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リリース  1 1 . 1 . 2 . 1

新機能

Oracle Essbase Studio は、データ・モデリングおよびキューブ設計のための単一環

境を提供し、分析アプリケーションの構築およびデータのロードのための一貫し

たプラットフォームを提供することで、キューブ構築を容易にしています。

後続の項では、Essbase Studio リリース 11.1.2.1 および 11.1.12 の新機能について説

明しています。これらの機能の詳細は、『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』

を参照してください。このガイドは、Essbase Studio コンソールのオンライン・ヘ

ルプ、または Oracle Technology Network 上の PDF および HTML ヘルプ・フォー

マットで入手できます。
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Essbase Studio 11.1.2.1 の新機能

サブトピック

l Essbase Studio サーバーおよびカタログのアップグレード

l Oracle BI EE ビジネス・モデルのサポート

l Oracle BI EE ビジネス・モデル次元要素のバインディング・ルール

l Oracle BI EE からの Essbase キューブの配置

l Essbase Studio サーバー接続に対する SSL のサポート

Essbase Studio サーバーおよびカタログのアップグ
レード
このリリースでは、Essbase Studio カタログのすべての情報を変更せずに機能する

状態で維持したまま、Essbase Studio インストールを旧リリースからアップグレー

ドできます。アップグレード後、すべてのデータ・ソース接続、メタデータ要素、

Essbase モデル、およびキューブ・スキーマが使用可能で、編集および配置できま

す。

リリース 11.1.1.3 からアップグレードする場合は、Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management System Installer, Fusion Edition および Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management System Configurator を使用して製品を新しい環

境にインストールし、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System

インストールおよび構成ガイド』の EPM System 製品のアップグレードに関する項

で説明されているプロセスに従います。

リリース 11.1.2 からリリース 11.1.2.1 にアップグレードする場合は、Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management System Installer, Fusion Edition の「メンテナン

ス・リリースの適用」オプションを使用し、『Oracle Enterprise Performance

Management System ユーザーおよび役割セキュリティ・ガイド』のメンテナンス・

リリースのインストール・チェックリストに関する項を参照してください。

Oracle BI EE ビジネス・モデルのサポート

Essbase Studio で、データ・ソースとして Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

ビジネス・モデルがサポートされるようになりました。旧リリースでは、Oracle

BI EE のサポートはプレゼンテーション層に制限されていました。

Oracle BI EE データ・ソース接続を作成する際に、プレゼンテーション層またはビ

ジネス・モデルに基づいてデータ・ソースを作成する選択肢が与えられます。ビ

ジネス・モデルを選択し、Oracle BI EE 次元から、階層および次元要素を作成でき

るようになりました。「接続ウィザード」のプロセスが完了したら、作成された階

層および次元要素を「メタデータ・ナビゲータ」で表示できます。

メジャー階層およびその他のメジャーは、このプロセス中に自動的に作成されな

いことに注意してください。ただし、Oracle BI EE メジャー要素は、ソース・ナビ

ゲータのデータ・ソース接続に保存されます。ドラッグ・アンド・ドロップを使

用して、「メタデータ・ナビゲータ」にソース・メジャー要素を追加できます。
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その他のデータ・ソース・タイプから作成された要素の場合と同じように、これ

らのメタデータ要素を使用します。要素を使用してキューブ・スキーマおよび

Oracle Essbase モデルを作成し、そのモデルを配置して Essbase キューブを作成しま

す。

その他のリレーショナル・データ・ソースの作成ワークフローの項目とともに、

『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』の Oracle BI EE 次元の作成に関する項を

参照してください。

Oracle BI EE ビジネス・モデル次元要素のバインディ
ング・ルール
Oracle BI EE ビジネス・モデル・ソースから作成された階層は、主キーである要素

