に400期間で、27年
• 1年間に360期間で、30年

要約期間の作成と編集
名前、説明、別名、開始期間、終了期間などを変更できます。ただし、基本期間の順序を変更したり基本期間をス
キップすることはできません。現在の会計年度を超えた範囲の延長はできません。

要約期間を作成する際、階層の上位から下位へ操作してください(その操作をしないと、Planningでは、ロールアッ
プ構造を非対称で表示するため、継続できなくなります)。要約期間は、選択されたアイテムの親として、階層内を
表示します。バランスのとれた階層にするには、すべての基本メンバーをルートから同じレベル数にする必要がありま
す。

要約期間の作成または編集をするには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「期間」を選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• 期間を追加するには、期間を追加するディメンション階層の上のレベルを選択し、「追加」をクリックします。
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• 期間を編集するには、期間を選択して「編集」をクリックします。
4. 「名前」で、要約期間の名前を入力するか変更します。
5. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
6. オプション: 「別名」で、使用する別名表を選択します。別名を入力します。

1つ選択しないと、デフォルトの表が使用されます。
7. 「開始期間」で、開始する期間を選択します。

現在の会計年度を超えた範囲の延長はできません。要約期間には、「開始期間」に最初の子が表示されるか、
その上の兄弟の最初の子を除く、すべての子が表示されます。

8. 「終了期間」で、期末を選択します。

要約期間には、「終了期間」に最後の子が表示されるか、最後の子を除く、開始期間から次の兄弟の子までの
すべての子が表示されます。

9. 「保存」をクリックします。

要約期間の削除
階層から要約期間を除去すると、その子は次に示すように別の要約期間に移動されます。

• 階層で最初の要約期間を削除すると、その子は要約期間の次の兄弟に移動されます。
• 階層で最後の要約期間を削除すると、その子は要約期間の前の兄弟に移動されます。
• 階層の中段から要約期間を削除すると、その子は要約期間の前の兄弟に移動されます。

要約期間を削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「期間」を選択します。
3. 期間の階層で、削除する要約期間を選択します。

基本期間は削除できません。
4. 「削除」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

年ディメンションの操作
年ディメンションを使用して、カレンダの年を操作します。

表83 年タスク

タスク トピックを参照

年をカレンダに追加します。  344ページの年のカレンダへの追加

年の説明および別名を追加または更新します。  344ページの年情報の編集。

会計年度を設定し、年を操作します。  344ページの会計年度の設定

「すべての年」メンバーを含む「すべての年」親メンバーを追
加します(「年なし」メンバー(存在する場合)を除く)。

 332ページのメンバーの追加または編集
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年のカレンダへの追加
年数をカレンダに追加できますが、データベースの作成をせずにカレンダの年数を減らすことはできません。

年をカレンダに追加するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「年」を選択します。
3. 「年数の追加」をクリックします。
4. 「追加する年数」で、カレンダに追加する年数を入力します。
5. 「年数の追加」をクリックします。

注：

「すべての年」メンバーを含む「すべての年」親メンバーを追加するには、「すべての年」をクリックし
ます。「すべての年」親メンバーにより、ユーザーはプロジェクトの終了日までの合計費用などの、複
数年にわたり累計されたデータを表示することができます。(この親メンバーには「年なし」メンバー
(存在する場合)は含まれません)

会計年度の設定
期間または現在の年を変更できます。

現在の年または期間を変更するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「年」または「期間」を選択します。
3. 「オプション」をクリックします。
4. 「現在の期間と年の設定」で、「現在の年」から、現在の年を選択します。

現在の月と現在の年は、シナリオが作成される時点の月と年にデフォルトが設定されます。たとえば、現在の
年がFY08に設定され、現在の月が8月に設定される場合、ユーザーがシナリオを作成すると、これらの値が、
「開始年」、「開始期間」、「終了年」、「終了期間」フィールドにデフォルトとして表示されます。

5. 「現在の期間」で、現在の期間を選択します。
6. 「OK」をクリックします。

年情報の編集
年の説明および別名を追加または更新できます。

年を編集するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「年」を選択します。
3. 「編集」をクリックします。
4. 年の説明を入力します。
5. 「別名表」で、使用する別名表を選択し、別名を入力します。
6. 「保存」をクリックします。
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期間名の変更
ルート・レベル、基本期間、ユーザー定義の要約期間の名前を変更できます。

別名の要約期間への割当て
基本期間および要約期間への別名の割り当てや変更を行えます。

別名の割り当てや変更は:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「期間」を選択します。
3. 要約期間を選択します。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「別名表」で、使用する別名表を選択します。
6. 別名を入力します。
7. 「保存」をクリックします。

BegBalanceメンバーの編集
期間ディメンションの「BegBalance」メンバーを編集できます。アプリケーションの最初の期間として、新規アプ
リケーション、会計年度、カレンダの年を開始するときの開始データの入力にはBegBalanceメンバーが便利で
す。BegBalanceの名前変更や説明、ならびに別名も付けることができます。

BegBalanceメンバーを編集するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、「期間」を選択します。
3. 最初のメンバーであるBegBalanceを選択します。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「期間の編集」で、次を行います。

• 名前を入力します。
• 説明を入力します。
• BegBalanceメンバーに使用する別名表を選択し、別名を入力します。

6. 「保存」をクリックします。

通貨の設定
1つ以上の通貨の財務情報をプランし、予測し、分析することができます。通貨の作成、編集、削除ができます。管理
者は次を制御します:

• アプリケーションが使用する通貨(レポート作成も含む)
• レポートやフォームでの通貨の表示方法
• 他の通貨への換算方法
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• トライアンギュレーション通貨を通貨に換算させるかどうか
• 通貨の換算を行うタイミングの指定

複数通貨を使用可能にする
アプリケーションが複数通貨をサポートする場合、フォームのエンティティごとに複数通貨を使用可能にできま
す。 155ページのフォーム・レイアウトの設定を参照してください。フォームにビジネス・ルールを選択すると、「通貨の
計算」ビジネス・ルールを選択し、使用可能な通貨の値に換算できます。 191ページのビジネス・ルールの選択を参
照してください。

複数通貨の操作
複数通貨を使用可能にすると、ユーザーは現地通貨からレポートの通貨に換算された値を表示し、セルの基本通貨
を上書きできます。

注意:

• フォームに現地通貨が選択されると、保管されるデフォルトとセルに表示される通貨は、(指定した)エンティティの
基本通貨です。ユーザーはデータ値を現地通貨メンバーにのみ入力できます。現地通貨メンバーが選択されると、
アプリケーションに指定されたすべての通貨は入力タイプとして使用可能になります。

• 「通貨の編集」ダイアログ・ボックスで各通貨にディメンション・プロパティを設定できます。プリファレンスで、ユー
ザーはさまざまな表示オプションを選択することや、「通貨設定」を選択して管理者が設定したプロパティを適用
することができます。

• 通貨はレポート通貨のみに換算されます。ユーザーはレポート通貨に表示されるセルにデータを入力できません。ア
プリケーションの主要通貨は、デフォルトによってレポート通貨です。レポートの通貨にする通貨を変更することが
できます。

• Essbaseアダプタを使用して、値をレポートの通貨にロードし、値を直接Essbaseに移入します。
• アプリケーションに定義された通貨はデータ入力に有効な通貨です。データ入力に有効な通貨は、ユーザーがデー

タ入力中に通貨リンクをクリックしてアクセスできるリストに表示されます。
• 有用な結果を得るため、1つの共通のレポートの通貨にロールアップします。小計のメンバーが混在する通貨を

持っている場合、通貨タイプは空白になり、通貨記号は表示されません。たとえば、10米国ドルと10円を足して
も、20の数値にはなり得ません。

• 500の期間を持ったアプリケーションは、期間がデフォルト名のTP 1から500の場合にのみ、通貨換算計算スク
リプトを正常に実行できます。それ以外の場合は、作成しようとする換算スクリプトはその制限サイズの64Kを超
えてしまいます。

• データベースが作成されるかリフレッシュされるときに作成されたユーザー定義の通貨換算計算スクリプトは、ユー
ザーのアクセスに応じてSmart Viewで使用できる場合があります。ユーザー定義の通貨換算計算スクリプトを使
用する場合、フォームの計算の前に、通貨換算計算スクリプトを最初にくるよう順序を変更することが推奨されて
います。

• 入力値に関連付けられている通貨コードは数値として保管されます。このコードはディメンション式、計算スクリプ
ト、ビジネス・ルールで計算されます。この通貨コードの計算された値が正しくない、または無効な換算コードに換
算される場合があります。混在する通貨で子がいる場所では、上位レベルで計算結果をレビューするようにしま
す。
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• 親が複数の子を持つ場合は、その中の1つの子のみが書き換えられた通貨を持ち、親は書き換えられた通貨コー
ドを継承します(これはフォームに表示されません)。

• 選択した通貨に換算を試みようとすると、親のエンティティが#MISSINGと表示される場合があります。通貨レー
トが現地通貨の各組合せに入力され、フォームかレポートに通貨が選択されるようにします。通貨の組合せはすべ
ての混在する通貨の子エンティティと親メンバーに存在させる必要があります。

• Smart Viewでは、1つのエンティティへの複数の通貨の入力はサポートされていません。混在する通貨タイプを
含むワークシートの場合、ユーザーが間違った通貨に値を入れてしまうこともあり得ます。

「通貨の計算」ビジネス・ルールについて
「通貨の計算」ビジネス・ルールは、フォームのディメンションとメンバーに基づいています。これにより、為替レート換
算を適用して、データを現地通貨からフォーム上で指定されたレポートの通貨に換算されます。これは:

• 小計を計算しません。値の小計を出すには、通貨を換算した後に「フォームの計算」ビジネス・ルール(または、集約
を含むカスタマイズされたビジネス・ルール)を実行します。

• #MISSING値を無視します。
• フォーム設計中に、フォームに関連付ける、または関連付けを解除することでオンまたはオフにできます。
• デフォルトで、データの保存中には実行しないように設定されています。

為替レートのタイプ
為替レートは、履歴、平均、最終の通貨に関連付けられます。各勘定科目の為替レート・タイプは「メンバーのプロパ
ティ」ダイアログ・ボックスに指定されます。平均および最終のレート・タイプには、すべての期間の値を入力します。
履歴のレート・タイプには、期首残高期間を含む、すべての期間に使用されるレート値を1つ入力します。期首残高期
間には、平均および最終のレート・タイプの期間に使用されるレート値を1つ入力します。

Planningは、トライアンギュレーション通貨での三角換算法による通貨換算に対応しています。

スケーリング
特定の通貨で表示するときの単位データ値を指定できます。たとえば、円を千に単位設定し、通貨ディメンションに
選択されている現地メンバーで、フォーム上に日本のエンティティの値として10,000を入力できます。フォームの通
貨メンバーとして円を指定すると、単位が適用され、日本の値として10が表示されます。

数値のフォーマット
次のように、フォームに通貨以外および通貨のデータ型数値の初期表示を決定できます:

• 3桁ごとの区切り文字:
○なし: 1000
○カンマ: 1,000
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○ドット: 1.000
○スペース: 1 000

• 小数点:
○ドット: 1000.00
○カンマ: 1000,00

• 負数の符号:
○接頭辞のマイナス: -1000
○接尾辞のマイナス: 1000-
○カッコ: (1000)

• 負数の色:
○黒
○赤

レポート通貨
レポートの通貨は会社が準備する財務諸表の通貨です。Planningは、現地通貨から1つ以上のレポートの通貨へ
の通貨換算に対応しています。換算されたレポートの通貨の値は、すべてのユーザーに読取り専用で保管されます。
アプリケーションのデフォルトの通貨はデフォルトのレポート通貨です。通貨をレポートの通貨として無効にすることも
できます。

通貨の使用方法の確認
アプリケーションによる通貨の使用方法を表示できます: 通貨が、デフォルトであるか、トライアンギュレーション通貨
として使用されるのか、エンティティによって使用されるのか、あるいは他の通貨との換算や為替の関係があるのか
などが表示されます。

通貨の使用方法を表示するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「通貨」を選択します。
3. 情報を表示させる通貨を選択します。
4. 「使用状況の表示」をクリックします。

通貨の作成
事前定義済みリストを選択するか、独自で作成することができます。次を指定できます。

• 3文字のコード
• 記号
• 256文字までの説明文
• 値が表示されるときに使用するスケーリング係数
• 通貨換算に使用するトライアンギュレーション通貨
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• 別名を表示させる別名表
• 3桁ごとの区切り文字、小数点、負数の符号、負数の色など、数値のフォーマット
• レポートの通貨かどうか

通貨を作成するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「通貨」を選択します。
3. 「追加」をクリックします。
4. 「通貨の作成」から:

• 事前定義された通貨を追加するには、「標準通貨の選択」を選択します。
• 通貨を作成するには、「新規通貨の作成」を選択し、プロパティを次のように指定します。

○「コード」で、3文字までの略語または識別子を入力します。
○オプション: 「説明」で、日本円など、名前を入力します。
○「記号」で、記号を入力するか、リストから記号を選択します。
○オプション: 「スケール」で、通貨の入力方法と表示方法を選択します。たとえば、スケーリングが千単位に

設定された場合、\3は\3,000となります。
○オプション: 「トライアンギュレーション通貨」で、換算される3番目の共通通貨として使用する通貨を選択

します。
○オプション: 「別名表」で、使用する別名表を選択します。
○オプション: 「別名」で、通貨の別名の名前を入力します。

5. オプション: 「レポートの通貨」を選択します( 346ページの複数通貨の操作を参照)。
6. オプション: 「3桁ごとの区切り文字」で、3桁ごとの区切り文字をどのように表示させるかを選択します(小数点

と異なる必要があります)。
7. オプション: 「小数点」で、表示する数字を小数点の値でどのように表示させるかを選択します(3桁ごとの区切

り文字と異なる必要があります)。
8. オプション: 「負数の符号」で、負数を表示する方法を選択します:

• 先頭のマイナス: -1000。
• 末尾のマイナス: 1000-
• カッコ: (1000)

9. オプション: 「負数の色」で、表示する色を選択します。
10. オプション: 「データ・ストレージ」のタイプを選択します。
11. オプション: 「2パス計算」を選択します。
12. オプション: 「データ型」を選択します。
13. オプション: 「スマート・リスト」を選択します。
14. 「保存」をクリックします。

通貨の編集
通貨を編集するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「通貨」を選択します。
3. 編集する通貨を選択します。
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4. 「編集」をクリックします。
5. プロパティを次のように変更します。

• 事前定義された記号から選択するには、「事前定義の記号から選択」ドロップダウン・リストから1つを選択し
ます。

• 通貨記号を変更するには、「記号」で、入力するか、記号を選択します。
• 「スケール」で、通貨の入力および表示方法を設定します。
• 通貨精度を設定するために、「精度」ドロップダウン・リストから1から10までの数字を1つを選択します。

「なし」がデフォルトです。

注：

管理者はフォームのこの設定を上書きできます。 162ページのフォームの精度およびその他オプ
ションの設定を参照してください。

• 通貨をレポートの通貨として指定するには、「レポートの通貨」を選択します。

 346ページの複数通貨の操作を参照してください。
• 「3桁ごとの区切り文字」で、3桁ごとの区切り文字をどのように表示させるかを選択します(小数点と異なる

必要があります)。
• 「小数点」で、表示する数字を小数点の値でどのように表示させるかを選択します(3桁ごとの区切り文字と

異なる必要があります)。
• 「負数の符号」で、負の数字を次のどれで表示させるかを選択します。

○先頭のマイナス: -1000。
○末尾のマイナス: 1000-
○カッコ: (1000)
○デフォルト設定を使用: 通貨の表示設定を適用します( 348ページの通貨の作成を参照)。

• 「負数の色」で表示色を選択します。
6. 「保存」をクリックします。

通貨の削除
デフォルトの通貨は削除できません。

通貨を削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、「通貨」を選択します。
3. 「通貨」で、削除する通貨を選択します。
4. 「使用状況の表示」をクリックして、通貨がデフォルト通貨であるか、トライアンギュレーション通貨であるか、エ

ンティティに関連付けられているかを判別します。この条件に合った通貨は削除できません。

為替レート表で定義した通貨を削除する場合は、通貨はその表からも削除されます。
5. 「閉じる」、「OK」、「削除」、そして「OK」の順にをクリックします。
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6. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

為替レートの指定
為替レートを使って、ある通貨から別の通貨に換算します。次を行えます:

• 様々な国で予算管理して他の通貨でプランを作成できるようにします。
• 通貨で要約レポート・データを表示します。
• 複数の通貨から1つの通貨に値を集計します。

たとえば、基本通貨を日本のエンティティには円を指定し、アメリカ合衆国のエンティティには米国ドルを指定すると
します。日本のエンティティの値を持つフォームを表示する際、フォームの表示通貨が米国ドルに設定されている場
合、円の為替レートにより日本の値が米国ドルに換算されます。表示通貨が円に設定されると、米国ドルの為替レー
トは米国エンティティの値が円に換算されます。

為替レートを指定するには、アプリケーションの作成時に複数通貨を設定する必要があります。

為替レート表について
各アプリケーションには、アプリケーションが作成されるときに指定されたデフォルトの通貨があります。為替レート表
を指定すると、デフォルト通貨ならびにトライアンギュレーション通貨のみが、対象となる通貨として使用可能になり
ます。ソース通貨から為替レートをデフォルト通貨またはトライアンギュレーション通貨に入力できます。

複数の為替レート表を作成できます。各表は通常、複数のシナリオに関連付けられていますが、各シナリオは1つの
為替レート表にしか関連付けられません。シナリオを作成する際、換算する通貨の為替レート表を選択します。

デフォルト通貨と「為替レート」ページで定義された通貨との間の換算値を入力します。為替レート表は、すべてのア
プリケーション期間に渡るため、すべてのシナリオに為替レートを適用可能です。為替レート表を作成または変更する
際、アプリケーションをリフレッシュしてプラン・タイプに保管してください。 77ページのアプリケーション・データベース
の作成とリフレッシュを参照してください。

Hsp_Ratesディメンション
複数通貨アプリケーションには、為替レートを保管するためのHsp_Ratesディメンションが含まれます。このアプリ
ケーションには、通貨レートを保管するメンバーと次のものが含まれます。

• Hsp_InputValue: データ値を格納
• Hsp_InputCurrency: データ値の通貨タイプを格納

レポートを生成したりデータをロードする際、Hsp_InputValueメンバーを参照してください。データのロード時は、現地
通貨に対してデータをロードします。Hsp_InputCurrencyメンバーを参照する必要はありません。

デフォルトでは、Hsp_Ratesディメンションは「疎」に設定されます。これは変更できます( 330ページのディメン
ションの密度と順序の設定を参照してください)。
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トライアンギュレーション
Planningは、トライアンギュレーション通貨と呼ばれる中間通貨を介する三角換算法による通貨換算に対応してい
ます。通貨のトライアンギュレーション通貨を変更する場合、トライアンギュレーション通貨プロパティの為替レートを
再入力し、為替レートを転送および保管するためにアプリケーションをリフレッシュなければなりません。アプリケーショ
ンのデフォルト通貨にトライアンギュレーション通貨を選択することはできません。

計算方法
通貨間で換算するときの為替レートを入力する場合、「乗算」または「除算」の計算方法を選択することができます。
たとえば、英国ポンドを米国ドルに換算するレートとして1.5を選択すると、1英国ポンドが1.5米国ドルに換算されま
す。

シナリオの設定
各シナリオとバージョンの組合せには、勘定科目のデータと各エンティティの他のディメンションが含まれます。ユー
ザーはシナリオとバージョンのエンティティにデータを入力した後、他のユーザーがレビューおよび承認を行えるように
エンティティのデータを送信したり上位に移動したりできます。

タスク トピック

シナリオを作成。  353ページのシナリオの作成を参照。

シナリオを編集。  353ページのシナリオの編集を参照。

シナリオを削除。  354ページのシナリオの削除を参照。

シナリオをコピー。  354ページのシナリオのコピーを参照。

シナリオに関するサポート詳細を削除。  297ページのシナリオに関するサポート詳細を削除を参照してくださ
い。

シナリオについて
シナリオを使用して次を行います:

• 別のプランニング方法を適用します。
• 予測を作成します。
• シナリオにデータを入力します。
• シナリオを異なる期間や為替レートに関連付けます。
• シナリオによってユーザーにアクセス権を割り当てます。
• シナリオでレポートします。
• シナリオを比較および分析します。

それぞれのレビュー・サイクルでアプリケーションを複数のプランにグループ化できます。異なる期間にシナリオの範
囲を広げられます。



Planningアプリケーション管理の操作 353

期間

各シナリオを年範囲および期間に割り当て、期首残高期間を指定します。ユーザーがフォームへアクセスすると、範囲
内で年と期間のみをシナリオに入れることができます。範囲外の年と期間は読取り専用として表示されます。時間
範囲は変更可能です。

為替レート表

アプリケーションが通貨換算をする場合、為替レート表をシナリオへ割り当てます。シナリオへ別の為替レート表を割り
当てることにより、通貨レート仮定の適用のひな型を作ることができます。

アクセス権限

グループまたはユーザーのシナリオ・ディメンション・メンバーにアクセス権限を指定して、どのグループまたはユーザー
がデータを表示または変更できるかを決定します。ユーザーまたはグループにつき、読取り、書込み、なしのいずれか1
つのアクセス権限を持つことができます。ユーザーのアクセス権限はユーザーが属するグループに基づいて組み合わ
されます。

シナリオの作成
シナリオを作成するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「シナリオ」を選択します。
3. 「子の追加」をクリックします。
4. 「シナリオ」で、名前を入力します。
5. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
6. 「開始年度、開始期間」、「終了年度」、「終了期間」で、シナリオに関連付ける期間を選択します。
7. オプション: 「為替レート表」で、シナリオに関連付ける為替レート表を選択します。

アプリケーションが複数の通貨に対応している場合、シナリオを為替レート表に関連付けて通貨換算を可能にし
ます。

8. オプション: 「別名」で、シナリオに関連付ける別名表を選択し、説明を入力します。
9. オプション: 「BegBalを期間として含める」を選択して、通貨換算のこのシナリオのBegBalance期間を含めま

す。
10. オプション: 「プロセス管理に使用可能」を選択して、承認にこのシナリオを含めます。
11. 「保存」をクリックします。

シナリオの編集
シナリオを変更するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「ディメンション」で、「シナリオ」を選択します。
3. 編集するシナリオを選択します。
4. 「編集」をクリックします。
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5. オプション: 「シナリオ」で、名前を選択します。
6. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
7. 「開始年度」、「開始期間」、「終了年度」、「終了期間」で、シナリオに関連付ける期間を選択します。
8. オプション: 「為替レート表」で、シナリオに関連付ける為替レート表を選択します。

アプリケーションが複数の通貨に対応している場合、シナリオを為替レート表に関連付けて通貨換算を可能にし
ます。

9. オプション: 「別名」で、シナリオに関連付ける別名表を選択し、説明を入力します。
10. オプション: 「BegBalを期間として含める」を選択して、通貨換算のこのシナリオのBegBalance期間を含めま

す。
11. オプション: 「プロセス管理に使用可能」を選択して、承認でこのシナリオを使用します。
12. 「保存」をクリックします。

シナリオの削除
シナリオを削除すると、シナリオ(データを含む)を使用するすべてのプランニング・ユニットが削除されます。フォーム
で起動済または軸へ割当て済のプランニング・ユニットに使用されたシナリオは削除できません。フォームからシナ
リオへの参照をまず除去してから別のシナリオを割り当ててください。

シナリオを削除するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「シナリオ」を選択します。
3. 削除するシナリオを選択します。少なくとも1つのシナリオをアプリケーションに残してください。
4. 「削除」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。
6. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

シナリオのコピー
シナリオ・プロパティのみがコピーされます。シナリオに関連付けられたデータ値とアクセス権は、新しいシナリオにコ
ピーされません。

シナリオをコピーするには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「シナリオ」を選択します。
3. コピーするシナリオを選択します。
4. 「シナリオのコピー」をクリックします。
5. 「シナリオにコピー」で、名前を入力します。
6. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
7. 「開始年度」、「開始期間」、「終了年度」、「終了期間」で、シナリオに関連付ける期間を選択します。
8. オプション: 「為替レート表」で、シナリオに関連付ける為替レート表を選択します。

アプリケーションが複数の通貨に対応している場合、シナリオを為替レート表に関連付けて通貨換算を可能にし
ます。

9. オプション: 「別名表」で、シナリオに関連付ける別名表を選択し、説明を入力します。
10. オプション: 「BegBalを期間として含める」を選択して、通貨換算のこのシナリオのBegBalance期間を含めま

す。



Planningアプリケーション管理の操作 355

11. オプション: 「プロセス管理に使用可能」を選択して、承認にこのシナリオを含めます。
12. 「保存」をクリックします。

バージョンの指定
バージョンを使用して、アプリケーションで使用されるデータをグループ化します。

タスク トピック

バージョンの作成  355ページのバージョンの作成を参照。

バージョンの編集  356ページのバージョンの編集を参照。

バージョンの削除  356ページのバージョンの削除を参照。

バージョンについて
シナリオとバージョンのディメンションを使用して、レビューおよび承認の対象となるプランを作成します。各シナリオ
とバージョンの組合せには、勘定科目のデータと各エンティティの他のディメンションが含まれます。ユーザーはシナ
リオとバージョンのエンティティにデータを入力した後、他のユーザーがレビューおよび承認を行えるようにエンティ
ティのデータを送信したり上位に移動したりできます。バージョンを使用して次を行います:

