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新機能

新機能
Calculation Manager 新機能ガイドを参照してください。このリリースのインストー

ル、アーキテクチャおよび配置の変更に関連する新機能の詳細は、Oracle Enterprise

Performance Management System Installation and Configuration Readme の新機能に関

する項を参照してください。

ホストされているオンライン・ヘルプ
EPM System 製品のオンライン・ヘルプ・コンテンツは、中央の Oracle ダウンロー

ド場所から提供されます。これにより、EPM System のダウンロードとインストー

ルにかかる時間が短縮されます。オンライン・ヘルプをインストールおよび構成

して、ローカルに実行することもできます。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。

リリース 11.1.2.2 の新機能

Calculation Manager 11.1.2.2 には、次の新機能および強化された機能が含まれます:

l スクリプト・エディタ拡張機能

l 双方向言語サポート

l 新しい整数の変数

l Planning 用の実行時プロンプト変数の新規セキュリティ属性

l Planning の変数のための新規実行時プロンプト検証値

l Financial Management アプリケーションの無制限カスタム次元

l Financial Management アプリケーションの.RLE ファイルをインポートするため

の新規インポート・オプション

l ルール・デザイナとテンプレート・デザイナの一致するすべてのテキスト文

字列の検索および置換機能

l ルール・デザイナとテンプレート・デザイナのグラフィカルの変更を元に戻

す機能

l ルール・デザイナのスクリプト・コンポーネントをグラフィカル・コンポー

ネントに変換する機能



l Essbase の計算スクリプトをグラフィカル・ビジネス・ルールとしてインポー

トする機能

l オブジェクトを Calculation Manager 内の他のアプリケーションにコピーする際

に共有コンポーネントと変数をコピーする機能

l コンポーネントをジネス・ルール内で無効にする機能

l デバッグ、およびビジネス・ルール、コンポーネントおよびテンプレートに

ついての統計情報を取得する機能

l テンプレート・デザイナの新規メタデータ・ループ・コンポーネント

スクリプト・エディタ拡張機能

今回のリリースのスクリプト・エディタには、自動推奨、コード補完、行番号、

拡張された色分け、コードの形式、構文の検証、コメントおよびパフォーマンス

の改善などのいくつかの拡張が含まれています。

l [Ctrl]+[Space]を使用すると、推奨された関数のリストを表示できます。自動的

に事前入力されたデフォルト値が関数パラメータに提供されます。関数の

初の数文字を入力して、[Ctrl]を押しながら[Space]キーを押すと、推奨される

関数が表示されます。

l [Space]キーまたは[Enter]キーを押すと、キー・ワード、関数、文字列およびコ

メントが自動的に色分けされます。

l 行番号はスクリプトの各行の左マージンに表示されます。

l コードの特定の文字(たとえば、"、'、(、[または{など)を入力すると、

Calculation Manager では、コードを他の文字で補完します。FIX と入力すると、

Oracle Hyperion Calculation Manager では、() ENDFIX と入力され、IF と入力す

ると、Oracle Hyperion Calculation Manager では、() ENDIF が追加されます。

l 構文エラーがない場合、スクリプトは自動的にエディタでフォーマットされ

ます。

l 構文エラーがスクリプトでチェックされます。エラーがある場合、メッセー

ジ・ボックスで通知され、赤色でハイライトされます。

l スクリプトをハイライトできます。コメント・アイコンをクリックすると、

スクリプトをコメントにすることができます。

注意: 行番号の表示とコード補完は有効/無効を切り替えることができます。

双方向言語サポート

今回のリリースの Calculation Manager には、右から左に表記されるアラビア語や

ヘブライ語などの言語のために双方向言語サポートが含まれています。

Planning および Essbase の整数の変数

今回のリリースには、Planning および Essbase の新しいタイプの変数である整数の

変数が含まれています。このタイプの変数を使用すると、数値全体を入力できま

す。整数の変数を使用するビジネス・ルールが起動されると、整数の変数を作成
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した際に「RTP」チェック・ボックスが選択されていれば、この整数の変数は実