に基づいて作成されます。これらの要素の多くには数値(ID)があります。これは、

アウトラインのメンバー名が意味のある名前ではなく、数字のみである配置され

た Essbase キューブで問題の原因になります。

Essbase Studio は、要素の主キー列が数値である場合、次元要素のバインディング

式を生成するルールのセットに従います。

詳細は、『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』の Oracle BI EE ビジネス・モデ

ル次元要素のキー・バインディングおよびキャプション・バインディングの生成

ルールに関する項を参照してください。

Oracle BI EE からの Essbase キューブの配置

Essbase の集約機能を活用するために、Oracle BI EE では、ユーザーが Oracle BI EE

の「Essbase キューブ生成」モジュールから Essbase キューブを配置できるように

なっています。

「Essbase キューブ生成」モジュールでは、ユーザーはメジャー、次元および属性

を定義し、Essbase キューブを配置するためのキューブ・ビルディング・オプショ

ンを指定します。Essbase Studio は、Oracle BI EE による Essbase キューブの配置を

支援する Web サービスとして機能します。キューブの配置プロセス中に、Oracle

BI EE は、データ・ソース情報と指定された Essbase アーティファクトを含むキュー

ブ・スキーマを定義する XML ファイルを、配置オプションとともに Essbase Studio

に送信します。Essbase Studio は Essbase キューブを配置し、配置の結果を Oracle BI

EE に戻します。

「Essbase キューブ生成」モジュールから Essbase キューブを配置する手順は、Oracle

BI EE を参照してください。

Essbase 接続、データ・ソース接続、および Oracle BI EE からの配置の結果として

Essbase Studio に作成されたメタデータ要素アーティファクト、およびその使用方

法の詳細は、『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』.のデータ・ソース接続に

関する章、およびメタデータ要素に関する章を参照してください。
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Essbase Studio サーバー接続に対する SSL のサポー
ト
Essbase は、セキュア・ソケット・レイヤー(SSL)で動作するよう配置できます。

SSL モードでは、Essbase サーバーと Essbase Studio サーバー間のすべての通信が

データ・セキュリティを確保するために暗号化されます。Essbase コンポーネント

のデフォルトの配置では、自己署名の証明書がインストールされ、主にテスト目

的で SSL 通信が使用可能になります。本番環境では SSL 対応の Essbase に、よく知

られたサードパーティ認証局(CA)の証明書を使用することをお薦めします。詳細

は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System セキュリティ管理

ガイド』を参照してください。

SSL 対応の Essbase サーバーへの接続を設定する際、および SSL 対応の Oracle

Hyperion EPM Architect, Fusion Edition サーバーへのデータ・ソース接続を作成す

る際には、SSL モードを指定します。また、再ホストされた Essbase サーバーへの

参照を更新する場合には、新しいホスト名やポート番号とともに SSL を指定する

必要があります。『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』の Essbase サーバー接

続の作成、Performance Management Architect ソースの接続パラメータの定義、お

よび再ホストされた Essbase サーバーへの参照の更新に関する項を参照してくださ

い。
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Essbase Studio 11.1.2 の新機能

サブトピック

l Windows サービスとしての Essbase Studio サーバー

l Essbase Studio カタログのエクスポートおよびインポートについて

l データ・ソース参照の改善

l Oracle Diagnostic Logging (ODL)

