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リリース 11.1.2.2 に導入された機能

アップグレード・ウィザード
アプリケーションで Oracle Hyperion Business Rules が使用されていた場合、アップ

グレード・ウィザードでは Business Rules のビジネス・ルールを Oracle Hyperion

Calculation Manager のビジネス・ルールに自動的に変換します。リリース 11.1.2.2

では、Business Rules のビジネス・ルールのみが計算モジュールとしてサポートさ

れています。

注意:

l クラシック・アプリケーション管理は、現在(Oracle Hyperion EPM Architect ア

プリケーション管理に対して)Oracle Hyperion Planning アプリケーション管理

と呼ばれています。

l アップグレード・ウィザードでは、Oracle Hyperion Business Rules ビジネス・

ルールを含むアプリケーションが自動的にアップグレードされ、これらのビ

ジネス・ルールは Calculation Manager ビジネス・ルールに変換されます。ただ

し、アップグレード・ウィザードでは、Oracle Hyperion Calculation Manager ビ

ジネス・ルールを含むリリース 11.1.2.1 アプリケーションは、自動的に変換さ

れません。これらのアップグレード手順については、Oracle Enterprise

Performance Management System Installation and Configuration Guide 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
Oracle Enterprise Performance Management 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 Installation and Configuration

Guide を参照してください。

管理機能の強化

グリッド診断

新しい診断ツールでは、管理者はフォームおよびアド・ホック・グリッドを開く

のにかかった時間を表示でき、ロード時間をチャート・フォームまたは表フォー

ムのどちらで表示するかを選択できます。このツールを使用すると、管理者は、

診断を実行するフォームおよびグリッドを選択でき、パフォーマンスが低いフォー

ムを特定して設計の問題に対処できます。
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代替変数の管理

新しいタブを使用すると、管理者は、すべての Planning アプリケーションの代替

変数を管理できます。代替変数が適用されるプラン・タイプ、その名前および値

を選択できます。既存のものを編集および削除することもできます。

WebSphere のサポート

Planning で、WebSphere がサポートされるようになりました。

機能の拡張

ローリング予測

管理者は、ローリング予測ウィンドウを含めるようにフォームを設定できるよう

になりました。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、フォームを定義する際に管理者が設定した、ローリン

グ予測用の事前定義済ウィンドウに基づいて進みます。

ローリング予測には、定期的に変更する情報の広範囲にわたるプレースホルダと

して動作する代替変数も含められます。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。

予測プランニング

予測プランニングがインストールされており、有効なフォーム(アド・ホック・グ

リッドではない)が Oracle Hyperion Smart View for Office にロードされると、プラン

ナは Planning のメニューまたはリボンの「予測」アイテムを使用して、履歴デー

タに基づいて業績を予測できます。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。(インストール手順については、Oracle

Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Guide を参照

してください。)

承認におけるグループのサポート

予算の確認プロセスをより柔軟に管理するために、承認ワークフローで、ユー

ザー・グループがサポートされるようになりました。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。

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、
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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。

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。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。

「すべての年」メンバー

すべての年を含む「すべての年」親メンバーを作成できます。「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。