行時プロンプトとして機能できます。

Planning の実行時プロンプト変数のセキュリティ属性

メンバー・タイプの実行時プロンプト変数に、Planning で使用される次の 4 つの

セキュリティ属性を指定して、セキュリティおよびプロセス管理を制御できます。

そうすることで、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。

l デフォルトの使用: Planning で、メンバーへのアクセスが「なし」に設定され

ていない場合、デフォルトのセキュリティ設定が有効になります。

l 読取り: Planning でビジネス・ルールを起動する際に、実行時プロンプトに選

択できるメンバーをユーザーが表示できます。

l 書込み: Planning でビジネス・ルールを起動する際に、実行時プロンプトに選

択できるメンバーをユーザーが変更できます。

l 承認: メンバーに対する書込みアクセス権があり、メンバーが Planning でプラ

ンニング・ユニットに属する場合に、実行時プロンプトに選択できるメンバー

をユーザーが変更できます。

Planning 変数の実行時プロンプトの検証値

ビジネス・ルールおよびビジネス・ルールセットで使用される実行時プロンプト

変数の検証値を指定できます。これにより、実行時プロンプト変数に異なる値を

使用するビジネス・ルールとビジネス・ルールセットを検証できます。メンバー・

セレクタを使用して、ルール・デザイナとルールセット・デザイナの「変数」タ

ブの実行時プロンプト変数の検証値を指定できます。

Financial Management アプリケーションの無制限カスタム次元

以前のリリースの Financial Management では、4 つのカスタム次元がサポートされ

ていました。今回のリリースの Financial management では、Financial Management

アプリケーションは無制限のカスタム次元を持つことができます。データ範囲コ

ンポーネントやメタデータ・ループ・コンポーネントおよび関数セレクタやメン

バー・セレクタを含め、次元情報が表示されているすべての Calculation Manager

で、無制限の Financial Management のカスタム次元がサポートされます。

Financial Management アプリケーションの.RLE ファイルをイン

ポートするための新規インポート・オプション

Financial Management の.RLE ファイルを Calculation Manager にインポートする場

合、インポートする際に.RLE ファイルの内容をスクリプトまたはグラフィカル・

コンポーネントに変換できます。.RLE ファイルをグラフィカル・コンポーネント

に変換し、その.RLE ファイルに条件文がある場合、式コンポーネントの一部とし

て条件文を含めることができます。または、Calculation Manager のフロー・チャー

ト内で別の条件コンポーネントとして含めることもできます。.RLE ファイルをグ

ラフィカル・コンポーネントに変換する場合、次のように、スクリプトのコメン
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トに基づいて、文をコンポーネント・オブジェクトに分ける方法を指定すること

もできます:

1. 個別のコンポーネントとして。スクリプトの各コメント行に対して、個別の

コンポーネントが生成されます。

2. 複数ブロックのコンポーネントとして。スクリプトの各コメント行につき 1

つのブロックを持つ、1 つのコンポーネントがとして生成されます。

3. 単一ブロックのコンポーネントとして。スクリプトのすべてのコメント行に

つき 1 つのブロックを持つ、1 つのコンポーネントが生成されます。(つまり、

コメント行ごとに個別のブロックはありません。)