l ODBC DSN および OCI 接続のサポート

l 接続プール

l Essbase サーバー・クラスタへの接続のサポート

l データ・ソース同期の改善

l コンソールの表示、メッセージングおよびナビゲーションの改善

l 別名テーブルの制限の緩和

l テキスト・リスト・マッピングのサポート

l Essbase モデル設計の改善

l 次元ソート順のサポート

l 名前付き世代とレベルのサポート

l 共有メンバーの前に実メンバーを自動配置

l MaxL 配置スクリプトの生成

l キューブ配置の改善

l 再帰階層でのドリルスルー

l 系列ビューアの表示の改善

l Integration Services カタログ移行の取消しオプション

l アクセシビリティ

l EPM System の新機能

Windows サービスとしての Essbase Studio サーバー

Essbase Studio サーバーは Windows サービスとしてインストールできます。Oracle

Hyperion Enterprise Performance Management System の構成プロセスの際に、Essbase

Studio サーバーを Windows サービスとして実行するよう指定します。

Essbase Studio カタログのエクスポートおよびイン
ポートについて
このリリースでは、様々な管理上の目的(カタログ・バックアップの作成、カタロ

グの復元、およびマシン間でのカタログの移動など)のために、異なるマシン間で

Essbase Studio カタログ・データベースを複製することができます。Essbase Studio

では、カタログを XML ファイルにエクスポートするオプションを使用できるよう

になりました。その後でカタログを再作成するために、このファイルを新しい場

所や別のマシンにインポートできます。また、一部のカタログ・オブジェクトを

選択的にコピーして XML ファイルにエクスポートし、これらのオブジェクトを新

しい場所や別のマシンに再作成するオプションもあります。

『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』の Essbase Studio カタログ・データベー

スのエクスポートおよびインポートに関する項を参照してください。
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データ・ソース参照の改善
データ・ソースの作成時、Essbase Studio は、データ・ソースを取得または参照す

る必要があります。取得プロセスから派生したメタデータ要素は、次に Essbase

Studio カタログに書き込まれます。

Essbase Studio は、データ・ソースの参照プロセス中にカタログをロックせずに取

得を実行できるようになりました。以前のリリースでは、他の Essbase Studio ユー

ザーは、オブジェクトのカタログからの読込みおよびカタログへの書込みを参照

プロセス中に行えませんでした。このため、データ・ソースの取得に長時間かか

る場合、複数のユーザーがいる環境では問題となることがありました。

データ・ソースの取得中に他のユーザーがカタログの読取りまたは書込みを行え

ないようにするには、Essbase Studio カタログをロックするオプションを使用しま

す。「接続ウィザード」の「テーブルの選択」ページで、「参照時にカタログをロッ

ク」オプションを選択します。

Oracle Diagnostic Logging (ODL)
Essbase Studio のロギングで、Oracle Diagnostic Logging (ODL)フレームワークが使

用されるようになりました。

Essbase Studio およびその他の EPM System 製品のロギングの構成の詳細は、Oracle

Technology Network で入手可能な『Oracle Hyperion 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。

ロギングに関連する次の Essbase Studio サーバー・プロパティは削除されていま

す:

l logger.file

l logger.limit

l logger.count

l com.hyperion.cp.handlers=com.hyperion.cp.util.LoggerFileHandler

プロパティ com.hyperion.cp.levelは、ODL に付属の MIDDLEWARE_HOME/

user_projects/epmsystem1/BPMS/bpms1/bin/logging.xmlファイルで設定され

るようになり、Essbase Studio の server.propertiesファイルでは設定されなくな

りました。

ODBC DSN および OCI 接続のサポート

キューブの配置中、ユーザー環境で設定した特定の ODBC DSN または Oracle Call

Interface (OCI)接続識別子を呼び出すことができます。ODBC DSN または OCI 識

別子を呼び出すと、DSN または OCI に設定した特定のパラメータを利用できま

す。たとえば、キューブの配置中、設定されている Oracle Wire Protocol ドライバ

を使用して、ドライバ・パフォーマンス・オプションおよびフェイルオーバー・

オプションを利用できます。
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キューブ配置ウィザードの「Essbase サーバー接続オプション」ページに含まれる