複数のドキュメントの添付

管理者が、フォーム・セルから、フォームの「セル・レベルのドキュメントの使

用可能」プロパティを選択する場合、プランナは、単一のセルに対しても、複数

の EPM Workspace ドキュメントを追加、削除および表示できます。これらのド

キュメントには Web サイトまたはあらゆるファイル・タイプ(.XLSまたは.PDFファ

イルなど)が該当します。たとえば、セルの売上げデータを裏付ける 新の仮定を

含む複数のドキュメントをセルに関連付けることができます。

セルの右上隅に表示される小さな赤い四角形は、このセルにセル・レベル・ドキュ

メントが含まれていることを示し、赤い四角形にカーソルを置くと、セルの交差

メンバーが表示されます。

セルまたはセルの範囲に対する複数のコメント

セルへの書込みアクセス権を持つプランナは、差異やローリング予測の説明など

のコメントをセルに追加できます。プランナそれぞれが複数のコメントを追加で

きるようになり、その後コメントを表示、編集または削除できます。セル・ノー

トでは、リッチ・テキスト・フォーマットがサポートされるようになりました。

セルの右上隅に表示される小さな赤い四角形は、このセルにコメントが含まれて

いることを示し、赤い四角形にカーソルを置くと、セルの交差メンバーが表示さ

れます。

セルのデータ履歴の表示

管理者が「データ」の監査をオンにした場合、プランナは少なくとも読取りアク

セス権がある数値、日付またはテキストのセルのデータ履歴を表示できます。セ

ルを右クリックし、「変更履歴の表示」を選択すると、セルの値を変更したユー

ザー、いつ変更したか、前の値および新しい値が表示される読取り専用画面が表

示されます。リストは、昇順または降順でソートできます。
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テキスト・フォーマット

データ型がテキストのデータ・セルにおいて、Planning でテキスト・フォーマッ

トがサポートされるようになりました。

承認のための実行時プロンプトのサポート

実行時プロンプトで、承認セキュリティがサポートされるようになりました。ア

クセス権限および承認に基づいて、実行時プロンプト・メンバーをフィルタ処理

できます。実行時プロンプト・オーダー(シナリオ、バージョン、エンティティ、

セカンダリ・メンバー)を正しく設定すると、承認セキュリティが特定され、メン

バーのフィルタ処理に使用できるようになります。

ナビゲーションおよびレイアウト

役割駆動型のナビゲーション・フロー

アコーディオン形式の展開可能な左側ペインに、ログインしているユーザー・タ

イプに対応した機能が反映されるようになりました。たとえば、管理者には、

フォーム、タスク・リスト、次元、ビジネス・ルール・セキュリティおよびプリ

ファレンスが表示され、これらの管理が可能であり、一方プランナ・ユーザー・

タイプには、自身に関連するコンテンツ(「自分のタスク・リスト」および「プリ

ファレンス」)が表示されます。

「タスク・リスト・ホーム」ページ

アプリケーションにログオンすると、プランナには、「自分のタスク・リスト」パ

ネル、およびそのタスクの現在のステータスがグラフィカルまたは表形式で表示

されます。以前の詳細および基本のビューは、Planning からなくなりました。

双方向サポート

Planning の新しいユーザー・インタフェースでは、Oracle Fusion Middleware テク

ノロジ・コンポーネントが使用されているため、Oracle の Fusion 標準に準拠し、

使い慣れたルック・アンド・フィール、および一貫したユーザー・エクスペリエ

ンスを製品全体にわたってユーザーに提供します。新しいユーザー・インター

フェースおよび基盤となるアーキテクチャでは、アラビア語のテキストなど、右

から左に読むテキストもサポートされています。地域のロケール選択で、言語の

プリファレンスを設定します。

マスター複合フォーム

プランナが複数のフォームで作業する際に関連するコンテキストを確認できるよ

うに、管理者は、1 つのマスター・フォームと複数の単一フォームが含まれる、

マスター複合フォームと呼ばれる新しいフォーム・タイプを作成できるようにな

りました。マスター複合フォームでは、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。

New Features 5



フォーム間のナビゲーション用ブレッドクラム

管理者は、プランナがショートカット・メニューからフォームを起動できるよう

に設定できます。このようなフォームは右クリック(ショートカット)メニューを

使用して起動し、次のようにナビゲートします:

l ページの上部にあるハイパーリンクのフォーム名をクリックします。リンク

は、ナビゲーション・フローを反映します(ブレッドクラムとも呼ばれます)。

l フォームの名前が付いたタブをクリックします。

l 右クリックして、移動するフォームを選択します。

操作の容易性

チャートでのデータの表示

ユーザーがデータをグラフィカル表示できるように、管理者はセクション内のデー

タをチャートとして表示するように複合フォームを設計できます。

使用例:

l 上部セクションをチャート、下部セクションをグリッドとしてフォームを表

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。

l 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。

l 複数の関連フォームをチャートとして表示するダッシュボードを作成します。

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。

確認メッセージのカスタマイズ

ビジネス・ルールのショートカット・メニューを定義する際、管理者は、ビジネ

ス・ルールが呼び出されたとき(ただし、起動される前)に表示される起動の確認

情報を指定できます。このオプションにより、ユーザーはビジネス・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。