• プランの複数反復を許可
• 異なる仮定に基づいた起こりうる結果のモデル化
• プラン・データの普及管理
• 目標設定の促進

ターゲットおよびボトムアップ・バージョン
ターゲットおよびボトムアップ・バージョンを作成できます。ボトムアップ・バージョンで、データを最下位レベルのメン
バーに入力すると、親レベルのメンバーは表示専用となりデータ入力が許可されなくなります。親メンバーの値は最下
位レベルのメンバーから集約されます。

ターゲット・バージョンでは、階層内のどのレベルのメンバーにもデータを入力できます。ビジネス・ルールを使用して
親メンバーからその祖先まで値を均等配分することができます。ターゲット・バージョンを使って、プランの高レベル
のターゲットに設定できます。ボトムアップ・バージョンで操作するプランナは、プラン・データを入力する際、このター
ゲットを参照できます。

ターゲット・バージョンでは、トップダウンの予算編成を使用します。「承認の管理」タスクは許可されません。ターゲッ
ト・メンバーの子を空白(例: #MISSING)にして、最上位レベルにデータを入力できるようにしてください。ターゲット・
メンバーは「保管」に設定してください(動的計算により、子の合計でデータ入力が上書きされます)。

バージョンの作成
バージョンを作成するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
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2. 「バージョン」を選択します。
3. 「子の追加」をクリックします。
4. 「バージョン」で、アプリケーションに追加するバージョンの名前を入力します。
5. 「タイプ」で、アプリケーションに表示するバージョンのタイプを選択します。

• 標準ターゲット - 親レベルから下方に値が入力されます。
• 標準ボトムアップ - 最下位メンバーに値が入力されて上方に集約されます。

6. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
7. オプション: 「別名表」で、シナリオに関連付ける別名表を選択し、説明を入力します。
8. オプション: 「プロセス管理に使用可能」を選択して、承認にこのバージョンを含めます。

このオプションは、ターゲット・バージョンには使用できません。
9. 「保存」をクリックします。

バージョンの編集
バージョン名とアクセス権を変更できます。

バージョンを変更するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「バージョン」を選択します。
3. 編集するバージョンを選択します。
4. 「編集」をクリックします。
5. オプション: 「バージョン」で、バージョンの名前を変更します。
6. オプション: 「タイプリスト」で、アプリケーションに表示するバージョンのタイプを変更します。

• 標準ターゲット - 親レベルから下方に値が入力されます。
• 標準ボトムアップ - 最下位メンバーに値が入力されて上方に集約されます。

7. オプション: 「説明」で、説明を入力します。
8. オプション: 「別名表」で、シナリオに関連付ける別名表を選択し、説明を入力します。
9. オプション: 「プロセス管理に使用可能」を選択して、承認にこのバージョンを含めます。

このオプションは、ターゲット・バージョンには使用できません。
10. 「保存」をクリックします。
11. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

バージョンの削除
フォームで起動済または軸へ割当て済のプランニング・ユニットに使用されたバージョンは削除できません。フォーム
からバージョンへの参照をまず除去してから別のバージョンを軸に割り当ててください。少なくとも1つのバージョンが
アプリケーションに残っている必要があります。

バージョンを変更するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「バージョン」を選択します。
3. 削除するバージョンを選択します。
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4. 「削除」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

プランニング・ユニットが起動されると、それに関連付けられたバージョンを削除できません。
6. ビジネス・ルールおよびレポートを更新および検証します。

バージョンの表示
バージョンを表示するには:

1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「バージョン」を選択します。
3. 「表示」で、表示するバージョン・タイプを選択します。

• 標準ターゲット: 親レベルから下方に値が入力されます。
• 標準ボトムアップ: 最下位メンバーに値が入力されて上方に集約されます。

バージョンとシナリオ・メンバーのソート
バージョンとシナリオ・メンバーを昇順や降順にソートできます。メンバーのソートはアウトライン自体に影響を及ぼしま
す。

次の手順でバージョンとシナリオ・メンバーをソートします。
1. 「ディメンション」タブで、シナリオかバージョンを選択します。
2. 「ソート」で、次のように行います。

• 昇順にソートするには、 をクリックします。
• 降順にソートするには、 をクリックします。

3. 「OK」をクリックします。

次にデータベースを作成またはリフレッシュするとき、「ディメンション」タブと同じ順序で表示されるメンバーでア
ウトラインが生成されます。

ディメンション階層内でシナリオとバージョン・メンバーを移動
ディメンション階層内のシナリオとバージョン・メンバーの順序を変更できます。

次の手順でディメンション階層内のメンバーの位置を移動します。
1. 「ディメンション」タブで、シナリオかバージョンを選択します。
2. 次のいずれかを実行します。

•
メンバーを上へ移動するには、 をクリックします。

•
メンバーを下へ移動するには、 をクリックします。
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3. 「OK」をクリックします。

次にデータベースを作成またはリフレッシュするとき、「ディメンション」タブで表示されるのと同じ順序で表示さ
れるメンバーでアウトラインが生成されます。

Planningアプリケーションへの集約ストレージ・アウトラインの
追加
サブトピック
• 集約ストレージについて
• 集約ストレージ・アウトラインのプラン・タイプの特性
• Planningアプリケーションに集約ストレージ・データベースを追加するプロセス
• プラン・タイプの追加

Planningの管理者は、Planningアプリケーション管理を使用して集約ストレージ・アウトラインを追加できます。

注：

Performance Management Architectを使用する場合、集約ストレージ・アウトラインはサポー
トされません。

集約ストレージについて
集約ストレージとは、多数の潜在的に大きなディメンションに分類されている大規模な疎に分散したデータをサポー
トする、データベース・ストレージ・モデルです。選択されたデータ値は集約および保管され、一般的に集約時間が改
善されます。ストレージのタイプには、この集約ストレージの他にブロック・ストレージ(密/疎構成)があります。

集約ストレージとブロック・ストレージの大きな違いは、Planningが集約ストレージ・データベースごとに別々のアプリ
ケーションを必要とすることです。これに対し、ブロック・ストレージ・アウトライン・アプリケーションはアプリケーション
ごとに複数のデータベースを持つことができます。

集約ストレージの詳細は、Oracle Essbase Administration Servicesオンライン・ヘルプで集約ストレージの管理に関す
る項を参照してください。

集約ストレージ・アウトラインのプラン・タイプの特性
• Performance Management Architectを使用する場合、集約ストレージ・アウトラインはサポートされません。こ

れに該当するのが、データの同期の使用や、その他のPerformance Management Architectアクティビティで
す。

• Planningで集約ストレージ・データベース上にXREFは生成されません。XREFは、ブロック・ストレージ・データ
ベースでのみ生成できます。
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• Planningでは、集約ストレージ・データベースですべての基本ディメンションを必要としないため、承認ディメン
ションが欠落している場合、承認は集約ストレージ・データベースに適用されません。この場合は、通常のセキュリ
ティが適用されます。

• 動的時系列のメンバーは、集約ストレージ・アプリケーションの期間ディメンションには適用できません。
• セキュリティ・フィルタの作成およびリフレッシュは、集約ストレージ・データベースに適用できません。
• 集約ストレージ機能をPlanningで使用するには、適切な使用ライセンスが必要です。

Planningアプリケーションに集約ストレージ・データベースを追加する
プロセス
Planningアプリケーションに集約ストレージ・データベースを追加するには:

1. 集約ストレージ・プラン・タイプを作成します。次のいずれかのタスクを実行します:
• アプリケーションの作成時に、集約ストレージ・プラン・タイプを作成します。

 304ページのアプリケーションの作成を参照してください。
• プラン・タイプ・エディタを使用して新規プラン・タイプを追加します。

2. 集約ストレージ・プラン・タイプにディメンションを追加します。 317ページのディメンションの操作を参照してく
ださい。

注：

通貨、年、シナリオまたはバージョンのディメンションが集約ストレージ・プラン・タイプに対して有効
な場合、ディメンション・メンバーも集約ストレージ・プラン・タイプに対して有効です。

3. ディメンション・メンバーを追加します。 331ページのメンバーの操作を参照してください。
4. Planningアプリケーションのアウトラインをリフレッシュします。 77ページのアプリケーション・データベースの作

成とリフレッシュを参照してください。
5. 集約ストレージ・データベースに関連付けられたディメンションを使用してフォームを作成します。 151ページの第

6章「フォームの管理」を参照してください。

プラン・タイプの追加
プラン・タイプを追加するには、「管理」、「管理」、「プラン・タイプ」の順に選択します。

追加できるプラン・タイプの数はPlanningモジュールが使用されているかに依存します。

表84 許可されるプラン・タイプの数

アプリケーション 汎用ブロック・ストレー
ジ・プラン・タイプ

モジュール・ブロック・
ストレージ・プラン・タ
イプ

集約ストレージ・プラ
ン・タイプ1

合計プラン・タイプ

中核となるPlanning 3 NA 4 7
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アプリケーション 汎用ブロック・ストレー
ジ・プラン・タイプ

モジュール・ブロック・
ストレージ・プラン・タ
イプ

集約ストレージ・プラ
ン・タイプ1

合計プラン・タイプ

Oracle Project
Financial Planning

3 3 7 13

Capital Asset
Planning

3 1 5 9

Workforce
Planning

3 1 5 9

Oracle Hyperion
Capital Asset
Planningおよび
Oracle Hyperion
Workforce
Planning

3 2 6 11

Oracle Hyperion
Public Sector
Planning and
Budgeting

3 1 5 9

1各ブロック・ストレージ・プラン・タイプに1つの集約ストレージ・プラン・タイプおよび1つの連結集約ストレージ・プラン・タイプ

プラン・タイプは追加された後に、他のPlanningプラン・タイプと同様に動作します。プラン・タイプが集約ストレー
ジ・データベースにマップする場合、集約ストレージの制限が適用されます。

プラン・タイプ・エディタを使用してプラン・タイプを追加するには:
1. Planningで、「管理」、「管理」、「プラン・タイプ」の順に選択します。
2. 「プラン・タイプの追加」をクリックして、プラン・タイプの詳細をすべて指定します。

注：

集約ストレージ・プラン・タイプの場合、集約ストレージ・データベースは独自のアプリケーションに存
在する必要があるため、データベースを含めるアプリケーション名を指定する必要があります。集約
ストレージ・プラン・タイプを作成する管理者は、すべての集約ストレージ・アプリケーションが企業
内で一意であることを確認する必要があります。

3. 「保存」をクリックします。

動的時系列メンバーの設定
動的時系列(DTS)メンバーを使用して四半期累計支出などの期間累計データを表示するレポートが作成できま
す。DTSメンバーは、アプリケーション作成時に自動的に作成され、期間ディメンションのメンバーと一緒に使用でき
ます。DTSを設定するには、事前定義済のDTSメンバーを使用可能にし、世代番号(そして、オプションとして別名表
および別名)に割り当てます。たとえば、四半期累計値を算出する場合、Q-T-Dメンバーを使用可能にし、世代番号2
へ割り当てます。その後、Q-T-D DTSメンバーを使用して、その四半期における本月までの月次値を算出できます。
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注：

集約ストレージ・アプリケーションでは、期間ディメンションとしてDTSはサポートされていません。

Planningでは8つの事前定義済DTSメンバーを提供します。

• H-T-D: 累計
• Y-T-D: 年次累計
• S-T-D: 季節累計
• P-T-D: 期間累計
• Q-T-D: 四半期累計
• M-T-D: 月次累計
• W-T-D: 週次累計
• D-T-D: 日次累計

注意

Oracleでは、DTS機能を使用する前にバックアップを実施することをお薦めしま
す。 85ページのアプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップを参照してく
ださい。Y-T-DメンバーまたはP-T-Dメンバーを使用している場合、年ディメンションまたは期間ディ
メンションの名前を変更して、予約済の動的時系列で生成された名前の年および期間と競合しな
いようにする必要があります。Y-T-Dを使用する前に年ディメンションの名前を変更し、P-T-Dを使
用する前に期間の名前を変更します。名前変更後、メンバー式やビジネス・ルール、名前によるディ
メンションを参照するあらゆるレポートなど、変更によって影響を受けるすべてのアプリケーションの
アーティファクトを更新する必要があります。

DTSメンバーは期間累計レポートの8レベルまでを提供します。データおよびデータベースのアウトラインでどのメン
バーが使用できるかを決定できます。たとえば、データベースに1時間、1週間、1ヶ月、四半期および1年ごとのデータ
が含まれる場合、日次累計(D-T-D)、週次累計(W-T-D)、月次累計(M-T-D)、四半期累計(Q-T-D)および年次累計
(Y-T-D)の情報をレポートできます。データベースに過去5年間の月次データが含まれる場合、特定年までの年次累
計(Y-T-D)および累計(H-T-D)の情報をレポートできます。データベースが季節ごとのデータを記録する場合は、期間
累計(P-T-D)または季節累計(S-T-D)の情報をレポートできます。

動的時系列の計算でメンバーを使用する予定がある場合、タイム・バランス・プロパティ(「最初」、「平均」など)を動
的計算に予定されているメンバーに割り当てないことをお薦めします。割り当ててしまうと、勘定科目ディメンション
の親メンバーの値に誤りが生じる場合があります。

詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。

動的時系列メンバーの設定
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. 「期間ディメンション」を選択し、「DTS」をクリックします。
3. H-T-D、Y-T-D、S-T-D、P-T-D、Q-T-D、M-T-D、W-T-DまたはD-T-Dを使用するには、DTS系列の「使用可

能」を選択します。
4. 「世代」を選択します。
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表示される世代数は、時間ディメンションの世代数によって異なります。DTSメンバーは一番高い世代(ディメン
ション・ルート)と関連付けることはできません。

注：

EssbaseではPlanningの期間ディメンションは世代1と見なされるので、動的時系列メンバーを
設定するときに考慮に入れます。

5. オプション: 別名表を選択して別名を入力します(必要に応じてウィンドウのサイズを変更してフィールドを表示
させます)。

 314ページの別名表の操作を参照してください。
6. 「保存」をクリックします。

サポートされる追加のPlanningアプリケーションの機能
Planningアプリケーションの追加の機能がPlanningディメンションをサポートできるようになりました。シナリオ、
バージョンおよび期間ディメンションへ子および兄弟を追加できます。また、切取り、貼付け、展開および縮小機能を
使用してディメンション階層を操作できます( 318ページのディメンション階層の操作を参照)。このディメンショ
ンには共有メンバーを使用することもでき、すべてのディメンションにおいてルート・レベルで2パス計算を設定できま
す。たとえば、次のようなことができます。

機能 詳細情報

シナリオおよびバージョンのディメンションで、階層を作成し、共有メン
バーを使用します。子をボトムアップ・バージョンへ割り当てる場合、この
バージョンはフォーム上では読取り専用の親として表示されます。

 352ページのシナリオの設定および 355ページのバージョンの指
定を参照してください。

期間ディメンションで、代替階層を作成し、共有子孫を使用します。す
べての期間のデータ・ストレージは、有効なデータ・ストレージ値に設定
できます。BegBalanceを含むすべての期間の集計演算子は、有効な
集計演算子に設定できます。たとえば、~(無視)のかわりに+に設定で
きます。

 343ページの年ディメンションの操
作、 345ページのBegBalanceメンバーの編集およ
び 81ページの為替レート表の編集を参照してください。

たとえば、勘定科目のルート・レベルの2パス計算をオンにします。

注意

2パス計算は、動的計算に設定されていない非勘定科目メンバーでは
無視されます。この設定を使用する場合は、通貨換算スクリプトへの影
響を考慮してください。

 332ページのメンバーの追加または編集を参照してください。

属性には階層を作成し、別名を割り当てます。  338ページの属性の操作を参照してください。

注：

複数通貨アプリケーションの場合、組込み済の通貨換算計算スクリプトは、任意のシナリオ、バー
ジョン、期間または年メンバー、または特定のディメンション・ルート(エンティティ、バージョン、通
貨、カスタム・ディメンションなど)でデータ・ストレージを動的に変更した場合、適切に機能しませ
ん。データ・ストレージを変更する場合は、通貨換算スクリプトに対する影響を考慮してください。
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期間ディメンションの代替階層の考慮事項
「期間」ディメンションで代替階層を作成する場合、代替階層はアウトラインの年合計メンバーに従う必要がありま
す。

Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションの
操作
Shared Servicesディメンション・エディタおよびPlanningアプリケーション作成者の役割に割り当てられてい
る場合、Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションを作成および更新できます。詳細は、Oracle
Enterprise Performance Management Systemユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照してください。

ユーティリティを使用してアプリケーション・データベースをリフレッシュ
する
CubeRefreshユーティリティはデータベースを作成またはリフレッシュします。CubeRefreshユーティリティを実行す
る前に、アプリケーションがロックされていないことを確認します。実行中は、データベースでメタデータが更新される
際にアプリケーションはロックされます。たとえば、ユーザーがアクセス権を割り当てる場合、「アプリケーションがリフ
レッシュ中です。要求を処理することができません。」というメッセージが表示されます。このユーティリティは、リモー
ト・サーバーではなく、Planningサーバーと同じコンピュータ上で実行される必要があります。

注意

Oracleでは、作成またはリフレッシュの前に、アプリケーションをバックアップすることをお薦めし
ます。 85ページのアプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップを参照して
ください。これらの手順に従うと、データベースのデータに影響を与えます。「作成」または「リフレッ
シュ」オプションを使用する場合、データは置き換えられるか、消去され、Planningプラン・タイプ
が再構築される可能性があります。重要な情報は、 30ページのEssbaseの操作の考慮事項を参
照してください。

ユーティリティを使用してアプリケーション・データベースをリフレッシュするには:
1. アプリケーションをバックアップします。 85ページのアプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバッ

クアップを参照してください。
2. CubeRefreshユーティリティを見つけます。

このユーティリティはplanning1ディレクトリにあります。planning1の完全パスについては 49ページのEPM
Oracleインスタンスについてを参照してください。

3. コマンドラインに次のコマンドとパラメータを入力し、planning1ディレクトリからCubeRefreshを起動します:

Windows: CubeRefresh.cmd[-f:passwordFile] /A:application_name /U:user_name [/C|/
R] /D [/F[S|V]][/RMIPORT:rmi_port] [/L] [/DEBUG]

UNIX: CubeRefresh.sh[-f:passwordFile] /A:application_name /U:user_name [/C|/R] /D
[/F[S|V]][/RMIPORT:rmi_port] [/L] [/DEBUG]
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• オプション: 暗号化されたパスワード・ファイルが設定されており、passwordFileが完全なファイル・パスで、
パスワード・ファイルの名前である場合、コマンド・ラインに最初のパラメータとして[-f:passwordFile]を指
定できます。 48ページのPlanningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制を参照してください。

• application_name: 作成またはリフレッシュを実行するPlanningアプリケーションの名前です。
• user_name: アプリケーションを作成またはリフレッシュする権利を持ったユーザーです。
• /Cまたは/R: アプリケーションで実行する関数です。

○/C: データベース・アウトラインを作成します。
○/R: データベース・アウトラインをリフレッシュします。

• /D: 作成またはリフレッシュ時にデータベースを指定します。
• /F: アプリケーションのすべてのユーザーに対してセキュリティ・フィルタを使用します。オプションでS、Vまた

はSVと使用します。
○/FS: 共有メンバーのセキュリティ・フィルタを生成します。
○/FV: セキュリティ・フィルタを検証しますが、フィルタは保存しません。
○/FSV: 共有メンバーのセキュリティ・フィルタを検証します。

• /RMIPORT: 現在の値11333とは別のRMIポート番号を指定します。
• /-L: デフォルトのオプションで、ローカルもしくはリモート・コンピュータ上のアプリケーション・サーバーへ接続

することで作成またはリフレッシュします(アプリケーションが実行中でない場合などには、/Lを使用してアプ
リケーション・サーバーへ接続しないで作成またはリフレッシュできます)。

• /DEBUG: 詳細のエラー・メッセージを指定します。
4. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
5. エラーを含むアプリケーションのリフレッシュ結果を表示します。完了ステータスがコンソール上に表示されます。

この例では、指定したアプリケーションへログオンしたすべてのユーザーに対するデータベースをリフレッシュする
のに使用したコマンド・ラインを表示します。デフォルトのRMIポートが使用され、共有メンバーのセキュリティ・
フィルタが含まれます。

Windows:CubeRefresh.cmd /A:app1 /U:admin /R /D /FS

UNIX:CubeRefresh.sh /A:app1 /U:admin /R /D /FS

レベル0メンバーが動的計算に設定されたデータベースのリフレッシュ
データベース・アウトラインのレベル0メンバーが「動的計算」または「動的計算および保管」に設定されている場合、
メンバーがメンバー式に関連付けられていなくても、Planningは作成またはリフレッシュを成功させます。Planning
は、現在メンバー式のないメンバーに対し、プレースホルダ式を追加します。

Essbaseパーティションの操作
Essbaseパーティションを使用する場合、パーティションは、別のアプリケーションまたはサーバーのデータベース間で
共有されたデータへアクセスできます。パーティションの詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照し
てください。
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Planningでアプリケーション・データベースをリフレッシュする前に、Essbaseパーティション定義を除去してくださ
い。これはEssbaseパーティションの上書きや、Essbaseデータベースの破損を防止します。Essbaseパーティション
は、リフレッシュ後に定義できます。

複製パーティションを使用している場合、複製時にパーティション定義を作成し、パーティションを実行して、パーティ
ション定義を削除できます。パーティション定義は、パーティション実行時に作成されるので、リフレッシュ時に除去す
る必要はありません。

ユーティリティを使用してメンバーをソート
PlanningのSortMemberユーティリティを使用してディメンション・メンバーをソートできま
す。SortMember.cmdは、Planningの「ディメンション」タブでのソートと類似します。エンティティ、勘定科目、シナリ
オ、バージョン、ユーザー定義のカスタム・ディメンションをソートできます。期間、年または通貨のディメンション・メン
バーはソートできません。このユーティリティは、メンバーをPlanningへロードした後にディメンション・メンバーをソート
するのに便利です。SortMember.cmdユーティリティはコマンド・ライン・インタフェースを使用します。管理者のみが
実行できます。

SortMember.cmdユーティリティを起動するには:
1. Planningがインストールされたサーバー上のplanning1ディレクトリから、次の構文を入力します:

SortMember[-f:passwordFile]servername username application member children|

descendants ascend|descend

planning1ディレクトリの完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してくだ
さい。

表85 SortMemberユーティリティのパラメータ

パラメータ 説明

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設定する場
合、passwordFileで指定されたファイルのフル・パスおよ
び名前からパスワードを読み取るため、コマンド・ラインでの
最初のパラメータとして使用します。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制を参照してく
ださい。

servername Planningアプリケーションがあるサーバー名

username Planning管理者の名前

application ソートするディメンション・メンバーを含むPlanningアプリ
ケーションの名前

member ソートする子または子孫がある親メンバー

children|descendants 子または子孫でソートします。子でソートする場合は指定し
たメンバーのすぐ下のレベルのメンバーのみに影響し、子孫
でソートする場合は、指定したメンバーの子孫すべてに影響
します。

ascend|descend 昇順または降順でソートします。
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例:

SortMember localhost admin BUDGET account200 descendants ascend

2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。

SortMemberユーティリティの起動時にアプリケーション・サーバーまたはRMIサービスが実行している場
合、java.rmiまたは"ポートの使用中"エラーが発生する可能性があります。ユーティリティの機能に影響することはあ
りません。

ユーティリティを使用して共有子孫を削除
メンバーの子孫である共有ディメンション・メンバーを削除するにはDeleteSharedDescendantユーティリティを使
用します。共有エンティティ、勘定科目、ユーザー定義のディメンション・メンバーを削除できます。指定メンバーの直
属の子のみではなく、すべての共有子孫メンバーが削除されます。

管理者がコマンド・ライン・インタフェースを使用してこのユーティリティを実行します。ユーティリティの起動時にアプ
リケーション・サーバーまたはOracle RMIサービスが実行している場合、java.rmiまたは"ポートの使用中"エラーが
発生する可能性があります。ユーティリティの機能に影響することはありません。

DeleteSharedDescendantsユーティリティを使用するには:
1. 次の構文を使用して、Planningがインストールされたサーバーのplanning1ディレクトリか

らDeleteSharedDescendants.cmdファイルを起動します:

DeleteSharedDescendants[-f:passwordFile]servername username application member

planning1ディレクトリの完全パスについては 49ページのEPM Oracleインスタンスについてを参照してくだ
さい。

表86 DeleteSharedDescendantsユーティリティのパラメータ

変数 説明

[-f:passwordFile] オプション: 暗号化されたパスワードを設定する場
合、passwordFileで指定されたファイルのフル・パスおよ
び名前からパスワードを読み取るため、コマンド・ラインでの
最初のパラメータとして使用します。 48ページのPlanning
ユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制を参照してく
ださい。

servername Planningアプリケーションがあるサーバー名

username Planning管理者の名前

application 削除する共有ディメンションを含むPlanningアプリケー
ションの名前

member 共有子孫を削除するメンバーです。メンバー名にスペースが
含まれる場合、引用符で囲みます("Member One"など)。
共有メンバーそのものがコマンド・ラインで指定されている
場合、「member_nameの共有子孫が見つかりませんでした」と
いうメッセージが表示されます。
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例:

DeleteSharedDescendants localhost admin BUDGET account200

2. プロンプト表示があればパスワードを入力します。
3. ユーティリティ実行の結果を表示するには、EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planningディレ