「データ・ソースの設定」グループで、ODBC DSN または OCI 接続識別子を指定

するためのオプション。

接続プール
接続プールでは、Essbase Studio のクエリー・ドライバによりデータ・ソースごと

に物理接続のプールが提供されます。これにより、同時クエリーの実行およびク

エリー処理の高速化が可能になります。プール内の接続数を指定します。

以前のリリースでは、クエリー・ドライバは、1 データ・ソース当たり 1 つの物

理接続を開いていました。複数のタスクが同じデータ・ソースに対してクエリー

を同時に実行すると、クエリー・ドライバは、強制的にクエリーを順次実行して

いました。つまり各クエリーは、前のクエリーの実行が終了するまで待機するた

め、結果としてクエリーの処理に遅延が発生していました。

Essbase サーバー・クラスタへの接続のサポート

Oracle Essbase は、Essbase サーバーのクラスタリングをサポートし、ライトバック

機能を持つアクティブ-パッシブ・フェイルオーバーを実現します。アクティブ-

パッシブ Essbase フェイルオーバー・クラスタは、Oracle Process Manager and

Notification (OPMN) Server のサービス・フェイルオーバー機能を使用します。

Essbase Studio を使用すると、Essbase サーバー・クラスタへの接続を作成できま

す。接続ウィザードでの Essbase 接続の作成時、新しく追加された「クラスタ」

チェック・ボックスを選択し、この接続が Essbase サーバー・クラスタに対する接

続であることを示すことができます。

Essbase フェイルオーバー・クラスタの詳細は、Essbase のドキュメントを参照して

ください。

データ・ソース同期の改善
ソース・ナビゲータの「データ・ソース」タブで使用可能な「削除」および「リ

フレッシュ」コマンドを使用して、Essbase Studio データ・ソース接続と物理デー

タ・ソースの密接な同期を保つことができます。

テーブルの削除

使用しなくなったテーブルまたは特定のデータ・ソース接続で使用しないテーブ

ルを削除します。

テーブルは、そのテーブルに依存している Essbase Studio メタデータ要素がないか

ぎり、データ・ソース接続から削除できます。たとえば、テーブルが、Essbase

Studio カタログに格納されている階層の構築に使用されている場合は、最初に依

存階層とその要素を削除してからでないと、そのテーブルを削除できません。

注： 削除できるのは、Oracle BI EE データ・ソースを含むリレーショナル・デー

タ・ソースのテーブルと、フラット・ファイル・データ・ソースのファイ

ルのみです。
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テーブルのリフレッシュ

データ・ソース接続の作成後にデータ・ソースで行われたスキーマ変更を検出す

るには、テーブルをリフレッシュします。

テーブルは、接続レベルとテーブル・レベルでリフレッシュできます。リフレッ

シュで検出されるスキーマ変更には、次のものがあります:

l 新しい列

l 削除された列

l 列のデータ型の変更; たとえば、varchar から integer など

接続レベルでリフレッシュすると、リフレッシュは接続内のすべてのテーブルに

対して実行されます。テーブル・レベルでリフレッシュした場合、リフレッシュ

は選択したテーブルでのみ実行されます。

注： リフレッシュできるのは、リレーショナル・データ・ソース(Oracle Business

Intelligence Enterprise Edition データ・ソースを含む)のみです。

コンソールの表示、メッセージングおよびナビゲー
ションの改善
リリース 11.1.2 では、Essbase Studio コンソール・インタフェースのユーザビリティ

が次の点で改善されています:

l Essbase Studio コンソールのタイトル・バーに、Essbase Studio サーバー名、ロ

グインしているユーザー名およびログインしているユーザーの役割が表示さ

れるようになりました。

l Essbase Studio コンソールから Essbase 管理コンソールの起動コマンドを使用す

るには、両方のコンソールを同じコンピュータに置く必要があります。管理

サービス・コンソールが同じコンピュータにインストールされていない場合、

Essbase Studio コンソールに情報メッセージが表示されるようになりました。

l 階層エディタで階層に子または兄弟を追加すると、Essbase Studio では、最後

に行った選択が記憶されます。たとえば、TBC サンプル・データ・ソースの

MARKET テーブルから STATEID 列を選択した場合、次に子または兄弟を追加

するときは、「エンティティの選択」ダイアログ・ボックスは MARKET テーブ

ルがすでに開かれた状態で起動されます。

別名テーブルの制限の緩和
Essbase Studio は、ブロック・ストレージおよび集約ストレージ・データベース用

として 32 の別名テーブルをサポートするようになりました。

テキスト・リスト・マッピングのサポート
このリリースでは、テキスト・リストを定義するための新しいメタデータ要素が

追加されています。テキスト・リストにより、テキスト文字列を含む列を、それ
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らの文字列の ID を含む列にマップできます。テキスト・リストで使用する列は