スマート・リストでの先行入力およびフィルタ処理

スマート・リストのオプションに先行入力およびフィルタ処理が反映されるよう

になったため、スマート・リストからの選択がより便利になりました。

アクセス権によるフォームのフィルタ処理

ユーザーがアクセス権を持たないフォームは、複合フォームで自動的に非表示に

なります。
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通貨精度の設定

グローバル設定を使用して、すべてのフォームにわたって通貨の精度を設定でき

ます。

移動パスのグラフィカル表示

承認処理で、移動パスがグラフィカルに表示されるようになりました。

ページでの次元名の表示

このオプションを使用すると、フォームのページ軸に次元名を表示できます。

Project Financial Planning
Oracle Project Financial Planning は、組織が取り組む詳細なプロジェクトと企業全

体の影響/リソースとの間のギャップを埋めます。これは、資産およびリソースの

割当て方法の高レベルのスナップショットを組織に提供し、その後、パフォーマ

ンスを監視し、投資に対する利益に関する情報を提供します。

Project Financial Planning は、基礎となる多次元データベースを使用して、プロジェ

クトのイニシアチブに対する様々なタスクおよびリソースのプランニングに対処

します。Project Financial Planning で通常使用される、様々なシナリオおよび計算

を処理するための特定の機能が構築されました。

Oracle Project Financial Planning User's Guide は、Oracle Technical Network (OTN)か

ら入手できます。

Project Financial Planning のバリュー計画

Project Financial Planning アプリケーションは、企業の財務計画とプロジェクトの

財務計画プロセス間の意思決定プロセスを単一のアプリケーション内に統一しま

す。

多くの場合、プロジェクトに関する意思決定と企業における年次財務計画サイク

ルの一部として行われる意思決定の間では、プロセスが分離している傾向があり

ます。プロジェクトのスポンサおよび出資者の目的は、ボトムアップ型の年間計

画や予測を導き出すため企業の財務目標および長期計画とは異なる場合がありま

す。

Project Financial Planning アプリケーション内のアプリケーション構成要素および

機能を使用すると、What-if 影響分析、およびプロジェクトの財務面の考慮事項か

らのフィードバック・ループを簡単に行えます。プロジェクトの承認プロセスは

財務計画および予測の承認と緊密に関係しているため、アプリケーションのプロ

セス・コントロールでは、プロジェクトのスポンサ、主要な出資者および財務の

意思決定者間での同意が暗黙的に取られます。これにより、プロジェクト計画お

よび財務計画が、財務目標および企業の長期財務計画と一致するように調整され

ます。
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Project Financial Planning の主な機能

Oracle Project Financial Planning では、次のタスクを実行できます:

l 間接プロジェクト、資本プロジェクトおよび契約プロジェクトの実行

l 付属のテンプレート・ファイルを使用した、メタデータおよびデータのイン

ポート

l 詳細レベルまたは勘定科目レベル(労務、材料、設備)での支出プランニングの

実行

l 要員リソースおよび資本資産のプロジェクトへの割当て

l プロジェクトのドライバベースの諸経費支出の計算

l 契約プロジェクトのタイプ(実費清算、固定価格または原価加算)に基づく、

様々なタイプの収益計画/収益認識の実行

l プロジェクト・レベルまたはエンティティ・レベルでの影響(損益、キャッ

シュ・フロー、キー・パフォーマンス・インディケータ[KPI])を財務諸表に表

示する機能

l 財務メジャーおよび主観的メジャー(正味現在価値[NPV]、投資利益率[ROI]、

回収、生涯投資、リスク評価、戦略評価、ビジネス評価、組織目標)を使用し

たプロジェクト・スコアに基づくプロジェクトのランク付けおよび承認

l 会社間プロジェクトの計画および調整の実行

l 資金調達の要求

l プロジェクト承認フローのトラッキング

l 事前定義済レポートの使用

l 情報技術関連のサンプル・プロジェクトの提供

Public Sector Planning and Budgeting

ソース・システムの統合

注： 新しい意思決定パッケージおよび PeopleSoft のコミットメント・コントロー

ル機能を使用するには、リリース 11.1.2.2 をインストールする必要がありま

す。これらの新機能は、既存のアプリケーションのアップグレード版では

サポートされていません。

意思決定パッケージは、部署の責任者または財務のサポート・スタッフが、新し

い資金調達金額を含む予算全体を送信するかわりに、資金調達の増分を送信でき

るメカニズムを提供します。全体として意思決定パッケージは、資金調達の要求

を、その理由を示す説明とサポート情報とともに表し、確認および承認プロセス

を通じて送信可能です。

意思決定パッケージには、意思決定パッケージを実施するために必要な詳細な予

算金額を含む予算要求が含まれます。予算要求には、職階と従業員、人件費、お

よび人件費以外の運営費用(設備や資産のリースなど)が含まれます。意思決定パッ

ケージは通常、エンティティ・レベル(部署、オフィス、部局、支店など)の予算
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管理担当者によって準備されます。たとえば、部署の人件費予算のライン・アイ

テムは、2 つのフルタイムの職階に対する$250,000 で構成されるとします。マネー

ジャは、$125,000 の追加を必要とする別のフルタイムの職階を要求する必要があ

ります。通常、マネージャは、ベースライン予算からの増額分について、金額

$375,000 の人件費予算を説明付き(新規職階の$125,000 の追加を含め、個人給与と

して$375,000 を要求します)で送信することでこれを実行します。意思決定パッ

ケージと予算要求を使用すると、マネージャは$125,000 の要求を送信でき、承認

者はベースラインと要求されている追加資金を確認できます。

ベースライン意思決定パッケージ 個人支出 $250,000.00

職階を作成する意思決定パッケージ 個人支出 $125,000.00

意思決定パッケージは、新しいサービスまたは戦略的な成果に対する提案である

場合があるため、目標を満たすために必要なすべてのリソースの全コストが複数

のエンティティまたは部署に関連する可能性があります。この場合、意思決定パッ

ケージを他の関連するエンティティと共有することができます。各エンティティ

の策定者は、予算要求のライン・アイテム支出を入力する必要があります。共有

エンティティは、同時に予算要求を策定し、確認および移行するために予算要求

を上位に移動します。たとえば、地方の緊急対応システムを拡張する意思決定パッ

ケージは、消防と警察の両方の部署が支出の値を入力するための予算が必要にな

ります。

Oracle Technical Network (OTN)で入手できる Oracle Hyperion Public Sector Planning

and Budgeting User's Guide の第 11 章を参照してください。

PeopleSoft Financials と Commitment Control の統合

PeopleSoft Financials と統合し、Commitment Control の予算を使用すると、次のこ

とが可能になります:

l 実績、予算、予算引当、財務参照、および次のようなサポート・データを

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting で使用するために、

PeopleSoft Financials (PSFT) Commitment Control テーブルから抽出します:

m ビジネス・ユニット

m チャートフィールド

m カレンダ

m ライン・アイテム予算

l 多くの、またはすべての予算に対して大規模な変更を行い、転記するために

その改訂を仕訳としてソース・システムに送信する一方、当初の予算案、調

整、改訂、調整済予算の間で Public Sector Planning and Budgeting 予算の区別は

維持します。

l Public Sector Planning and Budgeting の予算を PeopleSoft Commitment Control の

ルールに対して検証します。

l PeopleSoft Commitment Control へのデータのシード

次の内容を使用して、PeopleSoft と Public Sector Planning and Budgeting の予算の間

でデータを転送します:
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l 制御ルール - 予算定義と、セグメントまたはチャートフィールド値の組合せに

関するルールで構成され、その両方を使用してライン・アイテム予算が検証

されます。

l 終的に承認され、PeopleSoft の予算元帳に再転記されたライン・アイテム予

算。ライン・アイテム予算は、PeopleSoft で定義された予算定義および組合せ

編集ルールに対して検証されます。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide の第 5 章および

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management ERP Integration Adapter for Oracle