クトリで生成されたログ・ファイルを確認します:

• DeleteSharedDescendants.log: ステータス・メッセージが含まれます。
• DeleteSharedDescendantsExceptions.log: エラー・メッセージが含まれます。

「データベースの管理」タスクが開いている間にこのユーティリティを実行する場合、エラー・メッセージは表示されま
せんが、メンバーは削除されません。EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planningディレクトリのLOG
およびCMDファイルでは、見つかった共有メンバーは1、削除された共有メンバーは0と表示されます。

スマート・リスト、UDAおよびメンバー式の使用方法
サブトピック
• スマート・リストの操作
• UDAの操作
• メンバー式の操作

Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションの場合、スマート・リスト、UDA、およびメンバー式を作成
および更新できます。

スマート・リストの操作
管理者は、スマート・リストを使用して、フォーム・セルからユーザーがアクセスするカスタムのドロップダウン・リストを
作成します。スマート・リスト(メンバー・プロパティとして)に関連するメンバーのセルをクリックする場合、ユーザーは、
データを入力するかわりに、ドロップダウン・リストからアイテムを選択します。ユーザーはスマート・リストを含んでいる
セルに入力することはできません。スマート・リストは下矢印で表示され、ユーザーがセルをクリックする際に展開しま
す。

次のタスクを実行してスマート・リストを作成し、管理します。

• スマート・リストを定義し、説明してください。
• メンバーにスマート・リストを関連付けます。
• スマート・リストを表示するディメンションを選択します。
• オプション:

○メンバー式でスマート・リストの値を使用します。
○スマート・リストに関連付けられた#MISSINGセルのフォームでの表示方法を設定します。
○レポート・アプリケーションでスマート・リストを同期します

スマート・リストを作成または操作するには:
1. 「管理」、「管理」、「スマート・リスト」の順に選択します。
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2. 次のいずれかを実行します。

• スマート・リストを作成するには、「作成」をクリックして名前を入力し、「OK」をクリックします。
• スマート・リストを変更するには、そのスマート・リストを選択して「編集」をクリックします。
• スマート・リストを削除するには、それを選択し、「削除」、そして「OK」をクリックします。スマート・リストを削除

すると、ディメンション・メンバーおよびレポート・アプリケーションと関連付けられたマッピングも削除されま
す。

データ・セルはひとつのスマート・リストのみに表示できます。複数のスマート・リストがセルで交差する場合、
優先させる方を設定します。

• オプション: 「同期」をクリックして、Planningアプリケーション管理とレポート・アプリケーションを使用するア
プリケーションの間でスマート・リストを同期します。 368ページのレポート・アプリケーションでのスマート・リ
ストの同期を参照してください。

レポート・アプリケーションでのスマート・リストの同期
レポート・アプリケーションでスマート・リストをディメンションにマップするPlanningアプリケーション管理を使用す
るアプリケーションでは、Planningアプリケーションでスマート・リストを同期できます。それによって、スマート・リス
トをマップするレポート・アプリケーションでディメンションが識別され、選択したディメンションのレベル0のメンバー
が選択したスマート・リストに新規スマート・リストとして追加されます。 288ページのレポート・アプリケーションへの
Planningアプリケーションのマッピングを参照してください。

レポート・アプリケーションでスマート・リストを同期するには、次の手順を実行します:
1. アプリケーション・データベースをリフレッシュします。 77ページのアプリケーション・データベースの作成とリフレッ

シュを参照してください。
2. レポート・アプリケーション・マッピングをリフレッシュします。 287ページのレポート用のアプリケーションのマッピ

ングを参照してください。
3. 「管理」、「管理」、「スマート・リスト」の順に選択します。
4. 「同期」をクリックし、「OK」をクリックします。

同期の際には、適切なスマート・リスト内の最後のスマート・リスト・アイテムの後で既存のすべてのマッピングの
レポート・アプリケーションの値が追加されます。スマート・リストが2つのディメンションにマップされている場合、
最初のマッピングからのメンバーがすべて挿入されてから、2番目のマッピングからのメンバーが挿入されます。
メンバーがスマート・リストにすでに存在する場合は、再追加されません。レポート・アプリケーション上の対応す
るディメンション・メンバーが削除された場合でも、Planningスマート・リスト内のスマート・リスト・メンバーは削
除されません。

注：

勘定科目がスマート・リストとしてディメンションにマップされている場合、勘定科目ディメンション
のすべてのレベル0メンバーはスマート・リストが同期される時にスマート・リスト・エントリとして入れ
られます。たとえば、スマート・リストはHSP_AverageやHSP_Endingのようなエントリを含むこと
があります。この場合、余分なエントリをスマート・リストから削除します。 370ページのスマート・
リスト・エントリの追加と変更を参照してください。

5. スマート・リストのアイテムが複数のディメンションにマップされている場合には、新しい名前で新しいスマート・
リストを作成してから、関連データを手動で転送します。
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注：

スマート・リスト名にスペースを含めることはできません。レポート・アプリケーションでスマート・リスト
を同期する場合は、新しいメンバーの名前にスペースが含まれていないことを確認してください。

スマート・リスト・プロパティの追加と変更
「スマート・リスト・プロパティの編集」タブを使って、スマート・リストのプロパティを設定します。

スマート・リストのプロパティを設定するには:

1. 「管理」、「管理」、「スマート・リスト」の順に選択します。
2. 「スマート・リスト」を選択し、「編集」をクリックします。
3. 「プロパティ」でスマート・リストのプロパティを定義します。

表87 スマート・リストのプロパティ

プロパティ 説明

スマート・リスト 英数字およびアンダースコア(Positionなど)、特殊文字ま
たはスペースなしの文字のみを含む一意の名前を入力しま
す。スマート・リスト名は数式で参照できます。

ラベル スマート・リストが選択されたら、テキストを入力して表示さ
せます。スペースおよび特殊文字を使用できます。

スマート・リスト・ラベルは様々な言語に翻訳することができ
るリソースを参照させることができます。 387ページのテ
キスト、色および画像のカスタマイズを参照してください。

表示順序 スマート・リストのドロップダウン・リストを、ID順、名前順、ラ
ベル順のいずれでソートするのかを指定します。

#MISSINGドロップダウン・ラベル 値が#MISSINGのスマート・リストのエントリに表示するラ
ベル(No Justificationなど)を入力します。 注意:

• スマート・リストのドロップダウンに最初の項目として表示
されるので、フォームの中で#MISSINGを値として選択
できます。

• セルがフォーカスにない場合、このラベルは次のオプ
ションでドロップダウンの設定が選択されている場合の
みに表示されます。それ以外では、フォームに対する「欠
落値を空白で表示」の選択肢によって、#MISSINGまた
は空白のセルが表示されます。

• #MISSINGラベルは、#MISSINGデータをセルに表
示するかどうかを決定するのみです。格納された値
は、#MISSINGのままです。

#MISSINGフォーム・ラベル スマート・リストに関連付けられたセルにおけ
る、#MISSING値の表現形式を指定します。オプション:
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プロパティ 説明
• ドロップダウンの設定: #MISSINGドロップダウン・ラベ

ル内のラベル・セットを表示します。
• フォーム設定: フォームに対する「欠落値を空白で表示」

の選択肢によって、#MISSINGまたは空白のセルを表
示します。この選択は、フォーカスではない場合に何がセ
ルに表示されるかを決定します。セルがフォーカスにある
場合、ドロップダウンから選択されたスマート・リストのア
イテムが表示されます。

自動的にIDを生成 各スマート・リストのエントリに対して数字のIDを生成しま
す。このオプションを選択しない場合は、スマート・リストの
ID値をカスタマイズできます。

4. 「保存」をクリックします。
5. 「エントリ」を選択します。

「エントリ」タブを使って、スマート・リストのオプションを定義します。

スマート・リスト・エントリの追加と変更
スマート・リスト・エントリの「編集」タブまたは「追加」タブを使って、スマート・リストのオプションを定義します。

スマート・リストのエントリを定義するには:
1. 「管理」、「管理」、「スマート・リスト」の順に選択します。
2. 「スマート・リスト」を選択し、「編集」をクリックします。
3. 「エントリ」でドロップダウン・リストのアイテムを定義します。

• 最初のアイテムのみ: 最初の行に情報を入力します。
• アイテムを追加するには、「追加」をクリックして、情報を入力します。
• アイテムを削除するには、そのアイテムを選択して、「削除」をクリックします。
• アイテムを編集するには、行の中の情報を変更します。

表88 スマート・リストのエントリ

エントリ・プロパティ 説明

ID エントリを表示する順番を決める一意の数です。「自動的
にIDを生成」が「プロパティ」タブで選択されていない場合
のみにカスタマイズできます。

名前 英数字およびアンダースコア(Customer_Feedbackなど)
で、特殊文字やスペースのない一意の英数字名です。

ラベル ドロップダウン・リストのスマート・リストのエントリに表示さ
れるテキスト(Customer Feedbackなど)です。

赤で強調表示されるアイテムは、重複しています。
4. 次のいずれかを実行します。
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• 「保存」をクリックします。
• 「プレビュー」を選択します。

スマート・リストのプレビュー
定義済のスマート・リストを「プレビュー」タブでプレビューします。タブは、スマート・リストをドロップダウン・リストまたは
表で表示されるように表示します。

スマート・リストで#Missingを表示
管理者は、データがセルにない場合を含めて、スマート・リストおよびデータ・セルで表示される値を設定します。セル
では、値なし、#MISSINGまたは(スマート・リストに関連するセルの)指定値を表示させることができます。

このオプションを使用して、セルがフォーカスにない場合の#MISSINGの表示を制御します。

オプション ガイドライン

空白 フォームを設計する場合、「欠落値を空白で表示」を選択します。

スマート・リストのプロパティを設定する場合、「フォーム設定」を選択し
ます。

#MISSING フォームを設計する場合、「欠落値を空白で表示」を選択しないでくだ
さい。

スマート・リストのプロパティを設定する場合、「フォーム設定」を選択し
ます。

「変更なし」などのカスタム・ラベル スマート・リストのプロパティを設定する場合、「#MISSINGドロップダ
ウン・ラベル」フィールドにカスタム・ラベル(変更なしなど)を入力しま
す。「ドロップダウンの設定」を選択します。

UDAの操作
ユーザー定義の属性(UDA)、記述的な語やフレーズは、計算スクリプト、メンバー式およびレポートで使用できま
す。UDAはUDAに関連したメンバーのリストを戻します。例:

• HSP_UDF UDAを使用して、アプリケーションをリフレッシュする際の式の上書きを防止できます。Planningアプ
リケーションに関連する各データベースにログオンし、UDAを使ったメンバー式を作成する必要があります。この
UDAの構文は、(UDAs: HSP_UDF)です。

• @XREF関数を使用して、別のデータベースのデータ値を検索し、現在のデータベースから値を計算する場
合、HSP_NOLINK UDAをメンバーに追加して、@XREF関数が、そのメンバー用として選択されたソース・プラン・タイ
プではないすべてのプラン・タイプで作成されてしまうのを防ぐことができます。

• 数種類の製品メンバーのついた製品ディメンションでは、「新製品」と呼ばれるUDAを作成し、製品ディメンション
の階層にある新製品へ割り当てることができます。その後、指定した新製品における特定の計算を基にすること
ができます。

• 予算レビュー・プロセスでは、製品ラインの各所有者に対しデータ検証ルールを作成するのではなく(製品によって
は数百の所有者がいるものもあります)、プランニング・ユニット階層を使用してメンバーに適用する、ユーザー名を
含むUDAを作成できます。次に、データ検証ルールに、現在のメンバーに対するUDAに保存されたユーザー名を戻
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す検索関数を入力できます。たとえば、移動パスの各ユーザー用のUDAを作成し、そのUDA名に接頭辞を割り当
てます(たとえばProdMgr:Kim)。

UDAの作成および使用の詳細は、 30ページのEssbaseの操作の考慮事項および『Oracle Essbaseデータベース管
理者ガイド』を参照してください。

UDAはディメンションによって特定されます。たとえば、勘定科目メンバーのUDAを作成すると、共有していない勘
定科目メンバーに使用できます。UDAを削除すると、すべての勘定科目メンバーのUDAが除去されます。UDAを複
数のディメンションに使用可能にするには、複数のディメンションに同じUDAを作成します。たとえば、「新規」という
UDAを勘定科目ディメンションとエンティティ・ディメンションに作成し、それを勘定科目メンバーとエンティティ・メ
ンバーに使用できます。

特定のメンバー用のUDAを選択するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. メンバーをUDAに関連付けるディメンションを選択します。
3. ディメンションの階層から、メンバーを選択して「編集」をクリックします。
4. UDAを選択します。
5. オプション: UDAを作成するには、「作成」をクリックします。
6. メンバーのUDAを「選択したUDA」に移動して「保存」をクリックし、選択します。

•
 は、選択済UDAを移動します

•
 は、選択済UDAを削除します

•
 すべてのUDAを除去します

UDAの作成
UDAを作成するには:

1. 「UDA」タブへナビゲートします。
2. 「UDA」で、「作成」をクリックします。
3. 名前を入力して、「保存」をクリックします。

注：

承認用のUDAを作成する場合、その名前の最初に接頭辞を割り当てます(たとえ
ば、ProdMgr:Name)。接頭辞はUDAがユーザー名を含むことを示し、データ検証ルールがユー
ザーを検索できるようにします。すべての承認UDAに同じ接頭辞を使用します。

UDAの変更
UDAを変更するには:

1. 「UDA」タブへナビゲートします。
2. 「UDA」で、UDAを選択して「編集」をクリックします。
3. 名前を変更して、「保存」をクリックします。
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UDAの削除
UDAを削除すると、すべてのディメンションからUDAが除去されます。

UDAを削除するには:
1. 「UDA」タブへナビゲートします。
2. UDAを選択して、「削除」をクリックします。

UDAを削除した場合は、それを参照していたすべてのメンバー式、計算スクリプト、レポートを更新する必要が
あります。

メンバー式の操作
演算子、計算関数、ディメンション名、メンバー名および数値定数を組み合せてメンバー式を定義することによって、メ
ンバーの計算を実行できます。メンバー式には次も含まれます。

• 式で許可される演算子タイプ、関数、値、メンバー名、UDAなど。

『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
• 式に展開するスマート・リスト値またはデータベースのリフレッシュにおける値を含む事前定義済の数式。

メンバー式を定義するには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. メンバーの式を追加または変更するディメンションを選択します。
3. メンバーを選択し、「編集」をクリックします。
4. 「メンバー式」タブを選択します。
5. 次のフィールドのオプションを選択します:

• プラン・タイプ

注：

デフォルトのプラン・タイプに入力された式は、特定のプラン・タイプに入力された別の式によって
上書きされないかぎり、すべてのプラン・タイプに適用されます。

• データ・ストレージ - データ・ストレージ・オプションを選択します。デフォルトは「保管」です。

注：

プラン・タイプ固有のデータ・ストレージ・フィールドには、「共有」または「ラベルのみ」オプションは
表示されません。これは、あるプラン・タイプで別のプラン・タイプではない「共有」または「ラベル
のみ」にメンバーを設定できないためです。

• 解決順 - 集約ストレージ・プラン・タイプに対してのみ、解決順は、式が評価される順序を指定します。0から
100000の間の整数を入力します(または矢印を使用して数を増減します)。指定された解決順を持つメン
バーの式は、低い解決順から高い解決順に計算されます。デフォルトは0です。
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6. テキスト・ボックスで、当該メンバー用の式を定義します。

Essbase式における構文、ルールおよび使用方法については、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参
照してください。

7. オプション: メンバー式が有効かどうかを確認するには、「検証」をクリックします。
8. 「保存」をクリックします。

「保存」をクリックする前に、「リセット」をクリックして、前にあったメンバー式情報を復元します。

式の検証結果の表示
メンバー式の検証結果を表示するには:

1. 「メンバー式」で、「検証」をクリックします。
2. メンバー式が有効ではないと表示されたら、「詳細の表示」をクリックします。

メンバー式が有効な場合は、「詳細の表示」は選択できません。
3. 「保存」をクリックします。

数式の操作
Planningメンバー式は、データベースがリフレッシュされる際にEssbaseネイティブ式および評価されEssbaseコー
ド・ブロックへ展開されるPlanning数式をサポートします。こうした式では、Planningが計算で数値に置き換えるス
マート・リストを名前でアドレス指定できます。

「メンバー式」タブのテキスト・ボックスに、メンバー式内の事前定義済の数式を含めて、「検証」ボタンを使用してテ
ストします。また、ロードすることもできます。

アウトラインに頼っているビジネス・ルールや計算スクリプトを更新することなくディメンションのアウトラインを更新
できます。計算はアウトライン内で特定数よりさらに孤立します。スマート・リストは計算でオブジェクトとして使用で
きます。数式を使用しても、データベースのリフレッシュ時にのみ実行されるので、パフォーマンスが低下することはあ
りません。

メンバー式で数式を使うには:
1. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
2. メンバーの式を追加または変更するディメンションを選択します。
3. メンバーを選択し、「編集」をクリックします。
4. メンバー式を選択します。
5. 次のフィールドのオプションを選択します:

• プラン・タイプ

注：

デフォルトのプラン・タイプに入力された式は、特定のプラン・タイプに入力された別の式によって
上書きされないかぎり、すべてのプラン・タイプに適用されます。
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• データ・ストレージ - データ・ストレージ・オプションを選択します。デフォルトは「保管」です。

注：

プラン・タイプ固有のデータ・ストレージ・フィールドには、「共有」または「ラベルのみ」オプションは
表示されません。これは、あるプラン・タイプで別のプラン・タイプではない「共有」または「ラベル
のみ」にメンバーを設定できないためです。

• 解決順 - 集約ストレージ・プラン・タイプに対してのみ、解決順は、式が評価される順序を指定します。0から
100000の間の整数を入力します(または矢印を使用して数を増減します)。指定された解決順を持つメン
バーの式は、低い解決順から高い解決順に計算されます。デフォルトは0です。

6. テキスト・ボックスで、当該メンバー用の式を定義します。

Planning数式およびEssbaseネイティブ式をメンバー式に含ませることができます。Essbaseネイティブ式に
おける構文、ルールおよび使用法については、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。

Planningは、メンバー式で使用できる事前定義の数式を提供します。独自の数式を編集したり作成することは
できません。

7. オプション: メンバー式が有効かどうかを確認するには、「検証」をクリックします。
8. オプション: メンバー式にエラーがある場合は、「詳細の表示」をクリックするとエラーの理由が表示されます。
9. オプション: メンバー式の変更を保存しない場合は、「リセット」をクリックして、前のメンバー式を復元できます。
10. 「保存」をクリックします。

前提条件

メンバー式で数式を使用する前に、Essbase式、計算およびアプリケーションのアウトラインを理解する必要がありま
す。『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。

構文

メンバー計算数式は関数および変数をサポートします。計算数式を作成する場合には、次の関数および変数の構文
ルールに従ってください。

• 変数やプロパティは大カッコ([ ])で囲みます。大カッコを省略すると、変数はネイティブ変数として扱われます。
• メンバー名を引用符で囲みます。
• 変数では大文字と小文字は区別されますが、余計なスペースや、アンダースコア(_)のような文字は使用できませ

ん。
• 式には他の関数へのサブコールも含めることができます。
• 数字が必要な箇所には、テキストは入力できません。
• アウトラインの順番は、メンバー式では重要になります。まだ計算されていない値を参照しないでください。

スマート・リスト変数を変数として含める

スマート・リストは、変数として"Status"= [Status.Departed]などの数式に含めることができます
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"Status"はメンバー名であり、Statusはスマート・リスト名、Departedはスマート・リストのエントリです。Departedに
対するスマート・リストのIDが2の場合、メンバー式でStatus.Departedを2に置き換えます(Planningはスマート・リ
ストを数字として扱います)。Departedに対するスマート・リストのIDが2の場合、計算に2をおき、データベースに2を
保管します。

スマート・リストを次のフォーマットで記述します。[SmartListName.SmartListEntry]

数式

Planning数式には、これらの事前定義済みの変数および関数を含めることができます。

表89 数式内の変数

変数 説明

OpenInputValueBlock Planningアプリケーションが複数通貨アプリケー
ションである場合はIF文を生成し、単一通貨アプ
リケーションである場合は空の文字列を生成しま
す。ClosedInputValueBlockとともに使用されます。

CloseInputValueBlock Planningアプリケーションが複数通貨アプリケー
ションである場合はEnd IF文を生成し、単一通貨ア
プリケーションである場合は空の文字列を生成しま
す。OpenInputValueBlockとともに使用されます。

NumberOfPeriodsInYear 年内の期間を戻します。

NumberOfYears アプリケーション内の年数を戻します。

表90 数式内の関数

機能 説明

Dimension(dimTag) 事前定義済のディメンションの名前を戻します。dimtags
は次のとおりです。

• DIM_NAME_PERIOD
• DIM_NAME_YEAR]
• DIM_NAME_ACCOUNT
• DIM_NAME_ENTITY
• DIM_NAME_SCENARIO
• DIM_NAME_VERSION
• DIM_NAME_CURRENCY

Period(periodName) 指定した期間を戻します。periodNameオプションは次の
とおりです。

• FIRST_QTR_PERIOD
• SECOND_QTR_PERIOD
• THIRD_QTR_PERIOD
• FOURTH_QTR_PERIOD
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機能 説明
• FIRST_PERIOD
• LAST_PERIOD

CrossRef(accountName) 勘定科目の相互参照を生成します。

CrossRef(accountName, prefix) 勘定科目に対する相互参照を生成します。勘定科目名に
は定義した接頭辞が含まれます。デフォルトの接頭辞は
Noで、その後空白スペース、勘定科目名が続き、たとえば
「No Salary」となります。

getCalendarTPIndex() 期間のインデックスを戻すメンバー式を生成します。暦年に
基づくインデックスです。

getFiscalTPIndex() 期間のインデックスを戻すメンバー式を生成します。年度に
基づくインデックスです。

CYTD(memberName) メンバー用に暦年の通算日数を計算する式を生成します。

CYTD(memberName, calTpIndexName,
fiscalTpIndexName)

メンバー用に暦年の通算日数を計算する式と、暦年およ
び会計年を基にした期間インデックスを生成します。メン
バーの名前が変更する場合に使用します。デフォルトのメ
ンバー名は「暦期間-インデックス」および「会計期間-イン
デックス」です。

一般的なエラー

構文のルールに注意して従います。数式構文にエラーが含まれる場合、メンバー式を検証した後にエラー・メッセージ
が戻されます。エラー・メッセージの情報を得るには、「メンバー式」タブの「詳細の表示」をクリックします。最も一般的
なエラー・メッセージは実行に失敗しました。です。これは、式でパラメータを不正に使用すると発生します。次のアク
ションが実行に失敗しました。のエラー・メッセージの原因となります:

• 数式でパラメータの数を間違って入力
• メンバー名、関数または変数名のスペルミス
• メンバー名を引用符で囲んでいない
• 文字列が必要な箇所へ数字を含ませる
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13
Planning Webクライ
アントのカスタマイズ

この項の内容：
レポートのカスタマイズ ............................................................................................................  379
Planningツール・ページのカスタマイズ ......................................................................................  381
カスケード・スタイルシートのカスタマイズ ....................................................................................  381
フォームの行および列メンバーのスタイルのカスタマイズ ...............................................................  384
フォームでのヘッダー・セルのスタイルのカスタマイズ ....................................................................  385
スキンをカスタマイズしてコンポーネントを追加 ............................................................................  386
カスタマイズしたスキンの登録 .................................................................................................  386
ADFコンポーネントのカスタマイズについて ................................................................................  386
テキスト、色および画像のカスタマイズ .......................................................................................  387
プロセス・ステータス用に色、状態、アクションをカスタマイズ ..........................................................  390
分散パターンの作成 ...............................................................................................................  392
分散パターンの例 ...................................................................................................................  393
プランナのための指示の作成 ..................................................................................................  394

レポートのカスタマイズ
Planningには、フォームのPDFレポートのレイアウトおよびコンテンツ、フォームの定義、タスク・リストおよびプランニ
ング・ユニットを制御するテンプレートが含まれています。テンプレートはそのまま使用できます。また、カスタマイズし
て会社のロゴ、網掛けや、ページ・サイズ、向き、フォント、フォント・サイズ、ヘッダー、ヘッダー用に使用するページの
割合、1ページ当たりのデータ列数および精度などの機能に対する特別なフォーマットもカスタマイズできます。

レポートをカスタマイズするには、Microsoft Office Word 2000以降およびOracle Business Intelligence
Publisherデスクトップをインストールし、構成する必要があります。そうすると、WordのBI Publisherメニューでサ
ンプル.XMLファイルを使用してレポートの情報を更新できるようになります。また、Word機能を使用してフォーマット
をカスタマイズできます。.RTFファイルに適切な名前を付けて保存し、それをクラスパスまたはHspJS.jarファイル
に入れることでテンプレートを使用可能にすることができます。

対応するサンプルやテンプレート・ファイルを使用して4つのレポート・ファイルをカスタマイズできます。レポートの作
成に関する情報は、関連トピックを参照してください。

レポート・タイプ サンプル・ファイル名 テンプレート名 関連トピック

フォーム PlanningFormSample.xml PlanningFormTemplate.rtf  154ページの単一のフォームの作
成を参照してください。

フォームの定義 PlanningFormDefSample.xml PlanningFormDefTemplate.rtf 185ページのフォーム定義の印
刷を参照してください。
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レポート・タイプ サンプル・ファイル名 テンプレート名 関連トピック