データ・ソースから取得された列であり、通常は ID とテキスト文字列を含む特定

のデータ・ソース・テーブルから取得されます。

注： Essbase Studio でテキスト・リストを作成する前に、この ID とテキスト文字

列のマッピング構造をデータ・ソースで設定します。

テキスト・リストは、テキスト・メジャーとともに使用されます。テキスト・メ

ジャーを使用すると、Essbase で数値データの他にテキスト・ベースのコンテンツ

も分析できるようになります。テキスト形式のコンテンツの保管と分析は、通常

はセルを所定のリスト内のテキスト値のいずれかにする必要がある場合に役立ち

ます。

たとえば、顧客満足度を、高、中、低などの評価で表しているとします。これら

の顧客満足度の評価は、1、2、3 などそれぞれ対応する数値 ID にマップされてい

るテキスト文字列のセットです。これらのマッピングは、ユーザーが作成するテ

キスト・リスト要素に含まれます。

Essbase モデル設計の改善

Essbase モデル設計の変更により、メタデータ要素およびキューブ・スキーマへの

特定の変更に対する Essbase モデルの処理が改善されました。たとえば、以前のリ

リースでは、階層名を変更すると、その階層が含まれている Essbase モデルを再作

成または再構築する必要がありました。

このリリースでは、次の操作をメタデータ・フォルダ、次元要素、導出テキスト・

メジャー、テキスト・リスト、階層、メジャー階層またはキューブ・スキーマに

対して行った場合、Essbase モデルの再作成または再構築は必要ありません:

l 名前変更

l 移動

また、次の操作を実行したときも、Essbase モデルの再作成または再構築は必要あ

りません:

l 次元要素のバインディング、フィルタ、ソート順または別名セット・バイン

ディングの変更

l 導出テキスト・メジャーのバインディング、範囲または別名セット・バイン

ディングの変更

l テキスト・リストの値バインディングまたは ID バインディングの変更

l キューブ・スキーマでの上書きデータ・ロード・バインディングの変更

次の操作を行った場合、Essbase モデルの再作成または再構築が必要であることに

注意してください:

l 階層またはメジャー階層でのメンバーの順序変更、追加または削除

l キューブ・スキーマからの階層の追加または削除

l キューブ・スキーマでの緩いメジャーの追加または削除
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l キューブ・スキーマでのメジャー階層の変更