ルール・デザイナとテンプレート・デザイナの一致するすべ
てのテキスト文字列の検索および置換

ルール・デザイナまたはテンプレート・デザイナ内で、グラフィカル・モードで

作業している場合、ルール・コンポーネントまたはテンプレート・コンポーネン

トのテキスト文字列を検索できます。

テキスト文字列を検索する場合、Calculation Manager は、フロー・チャートで選

択されているコンポーネントの直後のコンポーネントから検索を開始し、フロー・

チャートの 後まで検索して、フロー・チャートで選択されているコンポーネン

トに到達するまで、フロー・チャートの 初から再度検索を開始します。一致す

るテキスト文字列が 1 つ見つかった後に、別の一致を検索する場合は、再度検索

を開始して次の一致するテキスト文字列を探す必要があります。

ルール・デザイナまたはテンプレート・デザイナ内で一致したテキスト文字列の

すべてを置換することもできます。

一致するすべてのテキスト文字列を検索して置換する場合、検索内容にビジネス・

ルールおよびそのコンポーネントの名前、説明、コメントとキャプションを含め

ることができます。一致の条件にテキスト文字列の大文字/小文字の区別および完

全一致を指定することもできます。

ルール・デザイナとテンプレート・デザイナのグラフィカル
の変更を元に戻す

ルール・デザイナおよびテンプレート・デザイナ内のフロー・チャートに対して

加えた次の変更を元に戻すことができます:

l フロー・チャートへのコンポーネントの追加

l フロー・チャートからのコンポーネントの削除

l フロー・チャートへのコンポーネントの貼付け

l フロー・チャート内のコンポーネントの移動

l スクリプト・コンポーネントのグラフィカル・コンポーネントへの変換

元に戻す場合、ビジネス・ルールまたはテンプレートのフロー・チャート内のコ

ンポーネントに対して 後に加えた変更のみを元に戻します。元に戻す機能を繰

り返して使用し、 後の 10 回の変更を元に戻すことができます。コンポーネン内

で行った変更を元に戻すことはできません。
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ルール・デザイナのクリプト・コンポーネントのグラフィカ
ル・コンポーネントへの変換

ルール・デザイナのフロー・チャート内で、ビジネス・ルールのグラフィカル・

フローを簡単に表示できるように、Planning または Essbase のスクリプト・コン

ポーネントを右クリックしてグラフィカル・コンポーネントに変換できます。ス

クリプト・コンポーネントのグラフィカル・コンポーネントへの変換を保存する

には、ビジネス・ルールを保存する必要があります。変換を破棄する場合、元に

戻す機能を使用して、グラフィカル・コンポーネントをスクリプト・コンポーネ

ントに変換できます。

Essbase ブロック・ストレージの計算スクリプトをグラフィカ

ル・ビジネス・ルールとしてインポート

Essbase で定義されたブロック・ストレージの計算スクリプトを表示するために、

これらを Calculation Manager にグラフィカル・ビジネス・ルールとしてインポー

トできます。以前に計算スクリプトをインポートした場合、インポート処理中に

これを置換するか、スキップすることができます。計算スクリプトをインポート

した後で、インポートした計算スクリプトがスクリプト・コンポーネントにある

場合、スクリプト・コンポーネントをビジネス・ルールのフロー・チャートのグ

ラフィカル・コンポーネントに変換できます。

オブジェクトを他のアプリケーションにコピーする際の共有
コンポーネントと変数のコピー

アプリケーション間でのビジネス・ルール、ビジネス・ルールセット、テンプレー

トおよびオブジェクトのコピーに加えて、オブジェクトを新しいアプリケーショ

ンにコピーする場合、変数および共有コンポーネントをコピーできます。これに

より、コピー先のアプリケーションで変数と共有コンポーネントを再作成する必

要がなくなります。

ビジネス・ルールおよびその共有コンポーネントをコピーする場合、共有コンポー

ネントがコピー先のアプリケーションにコピーされ、コピーされたビジネス・ルー

ルはコピー先のアプリケーションおよびプラン・タイプの共有コンポーネントを

使用します。共有コンポーネントをコピーしない場合、共有コンポーネントはコ

ピー先のアプリケーションにコピーされず、コピーされたビジネス・ルールは元

のアプリケーションおよびプラン・タイプの共有コンポーネントを使用します。

スクリプト生成でのビジネス・ルールまたはテンプレート内
のコンポーネントの無効化

ルール・デザイナまたはテンプレート・デザイナ内のコンポーネントを無効にし

て、スクリプト作成時にビジネス・ルールまたはテンプレートのコンポーネント

を除外できます。(条件コンポーネント以外のコンポーネントはすべて無効にでき

ます。)コンポーネントを無効にし、ビジネス・ルールまたはテンプレートを保存

した後で、コンポーネントはビジネス・ルールまたはテンプレートのフロー・

チャートでグレーになります。ビジネス・ルールまたはテンプレートでどのコン

ポーネントが検証エラーの原因になっているかを分析する際に、検証からコンポー

ネントを除外するために、コンポーネントの無効化が必要になる場合があります。
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コンポーネントを無効にした後、ルール・デザイナの「スクリプト」タブで、ま