Applications 管理者ガイドを参照してください。

給与、従業員、職階およびその他の報酬のプロパティの同期
化

給与プロパティを同期し、給与タイプや等級給与基準の入力(給与が支払われる頻

度)といった給与の基本データに対する変更を、すべての職階または従業員に適用

します。給与等級が割り当てられるエンティティや部署が異なる場合も該当しま

す。給与ステップ、シーケンス、値に対する変更は同期されません。

従業員プロパティを同期し、次に対して変更する従業員マスター・データ(支払タ

イプなど)を更新します:

l 同じ従業員で、他のエンティティまたは部署の他の職階に関連付けられてい

る場合

l 他の従業員

l 従業員詳細など、関連するすべてのフォーム

報酬プロパティを同期し、次のような基本データに対する変更を、すべての既存

の職階または従業員に適用します。報酬要素が割り当てられるエンティティや部

署が異なる場合も該当します:

l 要素がオプションに基づく場合

l 要素が課税対象の場合

l 総支払いに追加された場合

l 大値

職階のプロパティを同期し、以下のマスター職階データに対する変更を、職階に

割り当てられている、または今後割り当てられる従業員に適用します。

l 名前

l 番号

l タイプ

l 開始日

l 終了日

l ジョブ

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide の第 7 章を参照し

てください。
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自動報酬増分

増分を使用すると、時間の経過とともに変化する給与等級や他の報酬要素に対し

て、手動の変更や調整を行わずに済みます。次の給与ステップへの昇給や、福利

厚生オプション値の増加など、自動的な変更を予算に含めることができます。た

とえば、2013 年から 2017 年までの予算で、値に基づく給与等級を 2 年ごとに 3%

の自動増分を含めたり、歯科治療保険のオプションについて年間で一定金額の増

加を含めたりできます。

増分サイクルの数は、次の中から選択するいずれかの増分サイクル開始日から、

指定するビジネス・ルール開始日まで続きます。この日付によって、 初のサイ

クルにおける給与または他の報酬の増分値を計算する複合係数が決まります。

初のサイクルは必ず、ここで指定する日付と、ビジネス・ルールの開始日の間の

時間です。

l 職階開始日

l 従業員採用日

l 調整日

l ジョブ・コード開始日

たとえば、増分サイクル開始日が 2010 年の職階の開始日、増分期間が年間、増分

頻度が 1、ビジネス・ルール開始日が 2012 年の場合、 初のサイクルに 2 つのサ

イクルが該当するため、増分値は 2 倍に複合されます。増分を適用するビジネス・

ルールは、ビジネス・ルール開始日とビジネス・ルール終了日の間で続きます。

「 初のサイクルから開始」オプションで、増分の複合値に対して 初のサイクル

を含めるか除外するかを指定できます。「はい」を選択すると、増分は 初のサイ

クルから始まってビジネス・ルール終了日まで続きます。「いいえ」を選択する

と、増分は 初のサイクルの完了後に始まってビジネス・ルール終了日で終了し

ます。

たとえば、2009 年 1 月 1 日に採用された従業員について、次のような増分設定を

仮定します。

l 増分サイクル開始日 - 採用日(2009 年 1 月 1 日)

l ビジネス・ルール開始日 - 2012 年 1 月 1 日

l ビジネス・ルール終了日 - 2014 年 12 月 31 日

l 期間 - 年次

l 増分頻度 - 1

l 増分値 - 100

l 演算子 - 追加

この場合、サイクルは採用日の 2009 年 1 月 1 日からビジネス・ルール開始日の

2012 年 1 月 1 日まで続き、合計で 3 年間です。増分が始まるのは、ビジネス・ルー

ル開始日である 2012 年 1 月 1 日で、増分値は 3 倍に複合されます。発効日とビジ

ネス・ルール開始日の間に 3 サイクルが存在するためです。その後、第 2 サイク

ル以降は、ビジネス・ルール終了日まで各サイクルで増分が実行されます。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide の第 8 章を参照し

てください。
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エンティティ固有の報酬および一般会計配賦デフォルトの適
用