l キューブ・スキーマでのデフォルトのデータ・ロード・バインディングの上

書き

次元ソート順のサポート
Essbase Studio では、次元ソート順をサポートします。次元ソート順により、次元

が Essbase モデルおよび後続の Essbase アウトラインに表示される順序が決まり、

同様に、次元の計算順序も影響を受けます。

次元のソート順を指定するには、Essbase モデル・ダイアログ・ボックスのツール

バーのボタンを使用します。

次元順序は、特にブロック・ストレージ・データベースの場合、パフォーマンス

に影響を及ぼす可能性があることに注意してください。集約ストレージおよびブ

ロック・ストレージ・データベースの計算については、『Oracle Essbase データベー

ス管理者ガイド』に記載されています。

名前付き世代とレベルのサポート
Essbase モデル内の世代およびレベルに、独自の名前を付けられるようになりまし

た。名前は、世代またはレベルを説明する単語または語句です。たとえば、アウ

トラインのすべての市に対して Cities という世代名を作成します。それぞれの世

代またはレベルには、1 つの名前のみ定義できます。

計算スクリプトやレポート・スクリプトで、メンバー名のリスト、あるいは世代

番号またはレベル番号のリストを指定する必要がある場合は、世代名やレベル名

を使用します。たとえば、計算スクリプトで行う計算の範囲を、特定の世代のメ

ンバーに限定できます。

重複メンバー名を許可する次元では、特定の世代やレベルでメンバー名が一意と

なるように指定できます。

共有メンバーの前に実メンバーを自動配置
集約ストレージ・アウトラインの場合、Essbase では、実メンバーを常に共有メン

バーの前に配置する必要があります。Essbase アウトラインの構築後、ユーザーが

再帰次元で共有メンバーを実メンバーの前に配置することがありました。「Essbase

モデル・プロパティ」ダイアログ・ボックスの「アウトライン構築」タブに含ま

れる新しいチェック・ボックスを選択すると、アウトライン・メンバー名の最初

のインスタンスは実メンバー・インスタンスになり、そのアウトライン・メンバー

名のその他のインスタンスは共有メンバーになります。このチェック・ボックス

のラベルは次のとおりです:

共有メンバーが実メンバーの前にある場合、共有メンバーと実メンバーの位置を

逆にする

次の例は、Essbase により共有メンバーと実メンバーの順序が変更される前および

変更された後の再帰階層のメンバーを示しています。親の順序は同じままである

ことに注意してください; 実メンバーの位置が変更されています。
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ケース 1、前

      Employees (dimension)

    Engineer

        John Smith (shared)

    Manager

        John Smith (shared)

    Director

        John Smith (actual)

   

ケース 1、後

      Employees (dimension)

    Engineer

        John Smith (actual)

    Manager

        John Smith (shared)

    Director

        John Smith (shared)

   

ケース 2、前

      Employees (dimension)

    Engineer

        John Smith (shared)

        Paul Williams (shared)

    Manager

        John Smith (actual)

        Paul Williams (actual)

   

ケース 2、後

      Employees (dimension)

    Engineer

        John Smith (actual)

        Paul Williams (actual)

    Manager

        John Smith (shared)

        Paul Williams (shared)

   

MaxL 配置スクリプトの生成

キューブの配置を実行する際、選択したすべての配置パラメータおよびオプショ

ンを MaxL スクリプトとして保存できます。その後、スクリプトの作成時に選択

したオプションに応じて、このスクリプトを MaxL シェルで使用し、メンバーま

たはデータのロード、あるいはその両方を実行できます。
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配置情報を MaxL スクリプトとして保存する際のオプションは、キューブ配置ウィ

ザードの配置オプションの設定ページにあります。

注： スクリプト・ファイルを編集して、ユーザー名およびパスワードのパラメー

タを置き換えられます; 次に例を示します:

deploy all from model 'cs1Model' in cube schema '¥CubeSchemas

¥cs1' login admin identified by password on host 'poplar-pc1'

to application 'cs2' database 'cs2' add values using connection

'Connection1' keep 200 errors on error ignore dataload write to

default;

または、コマンド・プロンプトでユーザー名とパスワードをパラメータと

してスクリプト名とともに入力します; 次に例を示します:

essmsh c:¥generated_mxl_script.msh admin password

キューブ配置の改善
l キューブ配置を開始するとウィンドウが表示され、配置の完了時にもそのま

ま画面に表示されるようになりました。ウィンドウには、キューブ配置に関

する次の情報が表示されます:

m メンバー・ロードおよびデータ・ロードの開始時間

m メンバーおよびデータのロード詳細をリストしたステータス・メッセージ

m メンバー・ロードおよびデータ・ロードの経過時間(分と秒)