タスク・リスト PlanningTaskListSample.xml PlanningTaskListTemplate.rtf『Oracle Hyperion Planningユー
ザー・ガイド』を参照してください。

プランニング・ユニットの注釈 PlanningPUAnnotationSample.xmlPlanningPUAnnotationTemplate.rtf 249ページのプランニング・ユ
ニットの注釈の印刷を参照してく
ださい。

このトピックでは一般的な手順を提供します。手順の詳細は、WordおよびBI Publisherでインストールされたマ
ニュアルを参照してください。BI Publisherインストール・ガイドおよびユーザー・ガイドは次の場所にあります。

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

BI Publisherデスクトップをインストールするには:
1. 次の場所から最新バージョンのBI Publisherデスクトップをダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

レポートをカスタマイズするには、BI Publisherデスクトップのみをインストールする必要があります。BI
Publisherは必要ありません。

2. ZIPファイルをドライブに保存して、「フォルダ名を使用」を選択して抽出します。
3. すべてのMicrosoft Officeアプリケーションを閉じます。
4. ZIPファイルを抽出したディレクトリへナビゲートし、setup.exeアプリケーションをダブルクリックします。
5. BI Publisherのインストール・ウィザードの手順に従い、デフォルトの設定で基本インストールを実行します。

レポートをカスタマイズするには:
1. デフォルトでproducts/planning/libにインストールされたPlanning HspJS.jarファイルを開き、サンプ

ル・ファイルおよび対応するテンプレート・ファイルを抽出します。

たとえば、タスク・リストのレポートをカスタマイズする場合には、PlanningTaskListSample.xmlおよ
びPlanningTaskListTemplate.rtfを抽出します。

2. サンプルおよびテンプレート・ファイルを後で開く場所へ保存します。
3. Microsoft Wordで、カスタマイズするレポートの.RTFテンプレート・ファイルを開きます。

たとえば、タスク・リストのレポートならPlanningTaskListTemplate.rtfテンプレート・ファイルを開きます。
4. Microsoft WordのOracle BI Publisherメニューから、「データ」、「サンプルXMLデータのロード」と選択し、レ

ポート用のサンプル・ファイルを開きます。

タスク・リストのレポートの場合は、PlanningTaskListSample.xmlサンプル・ファイルを開きます。

WordでBI Publisherメニューが表示されない場合は、テンプレート・ビルダー・ツールバーを選択します。(た
とえば、「表示」、「ツールバー」、テンプレート・ビルダーの順に選択します。)『Oracle Business Intelligence
Publisherユーザーズ・ガイドリリース』を参照してください。

5. Wordメニューを使用してテンプレートをカスタマイズします。

たとえば、グラフィックや更新したフォントが使用できます。こうしたタスクに関するサポートはWordマニュアル
を参照してください。

6. オプション: レポートのフィールドを更新するには、WordのBI Publisherメニューを使用してサンプル・ファイル
からフィールドを追加します。

たとえば、「Oracle BI Publisher」、「挿入」、「フィールド」の順に選択し、「フィールド」ダイアログ・ボックスの
フィールドをクリックして、テンプレートへフィールドをドラッグします。

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html
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こうしたタスクに関するサポートは、BI Publisherマニュアルを参照してください(Wordでは、「Oracle BI
Publisher」、「ヘルプ」の順に選択します。Oracle Business Intelligence Publisherでは、「ヘルプ」をク
リックしてオンライン・ヘルプを表示させます)。

7. カスタマイズが終了したら、「Oracle BI Publisher」、「テンプレートのプレビュー」の順に選択し、変更内容をプ
レビューするためのフォーマットを選択します。あらゆるフォーマットでプレビューできます。クローズ・ボックスをク
リックしてプレビュー・ファイルを閉じます。

8. テンプレート・ファイルで「名前を付けて保存」を選択し、テンプレートを表から適切なファイル名を付けて.RTF
ファイルで保存します。

たとえば、タスク・リストのレポートをカスタマイズしている場合は、ファイル
をPlanningTaskListTemplate_Custom.rtfとして保存します。

テンプレート・タイプ ファイル名

すべてのフォーム PlanningFormTemplate_Custom.rtf

特定のフォーム PlanningFormTemplate_Data_Form_Name

たとえば、「収益」と名付けたフォームへテンプレートを適用させるに
は、PlanningFormTemplate_Income.rtfとしてテンプレートを保
存します。

フォームの定義 PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf

タスク・リストのステータス・レポート PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf

プランニング・ユニットの注釈レポート PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

テンプレート・ファイルは、Webアプリケーション・サーバーで利用できるように、クラスパスの場所に保存する必
要があります。テンプレート・ファイルをルート・レベルのHspJS.jarファイルに挿入します(テンプレート・ファイル
と同じレベル)。

9. ユーザーがPlanningでPDFレポートを作成する場合、カスタム・テンプレートが利用できるようにアプリケーショ
ン・サーバーを再起動します。

Planningツール・ページのカスタマイズ
管理者は、プランニング・データの分析、追跡およびレポートに一般的によく使用されるツールへのリンクを追
加することでPlanningツール・ページをカスタマイズできます。Planningユーザーはその後、「ツール」メニュー
からPlanningリンクを開き、リンクをクリックしてブラウザの2番目のウィンドウでページを開くことができま
す。 286ページのカスタム・ツールの指定を参照してください。

カスケード・スタイルシートのカスタマイズ
Planningでは、Planningの外観を制御するユーザー・インタフェース(UI)を定義するときにカスケード・スタイル・
シートが役に立ちます。Planningカスケード・スタイル・シートをカスタマイズしてニーズを満たすことができます。一般
的なスタイル・シートのカスタマイズには次のものがあります。

• 強調や色分けのためのフォント色の変更
• 特定のUI要素のバックグラウンド色の調整
• 企業のロゴを挿入
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カスケード・スタイル・シートをカスタマイズする前に、カスケード・スタイル・シートの基本知識とスタイル・シートのエ
ディタ・ツールに精通している必要があります。設定の一部は製品の表示に必要になります。

カスケード・スタイル・シートへの変更はWebアプリケーション・サーバー上で実行されるので、接続しているすべての
ユーザーに影響します。スタイル・シートはデフォルトのディレクトリにはなく、Webアプリケーション・サーバーによって
実行時にファイルが一時的な場所に抽出されます。Webアプリケーション・サーバーのどこでこれらのファイルを探す
かについては、 383ページのカスケード・スタイルシート・ファイルの場所を参照してください。

Planningでは、2つのカスケード・スタイル・シートが主に使用され、1つは複数のOracle製品に共通するWeb UI
要素を定義するグローバル・シート、もう1つはPlanning専用のシートです。グローバル・カスケード・スタイル・シート
はglobal.cssという名前です。次の表ではglobal.cssファイルの主なセクションをリストするとともに、Oracleが
カスタマイズしないように推奨しているセクションを示します。

表91 global.cssファイルの主なセクション

カスタマイズ可能なセクション カスタマイズしないように推奨しているセクション

非ナビゲーション・スタイル Tadpoleメニューバー

Tadpoleメニュー・アイテム

メニュー・スタイル(順序も重要です)

Tadpoleマストヘッド Tadpole最小化したマストヘッド

Tadpoleコンテンツ領域 Tadpoleツールバー

Tadpoleログオン・スタイル Tadpoleビュー・ペイン

タブ

タブ・アンカー・タグ

タブ本体

Tadpoleツリー

タスク・タブ

Task Tab Body

 

Groupbox

Groupboxアンカー・タグ

 

ボタン

HTMLでのボタン描画

ボタン・タグの使用

インプット・タグの使用

 

カスケード・スタイルシートをカスタマイズするには:
1. HyperionPlanning.earファイル、HyperionPlanning.warファイルの順に一時的な場所に抽出します。

 383ページのカスケード・スタイルシート・ファイルの場所を参照してください。
2. HspCustom.cssファイル(HyperionPlanning.warが抽出された一時的な場所のcustomディレクトリの下)

を探します。
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3. HspCustom.cssをカスタマイズし、HyperionPlanning.earに保存します。
4. 変更が適用されるようにするには、再デプロイする必要があります。

すべてのPlanningWebページは、HspCustom.cssファイルを参照し、ここで設定された設定内容
はglobal.cssおよびplanning.cssの設定を上書きします。

フォーム内のスタイルをカスタマイズして、行や列の軸でメンバーの階層位置に反映させる方法
は、 384ページのフォームの行および列メンバーのスタイルのカスタマイズを参照してください。

カスケード・スタイルシート・ファイルの場所
Planningのカスケード・スタイル・シートは、WebLogicによって実行時に一時的な場所に抽出さ
れます。これらのファイルを変更するユーザーは、更新を行う前にHyperionPlanning.earファイ
ル、HyperionPlanning.warファイルの順に一時的な場所に抽出する必要があります。スタイル・シートに
加えられた変更をHyperionPlanning.warファイル(HyperionPlanning.earの一部)に再度追加してか
ら、HyperionPlanning.earを再デプロイする必要があります。

カスケード・スタイル・シートの変更
Oracleカスケード・スタイル・シートを操作する場合:

• 変更前にオリジナル・バージョンをコピーしてすぐにアクセスできるようにします。
• 複数製品に使用できる一般的なスタイルはglobal.cssにあります。
• 独自のスタイルが要求される製品用のスタイルはproductname.cssにあります。
• ユーザー・インタフェース・コントロールの一部はサードパーティ製のコンポーネントです。サードパーティ・コントロール

のスタイル変更にはすべての関連ファイルの変更が要求されます。
• パディング、枠線、テキスト、垂直整列、位置および余白を含むレイアウトに影響を与えるスタイルの変更は避けま

す。
• 色の変更はフォントの色に影響します。背景の変更はボタンなどの要素の色に影響します。
• ハイパーリンクのテキストの色を変更する場合は、ハイパーリンク・スタイル(「a:link」、「a:hover」およ

び「a:visited」)を使用します。
• ツールバーのボタンの変更は製品のすべてのボタンの変更が要求される場合があります。
• ツールバーのボタンは紺色の背景で正確に表示されます。

カスタマイズの例
サブトピック
• コンテンツ領域の色を変更
• ハイパーリンクとアクセスしたハイパーリンクの色を変更

この項では一般的なカスタマイズについて説明します。
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コンテンツ領域の色を変更
global.cssファイルのTadpole Logon Stylesセクションを編集することで、ページ右側のコンテンツ領域の背景
色を変更できます。次の表では、デフォルトの色を白に変更するためのファイルの編集方法を表示しています。

表92 コンテンツ領域の色を変更

コンテンツ領域のデフォルト背景 コンテンツ領域の白の背景

.content table.content {

background: #e5eaef;

}

.content table.content {

background: #ffffff;

}

ハイパーリンクとアクセスしたハイパーリンクの色を変更
global.cssファイルのNon-Navigation Stylesセクションを編集することでハイパーリンクの色を変更できます。
次の表ではデフォルトの色を赤に変更するための編集方法を表示しています。

表93 ハイパーリンクとアクセスしたハイパーリンクの色を変更

黒いハイパーリンクと参照したハイパーリンク 赤いハイパーリンクと参照したハイパーリンク

a:link, a:visited {

color: #000000;

}

.content table.content {

background: #ff0000;

}

フォームの行および列メンバーのスタイルのカスタマイズ
行や列のメンバー・レベルのスタイルは、フォームの階層位置によって様々に異なりますが、これらのスタイルを含む
フォームは、Planningカスケード・スタイルシートをカスタマイズして表示できます。

注意:

• ADFモードでは、planning.cssを変更しても何も影響しません。
• カスタマイズされたスタイルはフォームに表示されたディメンションに関係なく適用されます。
• 行のテキスト配列はサポートされていません。
• スタイルはメンバーの表示された階層レベルが基になっており、Essbaseの関係が基になる必要はありません。
• 行に大きなフォント・サイズを設定すると行の配列に影響を及ぼします。
• カスタマイズされたスタイルは、フォームがPDFファイルへ印刷される場合には反映されません。

行および列メンバーのスタイルをカスタマイズするには:
1.  381ページのカスケード・スタイルシートのカスタマイズの手順に従ってplanning.cssファイルを変更しま

す。
2. planning.cssファイルで、次のヘッダー・タグをカスタマイズします。
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表94 Planning.cssファイルのヘッダー・タグ

行 列

rowHeader_0 columnHeader_0

rowHeader_1 columnHeader_1

rowHeader_2 columnHeader_2

rowHeader_3 columnHeader_3

rowHeader_4 columnHeader_4

タグ「rowHeader_0」および「columnHeader_0」は一番低いレベルのクラスに影響します。タグ「rowHeader_4」お
よび「columnHeader_4」は一番高いレベルのクラスに影響します。レベル4以上のメンバーはレベル4スタイルで表
示されます。

フォームでのヘッダー・セルのスタイルのカスタマイズ
サブトピック
• すべてのフォームへの太字の適用
• 1つのフォームへの太字の適用

すべてのフォームへの太字の適用
すべてのフォームに太字スタイルを適用するには:

1. HyperionPlanning.war\customから、HspCustom.cssを開きます。
2. 次のクラス・コードを挿入します: customheaderStyleFont-family:<font>;Font-size:<size>;Font-

weight:bold;
3. 同じコード部分でフォントとフォント・サイズも変更できます。

たとえば、太字のGaramond 14をヘッダー・セルのスタイルとして使用する場合は、次のように指定します:

customheaderStyleFont-family:garamond;Font-size:14;Font-weight:bold;

4.  386ページのカスタマイズしたスキンの登録で、タスクを実行します。

1つのフォームへの太字の適用
1つのフォームに太字を適用するには:

1. 次の問合せを実行して、カスタマイズするフォームのIDを決定します。ここで、<FORM_NAME>がフォームの
名前です: Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where
object_name like ‘<FORM_NAME>‘

たとえば、「1.30 Per Payor - Metrics」というフォームを変更する場合は、次の問合せを実行します: Select
object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name

like "1.30 Per Payor-Metrics"

2. IDが戻されたら、次のフォーマットでHspCustom.cssにcssクラスを作成しま
す。“customheaderStyle_<FORM_ID>"
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3. 次に示すように、customheaderStyleでfont-weightをboldに設定します。フォントとフォント・サイズをコー
ドと同じ部分に変更することもできます。customheaderStyle Font-family:customheaderStyleFont-
family:<font>;Font-size:<size>;Font-weight:bold;

4. 個々のフォームに異なるスタイルを使用するには、各フォームのCSSクラスを作成します。
5.  386ページのカスタマイズしたスキンの登録で、タスクを実行します。

スキンをカスタマイズしてコンポーネントを追加
既存のスキンをカスタマイズしてコンポーネントを追加するには:

1. trinidad-skins.xmlという名前でファイルを作成し、次のコードを挿入します: <skins
xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/skin><skin><id>HspCustom.desktop/

<id><family>HspCustom</family><extends>blafplus-rich.desktop</extends><render-kit-

id>org.apache.myfaces.trinidad.desktop</render-kit-id><style-sheet-name>custom/

HspCustom.css</style-sheet-name></skin></skins>

2. このコードで次のように指定します:
• family - 新しいスキンの名前
• style-sheet-name - スタイル・セレクタを含むカスタムcssファイル
• extends - 変更中のスキン

3. 必要なスタイル・セレクタを上書きします。
4.  386ページのカスタマイズしたスキンの登録で、タスクを実行します。

カスタマイズしたスキンの登録
変更したスキンをアプリケーションに登録するには:

1. 更新したスキン・ファイルをHyperionPlanning.earに追加します。
2. trinidad-skins.xmlをHyperionPlanning.war\“WEB-INF\に置きます。
3. 新しいHspCustom.cssをHyperionPlanning.war\customにコピーし、既存のcssファイルを置き換えます。
4. 更新した.earファイルをEPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer

\InstallableAppsにコピーします。
5. アプリケーション・サーバーに再デプロイします。
6. アプリケーション・サーバーを再起動し、ブラウザキャッシュをクリアします。
7. Planningで、「管理」、「アプリケーション」、「プロパティ」の順に選択します。
8. SKIN_FAMILYという新しいアプリケーション・プロパティを作成します。
9. HspCustomなど、カスタム・スキンを参照するようにプロパティ値を設定します。
10. ログアウトした後に再びログインします。

ADFコンポーネントのカスタマイズについて
ADFでコンポーネント・スキンのスタイル・セレクタを使用すると、UIコンポーネントの表示形式をカスタマイズできま
す。スタイルシート・ルールには、要素を指定するスタイル・セレクタと、コンポーネントの表示形式を指定する一連の
スタイル・プロパティが含まれます。ADF Facesコンポーネントには、次のカテゴリのスキン・スタイル・セレクタがあり
ます:
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• グローバル・セレクタ: 複数のADF Facesコンポーネントのスタイル・プロパティを決定します
• コンポーネント・セレクタ: コンポーネント固有のセレクタはスキンを特定のADF Facesコンポーネントに適用できる

セレクタです

スタイル・セレクタの詳細は、次を参照してください:

• http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm
• http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/index-092146.html
• http://docs.oracle.com/cd/E16764_01/web.1111/b31973/af_skin.htm

テキスト、色および画像のカスタマイズ
Planning Webインタフェースでは、テキスト、色および画像をカスタマイズすることができ、テキストをローカライズ
することもできます。

•  387ページのテキスト、色および画像のカスタマイズ
•  388ページの非ラテン言語でテキストをカスタマイズ
•  389ページのカスタマイズされたメッセージで制限されている文字

テキスト、色および画像のカスタマイズ
Planning Webインタフェースでは次のアイテムのテキスト、色、画像をカスタマイズできます。

• HspCustomMsgs_en.templateを使用するラベルとメッセージ
• HspCustomImgs_en.templateを使用するカスタマイズ可能な色と画像

ラベルを追加する場合は、HspCustomMsgsリソース・ファイルへラベルを追加する必要があります。たとえば、スマー
ト・リスト・エントリやメニュー・アイテムを追加する場合、ラベルをリソース・ファイルに含めます。アプリケーションが
ローカライズされている場合は、対応するリソース・ファイルを更新します。たとえば、アプリケーションを3言語にローカ
ライズするには、ラベルを3つのローカライズされたHspCustomMsgファイル(各言語コードがそれぞれのファイル名に
付けられる)すべてに追加し、翻訳された語句を含めます。注意:

• テキストやメッセージをカスタマイズする場合は特定の文字を避ける必要があります。 389ページのカスタマイ
ズされたメッセージで制限されている文字を参照してください。

• 色によっては名前があるものと、16進法やRGB値で表されるものがあります。
• Webアプリケーション・サーバーやオペレーティング・システムの種類によっては、画像ファイルの名前

とImagesディレクトリの名前で使用する大文字と小文字が区別される場合があります。
• Webインタフェースに追加された画像は、ImagesディレクトリのHspCustomImgs_en.propertiesを使用して保

管する必要があります。
• WebLogic 8.1が実行するサイレント・デプロイメントはEARおよびWARアーカイブからファイルを抽出しません。

カスタマイズ・ファイルは手動で抽出、変更およびアーカイブする必要があります。
• その他の画像タイプをカスタマイズするには、 381ページのカスケード・スタイルシートのカスタマイズを参照し

てください。
• 手順では、HspCustomMsgs_enファイルの英語メッセージのカスタマイズについて説明しています。アプリケーショ

ンをローカライズする際に、ファイルを適切な言語に更新してください。

http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/index-092146.html
http://docs.oracle.com/cd/E16764_01/web.1111/b31973/af_skin.htm
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テキスト、色、画像をカスタマイズするには:
1. HyperionPlanning.earファイルを一時的な場所に抽出した後、HspCustomMsgs_en.templateファイルお

よびHspCustomImgs_en.templateファイルを探します。

これらのテンプレート・ファイルは、HyperionPlanning.warファイルが抽出されたcustomディレクトリにありま
す。

2. HspCustomMsgs_en.templateおよびHspCustomImgs_en.templateをコピーし、一時的な場所へ貼り付け
ます。

3. HspCustomMsgs_en.propertiesおよびHspCustomImgs_en.propertiesファイルの名前を変更します。
4. HspCustomMsgs_en.propertiesおよびHspCustomImgs_en.propertiesのコンテンツを更新します。

HspCustomMsgs_en.propertiesの各ラインはカスタマイズ可能なテキスト・リソースを示していま
す。HspCustomImgs_en.propertiesの各ラインはカスタマイズ可能な色または画像リソースを示していま
す。

ラインはリソース、等号およびカスタマイズ可能なリソースの名前で始まります。ラインの最後に句読点を含める
必要はありません。改行はリソースの最後を示しています。

たとえば、HspCustomMsgs_en.propertiesファイルの次のラインを変更することで、ツール・メニューのラベ
ルを「Tools: Analyze and Report」から「Tools: Additional Resources」へ変更できます:

LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Analyze and Report

先:

LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Additional Resources

5. 更新されたファイルを保存してHyperionPlanning.earに追加し、そのファイルを次の場所にコピーして、変更
が適用されるように再デプロイを実行します:

EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer\InstallableApps\Common

\HyperionPlanning.ear\HyperionPlanning.war\WEB-INF\classes\

6. Webアプリケーション・サーバーを停止して、再起動します。

HspCustomMsgsファイルのビジネス・ルールの計算に関するエラー・メッセージのカスタマイズについて
は、 202ページのエラー・メッセージのカスタマイズを参照します。

非ラテン言語でテキストをカスタマイズ
Planning Webインタフェースのテキストを非ラテン言語にカスタマイズするに
は、HspCustomMsgs_en.templateファイルを更新します。この例では、ファイルをロシア語に更新する方法を示し
ます。

HspCustomMsgs_en.templateをカスタマイズするには:
1. /customディレクトリでHspCustomMsgs_en.templateを探します。
2. ロシア語など、特定の言語にラベルをカスタマイズしている場合は、HspCustomMsgs_ru.sourceな

ど、.source拡張子を使用するようにテンプレート・ファイルの名前を変更します。
3. HspCustomMsgs_ru.sourceなど、その言語のソース・ファイルをレビューして、ファイルのどのラベルをカスタ

マイズする必要があるかを判断します。そのラベルの翻訳を.sourceファイルに追加し、その他のすべてのラベ
ルを除去し、ファイルを保存します(カスタマイズが必要なのは、このファイル内のラベルのみです)。
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4. 次のいずれかを実行します:

• ロシア語、日本語、韓国語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語などの言語では、 389ページのス
テップ 5に進んで、Javaプロパティ・ファイルを作成します。

• デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ブラジル・ポルトガル語、スウェーデン語などの
Latin1言語では、.sourceファイル(HspCustomMsgs_ru.sourceなど)を.properties拡張子付きで保
存して(HspCustomMsgs_ru.propertiesなど)手動でプロパティ・ファイルを作成します。

5. この手順を完了して、native2asciiプログラムを使用し、ソース文字列をUnicode文字列に変換
し、HspCustomMsgs_ru.propertiesなど、その言語用のカスタム・プロパティ・ファイルを作成します。このプ
ログラムを使用するには、ロシア語用のCp1251など、その言語用のエンコードを入力する必要があります。使
用方法:

native2ascii [-encoding language_encoding] [inputfile_name[outputfile_name]]

表95 言語エンコード・パラメータの例

言語 エンコード・パラメータ

ロシア語 Cp1251

トルコ語 Cp1254

日本語 SJIS

簡体字中国語 EUC_CN

繁体字中国語 Big5

韓国語 EUC_KR

a. Sun JDKに含まれているnative2asciiプログラムがインストールされていることを確認し、このプログラ
ムへのインストール・パスを記録します。一部のアプリケーション・サーバーは、このプログラムを自動的にイ
ンストールします。このプログラムがインストールされていない場合は、JDKをインストールしてください。

b. コマンド・プロンプトを開きます。
c. native2asciiプログラムへのパス、言語エンコード・パラメータ、作成するソースおよびターゲット・ファイル

の名前を順に入力します。例:

C:\j2sdk1.4.2_15\bin\native2ascii -encoding Cp1251 HspCustomMsgs_ru.source

HspCustomMsgs_ru.properties

6. HyperionPlanning.earファイルを一時的な場所に抽出します。
7. プロパティ・ファイル(HspCustomMsgs_ru.propertiesなど)を、HyperionPlanning.warが抽出され

たcustomディレクトリにコピーします。
8. HyperionPlanning.earを再作成し、earファイルをEPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning

\AppServer\InstallableApps\Commonに配置します
9. 抽出元の\HyperionPlanningを一時的な場所から削除します。
10. Planningを再起動します。
11. Webアプリケーション・サーバーを再起動します。

カスタマイズされたメッセージで制限されている文字
ビジネス・ニーズに合わせてテキスト文字列を変更できます。テキスト文字列の使用方法によってまたは文字列が
JavaもしくはJavaScriptで生成される場合などによっては、カスタム・メッセージにエラーが生じる可能性のある文
字の使用は避けてください(ほとんどの場合、テキスト・メッセージはJavaによって生成され、ポップアップ・ボックス
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およびボタンの一部はJavaScriptによって生成されています)。たとえば、次の文字列をJavaScriptのコール内に追
加すると、JavaScriptは二重引用符を解析できないことから、エラーが生じます。

someJavaScript(“<%= HspMsgs.SOME_RESOURCE %>”);