たはスクリプト・モードでの作業時に、ビジネス・ルールの生成済のスクリプト

を表示できます。「スクリプト」タブでスクリプトを表示している場合、無効に

なったコンポーネントは表示されません。スクリプト・モードで作業時にスクリ

プトを表示している場合、無効になったコンポーネントはコメント化されます。

デバッグ、およびビジネス・ルール、コンポーネントとテン
プレートについての統計情報の取得

分析機能を使用すると、ビジネス・ルールを分析し、統計情報(コンポーネントの

実行にかかった時間、コンポーネントの式の実行回数、コンポーネント実行前後

のメンバー交差の値など)を取得できます。

デバッグ機能を使用すると、ビジネス・ルールを実行し、そのスクリプトがどの

ように実行されるかを 1 行ずつ調べることができます。デバッグを使用して、次

の作業を実行できます:

l 文のメンバー交差の値を検査するための、スクリプトの実行を停止するブレー

ク・ポイントを挿入(および削除)します。ブレーク・ポイントで実行が停止す

ると、文のすべてのメンバー交差の値が表示されます。

l ブレーク・ポイントのリストを表示します。

l ブレーク・ポイントに条件を追加して、条件を満たす場合にのみ文の実行を

停止させます。(条件に使用できるのは、ブレーク・ポイントのある文で使用

されているメンバーのみです。)

l 実行の前後に、文のメンバーの値を表示します。

l 文の実行の前後に、文の実行変数の値を表示します。

l デバッグ・セッションを終了および再開します。

テンプレート・デザイナのメタデータ・ループ・コンポーネ
ント

メタデータ・ループ・コンポーネントを使用すると、親次元のメンバーにパラメー

タを繰り返し割り当てることができます。メタデータ・ループ・コンポーネント

をカスタム定義テンプレートで使用できます。

リリース 11.1.2.1 の新機能

Calculation Manager 11.1.2.1 には、次の新機能および強化された機能が含まれます:

l Calculation Manager での Oracle General Ledger Essbase アプリケーションのサポー

ト

l ユーザーによる Oracle General Ledger のビジネス・ルールおよびビジネス・ルー

ルセットの表示を制限する新しい役割

l スクリプト・コンポーネントの共有オブジェクト(式、スクリプト、ビジネス・

ルール、テンプレートなど)を使用する機能

l Essbase および Planning ビジネス・ルールの新しいメンバー・ブロック・オブ

ジェクトのサポート
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l 含まれるテキストに従ってビジネス・ルールを表示できる「フィルタ」ダイ