m 処理されたレコード数および拒否されたレコード数

m 配置の成功または失敗

m エラー・ファイルの場所

l キューブ配置の前に、エラーが Oracle Essbase モデル内にある場合、ユーザー

に警告が表示されるようになりました。モデル・エラーがある場合、キュー

ブ配置ウィザードの「Essbase サーバー接続オプション」ページに含まれる「次

へ」をクリックすると、「Essbase モデル・プロパティ」ダイアログ・ボックス

を起動するかどうかを確認するダイアログが表示されます。プロパティのダ

イアログ・ボックスを起動しエラーを修正するには、「はい」をクリックしま

す。

このダイアログでは「いいえ」をクリックできますが、モデル・エラーが修

正されるまで配置は続行できません。「いいえ」をクリックした場合、キュー

ブ配置ウィザードの「Essbase サーバー接続オプション」ページに含まれる「モ

デル・プロパティ」ボタンをクリックし、プロパティ・ダイアログ・ボック

スを起動してエラーを修正してください。

再帰階層でのドリルスルー
Essbase Studio では、再帰階層に対するドリルスルー・レポートの作成がサポート

されるようになりました。ユーザーは、1 つ以上の再帰階層を含むドリルスルー・

レポートを作成し、各再帰階層について、レポートに含まれる世代またはレベル
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設定を指定できます。レポートは、Oracle Hyperion Smart View for Office, Fusion

Edition を使用して実行できます。

注： Essbase Studio で構築されたキューブの再帰階層ドリルスルーは、Essbase

Spreadsheet Add-in ではサポートされていません。

系列ビューアの表示の改善
以前のリリースでは、系列ビューアには、キャプション・バインディングとキー・

バインディングの式が同じでも、各次元要素に 2 つの物理要素が表示されていま

した。たとえば、次元要素 FAMILY に、tbc.family.FAMILYを示す 2 つのノード

(キャプション・バインディング用の 1 ノードとキー・バインディング用の 1 ノー

ド)が表示されていました。

現在は、キャプション・バインディングとキー・バインディングが同じである場

合、系列ビューアには物理要素に対して 1 つのノードのみが表示されるようにな

りました。

Integration Services カタログ移行の取消しオプショ
ン
Oracle Essbase Integration Services カタログの移行をその進行中に取り消すことがで

きます。『EIS カタログの移行』ダイアログ・ボックスに「取消し」ボタンが表示

されるようになりました。

アクセシビリティ
このリリースでは、Essbase Studio ユーザー・インタフェースにおいて、すべての

適用可能なダイアログ・ボックスおよびスクリーン要素に対するキーボード操作

サポートおよびスクリーン・リーダー・サポートが追加されています。

Essbase Studio のドキュメントは、このリリースでは HML 形式でも入手できます。

オラクル社では、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポー

ト・ドキュメントをご利用いただけることを目標としています。Oracle Essbase

Studio では、『Oracle Essbase Studio ユーザー・ガイド』の付録 A で説明されている

アクセシビリティ機能をサポートしています。

EPM System の新機能
l ほとんどの EPM System 製品では、ログ方式として Oracle Diagnostic Logging

(ODL)を採用しています。ODL フレームワークは、ログ・ファイルのローテー

ション、ログ・ファイルの最大サイズ、ログ・ディレクトリの最大サイズな

ど、ログ・ファイルの管理について一貫したサポートを提供します。詳細は、

『Oracle Hyperion 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 EPM System ログの使用方法に関す

る章を参照してください。
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l Oracle Configuration Manager (OCM)は、My Oracle Support と統合されており、

Oracle ソフトウェアの構成情報を提供します。この情報は、EPM System の配

置のトラブルシューティング、管理および診断に役立ちます。Oracle

Configuration Manager の詳細は、『Oracle Hyperion 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。

l このリリースでは、多くの EPM System 製品が、IPv6 アドレスに解決されるホ

スト名をサポートしています。Oracle Hyperion Enterprise Performance

Management System の動作保証マトリックスを参照してください。IPv4 のサ

ポート(ホスト名と IP アドレスの両方)については、以前のリリースからの変

更はありません。

l Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System は、次のタイプの SSL

構成をサポートします:

m 完全 SSL 配置(データ・アクセスを含む)

m Web サーバーで終了する SSL

m SSL アクセラレータ(オフロード)

m 2 方向の SSL

SSL 構成の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management

System セキュリティ管理ガイド』を参照してください。
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