カスタム・メッセージでは次の文字を使用しないことをお薦めします。

• 一重引用符
• 二重引用符
• 円記号(バックスラッシュ)
• スラッシュ

プロセス・ステータス用に色、状態、アクションをカスタマイズ
次のカスタマイズの手順では、リレーショナル・データベースの管理および操作方法の知識が必要になります。

•  390ページの色のカスタマイズ
•  391ページの状態のカスタマイズ
•  391ページのアクションのカスタマイズ

色のカスタマイズ
デフォルトでは、プランニング・ユニットのステータス(「レビュー中」や「初回パス」など)は黒で表示されます。各ス
テータスの状態はカスタマイズして別の色で表示できます。使用可能な色は、ブラウザで認識されるすべての名前
付きの色です。サポートされる名前付きの色は、Microsoft Webサイトを参照してください。

プロセス・ステータスの状態の色についての情報は、「COLOR」列内の「HSP_PM_STATES」表にあります。リレーショナ
ル・データベースに対して、色値を変更する文を実行する必要があります。

色のカスタマイズが終了したら、Webアプリケーション・サーバーを再起動します。

例: SQLリレーショナル・データベース

次の問合せを実行し、使用可能なすべてのプロセス・ステータスの状態と現在の色設定をリストします: select *
from hsp_pm_states

これにより、state_id、プロセス・ステータスの状態および色が戻されます。デフォルトの色値は、黒に変換され
る<NULL>になっています。

変更するプロセス・ステータスの状態のstate_idをメモしてから、次の問合せを実行します:

UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR = 'new color' WHERE STATE_ID = state_id

次のSQL文を実行し、「初回パス」プロセス・ステータスの状態色を緑に変更します:

UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR='GREEN' WHERE STATE_ID=1
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注：

Oracleリレーショナル・データベースには、COMMIT;コマンドを発行しトランザクションをコミットしま
す。

状態のカスタマイズ
次のプロセス・ステータスの状態のプリセットをカスタマイズできます。

• 未開始
• 初回パス
• レビュー中
• 固定済
• 配分済
• サインオフ済
• 未サインオフ
• 承認済

プロセス・ステータスの状態についての情報は、「HSP_PM_STATES」表内の「NAME」列にあります。リレーショナル・
データベースに対して、状態値を変更する文を実行する必要があります。

例: SQLリレーショナル・データベース

次の問合せを実行し、使用可能なすべてのプロセス・ステータスの状態と現在の名前をリストします:

select * from hsp_pm_states

これにより、state_id、プロセス・ステータスの状態および色が戻されます。

変更するプロセス・ステータスの状態のstate_idをメモしてから、次の問合せを実行します:

UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME = 'NewName' WHERE STATE_ID = state_id

次のSQL文を実行し、「承認済」プロセス・ステータス状態名を移動済に変更します:

UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME='PROMOTED' WHERE STATE_ID=1

注：

Oracleリレーショナル・データベースには、COMMIT;コマンドを発行しトランザクションをコミットしま
す。

アクションのカスタマイズ
次のプロセス・ステータス・アクションのプリセットをカスタマイズできます。
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• 作成
• 開始
• 上位へ移動
• 送信、最上位に送信
• 除外
• 拒否
• 承認
• 委任
• 所有権の取得
• 固定、固定解除
• 配分、子の配分、所有者の配分
• サインオフ
• 再度開く

プロセス・ステータス・アクションについての情報は、「HSP_PM_ACTIONS」表内の「NAME」列にあります。リレーショナ
ル・データベースに対してアクション値を変更する文を実行する必要があります。

例: SQLリレーショナル・データベース

次の問合せを実行し、使用可能なすべてのプロセス・ステータスのアクションと現在の名前をリストします:

select * from hsp_pm_actions

これにより、action_idおよびプロセス・ステータス・アクションの名前が戻されます。

変更するプロセス・ステータスのアクションのstate_idをメモしてから、次の問合せを実行します:

UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME = 'NewName' WHERE ACTION_ID = action_id

次のSQL文を実行し、「承認」プロセス・ステータス・アクション名を「承認」に変更します:

UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME='ACCEPT' WHERE ACTION_ID=1

注：

Oracleリレーショナル・データベースには、COMMIT;コマンドを発行しトランザクションをコミットしま
す。

分散パターンの作成
SQLを理解している管理者は、HSP_SPREAD_PATTERNデータベース表へ追加することで「グリッド分散」および「一
括割当て」ダイアログ・ボックスからアクセスできるカスタム分散パターンを作成できます。

カスタム分散パターンを追加するには:
1. HSP_SPREAD_PATTERNデータベース表を開きます。
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2. 名前に行値を入力し親セルから値をどのように分散するか示します。

表96 HSP_SPREAD_PATTERN表

列 説明

NAME - VARCHAR (80)

UNIQUE NOT NULL

内部名(非表示)

LABEL - VARCHAR (80)

NOT NULL

ユーザー・インタフェースに表示されるリソース・ファイルの
文字列IDを参照します。文字列リソースが作成されていな
い場合、LABEL文字列識別子がかわりに表示されます
("Label_Spread_445"など)。

PATTERN

VARCHAR (255)

NOT NULL

スペース区切り、1つ以上の要素、255文字まで:

• 数字: たとえば、親値を均等に子に分割するように指定
する場合は1を指定します。

• !: ロック。パターン要素として"!"が付いているセルの値は
変更しないでください。

• P: 親値が分散されます。子は親が受け取る値と同じ値
を受け取ります。

• *: 後に続く要素を繰り返します。すべてのセルで1を繰り
返すには1*を使用し、適用パターンの残りスペースを埋
めます。パターン内で要素の一部として*がない場合、特
定要素のかわりにすべてのパターンがそのまま繰り返さ
れます。パターンには*のみを含ませることはできません。
また、1つの要素のみに*が付けられます。たとえば、1 2*
3は許可されますが、1 2* 3*は許可されません。

3. 表を保存して閉じます。

新しいパターンは、分散オプションとして「グリッド分散」および「一括割当て」ダイアログ・ボックスに表示されま
す。

『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガイド』および 393ページの分散パターンの例も参照してください。

分散パターンの例
3つの子セルが分散に影響されているフォーム・セルと仮定します。パターンがどのように3つの子値に適用されるか
の例をあげます。

表97 適用された分散パターンの例

  セル   

パターン セル1 セル2 セル3 説明

4 4 5 4 4 5 新しい値は4 4 5パ
ターンを使用してレベ
ル0メンバーに分散さ
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  セル   

れました。たとえばQ1
から13を設定する場
合、値は次のように分
散されます。

1月=4

2月=4

3月=5

1 1 1 1 1は1*と同じです。こ
のフロー分散タイプで
は値がない場合に、フ
ローがどのように分散
を比例させるかを表
します。親値は子セル
の数である3で分割さ
れ、それぞれの子セル
に均等に分散されま
す。

P P P P 各子セルは親の値を
受け取ります。これは
分散というよりもパ
ターンのコピーです。

!* P ! ! P BALANCEタイプの
分散に等しくなります。

P !* P ! ! FIRSTタイプの分散
に等しくなります。

1 2 1 1 2 1 曲線面タイプの分散
に類似します。

0 1 0 0 1 0 最初と最後の子セル
は分散値0を受け取
り、真中の子セルは親
値を受け取ります。

プランナのための指示の作成
Planningの機能を使用して、管理者はプランナの作業ガイドとなる独自の指示を作成することができます。

• フォームを作成する際「説明」テキスト・ボックスに明示的な指示を作成します。たとえば「収益所得を予測するに
はこのフォームを選択します」などです。 186ページのフォームの編集を参照してください。

• タスク・リストおよび個々のタスクに関する明示的な指示を指定します。たとえば、「一般支出を配賦するにはこの
タスク・リストを使用します」または「電話代を配賦するにはこのタスクを選択します」などです。
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• フォームのオプションを設定する際に、「セル・レベルのドキュメントの使用可能」オプション( 155ページのフォー
ム・レイアウトの設定を参照)を選択し、セルをEPM Workspaceのドキュメントにリンクします。このドキュメント
には、Webサイトでも任意のファイル・タイプでも指定できます(.XLSや.PDFファイルなど)。たとえば、組織にお
ける1月の電話代について仮定を説明するドキュメントをセルに関連付けることができます。『Oracle Hyperion
Planningユーザー・ガイド』を参照してください。

• 次のタイプのタスクを作成します。
○URL: URLを開きます。たとえば、最新の予測に関する仮定を示している経理部門の内部Webサイトにリンク

します。
○記述的: 指示を表示します。たとえば、「この期間に出張がある場合、財務担当者に連絡番号を報告してくださ

い」などです。
• 実行時プロンプトの説明的なテキストを作成します。たとえば、「プロジェクトを選択」、「四半期に予想される顧客

訪問数を入力」、「次月に予想される収益の変化率は?」のように具体的で、必要なデータの種類をユーザーに伝え
る内容にします。 192ページのビジネス・ルールのプロパティの設定を参照してください。

• ブロードキャスト・メッセージを使用して、現在アプリケーションにログオンしている全プランナに指示を送信します。
たとえば、「予測の改訂はすべて週末が期限です」などのメッセージをブロードキャストします。 76ページのブロード
キャスト・メッセージの使用方法を参照してください。
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14
トラブルシューティング

この項の内容：
計算スクリプトが長すぎるか複雑すぎる .....................................................................................  397
メンバーが見つからない ...........................................................................................................  398
要求が処理できない ............................................................................................................... 398
ユーザーによる変更の競合 .......................................................................................................  399
バージョンのコピー・エラー ........................................................................................................  399
通貨換算計算スクリプトの失敗 ................................................................................................  400
フォームのエラー・メッセージ ...................................................................................................... 400
データベースが別の管理者によってロックされる ...........................................................................  401
500 Errorメッセージ ..............................................................................................................  401
暗黙的な共有の問題 ..............................................................................................................  401
日付値を入力する場合の無効な値 ...........................................................................................  403
データベースの管理エラー ........................................................................................................  403
最大数のアプリケーションがすでに接続されているか、データベースがロックされている .......................  404
WebLogic Serverパラメータの最適化 .....................................................................................  405
Windowsネットワーク・パラメータの最適化 .................................................................................  406
Planningでの復元アプリケーションの登録 ................................................................................  406
セッションのタイムアウト ..........................................................................................................  407
パフォーマンスが低い .............................................................................................................  407
ダイアルアップ接続でフォームを開くとパフォーマンスが低下する ....................................................  408
大きなフォームを開くとパフォーマンスが低下する .........................................................................  409
「アプリケーションを作成できません」エラー .................................................................................  409
アプリケーション・エラーがリフレッシュできない ............................................................................  410
ログオンできない ...................................................................................................................  410

トラブルシューティングの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成トラ
ブルシューティング・ガイド』を参照してください。

計算スクリプトが長すぎるか複雑すぎる

シナリオ:
「通貨換算の管理」ページを使用して、Webから起動し通貨換算するアプリケーション全体の計算スクリプトを生成
します。計算スクリプトを生成する際にエラー
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「計算スクリプトが長すぎるか複雑すぎます」

が表示される場合、計算スクリプトは64K制限を超えています。アプリケーションの通貨換算計算スクリプトにたくさ
んの期間(500など)があるとこのエラーが生じます。

解決策:
この問題に対処するには:

1. 計算スクリプトを1つのシナリオに制限します。

計算スクリプトの生成が成功した場合、最後の手順にスキップします。
2. それでもエラー表示がある場合、計算スクリプトを1つのレポートの通貨に制限します。

計算スクリプトの生成が成功した場合、2つのレポートの通貨を選択してみます。成功したらエラーが表示される
までレポートの通貨を追加していきます。そして最後の手順にスキップします。計算スクリプトが1つのレポートの
通貨で生成されない場合、アプリケーションから通貨の一部を除去します。

3. 「通貨換算の管理」ページを使用して、その他の小さめの通貨換算計算スクリプトを必要に応じて生成し、シナ
リオ、レポートの通貨、バージョンを含めます。

期間には非常に短い名前を付けることもできます。

メンバーが見つからない

シナリオ:
データベースのリフレッシュ中にエラー・メッセージ「メンバーxが見つかりません。」が表示されます。

解決策:
「データベースのリフレッシュ」ページから完全なデータベース・リフレッシュを(増分のリフレッシュのかわりに)実行しま
す。

要求が処理できない

シナリオ:
エラー・メッセージ「アプリケーションがリフレッシュ中です。要求を処理することができません。」がアプリケーション・
ユーザーに表示されます。アプリケーション・データベースの作成中またはリフレッシュ中は、アプリケーションの一部が
ロックされ、ユーザーは次の事項が変更できなくなります。
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• ディメンションまたはメンバー
• ユーザー
• グループ
• セキュリティ
• 別名
• 別名表
• 為替レート
• 年
• 期間

解決策:
データベースの作成またはリフレッシュが終了するのを待ちます。

ユーザーによる変更の競合

シナリオ:
データを変更する際に、エラー・メッセージ「別のサーバーでユーザーによって変更されたデータを変更しようとしていま
す。」が表示されます。

解決策:
データは現在別のサーバーのユーザーにより変更されています。しばらく待ってから再試行します。メッセージが引き続
き表示される場合、ページを閉じて再び開いてみます。それでもエラーになる場合はWebアプリケーション・サーバー
を再起動します。

バージョンのコピー・エラー

シナリオ:
多数のメンバーを選択して「バージョンのコピー」を使用した後、「指定の計算スクリプトの実行中にエラーが発生しました。

詳細を確認してください。」というエラー・メッセージが表示されます。Webアプリケーション・サーバーのログにメッセー
ジ「com.hyperion.planning.olap.HspOlapException: 計算スクリプトの長さが許可された最大長を超えていま

す。」が含まれます。
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解決策:
バージョンのコピーには計算スクリプトが使用され、Essbaseは計算スクリプトのサイズを64Kまでに制限していま
す。多数のメンバーをコピーしている間に制限に達する場合、バージョンのコピーは失敗する場合があります。これを
回避するには、バージョンのコピーでコピーするメンバーを少なく選択します。『Oracle Hyperion Planningユーザー・ガ
イド』および『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成トラブルシューティング・ガイ
ド』を参照してください。

バージョンのコピーの失敗を回避するには、正常にコピーできるメンバー数を予測します。スクリプトはメンバー名を
使用するため、メンバー数およびメンバー名の長さを考慮する必要があります。各メンバーが平均10文字だとする
と、6,400より少ないメンバーをコピーできます。また、スクリプトには計算スクリプト・コマンドや各メンバー名に対する
カンマなどの構文文字が含まれます。500文字の長さの計算スクリプト・コマンドと仮定する場合、次の式が使用で
きます:

(メンバー数 * メンバー名の長さの平均) + メンバー数 + 500 <= 64,000

通貨換算計算スクリプトの失敗

シナリオ:
計算スクリプトを確認する際、計算スクリプトのシナリオ、バージョン、メンバーまたは通貨が動的計算メンバーの場合
や、すべての勘定科目メンバーが動的の場合に、エラー・メッセージ「FIX文に動的計算メンバーを含めることはでき
ません。」が表示されます。

解決策:
「データベースの管理」ページで通貨換算計算スクリプトのシナリオ、バージョンおよび通貨を選択する際に、動的計
算メンバーを選択しないでください。また、少なくとも1つの勘定科目を「保管」に設定する必要があります。

フォームのエラー・メッセージ

シナリオ:
Essbaseタイムアウトの後にPlanningを最初に使う人が、フォームを開くのに失敗したというエラーを受け取る場合
があります。

解決策:
ユーザーは、「リフレッシュ」をクリックしてPlanningとEssbase間の接続を復元させます。
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データベースが別の管理者によってロックされる

シナリオ:
Planningアプリケーションが時々ロックされてしまうことがあります。これは、不正にアプリケーションを閉じることが
原因である場合があります。

解決策:
 75ページのアプリケーションのロック解除を参照してください。

500 Errorメッセージ

シナリオ:
ページのメンバー数(セキュリティ・フィルタを適用した後の、異なる製品のディメンションの組合せ)でJavaの実行に
メモリー不足が発生すると、フォームで500 ERRORメッセージが表示されます。

解決策:
Oracleは、ページ上の異なる製品のディメンションの組合せをできるだけ削減することをお薦めします。Javaにはデ
フォルトで128MBのメモリーが配分されていますが、サーバーには使用可能なメモリーがさらにあるので、Javaが使
用できるメモリー量を増大させる必要があります。一般的なルールとして、サーバーがPlanningのために設けられて
いる場合、サーバーRAMの75%をJavaに配分し、そうではない場合、25%から50%のRAMをJavaへ配分します。最
小メモリー設定は128MBにしてください。

手順については、『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成ガイド』のJVMメモ
リー割当ての増加に関する項を参照してください。

暗黙的な共有の問題

シナリオ:
暗黙的な共有関係のあるメンバーの場合、親と子が同じPlanningフォームに表示されると、親に入力された値のみ
が保持されます。次の例では、親と子の値は常に同じなため、PlanningによりParent AとChild 1間に暗黙の共有
関係が作成されます。これらの例ではすべてのメンバーが「保管」データ・タイプに設定されているものとします。

例1:
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         Parent A 
        Child 1 (+) 

   

例2:

         Parent A 
        Child 1 (+) 
        Child 2 (~) 
        Child 3 (~) 

   

ほとんどのPlanningアプリケーションはボトムアップ・アプリケーションなので、通常、親は読取り専用なため、データ
は子に入力されます。イベントの典型的なシーケンス:

1. フォームに子が、通常、親の上に表示されます。
2. 子に対し新規データが入力されます。
3. フォームが保存されます。保存操作では、フォームは左から右へ、上から下へ読み取られるので、子は最初に保

存されます。
4. 次に、保存操作はグリッド内の最後の値(一番下で一番右の値)を取り出しますが、暗黙的な共有のため、それ

により子の値は上書きされます。子に入力されたデータは破棄されます。

解決策:
Planningフォームの要件に応じて、これらの方法を使用して、暗黙的な共有を避けることができます。

• 親と子が同じフォームにある場合: 集約の子としてダミーのメンバーを追加します。ダミーのメンバーはアウトライン
に含まれますが、フォームでは使用されません。暗黙的な共有は親が集約の子のみを持つ場合には使用できませ
ん。

• ラベルのみの親の場合: 存在する集約の子の数にかかわらず、最初の子メンバーを含む暗黙的な共有が存在し
ます。この状況で暗黙的な共有を使用不可にするには、「ラベルのみ」ストレージ・タイプを変更するか、または同
じフォームに親と子を含めないようにします。

• 「共有しない」に設定できる親の場合: アプリケーションで必要な場合、親メンバーを「共有しない」ストレージ設定
に設定できます。「共有しない」親は、複数の集約の子を持つ「保管」親と同様に動作します。ただし、「保管」親と
は異なり、「共有しない」親は集約の実行後に、その子の集約された値のみを表示します。

注：

1つの子を持つ親の場合、デフォルトのストレージ・タイプの「保管」の使用(暗黙的な共有関係を
保持)は通常有利です。それにより、作成されるブロック数、データベース・サイズ、計算時間および
集約時間が削減されるからです。必要な場合にのみ、「共有しない」を使用してください。

暗黙的な共有の詳細は、『Oracle Essbaseデータベース管理者ガイド』を参照してください。
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日付値を入力する場合の無効な値

シナリオ:
フォーム・セルへ値を入力する際にエラーを受け取ります: 「無効な値を入力しました。再試行してください。」たとえ
ば、データ型が「日付」のセルへフォーマットされた日付値(12/8/2010など)を入力しようとするとこのエラーが表示
されます。

解決策:
ユーザーがセルへ入力するデータ型に応じて、Oracle Hyperion EPM Architectでそのデータ型のメンバー・ディメ
ンションをデータ型の評価順序の最初として設定します。

データベースの管理エラー

シナリオ:
データベースの管理エラーは8.3命名ルールが使用されない場合に発生します。アプリケーション・データベースが作
成またはリフレッシュされる場合、エラー・メッセージ「データベースの管理エラーが検出されました(開始 1060044)。
アウトラインを開けませんでした -2147218904」が表示される場合があります。

解決策:
データベースの管理エラーを解決するには、オペレーティング・システムの環境変数をリダイレクトする必要がある場
合があります。Essbaseでは、オペレーティング・システムのTempおよびTmp環境変数に対し8.3文字の命名ルー
ルが必要です。次の手順に従って命名ルールを確認し、必要に応じて変数を再び割り当てます。

ファイルの命名ルール
変更をする前に、Planningサーバーにログオンしていることを確認します。

次のようにWindows 2000の環境変数をチェックします。
1. Planningを閉じます。
2. Essbaseを閉じます。
3. Windowsのデスクトップで「マイ・コンピュータ」を右クリックします。
4. 「プロパティ」を選択します。
5. 「詳細」を選択します。
6. 「環境変数」を選択します。
7. ユーザー変数のTempとTmpの設定を、8.3命名ルールに変更します。
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例: C:\Temp
8. 開いて、アウトラインを開きます。
9. 閉じてPlanningを再起動します。
10. 「データベースの管理」ページでデータベースの作成またはリフレッシュを試行します。エラーが生じた場合、そ

の前の手順を繰り返しますが、今度はC:\tmpと呼ばれるフォルダも作成し、システム環境変数Tempおよ
びTmpをC:\tmpへ設定します。

エラーが続く場合、C:\tempにTempフォルダを作成します。前の手順を繰り返し、ユーザーの最初の変数、そし
てシステム変数をC:\temp\tempへリダイレクトします。それでもエラーが続く場合は、環境変数をC:\tempへリ
ダイレクトします。

注：

ユーザー変数およびシステム変数のTempとTmpの設定は独自のものである必要があります。
ユーザー変数およびシステム変数を同じフォルダへ設定しないでください。

最大数のアプリケーションがすでに接続されているか、データ
ベースがロックされている

シナリオ:
リレーショナル・データベースとしてDB2を使用しており、データベースを作成またはリフレッシュしようとすると次のメッ
セージのどちらかが表示されます。

• 「最大数のアプリケーションがすでに接続されています。」
• 「データベースがロックされています...」

MAXAPPLSパラメータの値はデフォルトで40に設定されています。

解決策:
MAXAPPLSパラメータの値を大きくして、許可されるアプリケーションの数を増やします。

MAXAPPLSパラメータの値を増やすには:
1. 「コントロール・センター」でデータベースを右クリックし、「パラメータの構成」を選択します。

または、DB2ウィンドウからもパラメータを設定できます。
2. 次のフォーマットを使用してMAXAPPLSパラメータを設定します。

db2 -v update db cfg for database name using MAXAPPLS n

db2 -v terminate
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database nameはリレーショナル・データベースの名前で、nは同時に接続できるアプリケーションの数になりま
す。たとえば、「Business」という名前のデータベースに対し同時に接続できるアプリケーションの最大数を100
にする場合は次のように指定します。

db2 -v update db cfg for Business using MAXAPPLS 100

db2 -v terminate

WebLogic Serverパラメータの最適化

シナリオ:
以下の状況がお使いの環境に当てはまる場合は、解決策に記載されているWebLogic Serverの設定を確認しま
す。

• アプリケーションのパフォーマンスが低下している。
•  83ページのパフォーマンスの最適化の解決策を試した。
• アプリケーションでWebLogic Serverを使用している。

解決策:
WebLogic Serverのパフォーマンス設定を調整するには:

1. WebLogic Server管理コンソールを開きます。
2. デプロイ済のPlanningアプリケーション、「構成」タブ、調整タブを選択し、次の値を設定します:

• サーブレット再ロード・チェック: -1

このオプションは、サーブレットが変更されたかどうかをWebLogic Serverが確認し、再ロードするのに必要
な秒数を設定します。値-1は確認しません。

• リソース再ロード・チェック: -1

このオプションは、リソースが変更されたかどうかをWebLogic Serverが確認し、再ロードするのに必要な秒
数を設定します。

• JSPページ・チェック: -1

このオプションは、JSPファイルが変更されたかどうかをWebLogic Serverが確認し、再コンパイルするの
に必要な秒数を設定します。

3. サーバーのプロパティを開き、調整タブ、ネイティブIOの使用可能の順に選択します。

このオプションを選択すると、WebLogic Serverがネイティブ・パフォーマンス・パックを確実に使用します。デ
フォルトでは、プロダクション・モードの場合、ネイティブ・パフォーマンス・パケットはconfig.xmlで使用可能で
す。

4. HTTPのアクセス・ログを無効にするには、サーバーのプロパティを開き、ロギングタブ、「HTTP」タブを選択
し、HTTPアクセス・ログ・ファイル使用可能を選択解除します。
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デフォルトでは、WebLogic ServerはHTTPアクセス・ログを使用可能にします。Web ServerはすでにHTTP
アクセス・ログを作成しているので、この手順で無効にします。

注意

HTTPアクセス・ログ・ファイルは要求の数に比例して増大します。ログの循環を適切に設定しな
いと、アクセス・ログ・ファイルは非常に増大し、ディスクを満杯にして、アプリケーションおよびオペ
レーティング・システムの停止を引き起こす可能性があります。このような状況が発生したら、ログ・
ファイルを削除するために、アプリケーション・サーバーを停止し、再起動する必要があります。

Windowsネットワーク・パラメータの最適化

シナリオ
Windowsシステムでネットワークのパフォーマンスが低下している。

解決策
Windowsオペレーティング・システムを調整してネットワーク・パフォーマンスを最適化します。

Windowsパフォーマンスを最適化するには:
1. Windowsのレジストリを開き、TcpTimedWaitDelayパラメータを30に設定します。

この手順はオペレーティング・システムが閉じたポートを再利用するための時間をデフォルトの設定の4
分(240秒)から減らします。このパラメータはHKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip

\Parametersにあります。

パラメータ名: TcpTimedWaitDelay
2. MaxUserPortパラメータを65534に設定します。

この手順は、アプリケーションで開くことのできるポートの数をデフォルトの5,000から増加させます。このパラ
メータはHKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parametersにあります。

パラメータ名: MaxUserPort

Planningでの復元アプリケーションの登録

シナリオ:
Planningアプリケーションを復元しましたが、EPM Workspaceから選択できません。
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解決策:
PlanningからShared Servicesにアプリケーションを登録します。

復元済のPlanningアプリケーションを、PlanningからShared Servicesに登録するには:
1. ブラウザで、EPM Workspaceの「ログオン」ページのURLを入力します
2. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspaceで、「ナビゲート」、「アプリケーショ

ン」、「プランニング」の順に選択します。Planningアプリケーションを選択します。プロンプト表示された場合
は、ログオン情報を入力します。

3. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
4. 「表示」で「拡張設定」を選択し、「実行」をクリックします。
5. 「Shared Servicesの登録」をクリックします。

セッションのタイムアウト

シナリオ:
ユーザーがログオフするのではなく、ブラウザを閉じてセッションを終了すると、一定期間を経てセッションがタイ
ムアウトになり、ユーザー名が統計ページから除去されます。セッションがタイムアウトになる前に、Webアプリケー
ション・サーバーでタイムアウト設定を修正することにより分数を変更できます。HyperionPlanning.earまた
はHyperionPlanning.warにあるweb.xmlファイルを変更します。

解決策:
次のようにセッションのタイムアウト設定を変更します。

1. HyperionPlanning.earまたはHyperionPlanning.warにあるweb.xmlファイルを開きます。
2. タイムアウト設定を変更し、変更を保存します。

たとえば、session-timeout設定の数字60を使用する分単位の時間に変更します。

タイムアウト設定を変更するには、Webアプリケーション・サーバーのドキュメントを参照してください。

パフォーマンスが低い

シナリオ:
全般的にパフォーマンスが低くなります。

解決策:
Planningリリース11.1.2.2のOracle Hyperion Planning新機能とReadmeの説明に従って、パフォーマンスを最適
化するために推奨される構成を使用していることを確認してください。
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ダイアルアップ接続でフォームを開くとパフォーマンスが低下す
る

シナリオ:
速度の遅いネットワーク接続(モデムなど)を使用してフォームを開くときに時間がかかります。

解決策:
フォームを開く場合、web.xmlファイルを変更することにより、ネットワーク帯域幅を増加できます。これで、Planning
サーバーからクライアントに送信されるデータ・ストリームが約90%圧縮されます。

注：

WebLogic (サポート対象のすべてのバージョン) Webアプリケーション・サーバーを使用する場
合、WebLogic特有の2番目の手順を完了します。他のWebアプリケーション・サーバーを使用する
場合は、最初の手順を完了します。

WebLogic以外のWebアプリケーション・サーバーのパフォーマンスを向上させるには:
1. HyperionPlanning.earまたはHyperionPlanning.warにあるweb.xmlファイルをテキスト・エディタで開き

ます。
2. タグ</description>とタグ<listener>の間に、次の行を挿入します。

    <filter>

      <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name> <filter-

class>com.hyperion.planning.HspCompressionFilter</filter-class>

      <init-param>

         <param-name>compressionThreshold</param-name>

         <param-value>2048</param-value>

      </init-param>

      <init-param>

        <param-name>debug</param-name>      <param-value>1</param-value>

      </init-param>

     </filter>

    <filter-mapping>

      <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
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        <url-pattern>/EnterData.jsp</url-pattern>

    </filter-mapping>

3. web.xmlファイルを保存します。

WebLogicを使用する場合、.earファイルを手動で変更し、Webアプリケーション・サーバーにデプロイしなおす必要
があります。

WebLogicアプリケーション・サーバーでは次のようにパフォーマンスを改善します。
1. HyperionPlanning.earファイルを、たとえば/earで解凍します。
2. /earのHyperion.warから/warに解凍します。
3. テキスト・エディタで、/war/WEB-INF/web.xmlを開き、前の手続きの手順2の手順に従って変更します。
4. /warのコンテンツを/ear/HyperionPlanning.warに圧縮します。
5. /earのコンテンツを、/ear/HyperionPlanning.earに圧縮します。
6. 新しいHyperionPlanning.earをWebLogic Webアプリケーション・サーバーにデプロイします。

大きなフォームを開くとパフォーマンスが低下する

シナリオ:
セル数が非常に多いフォームを開くのに時間がかかることがあります。

解決策:
指定されたセル数より大きいフォームをユーザーが開く場合、警告を表示できます。警告をトリガーするセル数のデ
フォルト値は5,000です。管理者はデフォルト値を変更できます。

開く際に警告をトリガーするフォーム・セル数を設定するには:
1. Planningで、「ファイル」、「プリファレンス」の順に選択します。
2. 「表示オプション」を選択します。
3. 「指定されたセル数よりフォームが大きい場合に警告」に値を入力します。

「アプリケーションを作成できません」エラー

シナリオ:
Planningにアプリケーションを作成しようとすると、次のエラー・メッセージが表示されることがあります。「アプリケー
ション名のアプリケーションを作成できません。エラー番号: -2147160060」

解決策:
いくつかの原因が考えられます。この問題を解決するには、次の条件が満たされていることを確認します。
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• Essbaseが実行されている。
• 上級ユーザー権限がローカル・コンピュータで構成されている。
• 管理者ユーザーがHsxServerとHspDataSourceで構成されている。
• Essbaseスーパーバイザ・ユーザー名がPlanning管理者ユーザー名と一致する場合、パスワードが同じである。
• ローカル認証を使用する場合、コンピュータ名はユーザー名と異なる必要がある。
• Planningアプリケーション名とEssbaseアプリケーション名が同じではならない。
• DB2を使用している場合、データベースが正しく構成されていないことをエラー・メッセージが示す可能性がありま

す。これには、監査表が正しく構成されていないなど、様々な原因が考えられます。

アプリケーション・エラーがリフレッシュできない

シナリオ:
DB2データベースを使用中、Planningのアプリケーションをリフレッシュすると、エラーが表示されます。

解決策:
ログ・ファイルに十分な容量が割り当てられていないため、DB2でトランザクション・ログのリフレッシュまたは正しい
作成が行われませんでした。(『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成トラブル
シューティング・ガイド』を参照してください。)この問題を解決するには、次の手順を実行してください:

DB2のトランザクション・ログに十分なスペースを割り当てます:
1. DB2コマンド・センターで、「ツール」、「ウィザード」、「データベースの構成ロギング・ウィザード」の順に選択しま

す。
2. データベースに接続し、「循環ロギング」が選択されていることを確認します。
3. 次の画面で、最初のログ・ファイル数(たとえば20)と2番目のログ・ファイル数(たとえば10)を増やします。
4. 各ログ・ファイルのサイズを増やします(たとえば2000)。
5. 「次へ」をクリックし、すべてのデフォルト値を受け入れます。
6. 「要約」で、ユーザー名とパスワードを入力します。
7. 「終了」をクリックします。
8. DB2を再起動します。
9. データベースをリフレッシュします。

アプリケーションの変更をすべて終えてからまとめてリフレッシュするのではなく、いくつかの変更を終えるたびにデー
タベースを頻繁にリフレッシュするようにします。

ログオンできない

シナリオ:
Planning Webクライアントにログオンすると、エラーが表示されます: 「ログインに失敗しました。再試行してくださ
い。」
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解決策:
ユーザー名とパスワードが有効であることを確認します。

EssbaseサーバーとOracle Hyperion Shared Servicesが実行されていることを確認します。

エラー・ログをレビューします。(『Oracle Enterprise Performance Management Systemインストールおよび構成トラブル
シューティング・ガイド』を参照してください。)

ログオン時にログオン・ボタンが表示されない場合は、Webブラウザでセキュリティ・設定を調整し、Planningサー
バー名を「信頼されたサイト」として追加します。たとえば、インターネット エクスプローラで「ツール」、「インターネット・
オプション」、「セキュリティ」、「信頼されたサイト」、「サイト」の順に選択し、http://サーバー名を信頼されたサイト・
ゾーンとして追加します。
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A
JavaScriptを使用した
フォームのカスタマイズ

この項の内容：
フォームのカスタマイズについて ................................................................................................ 413
JavaScriptの変更 .................................................................................................................  413
カスタムJavaScriptのデプロイ ................................................................................................  418

フォームのカスタマイズについて

注：

このセクションのカスタマイズ情報はすべて、Planningリリース11.1.2.1ユーザー・インタフェース
と機能をアプリケーションが使用している場合にのみ使用できます。 42ページのPlanningリリー
ス11.1.2.1のユーザー・インタフェースと機能の使用を参照してください。

この項では、JavaScriptを使用したフォームのカスタマイズについて説明します。JavaScriptに詳しいユーザーは、カ
スタマイズされたJavaScriptを作成してアプリケーションに含め、Planningフォームのルックと動作をカスタマイズ
できます。

フォームは次の方法でカスタマイズできます:

• WebページにリンクするボタンやカスタムJavaScriptコードを実行するボタンをフォームに追加します。
• ユーザーがフォームを保存した時のアプリケーションの動作を変更します。
• フォーカスがセルに入るまたは出る時のアプリケーションの動作を変更します。

カスタムJavaScriptをPlanningアプリケーションに含める場合に追加要件はありません。管理者は、カスタム
JavaScriptアプリケーションを使用可能にするために特別な手順を行う必要はありません。

JavaScriptの変更
カスタムJavaScriptをPlanningアプリケーションに追加するには、ValidateData.jsでコードを変更します。
これは、.warファイルが抽出される\customサブディレクトリに配置されます。カスタマイズされたフォームの例
は、SampleValidateData.jsのサンプル・コードとコメントを参照してください。(このセクションのカスタマイズ情
報はすべて、Planningリリース11.1.2.1ユーザー・インタフェースと機能をアプリケーションが使用している場合にの
み使用できます。 42ページのPlanningリリース11.1.2.1のユーザー・インタフェースと機能の使用を参照してくださ
い。)
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customCellEnterPre

説明
customCellEnterPreを使って、デフォルトのPlanningロジックが実行される前にユーザーがセルをクリックした時
の動作を変更できます。たとえば、ユーザーがセルをクリックすると、メッセージによって可能な値の範囲が示されま
す。ユーザーが勘定科目などの特定の種類のセルをクリックすると、メッセージがユーザーにサポート詳細の入力を促
します。

customCellEnterPreの実行後にTRUEが戻されると、デフォルトのPlanningロジックが実行されます。FALSE
が戻された場合は、カスタム・コードに続くロジックはありません。SampleValidateData.jsには、特定のセルがク
リックされた場合にサポート詳細の入力をユーザーに促すメッセージ・プロンプトを表示する例が含まれます。

引数

引数 説明

行 セルの行を定義する整数

列 セルの列を定義する整数

セル HTML入力アーティファクトのハンドル

戻り値

戻り値 説明

True Planningデフォルトのロジックはこのコードが完了した後で実行され
ます。

False これが完了した後で実行されるロジック(Planningデフォルト・ロジッ
クまたはcustomCellEnterPost)はありません。

関連項目
 414ページの手順

customCellEnterPost

説明
customCellEnterPostを使って、デフォルトのPlanningロジック実行後、フォーカスがセルに移動した場合の動
作をカスタマイズします。このコードは、Planningデフォルトのロジック実行後、customCellEnterPreおよびデフォ
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ルトのロジックによってTRUEが戻された場合、ユーザーがセルをクリックした場合に実行されます。FALSEが戻さ
れると、この関数は無効になります。

SampleValidateData.jsには、customCellEnterPostで使用できるcustomCellEnterPreの例が含まれま
す。例では、ユーザーに特定のセルをクリックしてサポート詳細の入力を促すメッセージを示します。

引数

引数 説明

行 セルの行を定義する整数

列 セルの列を定義する整数

セル HTML入力アーティファクトのハンドル

戻り値

戻り値 説明

True Planningデフォルトのロジックはこのコードが完了した後で実行され
ます。

False 完了したあとに実行されるロジックはありません。

関連項目
 414ページの手順

customCellValidatePre

説明
customCellValidatePreを使って、デフォルトのPlanningロジックが実行される前に、フォーカスがセルを離れた
場合の動作をカスタマイズできます。たとえば、ユーザーがセルに入力した値を他の値と比較して、差異が大きすぎ
るかまたは範囲外の場合にアラートを表示させることが可能です。フォーカスがセルを離れ、デフォルトの分散アル
ゴリズムが入れ替わった場合に発生する分散アルゴリズムを定義できます。たとえば、Planningは通常時間枠で分
散しますが、Essbaseに値を書き込む前にクライアント側でデータを事前集約するカスタムJavaScriptを作成できま
す。

この関数を実行した後に、customCellValidatePreでTRUEが戻された場合、Planningのデフォルトのロジッ
クが実行されます。FALSEが戻された場合は、カスタム・コードに続くロジックはありません。フォームによってカスタ
ム・コードが使用され、ユーザーによる無効なデータ提出の要因となる可能性のあるデフォルトPlanningロジックがス
キップされます。
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SampleValidateData.jsには、フォーカスがセルを離れた場合に追加の検証が実行される例が含まれます。
フォーカスがセルを離れると、ユーザーが入力した今年の値と昨年の値がコードによって比較されます。今年の値が
前年の値よりも10%以上高い場合、メッセージが表示されます。

引数
引数 説明

行 セルの行を定義する整数

列 セルの列を定義する整数

セル HTML入力アーティファクトのハンドル

戻り値
引数 説明

True Planningデフォルトのロジックはこのコードが完了した後で実行され
ます。

False このコードが完了したあとに実行されるロジックはありません。

関連項目
 416ページの手順

customCellValidatePost

説明
デフォルトのPlanningロジックを実行した後、フォーカスがセルを離れた場合のカスタム動作に
はcustomCellValidatePostを使用します。これは、この関数およびPlanningのデフォルトのロジックによ
りTRUEが戻された場合にPlanningのデフォルトのロジック実行後にフォーカスがセルを離れると実行され
る、customCellValidatePreと似ています。FALSEが戻されると、この関数は無効になります。戻り値に効果はあ
りません。

SampleValidateData.jsには、このコードで使用できるcustomCellValidatePreの例が含まれます。例では
フォーカスがセルを離れた場合に追加の検証が実行されます。JavaScriptコードにより、現在の年の入力値と過去1
年間の値が比較されます。現在の年の値が、過去1年の値よりも10%多い場合、メッセージが表示されます。

引数
引数 説明

行 セルの行を定義する整数
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引数 説明

列 セルの列を定義する整数

セル HTML入力アーティファクトのハンドル

戻り値
戻り値 説明

True Planningデフォルトのロジックはこのコードが完了した後で実行され
ます。

False 完了したあとに実行されるロジックはありません。

関連項目
 415ページの手順

customOnLoad

説明
フォームがロードまたは再ロードされた場合のカスタム動作にはcustomOnLoadを使用します。savedDataと呼ばれ
るJavaScript変数は、「保存」が完了したかどうかを表します。たとえば、ユーザーがフォームを開いた場合、手順を表
示するかまたは公差が一致するかを定義してユーザーに修正措置を取るように促すことができます。

引数
引数はありません。

戻り値
戻り値はありません。

drawCustomButtons

説明
drawCustomButtonを使用し、フォームにカスタム・ボタンを追加します。ボタンはデータ入力ページにリンクした
り、ValidateData.jsに含まれるカスタムJavaScriptコードを起動させることができます。たとえば、ボタンを追加し
てフォームを検証したり、レポートを実行できます。



418 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

SampleValidateData.jsには、「検証」というラベルのボタンをフォームに追加する例が含まれています。ユーザー
がボタンをクリックすると、JavaScriptコードによって現在の年の入力値と前年の値が比較されます。現在の年の値
が前年の値よりも10%以上多い場合、メッセージが表示されます。

引数
引数はありません。

戻り値
戻り値はありません。

validateForm

説明
validateFormを使用して、ユーザーが「保存」をクリックした場合に起動されるフォーム・レベルの動作を提供しま
す。デフォルトのPlanning動作では、ユーザーがフォームの「保存」をクリックすると、validateForm関数によってグ
リッドが提供されます。たとえば、2つの列の値を比較することで予算と実際の差異を計算し、差異が大きすぎる場
合はユーザーが「保存」をクリックした時にアラートを表示させることができます。

SampleValidateData.jsには、ユーザーが「保存」をクリックした場合に追加の検証が実行される例が含まれま
す。現在の年の入力値が前年の値と比較されます。現在の年の値が、前年の値を10%以上上回る場合はメッセー
ジが表示されます。

引数
引数はありません。

戻り値
戻り値 説明

True グリッドを保存します。

False 保存を取り消します。

カスタムJavaScriptのデプロイ
PlanningアプリケーションでカスタムJavaScriptを使用する場合は次の手順に従います。

• SampleValidateData.jsで示されているように、どのフォームにコードが適用されるのかを指定します。
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• Planningのアップグレード時にカスタムJavaScriptを維持します。標準のPlanning JavaScriptファイルを
アップグレードまたは変更する場合、コードをValidateData.jsの更新バージョンとマージする必要があります。
(ValidateData.jsが何も変更されていない場合は、Planningをアップグレードする前にファイルをバックアップ
し、ファイルのバージョンをコピーできます。)

• デフォルトのPlanning計算スクリプトは、フォームが保存された後に実行できるため、デフォルトの計算スクリプト
はカスタムJavaScriptの動作を上書きする可能性があります。フォームが保存された後にカスタム計算スクリプト
が自動的に実行される場合、計算スクリプトはカスタムJavaScriptの動作を上書きすることがあります。カスタム
JavaScriptによって値がどのように階層に分散されるかが定義される場合、計算スクリプトとの競合の可能性が
ありますので注意してください。

• カスタムJavaScriptでは、フォームで見ることができないセルを変更できます。たとえば、四半期が縮小されてい
る場合、カスタムJavaScriptが個別月の値に影響を与えることがあります。

• カスタムJavaScriptは、抑制されている行または列を変更できません。
• コードの複雑度に応じて、セル・レベルのJavaScript関数はアプリケーションのパフォーマンスに対して逆効果とな

ることがあります。複雑なJavaScriptの場合は、フォーム・レベルの関数(validateForm)またはカスタム・ボタン
を使用してJavaScriptコードを起動するようにします。

• ユーティリティ関数はvalidateDataHelper.jsに含まれます。
• カスタムJavaScriptによってデフォルトのPlanning動作が上書きされてしまった場合、データの有効性を検証

する必要があります。カスタムJavaScriptの実行後にenterData.jsを使用してデータを確認できます。たとえ
ば、LeaveCellを参照してください。

このセクションのカスタマイズ情報はすべて、Planningリリース11.1.2.1ユーザー・インタフェースと機能をアプリ
ケーションが使用している場合にのみ使用できます。 42ページのPlanningリリース11.1.2.1のユーザー・インタ
フェースと機能の使用を参照してください。
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B
命名規則

この項の内容：
アプリケーションとデータベースの命名規則 .................................................................................  421
ディメンション、メンバー、別名、フォームの命名規則 ......................................................................  422
計算スクリプト、レポート・スクリプト、式、フィルタおよび代替変数値でのディメンションとメンバー名 .......  425
ユーザー名の命名規則 ............................................................................................................  425

アプリケーションとデータベースの命名規則
アプリケーションを命名する場合は、次のルールに従います:

• 非Unicodeモードのアプリケーションおよびデータベースには、シングル・バイト文字換算で8バイトまで使用できま
す。Unicodeモードのアプリケーションおよびデータベースには、シングル・バイト文字換算で30文字まで使用でき
ます。

• スペースは使用できません。
• 次の特殊文字は使用できません。

○アスタリスク
○円記号(バックスラッシュ)
○大カッコ
○コロン
○カンマ
○等号
○大なり記号
○小なり記号
○期間
○プラス符号
○疑問符
○引用符(二重および単一)
○セミコロン
○スラッシュ
○タブ
○垂直棒

• リレーショナル・データベース環境のアプリケーション名には、拡張文字は使用できません(アンダースコアを除く)。
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• 集約ストレージ・データベースでは、アプリケーション名にDEFAULT、LOG、METADATAまたはTEMPを使用で
きません。

名前には大文字小文字のどちらでも使用できます。アプリケーション名は、入力した通りに作成されます。

Essbaseアプリケーションおよびデータベース作成の詳細は、Essbase製品ドキュメントを参照してください。

ディメンション、メンバー、別名、フォームの命名規則
ディメンション、メンバーおよび別名を命名する場合は、次のルールに従います。

• Unicodeモード以外のディメンション、メンバーまたは別名の場合は80バイトまでとします。Unicodeモードのディ
メンション、メンバーまたは別名の場合は、シングル・バイト換算で80文字までとします。

• メンバー名、ディメンション名、別名、説明では、HTMLタグは使わないでください。
• 引用符、大カッコ、円記号(バックスラッシュ)またはタブは使用できません。大カッコは認められていますが、ブロッ

ク・ストレージ・アウトラインでは推奨されていません。これは、集約ストレージ・アウトラインに変換する場合にエ
ラーの原因となることがあるためです。

• ディメンションまたはメンバーの名前の最初の文字にはこれらの文字を使用できません。
○アット・マーク
○円記号(バックスラッシュ)
○大カッコ
○カンマ
○ダッシュ、ハイフンまたはマイナス符号
○等号
○小なり記号
○丸カッコ
○期間
○プラス符号
○引用符
○アンダースコア
○垂直棒

• 名前の最初または最後には、スペースを挿入しないでください。そのスペースは無視されます。
• メンバー名ではスラッシュ(/)は使わないでください。
• カスタム・カレンダの期間で、接頭辞にスペースは使用できません。
• ディメンション名またはメンバー名に、次の語を使用しないでください。

○計算スクリプト・コマンド、演算子およびキーワード。

コマンドのリストについては、Essbaseの製品ドキュメントを参照してください。
○レポート・ライター・コマンド。『Oracle Essbaseテクニカル・リファレンス』を参照してください。
○関数名と関数引数。
○他のディメンションの名前、他のメンバーの名前(メンバーが共有でない場合)、世代名、レベル名およびデータ

ベースでの別名。



付録B 命名規則 423

○動的時系列が使用可能な場合、履歴、年、季、期間、四半期、月、週または日は使用しません。

○次の語:
▪ ALL
▪ AND
▪ ASSIGN
▪ AVERAGE
▪ CALC
▪ CALCMBR
▪ COPYFORWARD
▪ CROSSDIM
▪ CURMBRNAME
▪ DIM
▪ DIMNAME
▪ DIV
▪ DYNAMIC
▪ EMPTYPARM
▪ EQ
▪ EQOP
▪ EXCEPT
▪ EXP
▪ EXPERROR
▪ FLOAT
▪ FUNCTION
▪ GE
▪ GEN
▪ GENRANGE
▪ GROUP
▪ GT
▪ ID
▪ IDERROR
▪ INTEGER
▪ LE
▪ LEVELRANGE
▪ LOCAL
▪ LOOPBLOCK
▪ LOOPPARMS
▪ LT
▪ MBR
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▪ MBRNAME
▪ MBRONLY
▪ MINUS
▪ MISSING
▪ MUL
▪ MULOP
▪ NE
▪ NON
▪ NONINPUT
▪ NOT
▪ OR
▪ PAREN
▪ PARENPARM
▪ PERCENT
▪ PLUS
▪ RELOP
▪ SET
▪ SKIPBOTH
▪ SKIPMISSING
▪ SKIPNONE
▪ SKIPZERO
▪ STATUS
▪ TO
▪ TOLOCALRATE
▪ TRAILMISSING
▪ TRAILSUM
▪ TYPE
▪ UMINUS
▪ UPPER
▪ VARORXMBR
▪ XMBRONLY
▪ $$UNIVERSE$$
▪ #MISSING
▪ #MI
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計算スクリプト、レポート・スクリプト、式、フィルタおよび代替変
数値でのディメンションとメンバー名
メンバー名を代替変数の値、計算スクリプト、レポート・スクリプト、フィルタ定義、パーティション定義または式で使用
する場合は、MDX文では大カッコ([])で囲む必要があり、また次の状況ではブロック・ストレージ・データベースで使
用するために、二重引用符("")で囲む必要があります。

• 名前が1つまたは複数の数字で始まる場合(たとえば、100)
• 名前にはスペースまたは次の文字が含まれます。

& アンパサンド > 大なり記号

* アスタリスク < 小なり記号

@ アット・マーク () 丸カッコ

\ 円記号(バックスラッシュ) % パーセント記号

{ } 中かっこ . 期間

: コロン + プラス符号

, カンマ ; セミコロン

- ダッシュ、ハイフンまたはマイナス / スラッシュ

! 感嘆符 ~ チルド

= 等号   

計算スクリプトと式では、Oracle Essbaseキーワードでもあるメンバー名を含む場合、ブロック・ストレージ・データベー
スでは引用符(" ")、集約ストレージ・データベースでは大カッコ([])でメンバー名を囲む必要があります。

BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE
RETURN STRING THEN

計算スクリプト、レポート・スクリプトまたは式で次の文字を含む名前および次の文字で始まる名前を引用符で囲み
ます: スペース、+、-、*、/、( )、コロン、カンマ、@、セミコロン、)、{ }、[ ]、<

ユーザー名の命名規則
ユーザー名には最大80文字まで使用できます。
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C
フォームの式関数

この項の内容：
式および式の関数の使用 ........................................................................................................  427
式の作成 ..............................................................................................................................  427
式の関数 ..............................................................................................................................  428

式および式の関数の使用
式の行または列を作成したら、「セグメント・プロパティ」ペインを使用して式を定義します。式には、グリッド参照、算
術演算子、およびオプションで算術関数を指定します。関数の完全なリストは、 428ページの式の関数を参照し
てください。

注：

Planningにはメンバー式を持つ動的計算のレベル0メンバーが必要です。式を持たない「動的計
算」メンバーの場合は、リフレッシュ時にPlanningによってセミコロン(;)が挿入されます。セミコロン
は、Essbaseの「式」フィールドで表示されます。

式の作成
式を作成するには:

1. 式を関連付ける行または列を選択します。
2. 自動的に展開されない場合は、「セグメント・プロパティ」を選択します。
3.