アログ・ボックスの新しい「任意のテキスト」チェック・ボックス

l 式コンポーネントの式グリッドの検索と置換機能のサポート

Calculation Manager での Oracle General Ledger Essbase アプリケー

ションのサポート

このリリースでは、Calculation Manager は、Essbase 集約ストレージ・アプリケー

ションを使用している Oracle General Ledger ユーザーによって使用されます。Oracle

General Ledger ユーザーは、割当てコンポーネント、視点(POV)コンポーネントお

よび式コンポーネントを使用してビジネス・ルールを作成します。

Oracle General Ledger のビジネス・ルールを表示および編集する

新しい役割

ルール・デザイナの役割は、Oracle General Ledger ユーザーが作成したビジネス・

ルールおよびビジネス・ルールセットのみを表示および編集できる新しい

Calculation Manager の役割です。

スクリプト・コンポーネントからのオブジェクトの共有のサ
ポート

前のリリースの Calculation Manager ビジネス・ルール、テンプレート、式コンポー

ネントおよびスクリプト・コンポーネントはアプリケーション内外で共有でき、

グラフィカル・モードでのみ参照可能でした。このリリースのビジネス・ルール、

テンプレート、式コンポーネントおよびスクリプト・コンポーネントはアプリケー

ション内およびアプリケーション間で共有でき、スクリプト・コンポーネントお

よびスクリプト・モードでも参照可能です。ビジネス・ルール・スクリプトには、

ビジネス・ルール・スクリプトの下の「スクリプト」タブに全体が表示される共

有オブジェクトの参照が含まれます。

Essbase および Planning ビジネス・ルールの新しいメンバー・

ブロック・コンポーネント

Essbase および Planning ビジネス・ルールは、新しいコンポーネントのメンバー・

ブロック・コンポーネントを含むことができます。メンバー・ブロック・コンポー

ネントはループ・コンポーネントと機能が類似し、ビジネス・ルールでサイクル

するメンバーの文字列を含みます。

「フィルタ」ダイアログ・ボックスの新しい「任意のテキス
ト」チェック・ボックス

含まれるテキストの文字列に従って、ビジネス・ルール、ビジネス・ルールセッ

ト、コンポーネントおよびテンプレートを検索できます。「フィルタ」ダイアログ

の「任意のテキスト」チェック・ボックスを選択して検索するテキスト文字列を

入力します。
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式コンポーネントの式グリッドの検索と置換のサポート

テキストを検索して、式コンポーネントの式グリッドの単一またはすべてのイン

スタンスのテキストを置換できます。

リリース 11.1.2 の新機能

Calculation Manager 11.1.2 には、次の新機能および強化された機能が含まれます:

l Essbase 集約ストレージ・ビジネス・ルールのサポート

l Calculation Manager からの Essbase 集約ストレージ・ビジネス・ルールの起動

のサポート

l カスタム関数およびパラメータを渡す機能(Financial Management のみ)

l 条件ビルダーのスマートリスト・セレクタ(Planning のみ)

l 「関数セレクタ」ダイアログのユーザー定義属性および属性関数のパラメータ

l Public Sector Planning and Budgeting のサポート

l 多数のメンバーを処理するためのメンバー・セレクタへの変更

l スタンドアロンの Calculation Manager 向けのライフサイクル管理のサポート

Calculation Manager での Essbase 集約ストレージ・アプリケー

ションのサポート

このリリースでは、Calculation Manager は、ブロック・ストレージ・アプリケー

ションに加えて Essbase 集約ストレージ・アプリケーションを使用している Essbase

ユーザーによって使用されます。前のリリースでは、Calculation Manager は、

Performance Management Architect またはクラシック・アプリケーションを使用し

ている Financial Management ユーザーおよび Planning ユーザーによって使用され

ます。

割当ておよびカスタム計算のサポート

新しい視点(POV)、割当ておよび式コンポーネントを使用して、 Essbase 集約スト

レージ・ビジネス・ルールに割当ておよびカスタム計算を作成できます。Calculation

Manager では、すべてのオプション(オフセット、四捨五入、割当て方法の選択の

オプションなど)を含むウィザードを使用して、単純および複雑な割当てを構築で

きます。Calculation Manager には、一定期間の割当ての専用オプションもありま

す。

Calculation Manager では、単純なカスタム式を設計することもできます。1 つまた

は複数の割当てウィザードと、1 つ以上のカスタム計算を組み合せて、ビジネス・

ルールを構築できます。割当ておよびカスタム計算によってデータが計算され、

アプリケーションに保管されます。このデータは動的には計算されません。この

機能は、Essbase ブロック・ストレージ・キューブをステージング領域として使用

して割当ての計算と単純計算を行う、レポート・アーキテクチャの合理化および

簡略化に役立ちます。その後に、高速なレポート用の Essbase 集約ストレージ・

キューブへのデータ移動が行われます。Essbase 集約ストレージ・キューブで割当
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てを直接実行すると、Essbase 集約ストレージ計算で高いパフォーマンスを維持し