「式」に式の名前を入力し、 をクリックします。
4. 「式」ボックスが表示されたら、COUNT()、MAX()、IfThen()など、その式が実行する演算または関数を選択

します。 428ページの式の関数を参照してください。
5. 式にエラーがないことを確認するには、「検証」をクリックします。

式の編集
式を編集するには:

1. 式の行または列のあるフォームを開きます。
2. 「レイアウト」で、番号の付いた式の行または列を選択します。
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3. 「セグメント・プロパティ」を使用して、式のプロパティを変更します。
4.

をクリックして、実行する演算または関数を変更します。
5. フォームを保存します。

式の削除
式を削除するには:

1. 式の行または列を選択します。
2. 「削除」ボタンをクリックします。
3. 式の削除を確認するには:

a. 式バーのチェックマークをクリックします。
b. グリッドの別のセルをクリックして、式バーをリセットします。
c. 式を削除したセルをクリックして、削除を確認します。

式の関数
この項では、フォームの式の行および列に式を作成できる算術関数を定義します。式の行および列をフォームに挿入
するには、 164ページの式の行と列の追加を参照してください。

算術関数の構文:

        FunctionName(arguments)
   

表98 算術関数の構文

変数 説明

FunctionName 算術関数の名前

引数 数値、または行、列、セルの参照、あるいは埋め込まれた関
数

表99 算術関数

機能 説明

Abs 数値または参照先の絶対値を戻します

Average 数値や参照先の集合の平均を戻します

AverageA 数値や参照先の集合の平均を戻します。抑制されていな
い行または列についてのみ、計算に#Missingセルが含ま
れます。

Count 数値や参照先の集合に含まれる値の個数を戻します

CountA 数値や参照先の集合に含まれる値の個数を戻します。
抑制されていない行または列についてのみ、計算に
#Missingセルが含まれます。
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機能 説明

Difference 数値または参照先と、別の数値または参照先との差の絶
対値を戻します

Eval 式を評価します。Evalは、式を関数の引数として埋め込む
ために使用します

IfThen, If 指定した条件が真の場合と偽の場合で異なる値を戻しま
す

Max 数値や参照先の集合の最大値を戻します

Min 数値や参照先の集合の最小値を戻します

Mod 除算した余り(モジュラス)を戻します

PercentOfTotal 数値または参照先を、別の数値または参照で割った結果
を100倍した値を戻します

Pi 15桁の円周率の値(3.14159265358979)を戻します

Product すべての数値または参照先の積を戻します

Random 0.0と1.0の間の乱数を戻します

Rank 指定した列または行の最大値または最小値を戻します

Round 数値を指定した桁数に切り上げまたは切り下げます

Sqrt 数値、行、列、セルの値の平方根を戻します

Sum 数値や参照先の集合の合計を戻します

Truncate / Trunc 数値の指定した桁数を除去します

Variance / Var 現在の勘定科目の勘定科目タイプに基づいて、指定され
た値の差を求めます

VariancePercent / VarPer 現在の勘定科目の勘定科目タイプに基づいて、指定され
た値のパーセントの差を求めます

引数
算術関数では、数値、行、列、セルの参照、埋込み関数を引数として使用します。引数には、次の4つのタイプがあり
ます:

• 数値
• プロパティ
• 行、列またはセルの参照
• 埋込み関数

数値引数
数値引数の構文は、次のとおりです。
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        (numeral1, numeral2,...numeraln)
       
   

ここで、数値1からnは、小数および負数を含む任意の数字です。たとえば、Average(10,20,30)は、値20を戻しま
す。

行、列、セルの参照引数
行、列、セルの参照引数では、グリッド内の行、列またはセルを指定します。構文:

        FunctionName(
      GridName.GridElement[segment(range)].Property)
   

表100 引数のコンポーネント

引数 説明

GridName フォームの名前。例:

Difference (grid1.row[5], grid1.row[6])は、フォーム
grid1の2つの行の差を戻します。

オプション。GridNameを指定しない場合、デフォルトは現
在のフォームの名前になります。

GridElement キーワードrow、col、column、またはcellのうちのいずれか
です。

たとえば、Max(row[1], row[2], row[3])は、これらの3行
の最大値を戻します。GridElementはオプションです。た
だし、セル参照には、行および列のセグメントIDが必要で
す。たとえば、cell[2, A]と[2, A]は両方とも、行2と列Aの
交差であるセルを参照します。キーワードcellは、オプション
です。セルの参照には、[row, col]構文または[col, row]
構文を使用できます。

オプション。GridElementが指定されていない場合、文字
は列を、数字は行を示します。たとえば、Max ([1, A], [2,
A], [3, A])という構文は、列Aの行1、2および3を参照しま
す。

segment 行、列またはセル参照の番号。展開される行また列に
対しては、セグメントを指定する必要があります。たとえ
ば、row[2]は、行セグメント2を指します。セグメントは、角
カッコ[ ]で囲んで示します。

必須。

range 指定されたセグメントから展開される行、列またはセル。範
囲が指定されている場合は、指定された範囲のみを指定
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引数 説明
して式が計算されます。たとえば、row[2(3:5)]では、展開
されたセグメント2の3番目から5番目までの行のみが使用
されます。 オプション。範囲が指定されていない場合、展開
されるセルのすべてが使用されます。

注：

セグメントが1行または1列のみの場合は、範囲引数を使
用しないでください。

property キーワード
average、averageA、count、countA、max、min、product
またはsumのいずれかです。プロパティにより、指定済の
展開される行、列またはセルを集約する方法を指定しま
す。

参照が引数の場合にはプロパティを指定しないことをお薦
めします。プロパティを指定しないと、関数による参照の計
算が最適な方法で実行されます。たとえば、次の式は、行1
と行2にあるセルの平均を戻します:

Average(row[1], row[2])

一方、次の式は、最初にrow[1]の平均を計算してから
row[2]の平均を計算し、次にこれらの2つの値を足して2
で割ります:

Average(row[1].average, row[2].average)

行、列またはセル参照のデフォルトのプロパティは、sumプ
ロパティです。たとえば、row[2]はSum(row[2])と等価で
す。

セグメントのみが参照の必須コンポーネントなので、次の参照は同じになります:

           Grid1.row[1].sum
      

           [1]
      

AverageAとCountAの計算には、#Missingセルも含まれます。たとえば、行1が、Qtr1 = 100、Qtr2 =
200、Qtr3 = #MISSING、Qtr4 = 400と展開するセグメント行の場合、次の関数は4という結果を戻します:

        row[1].CountA
   

これ以外のすべての関数は、#Missingデータ・セルを計算から除外します。たとえば、前述のQtr 1 = 100、Qtr2 =
200、Qtr3 = #MISSING、Qtr4 = 400と展開する行1で、次の例は3という結果を戻します:



432 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

        row[1].Count
   

プロパティ引数
プロパティ引数は、展開される参照を1つの値に集計します。この集計値は、後に計算で使用されます。プロパティ
引数は、集約行、列、またはセルでの計算に使用できます。プロパティ引数には、次の2つのタイプがあります:

• 集約プロパティ引数( 432ページの集約プロパティ引数を参照)
• 参照プロパティ引数( 433ページの参照プロパティ引数を参照)

集約プロパティ引数

集約行、集約列、集約セルは、それぞれ複数の行、列、セルを含んでいます。

集約プロパティ引数は、次の算術関数の構文の最後にある引数です。

         FunctionName(GridName.Gridelement[segment(range)].
      property)
   

次の集約プロパティを行、列またはセルの参照に適用します。

表101 集約プロパティ

プロパティ 説明

Average 行、列またはセルの平均を戻します。計算に
は、#MISSING値および#ERROR値は含まれません。

AverageA 行、列またはセルの平均を戻します。計算に
は、#MISSING値および#ERROR値が含まれます。

Count 行、列またはセル内の値の数を戻します。計算に
は、#MISSING値および#ERROR値は含まれません。

CountA 行、列またはセル内の値の数を戻します。計算で
は、#MISSING値と#ERROR値をゼロ(0)として処理しま
す。

Max 行、列またはセルの最大値を戻します

Min 行、列またはセルの最小値を戻します

Product 行または列の積を戻します

Sum 行、列またはセルの合計を戻します

算術関数引数として使用される場合は、プロパティのデフォルトはその関数と同じになります。次の例では、デフォ
ルトのプロパティはAverageです。
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        Average(row[2])
   

算術関数引数として使用されない場合は、プロパティのデフォルトはsumになります。次の例では、デフォルトのプ
ロパティは集約行のsumです。

         row[2]
   

参照プロパティ引数

参照プロパティ引数は、式の参照結果の処理方法を指定します。この引数は、他のプロパティとともに使用します。

参照プロパティ引数には、IfNonNumber/IFFNがあります。

IfNonNumberは、#MISSING値および#ERROR値のかわりに使用する特定の数値を指定します。構文:

      AXIS[segment(range)].IfNonNumber(
      arg
      ).AggregateProperty
   

引数 説明

AXIS キーワードrow、columnまたはcellのいずれかです

オプション

セグメント(範囲) 行番号、列の文字などの軸の有効な参照を示します

IfNonNumber 軸の参照先にデータがない場合やエラーの場合の処理方法を示しま
す

(引数) AxisRefの欠落データやエラー・データのかわりに使用する数値を示し
ます

AggregateProperty 集約関数は、集約セグメントで使用されます

オプション

例:

cell[1,A] = 3、かつ

cell[1,B] = #MISSINGのときに、

次の式:

        cell[1,A] / cell[1,B] 
   

は、#ERRORを戻します。

次の式
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        cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1) 
   

は、cell[1,B]を1に置換し、3を戻します。

注：

グリッドの#MISSINGを抑制しており、グリッドの行や列にIfNonNumberプロパティを含む式が
ある場合は、#MISSINGは抑制されたままになります。

引数への関数の埋込み

関数の引数に、関数を埋め込むことができます。

例:

次の例では、Average関数をSum関数の中に埋め込んでいます:

sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)

• 行セグメント3、4、5
• 行セグメント4、5、6と、数値40と50の平均
• 行セグメント7と9
• 数値70と80

Abs
Absは、数値、行、列、またはセルの絶対値を戻す算術関数です。数値の絶対値は、符号に関係なく数値そのもので
す。正数は変更されませんが、負数は正数に変化します。関数の構文:

        Abs
       
      (
      argument
      )

        
   

ここで、argumentは、次のいずれかです:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Abs (- 20)は、値20を戻します。数値には、小数および
負数も使用できます。
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引数 説明

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照の指定に
はいくつかの方法があります。参照構文は次のとおりです:
GridName.GridElement[segment(range)]. Property。

関数 埋込み関数

例:

次の式は、引数に数値を取り、30という値を戻します。

        Abs ( -30 )
   

次の例は、行1の値の絶対値を戻します。

        Abs(row[1])
   

次の例は、列Eの合計の絶対値を戻します。

        Abs( column[E].sum )
   

次の例は、フォームGrid1のデザイン・セグメント3の展開された行1から3を示します:

        Abs( Grid1.row[3(1:3)])
   

Average
Averageは、数値、行、列またはセルの集合の平均を戻す算術関数です。Averageでは、平均を求めるときに
#MISSINGおよび#ERRORのセルは除外されます。

注：

欠落している値は、その値が抑制されるかどうかにかかわらず計算には含まれません。

関数の構文:

        
  Average(arguments) or Avg(arguments)
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Average (10, 20, 30)は、値20を戻します。数値に
は、小数および負数も使用できます。
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引数 説明

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

たとえば、Avg(Grid1.row[4(3:5)])は、フォームgrid1、行4、3から5ま
での範囲の平均値を戻します。

関数 埋込み関数

例:

次の式は、20という値を戻します。

        Avg( 10, 30, 20)
   

次の例は、3つの集約行に含まれるすべての数値の平均を戻します。

        Average( row[1], row[6], row[8] )
   

次の例では、3つの集約列E、G、Iの平均値を求めます。まず、各列の平均値を求め、その3つの値を平均します。

        Avg(column[E].avg, column[G].avg,column[I].avg)
   

次の例は、集約行3の平均値を求め、その値を100で割ります:

        Avg(row[3])/100
   

AverageA
AverageAは、数値、行、列またはセルの集合の平均を戻す算術関数です。AverageAの計算には、#MISSINGお
よび#ERRORのセルも含まれます。これらのセルは、平均を求める際にゼロ値として処理されます。

注：

#MISSINGのセルと#ERRORのセルは、抑制されていない行や列の場合にのみ、計算に含まれ
ます。

関数の構文:

        
  AverageA(arguments
      )
       or 
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      AvgA(
      arguments
      )

        
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、AverageA (10, 20, 30)は、値20を戻します。数値に
は、小数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 行、列またはセルへのポインタ。参照の指定にはいくつかの方法があ
ります。参照構文: GridName.GridElement[segment(range)].
Property。

たとえば、AvgA(Grid1.row[4(3:5)])は、フォームgrid1、行セグメント
4、3から5までの範囲の平均値を戻します。

関数 埋込み関数

例

次の例では、グリッドに値10、20、30および#ERRORがある4行が含まれます。5行目にある次の式は、値15を戻し
ます:

        AverageA([1:4])
   

Count
Countは、数値、行、列またはセルの集合にある値の個数を戻す算術関数です。Countでは、個数の取得時に
#MISSING値および#ERROR値は除外されます。関数の構文:

        Count (arguments)
  
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Count (10, 20, 30)は、値3を戻します。数値には、小
数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

関数 埋込み関数

例:
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次の例は、3つの行1、6、8にある値の個数を戻します。

        Count(row[1], row[6], row[8])
   

次の例は、3つの列にある値の個数を戻します。

        Count( column[E], column[G], column[I] )
   

次の例は、行4と列Dが交差するセルにある値の個数を戻します。

        Count(cell[D,4]) 
   

次の例は、グリッド5の集約行3にある値の個数を戻します。

        Count(grid1.row[3])
   

CountA
CountAは、数値、行、列またはセルの集合内の値の個数を戻す算術関数です。個数の取得時には、CountAで
は、抑制されていない行または列の#MISSINGセルおよび#ERRORセル内の値のみの個数を戻します。関数の構
文:

        CountA(
      arguments
      )
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、CountA(10,20,30,50)は、値4を戻します。数値に
は、小数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
CountA(GridName.GridElement[segment(range)]).property

関数 埋込み関数

例

次の例は、グリッドに値10、20、30および#ERRORがある4行が含まれる場合です。5行目にある次の式は、これら
の4行にある値の個数を戻します:
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        CountA([1:4])
   

次の例は、4つの行にある値の個数を戻します:

        CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields 
      #ERROR
      ])
   

Difference
Differenceは、数値、行または列から別の数値、行または列を減算した差異の絶対値を戻す算術関数です。この関
数は、Varianceとも呼ばれます。関数の構文:

Difference(arg1, arg2)

arg1からarg2が減算されます。これらの引数は、次の1つ以上の値を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Difference (3, 5)は、絶対値2を戻します。数値には、
小数および負数も使用できます。

行、列または参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

次の例は、フォームgrid1の2つの行の差を戻します:

Difference(grid1.row[1],grid1.row[6])

関数 埋込み関数

注：

Difference関数は、arg2からarg1を差し引いた値の絶対値を戻します。引数のマイナス符号は、
負数を示します。

例:

次の例は、絶対値8を戻します。

        Difference(3, -5)
   

次の例は、2つの集約列の差を戻します。

        Difference( column[E], column[G] )
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注：

テキスト・ラベルには、"Difference"と"Variance"のいずれでも入力できます。

Eval
Evalは、式を評価する算術関数です。Evalを埋込み関数の引数として使用して1つの式に複数の式を結合できま
す。関数の構文:

Eval(式)

ここで、式は、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。数値には、小数および負数も使用できます。

行、列または参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

関数 埋込み関数

演算子 サポートされている算術演算子(+、-、*、/、^、%など)。

例

次の例は、行1を行2で割り、その値を4桁に丸めます:

        Round(Eval([1]/[2]),4)
   

IfThen, If
IfThen関数は、条件が真であるか偽であるかに応じて異なる値を戻す条件関数です。

関数の構文:

        IfThen
      (
      Condition
      , 
      TrueParameter
      , 
      FalseParameter
      )
   

• 条件は、trueまたはfalseを評価する論理式です。ブール演算子(And、Not、およびOr)と同様に、完全な条件論
理を使用できます。条件は、#MISSING値および#ERROR値に対するテストの実行にも使用できます。有効な条
件演算子のリストは、次の表を参照してください。

• TrueParameterとFalseParameterは、条件の結果に基いて評価される任意の有効な式です。
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次の表に、完全にサポートされている条件演算子の説明を示します。条件演算子によってサポートされている代替構
文がある場合は、その構文がリストされています。

表102 条件演算子

条件演算子 構文 論理

次と等しい 式 = 式 左の式が右の式に等しいかどうかを調
べます。

注：

この条件を評価するルーチンは、丸め
処理を考慮しません。丸め処理が必要
な場合は、Round関数を使用します。
例:

1= 4

Falseを戻します。

次より大きい 式 > 式 左の式が右の式より大きいかどうかを
調べます。

例:

1 > 4

Falseを戻します。

次と等しいか大きい 式 >= 式 左の式が右の式より大きい、または等
しいかどうかを調べます。

注：

正しい構文は">="です。構文"=>"は
サポートされていません。
例:

1 >= 4

Falseを戻します。

次より小さい 式 < 式 左の式が右の式より小さいかどうかを
調べます。

例:

1 < 4

Trueを戻します。

次より小さい、または

次と等しい

式 <= 式 左の式が右の式より小さい、または等
しいかどうかを調べます。
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条件演算子 構文 論理
注：

正しい構文は"<="です。構文"=<"は
サポートされていません。
例:

1 <= 4

Trueを戻します。

次と等しくない 式 <> 式

式 != 式

左の式が右の式に等しくないかどうか
を調べます。

注：

この条件を評価するルーチンは、丸め
処理を考慮しません。丸め処理が必要
な場合は、Round関数を使用します。
例:

1 <> 4

Trueを戻します。

1 != 4

Trueを戻します。

IsMissing IsMissing (参照)

IsMiss (参照)

参照先に#MISSINGの値があるかど
うかを調べます。

注：

展開される行や列を参照する場合に
条件がTrueになるためには、すべての
結果セルの値が#MISSINGである必
要があります。
例:

IsMissing([1])

行1の値が
#MISSINGのとき
に、Trueを戻しま
す。

IsError IsError (参照)

IsErr (参照)

参照先に#ERRORの値があるかどう
かを調べます。
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条件演算子 構文 論理
注：

展開される行や列を参照する場合に
条件がTrueになるためには、すべて
の結果セルの値が#ERRORである必
要があります。式行および式列のみ結
果として#ERRORを戻すことができま
す。
例:

IsError([2])

行2の値が
#ERRORのとき
に、Trueを戻しま
す。

IsNonNumeric IsNN (参照)

IsNonNumerid (参照)

IfNN (参照)

IfNonNumber (参照)

参照先に、#MISSINGまたは
#ERRORの結果が含まれているかど
うかを調べます。

注：

展開される行や列を参照する場合
に条件がTrueになるためには、すべ
ての結果セルの値が#Errorまたは
#Missingである必要があります。
例:

IsNN([3])

行3の値が
#MISSINGか
#ERRORのとき
に、Trueを戻しま
す。

カッコ (条件) 条件をグループ化するために使用しま
す。多くの場合、視覚的にわかりやすく
するために使用します。

例:

(1 > 4)

Falseを戻します。
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表103 条件演算子

複合条件 構文 論理

And (条件 AND 条件)

(条件 & 条件)

2つの条件を比較するために使用され
る複合条件。すべての条件がTrueの
場合にTrueを戻します。

例:

(1 > 4 AND 5 >

2)

Falseを戻します。

Not NOT (条件)

! (条件)

条件の結果を逆転(否定)します。

例:

Not (1 > 4)

Trueを戻します。

Or (条件 OR 条件)

(条件 | 条件)

2つの条件を比較するために使用され
る複合条件。いずれかの条件がTrue
の場合にTrueを戻します。

例:

(1 > 4 OR 5 >

2)

Trueを戻します。

条件文に関する注意事項

• 式 - 任意の有効な数式。式には、定数(整数または実数)の任意の組合せ、参照、またはそれ以外の関数を使用
できます。

• 参照 - 任意の有効な参照。つまり、IFNN参照プロパティを参照の一部として使用できます。

• 条件 - 複合条件And、Not、およびOrに適用される任意の有効な条件。これらの演算子は、埋込み条件を持つこ
とができます。

注：

And、Not、およびOr演算子は、カッコで囲まれている必要があります。

• 条件内の式のいずれかが#MISSING値または#ERROR値を戻す場合、If関数は#MISSINGまたは#ERROR
を戻します。ただし、IsMissing条件、IsError条件またはIsNonNumeric条件を使用している場合にはこの規則
は適用されません。
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複合条件
複合条件And、OrおよびNotは完全にサポートされています。ただし、カッコで囲まれている必要があります。

有効な例:

        If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
   

無効な例:

        If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
   

Max
Max関数は、数値、行、列またはセルの集合内の最大値を戻す算術関数です。関数の構文:

        Max (arguments
      )
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Max (10, 20, 30)は、値30を戻します。数値には、小
数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照の指定に
はいくつかの方法があります。参照構文は次のとおりです:
GridName.GridElement[segment(range)]. Property。

関数 埋込み関数

例:

次の例は、行1、行6、行8にある値の最大値を戻します。

        Max(row[1], row[6], row[8])
   

次の例は、集約行の合計の最大値を戻します。

        Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
   

Min
Min関数は、数値、行、列またはセルの集合の最小値を戻す算術関数です。関数の構文:
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        Min (
      arguments
      )

        
   

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Min (10, 20, 30)は、値10を戻します。数値には、小
数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

関数 埋込み関数

例:

次の例は、行1、行6、行8にある値の最小値を戻します。

        Min (row[1], row[6], row[8])
   

次の例は、集約行の合計の最小値を戻します。

        Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
   

Mod
Mod関数は、除算した余り(モジュラス)を戻す算術関数です。関数の構文:

Mod (引数1, 引数2)

ここで、引数2は、引数1の除数です。引数1と引数2は次の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Mod (6, 4)は、値2を戻します。数値には、小数および
負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

関数 埋込み関数

例:

次の例は、10を5で割った余り0を戻します。
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        Mod (10,5) = 0
   

PercentOfTotal
PercentOfTotalは、ある数値、行、列またはセルを、別の数値、行、列またはセルで割った値に100を掛けた値を戻
す算術関数です。関数の構文:

        PercentOfTotal (
      arg1, arg2
      )
   

• ここで、引数1は、現在高(引数2)のコンポーネントです。通常、この引数は、行または列を参照します。
• ここで、引数2は、引数1に対する現在高です。通常、この引数は、総計を含むセル参照です。
• 引数1は、引数2で除算され、その結果に100が掛けられます。引数1および引数2は、次に示す1つ以上の引数を取

ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、PercentofTotal (100, 20)は、値500を戻します。

数値には、小数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].Property

関数 埋込み関数

注：

この関数には、2つの引数が必要です。

例

次の例は、値5%を戻します。

PercentofTotal(20, 400)

次の例では、列Aの各セルの値をセルA5の「市場合計」の値で割り、100を掛けた結果PercentOfTotalを列Bに
示します。式は、次のとおりです。

       PercentOfTotal ([A], [A,5]),
   

次の表に、前述の例を使用したPercentOfTotalの結果を列Bに示します。

  A B

1  販売 合計(%)
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  A B

2 市場1 60 20%

3 市場2 120 40%

4 市場3 120 40%

5 市場合計 300 100%

ヒント：

列Bのヘッダーをクリックし、式バーを使用して式を挿入します。

Pi
Piは、算術定数3.14159265358979を15桁で戻す算術関数です。Pi(π)は、円周の直径に対する比率です。関
数の構文:

PI()

例:

次の例は、行3を、πと2の積で割った値を戻します。

        row[3] / (PI() * 2)
   

Product
Productは、すべての数値または参照の積を戻す算術関数です。関数の構文:

Product(引数)

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Product(2, 20)は、値40を戻します。数値には、小数
および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].property

関数 埋込み関数

例:

次の例は、40という値を戻します。

        Product(2,20)
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Random
Randomは、0.0と1.0の間の乱数を戻す算術関数です。関数の構文:

        Random()
   

例:

次の例は、0.0と1.0の間の乱数を戻し、それに1000を掛けます。

        Random() * 1000
   

Rank
Rankは、指定された範囲内の値に対するランク値を算出する財務関数です。Rank関数は、Oracle Hyperion
Financial Reportingで処理され、データベース接続には依存しません。関数の構文:

Rank([参照], 順序)

Rank([参照], 順序, 一意)

引数 説明

参照 列を識別する文字と行を識別する数字を使用して、ランク付けするセ
ル、行または列の範囲を示します。たとえば、列Aの行1から行5の値を
ランク付けするには、[A,1:5]と指定します。

セル範囲のある.ifNNプロパティを使用して、非数値の値を持つ任意
のセルに数値を割り当ててランク付けできます。たとえば、.ifNN(-1)を
指定すると、値の欠落したセルすべてに値-1を割り当てます。

順序 値をランク付けする順序を示します。昇順でランク付けする場合の最
小値は1です。昇順でランク付けする場合の最小値は1です。順序は、
次のキーワードまたは値のいずれかで表します。

• Ascending
• Descending
• Asc
• Des
• Desc
• 1 (数値1は"昇順"と同義)
• 0 (ゼロは"降順"と同義)

キーワードの大文字と小文字は区別されません。

注：

順序を指定する数値やキーワードは、引用符で囲みません。
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引数 説明

一意(オプション) オプション。参照パラメータで次のように同等の値を処理する方法を示
すブール・キーワード。

• false(または省略) - 同等の値には、同じランクが付けられます。ラン
ク付けの結果が重複する場合があります。

• true - 同等の値には個別のランクが付けられ、ランクは重複しませ
ん。参照パラメータの値は、出現順にランク付けされます。たとえば、
行2と行5の値が同じ場合には、行2の値が行5の値より先にランク
付けされます。

例

列Bの式は、列Aの行1から行5にある値を降順でランク付けします。

      Rank([A,1:5], descending)
   

次のような結果になります。

 東部 ランク

コーラ 16 2

ジュース類 23 1

ビール 16 2

低カロリー #Missing #Missing

ルート・ビール 0 4

2つの値が同じ場合、同じランク値が付けられます。上の例では、コーラとビールが同じ値であるため、同じランク値
が付けられます。

次の列Bの式は、数値でないものに-1という値を割り当て、ランク付けできるようにしています。

      Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
   

次のように、#Missing値のランクは5になります。

 東部 ランク

コーラ 16 2

ジュース類 23 1

ビール 16 2

低カロリー #Missing 5

ルート・ビール 0 4

例:
次の例では、前述の例の結果に一意パラメータがどのように影響するかを示します:
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次の列Bの式は、非数値に-1という値を割り当て、ランク付けできるようにしています。また、ランクはそれぞれ一意
であることも示しています。

      Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
   

次の結果では、欠落値に5のランクが割り当てられ、コーラと同じデータ値であってもビールには3のランクが割り当て
られています。

 東部 ランク

コーラ 16 2

ジュース類 23 1

ビール 16 3

低カロリー #Missing 5

ルート・ビール 0 4

Round
Roundは、指定された桁数で数値を切り上げまたは切り下げる算術関数です。関数の構文:

Round (引数1, 整数)

ここで、引数1は、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Round(81.3987,3)は、値81.399を戻します。数値に
は、小数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].property

関数 埋込み関数

整数は、数値を丸める桁数を指定します。

• 整数がゼロより大きい場合、小数点以下の指定した桁数に丸められます。
• 整数がゼロの場合は、最も近い整数に丸められます。
• 整数がゼロより小さい場合は、小数点より左側の桁数に丸められます。

例:

次の例は、小数点以下3桁に丸められます:

      Round(3594.5567,3) = 3594.557
   

次の例は、最も近い整数の桁数に丸められます。

      Round(3594.5567,0) = 3595
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次の例は、1000の桁に丸められます。スケールとも呼ばれます。

      Round(3594.5567,-3) = 4000
   

Sqrt
Sqrtは、数値、行、列またはセルの平方根を戻す算術関数です。Sqrt関数の構文:

        Sqrt 
      (
      argument
      )
   

ここで、argumentは、次のいずれかの引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Sqrt(100)は、値10を戻します。数値には、小数および
負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].property

関数 埋込み関数

例

次の例は、値4を戻します。

        Sqrt(16) 
   

Sum
Sumは、数値、または行、列、セルにある値の和を戻す算術関数です。

Sum関数の構文:

Sum (引数)

ここで、argumentsは、次の1つ以上の引数を取ります:

引数 説明

数値 数値。たとえば、Sum(10, 20, 30)は、値60を戻します。数値には、小
数および負数も使用できます。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].property
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引数 説明

関数 埋込み関数

例:

• 次の例は、30という値を戻します。

              sum(10,20)

         

• 次の例は、3つの行の和を戻します。

              sum(row[1],row[6],row[8])

         

• 次の例は、3つの集約列の和を戻します。

              sum(column[E], column[G], column[I])

         

式の行にIDESCが含まれている場合、合計には親とその子孫がすべて含まれます。

たとえば、フォームは、次の行(および各メンバーの子)で作成されます:

      IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
   

式の行が次の式で追加される場合:

      SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
   

フォームがデータ・エントリのために開かれたとき、式の行によりすべての親とその子の合計が戻されます。

Truncate/Trunc
Truncateは、指定した桁で数値を除去する算術関数です。

構文:

      Trunc (
      arg1, integer
      )
   

• ここで、引数1は、次のいずれかの引数を取ります:
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引数 説明

数値 数値(例: 234.567)。

行、列またはセルの参照 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。参照
の指定にはいくつかの方法があります。参照構文:
GridName.GridElement[segment(range)].property

関数 埋込み関数

• ここで、整数には、除去する桁数を指定します。
○正の整数は、小数点の右側の有効桁数を決定します。
○整数にゼロ(0)を指定すると、小数点の左側にある整数を戻します。
○負の整数は、小数点の左側の切り捨てられた有効桁数を示します。

例:

次の文では、正の整数2を指定しています。小数点以下2桁で除去されます。

      Trunc(234.567, 2) = 234.56
   

次の文ではゼロ(0)を整数値として指定しています。小数点以下の数字はすべて除去されます。

      Trunc(234.567, 0) = 234
   

次の文では、負の整数-2を指定しています。小数点以下の数字はすべて除去され、整数の最後の2桁は切り捨てら
れます。

      Trunc(234.567, -2) = 200
   

注：

セル、列または行に事前に適用されているフォーマットは、Trunc関数を使用した場合でも維持さ
れます。たとえば、事前に小数点以下3桁まで表示するようにフォーマットされているセルでTrunc
関数を使用すると、Trunc(234.567, 0) = 234.000のようになります。

Variance/Var
Varianceは、現在の勘定科目の勘定科目タイプに基づいて、指定された値の差異を評価する財務関数です。たと
えば、支出または負債勘定科目での正の結果は減少を示すので、負数として表示されます。この関数は、UDA勘
定科目タイプ(資産、負債、資本、収益および支出)で使用できます。

構文:
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      Var (
      reference1, reference2
      )
   

reference1とreference2は、差異を計算するための、同じ勘定科目ディメンションのメンバーの行、列またはセル
の参照です。

計算結果
次の表は、勘定科目でVariance関数を使用した場合の計算結果を示しています。

表104 Variance関数を使用した場合の計算結果

列A 列B Var ([A] , [B])=0 Var ([A] , [B])>0 Var ([A] , [B])<0

資産 資産 0 正の値を戻します 負の値を戻します

負債 負債 0 正の値を戻します 負の値を戻します

資本 資本 0 正の値を戻します 負の値を戻します

収益 収益 0 正の値を戻します 負の値を戻します

支出 支出 0 負の値を戻します 正の値を戻します

Variance関数の仕組み
• Variance関数は、同じ勘定科目の種別での比較を要求します。販売と支出など、2つの異なる勘定科目の種別

を比較する場合、Variance関数は、勘定科目の種別の論理を適用せず、単純な計算を実行します。例:

販売 支出 結果

-400 100 -500

• Variance関数を勘定科目タイプ以外のディメンションに適用すると、実行時に#ERRORを戻します。
• #MISSINGのセルは、IfNonNumberプロパティを指定していないかぎり、ゼロ(0)として扱われます。

例
Variance関数で使用できる参照は、セル、列または行のみです。

構文 例

列を参照する構文の例: Var([A],[B])

行を参照する構文の例: Var ([3], [4])

セルを参照する構文の例: Var (Cell [3,A], [3,B])

次に、列A(実績)と列B(予算)の差額を計算する例を示します:

      Var([A],[B]) 
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この例では、次のレポートが作成されます:

                                  Year   Product Market 
      

                               Actual   Budget Variance 
      

                             ======== ======== ======== 
      

         Sales(Income)       400,855  373,080    27,775 
      

         COGS (Expense)      179,336  158,940   -20,396 
      

VariancePercent/VarPer
VariancePercentは、現在の勘定科目の勘定科目タイプに基づいて指定された値の差異をパーセントで評価す
る財務関数です。収益、フロー、資産、または残高の勘定科目では、正の結果は増加を示すため、正数で表示されま
す。支出または負債の勘定科目では、正の結果は減少を示すため、負数で表示されます。

構文:

      VarPer (
      reference1, reference2
      )
   

ここで、reference1とreference2は、VariancePercent関数の結果を計算する勘定科目ディメンションと同じ
ディメンションのメンバーである行、列またはセルへの参照です。

計算結果
次の表に、UDAの勘定科目を、VariancePercent関数で計算した結果を示します。

表105 VariancePercent関数を使用した場合の計算結果

列A 列B VarPer ([A] , [B])=0 VarPer ([A] , [B])>0 VaPer ([A] , [B])<0

資産 資産 0 正の値を戻します 負の値を戻します

負債 負債 0 負の値を戻します 正の値を戻します

資本 資本 0 正の値を戻します 負の値を戻します

収益 収益 0 正の値を戻します 負の値を戻します
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列A 列B VarPer ([A] , [B])=0 VarPer ([A] , [B])>0 VaPer ([A] , [B])<0

支出 支出 0 負の値を戻します 正の値を戻します

VariancePercent関数の仕組み
• VariancePercent関数は、同じ勘定科目の種別間での比較を要求します。販売と支出など、2つの勘定科目の

種別間で比較すると、VariancePercent関数は、勘定科目の種別の論理を適用せず、単純な計算を実行しま
す。例:

販売 支出 結果

-400 100 -5

• VariancePercent関数を勘定科目タイプ以外のディメンションに適用すると、実行時に#ERRORを戻します。
• #MISSINGのセルは、Ifnonnumberプロパティを指定していないかぎり、ゼロ(0)として扱われます。

例:
VariancePercent関数で使用できる参照は、セル、列または行のみです。

構文 例

列を参照する構文の例 VarPer([A],[B])

行を参照する構文の例 VarPer ([3], [4])

セルを参照する構文の例 VarPer (Cell [3,A], [3,B])

次に、列A(実績)と列B(予算)のVariancePercentを計算する例を示します。

      VarPer([A],[B]) 
   

この例では、次のレポートが作成されます:

 
                     Year

 Actual

                  

                    

 Product Budget

                  

                    

 Market VariancePercent

                  

                    

 Sales(Income)

                  

                    

 400,855

                  

                    

 373,080

                  

                     7%

                  

                     COGS

 (Expense)

                  

                    

 179,336

                  

                    

 158,940

                  

                     -13%
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D
Smart Viewを使用したPlanning
メタデータのインポートおよび編集

この項の内容：
Smart ViewでのPlanningディメンションのインポート .................................................................  459
Smart Viewでのメンバーの編集 ..............................................................................................  461
Smart ViewでのPlanningメンバーの追加 ................................................................................  462
Smart Viewでのメンバーの移動 ..............................................................................................  464
Smart Viewでのメンバーの移動のガイドライン ..........................................................................  465
Smart Viewでの共有メンバーの指定 .......................................................................................  465
Smart Viewでのキューブのリフレッシュと作成 ...........................................................................  466

注：

この付録で説明するすべての手順は、Smart Viewアプリケーション内で実行します。

Smart Viewアプリケーションを使用すると、Planningメタデータに対して迅速にいくつかのタスクを実行できます:

•  459ページのSmart ViewでのPlanningディメンションのインポート
•  461ページのSmart Viewでのメンバーの編集
•  462ページのSmart ViewでのPlanningメンバーの追加
•  464ページのSmart Viewでのメンバーの移動
•  465ページのSmart Viewでの共有メンバーの指定
•  466ページのSmart Viewでのキューブのリフレッシュと作成

Smart Viewへのアクセスと、Smart Viewの機能およびコマンドの詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・
ガイド』を参照してください。

Smart ViewでのPlanningディメンションのインポート
PlanningディメンションをSmart Viewにインポートすると、ディメンションのメンバーを簡単に追加、編集、移動でき
ます。

Smart Viewにおけるディメンションとメンバーの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイ
ド』のディメンションとメンバーに関する項を参照してください。

•  460ページのSmart Viewのディメンションのインポート
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•  460ページのSmart Viewグリッドの使用

Smart Viewのディメンションのインポート

注：

Smart Viewでディメンションをインポートするには管理者権限が必要です。

Smart ViewグリッドにPlanningディメンションをインポートするには:
1. Smart Viewのリボンで、「パネル」をクリックします。
2. Smart Viewパネルから、「Planning」を選択します。
3. フォルダで「ディメンション」を右クリックします。フォルダのPlanningディメンションが表示されます。

注：

期間と属性のディメンションは表示されません。

4. ディメンション名を右クリックして「ディメンションの編集」を選択します。

Smart Viewグリッドの使用
Smart Viewグリッドを使用すると、迅速にPlanningディメンションのメンバーを追加、編集および移動できます。

•  460ページのSmart Viewグリッドの概要
•  460ページのSmart Viewグリッドの表示
•  461ページのSmart Viewグリッドの使用のガイドライン

Smart Viewグリッドの概要
Smart Viewグリッドは、2つのディメンションで構成されます:

• 一方の軸にPlanningディメンション
• もう一方の軸にメタデータ・ディメンション

メタデータ・ディメンションは、メタデータ・メンバーのフラット・リストを表します。メタデータ・ディメンションの各メンバー
は、対応するPlanningディメンションに対して有効な特定のメンバーに対応します。メタデータのグリッド・データ・セ
ルには、数値ではなく対応する特定のプロパティ値が保持されます。

Smart Viewグリッドの表示
Smart Viewグリッドに、メンバー名を行、メンバー・プロパティを列としてPlanningディメンションが表示されます。

Smart Viewグリッドで操作を実行する際のガイドラインは、 461ページのSmart Viewグリッドの使用のガイドラ
インを参照してください。
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ここに表示されるリボンは、従来の(Planningではない) Smart Viewグリッドに類似していますが、含まれるオプ
ションが少なくなっています。

Smart Viewリボンの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイド』のアド・ホック分析に関す
る項を参照してください。

Smart Viewグリッドの使用のガイドライン
Smart Viewグリッドを使用してPlanningメタデータを編集するときは、次のガイドラインを参考にしてください:

• 次の機能は、Planningメタデータを使用するSmart Viewグリッドでは使用できません:
○ピボット
○POVにピボット
○セル・テキスト
○セル・ノート
○サポート詳細

• データ・セルの値は、テキスト、数値または列挙です。
• 「親メンバー」を使用して、親/子の関係を指定または変更します。
• グリッドにおけるメンバーの位置は、アウトラインにおける兄弟の実際の位置を表しているとはかぎりません。
• 各メタデータ・グリッドを、対応するPlanningディメンションにリンクする必要があります。
• Planningの各ディメンションの列は、Planningディメンション・エディタで使用できるメンバー・プロパティのうち、

対応するセットに基づいています。
• メタデータ・グリッドを開くと、異なるディメンションに再リンクできません。
• 対応する有効なメタデータ・メンバーのセットは、各ディメンションに固有です。
• Planningディメンション・メンバーは、対応するディメンションにのみ有効です。

Smart Viewでのメンバーの編集
Smart Viewグリッドを使用すると、Planningディメンションのメンバーのプロパティを迅速に編集できます。

注：

メタデータ・グリッドの問合せはPlanningビジネス・レイヤーに対して実行され、Oracle Essbase
との対話を必要としません。

Smart Viewにおけるディメンションとメンバーの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイ
ド』のディメンションとメンバーに関する項を参照してください。

Smart Viewでメンバーのプロパティを編集するには:
1. Smart Viewで、PlanningディメンションをSmart Viewグリッドにインポートします( 460ページのSmart

Viewのディメンションのインポートを参照)。
2. グリッドでメンバーのプロパティをハイライトします。
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3. ドロップダウン・メニューで、値を選択します。

注：

変更されたセルは異なる色で表示されます。

4. 「データの送信」をクリックして、データを保存します。

注：

複数のメンバーとプロパティに対する変更を、同じ「データの送信」操作で保存できます。「データの
送信」操作が1つのメンバーに対して失敗した場合、Planningサーバーで操作が停止し、変更は保
存されません。

Smart ViewでのPlanningメンバーの追加
Smart Viewグリッドを使用すると、Planningディメンションに簡単にメンバーを追加できます。

Smart Viewにおけるディメンションとメンバーの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイ
ド』のディメンションとメンバーに関する項を参照してください。

•  462ページのPlanningアプリケーション・プロパティでの追加モードの選択
•  463ページのSmart Viewでのメンバーの追加
•  464ページのSmart Viewでのメンバーの追加のガイドライン

Planningアプリケーション・プロパティでの追加モードの選択
新しいメンバーをSmart Viewグリッドに追加するには、2種類のモードがあります:

• 「ディメンション編集者」モード
• リフレッシュせずに送信モード

「ディメンション編集者」モードでは、メンバーがディメンションに追加されるたびに「リフレッシュ」を実行する必要が
ありますが、通常はリフレッシュせずに送信モードより高いパフォーマンスを得られます。また、「ディメンション編集
者」モードを使用すると、リフレッシュの実行後に、グリッドで新規メンバーにアスタリスク(*)のマークが付けられます。
リフレッシュせずに送信モードではリフレッシュを必要としませんが、通常はパフォーマンスが低く、新しいメンバーが
マークされません。

注：

デフォルトでは、「リフレッシュ」を実行すると、新規メンバーにグリッドでアス
タリスク(*)のマークが付けられます。Planningアプリケーション・プロパティで
SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_NEW_MEMBER_SUFFIXを追加することによっ
て、異なる記号を使用できます。
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使用される個々のモードはSmart View管理者によって制御されます。モードの選択はPlanningアプリケーション・
プロパティで決定されます。

Planningの「アプリケーション・プロパティ」で、Smart Viewグリッドにメンバーを追加するときのモードを選択
するには:

1. EPM Workspaceにログオンし、Planningにアクセスします。

( 43ページのEPM WorkspaceへのログオンおよびPlanningへのアクセスを参照してください。)
2. Planning Web UIの「アプリケーション・プロパティ」ページにアクセスします。
3. SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODEの値をFalseに設定します。

SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODEのデフォルト値はFalseです。値をTrueに変
更すると、リフレッシュせずに送信モードになります。

4. Planningからログアウトします。
5. Planningに再びログインします。

注：

SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODEの値を変更した後、Oracle
Hyperion Planningサーバーを再起動する必要はありませんが、変更を反映するにはログアウト
してから再度ログインする必要があります。

Smart Viewでのメンバーの追加
Smart Viewグリッドを使用すると、Planningディメンションに簡単にメンバーを追加できます。

Oracle Smart View for Officeにおけるディメンションとメンバーの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for
Officeユーザー・ガイド』のディメンションとメンバーに関する項を参照してください。

Smart Viewでメンバーを追加するには:

1. Smart Viewで、PlanningディメンションをSmart Viewグリッドにインポートします( 460ページのSmart
Viewのディメンションのインポートを参照)。

2. 新しいメンバーの名前を名前の列に入力します。

注：

数値の名前を持つメンバーを追加するには、その数値がデータでなくメンバー名であることをシス
テムに通知するために、数値メンバー名の前に単一引用符(')を配置します。たとえば、123という
名前のメンバーを追加する場合、'123と入力します。

3. 「リフレッシュ」をクリックします。
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注：

管理者が、メンバー追加モードを「ディメンション編集者」に設定している場合は、メンバーを追加し
てから「リフレッシュ」を実行する必要があります。メンバー追加モードがリフレッシュせずに送信の
場合、リフレッシュを実行する必要はありません。Smart Viewアプリケーションがどのモードを使用
しているか確定できない場合には、管理者に問い合せてください。

「リフレッシュ」を実行すると、新規メンバーにはグリッドでアスタリスク(*)のマークが付けられます。デフォルトの
プロパティ・セットが、新しいメンバーに自動的に適用されます。デフォルトの「親メンバー」はディメンションの
ルート・メンバーです。

4. オプション: 任意のプロパティをデフォルト値(ルート・メンバー)から変更するには、グリッドで適切なセルをハ
イライトし、ドロップダウン・メニューから別の値を選択します。( 461ページのSmart Viewでのメンバーの編
集を参照してください。)

注：

「リフレッシュ」は、新しいメンバーでプロパティを変更する前に実行してください。「リフレッシュ」操
作を行うと、変更した値があってもサーバーからのデフォルト値に置き換えられます。

5. 「データの送信」をクリックして、データを保存します。

次に注意してください:

• 新規メンバーのプロパティを変更するには、 461ページのSmart Viewでのメンバーの編集を参照してくださ
い。

• メンバー名などのメンバー・プロパティは、Smart Viewのアプリケーションで設定され特定のロケールに基づいて
ローカライズできます。

Smart Viewでのメンバーの追加のガイドライン
• 新しいメンバーは、指定した親の下に最後の兄弟として追加されます。
• 親子の関係は、「親の名前」列のプロパティによって決まります。
• グリッドにおける新規メンバーの相対位置には影響されません。
• グリッドでの新しいメンバーの相対位置を、「データの送信」操作の実行後に変更することはできません。アド・ホッ

ク・グリッドに反映されたアウトラインで、新しいメンバーの実際の位置を確認するには、「ズーム・アウト」と「ズー
ム・イン」を続けて実行します。

• 無効な文字のチェックや重複する名前の確認など、新しいメンバー名の完全な有効性チェックは、「データの送
信」操作中に実行されます。

• デフォルトのプロパティは、Planningによって自動的に新しいメンバーに適用されます。特定のデフォルト・プロパ
ティは、ディメンションのプロパティに基づいています。

Smart Viewでのメンバーの移動
Smart Viewグリッドを使用すると、ディメンション内の親から別の親にメンバーを迅速に移動できます。
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Smart Viewにおけるディメンションとメンバーの使用方法の詳細は、『Oracle Smart View for Officeユーザー・ガイ
ド』のディメンションとメンバーに関する項を参照してください。

Smart Viewでメンバーを移動するには:
1. Smart Viewで、PlanningディメンションをSmart Viewグリッドにインポートします( 460ページのSmart

Viewのディメンションのインポートを参照)。
2. グリッドの「親メンバー」列でメンバーをハイライトします。

注：

「親メンバー」プロパティを空にすると、「親メンバー」の値はデフォルトでルート・メンバーになりま
す。

3. メンバー名と「親」列の交差に親の名前を入力します。
4. 「データの送信」をクリックして、データを保存します。

注：

同じ「データの送信」操作で、複数のメンバーまたはサブツリーの移動を保存できます。「データの送
信」操作が1つのメンバーに対して失敗した場合、Planningサーバーで操作が停止し、変更は保存
されません。

Smart Viewでのメンバーの移動のガイドライン
• グリッドで空の親メンバーは、ディメンションのルート・メンバーを表します。
• 「親メンバー」の値は、Smart Viewで使用されるメタデータ・ロード・ファイルの対応する値に該当するルールに従

います。

Smart Viewでの共有メンバーの指定
Smart Viewグリッドを使用すると、ディメンション内で共有するメンバーを簡単に指定できます。

注：

共有データ・ストレージ・オプションは、Smart Viewの通貨ディメンションのメンバーに使用できま
せん。

Smart Viewで共有メンバーを指定するには:
1. 基本メンバーが存在していることを確認します。
2. グリッドの「親メンバー」列で基本メンバーをハイライトします。
3. 基本メンバーの親の名前の値を変更します。
4. 「データ・ストレージ」列で基本メンバーをハイライトします。
5. ドロップダウン・メニューで、「共有」を選択します。



466 Planning管理者ガイド リリース11.1.2.4 · · 2015 年 1 月

6. 「データの送信」をクリックして、データを保存します。

「データの送信」操作は、元の基本メンバーを、元の「親メンバー」および「データ・ストレージ」プロパティでリフレッシュ
します。共有メンバーは、サーバー上で指定した親の下に追加されます。

注：

新しい共有メンバーは、Smart Viewグリッドに自動的には追加されません。グリッドに表示される
メンバーのリストは変更されません。

Smart Viewでのキューブのリフレッシュと作成
Smart Viewグリッドを使用すると、キューブのリフレッシュも新しいキューブの作成も簡単です。

Smart Viewでキューブをリフレッシュまたは作成するには:
1. Smart Viewのリボンで、「パネル」をクリックします。
2. Smart Viewパネルから、「Planning」を選択します。
3. フォルダ名を右クリックし、フォルダで「ディメンション」を選択します。フォルダにある「Oracle Hyperion

Planning」ディメンションが表示されます。

注：

期間と属性のディメンションは表示されません。

4. ルートディメンションを右クリックし、「データベースのリフレッシュ」または「データベースの作成」を選択しま
す。Oracle Smart View for Officeで、「データベースのリフレッシュ」ダイアログ・ボックスまたは「データベース
の作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 「リフレッシュ」または「作成」を選択します。進行状況バーが表示され、リフレッシュや作成で完了したステップ
の割合が示されます。
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