ているときに Essbase ブロック・ストレージ計算の手順を行う必要がなくなりま

す。これにより、レポート・システムのアーキテクチャを簡略化できます。

Essbase 集約ストレージ・ビジネス・ルールの起動

Essbase ブロック・ストレージ・ビジネス・ルールと同様に、Essbase 集約ストレー

ジ・ビジネス・ルールを Calculation Manager から起動できます。Calculation

Manager で作成された Essbase ビジネス・ルールは、Administration Services からも

起動できます。

カスタム関数およびパラメータを渡す機能(Financial Management
アプリケーション・ユーザー)

前のリリースでは、Financial Management ビジネス・ルールで使用された実行変数

をパラメータとして渡すよう指定できました。このリリースでは、Financial

Management ビジネス・ルールを関数として使用するよう指定できます。

条件ビルダーのスマートリスト・セレクタ(Planning アプリケー

ション・ユーザー)

条件にメンバー、関数および変数を使用することに加えて、このリリースでは、

Planning ビジネス・ルール内の条件にスマートリストを使用できます。これによ

り、ビジネス・ロジックでビジネス・ルールに条件の使用が必要な場合に、ビジ

ネス・ルールの設計が簡略化されます。

「関数セレクタ」でのユーザー定義属性および属性関数の表示
のパラメータ

「関数セレクタ」ダイアログのユーザー定義属性および属性関数を選択する場合、

これらの関数のパラメータが表示されます。これにより、より簡単に、ルール・

デザイナで属性関数を呼び出すことができます。Calculation Manager では、どの

属性次元が標準の次元に関連付けられているか、およびどの属性メンバーである

かを示します。

公共部門用予算設定のサポート

Calculation Manager のこのリリースには、事前定義済の Public Sector Planning and

Budgeting ビジネス・ルールをクラシック・アプリケーションにロードする機能が

含まれます。これらのビジネス・ルールによって、Planning の Web フォームでの

作業時に、事前定義済の計算を実行できます。この製品とともに出荷されるすべ

てのビジネス・ルールは、Calculation Manager のグラフィカル・ユーザー・イン

タフェースで使用できます。新しく Public Sector Planning and Budgeting アプリケー

ションを作成する際に、Calculation Manager のルールのセットを使用して、Public

Sector Planning and Budgeting ビジネス・ルールを自動的に初期化できます。

Calculation Manager にグラフィカル・モードでビジネス・ルールを作成すると、

ビジネス・ルールの保持および更新を簡略化できます。
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大きい次元でのパフォーマンス向上のためのメンバー・セレ
クタの機能強化

多数のメンバーを持つ次元を処理している場合、パフォーマンスを向上させ、メ

ンバーの表示を制限するために、「メンバー・セレクタ」では、次元ノードまたメ

ンバー・ノードを展開すると、 初の 2000 メンバーのみ表示されます。表示が

2000 メンバーを超える場合、目的のメンバーを探すのに検索機能を使用するかど

うかを確認するメッセージが表示されます。

スタンドアロンの Calculation Manager 向けのライフサイクル管

理のサポート

Calculation Manager で設計されたビジネス・ルールおよびその他のオブジェクト

を、クラシック Financial Management、クラシック Planning および Essbase アプリ

ケーションに移行できます。クラシック Planning アプリケーションが Calculation

Manager を使用している場合、ライフサイクル管理を使用して、アプリケーショ

ンのビジネス・ルールを移行できます。以前のリリースでは、Performance

Management Architect アプリケーションのみが、ビジネス・ルールの移行にライフ

サイクル管理を使用できました。

このリリースのインストール、アーキテクチャおよび配置の変更に関連する新機

能は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System インストール

Readme の新機能に関する項を参照してください。
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