職階および従業員の報酬をより迅速に定義し更新するために、これらに部署など

のエンティティに対して指定される報酬および配賦のデフォルトを割り当てるこ

とが可能になりました。給与等級、福利厚生、配賦など、エンティティに定義さ

れているデフォルトを適用するには、一般的な職階および従業員データを指定す

る際に新しいコンテキスト・メニューを使用します:

l 「デフォルトの報酬要素の適用」 - 事業主負担税、給与等級、追加所得など、

事前定義されている報酬のデフォルトを適用します。

給与等級や給与ステップに対して複数の変更がある場合、データは職階の開

始日または従業員採用日に従って適用されます。

l 「デフォルトの配賦の適用」 - 「給与配賦」のデフォルトで定義されている一

般会計セグメント(アカウント、エンティティ、プログラムなど)を適用しま

す。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide の一般的な職階デー

タの管理および一般的な従業員データの管理および指定に関する項を参照してく

ださい。

「自分のタスク・リスト」ペインを使用した報酬予算の構築お
よび維持

様々なユーザーが予算および意思決定パッケージを管理および定義するために実

行するタスクが、「自分のタスク・リスト」ペインにリストされます。意思決定

パッケージおよび予算要求を使用している場合、このペインに表示されるタスク・

リストにいくつかの違いがあります:

l 「予算管理」には、「職階および従業員データの一括更新」のタスクはありま

せん。

l 「予算策定」には「職階および従業員データの管理」のサブタスクはありませ

ん。この上位レベルのタスクを選択すると、意思決定パッケージおよび予算

要求が起動されます。これらを使用して、採用予定の必要要員の補充、職階

詳細の編集、従業員詳細の編集、保留中の異動の管理、職階と従業員の割当

ての管理など、職階および従業員データのタスクを実行します。

l 「予算策定」には、次のタスクはありません:

m 報酬および福利厚生の一括調整

m 職階の確認および承認

m 改訂要求の管理

したがって、Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide の「自

分のタスク・リスト」に表示されていない予算タスクの実行に関する項に記載さ

れているタスクは、「自分のタスク・リスト」ペインから起動されませんが、適切

な意思決定パッケージおよびその予算要求から実行されます。
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パフォーマンスを 適化するための推奨構成
このドキュメントで説明するように、このリリースでは、多くのユーザー・イン

タフェースの機能が拡張されています。これらの新機能を使用してパフォーマン

スを 適化するには、次の推奨構成を実装する必要があります。

改善された新しい Planning ユーザー・インタフェースでは、Web 2.0 に類似した

機能により提供されるインタラクティブ機能を効率よく処理できるブラウザが必

要です。当社のテストでは、Internet Explorer 7、Internet Explorer 8 および Firefox

3.x では、このようなインタラクティブ機能を処理するのに不十分であり、これら

のブラウザのバージョンの応答性は、前のリリースの Planning のユーザー・イン

タフェースほど速くありません。このような理由から、前のリリースと同等の応

答性を得るために、使用しているブラウザを Internet Explorer 9 または Firefox 10

にアップグレードすることを強くお薦めします。インスタンスによっては、Internet

Explorer 7、Internet Explorer 8 および Firefox 3.x での応答時間が許容範囲である場

合があります。このため、新しいユーザー・インタフェースは、エンド・ユーザー

のレスポンス・テストを実施し、これらのブラウザのバージョンに対するテスト

結果に問題がない場合に採用することをお薦めします。Planning リリース 11.1.2.1

の古いユーザー・インタフェースと機能を利用することは可能です。詳細は、

Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide の Planning リリース 11.1.2.1 のユー

ザー・インタフェースおよび機能の使用に関する項を参照してください。

サーバー

l 64 ビット

l 16 GB の物理 RAM

クライアント

l Internet Explorer 9 および Firefox 10 以上において 適化

クライアントからサーバーへの接続

l クライアントとサーバー間は高速インターネットまたは VPN で接続

l クライアントからサーバーへの Ping 時間が 150 ミリ秒より小さい場合に 高

のパフォーマンスを実現

リリース 11.1.2.1 に導入された機能

アップグレード・ウィザード
新しい Planning アップグレード・ウィザードを使用すると、次の操作を実行でき

ます:

l クラシックおよび Performance Management Architect Planning アプリケーション

の両方をアップグレードできます。
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l 再ホストされたリレーショナル・データベースおよび Oracle Essbase サーバー

の複数のデータ・ソース参照を同時に更新できます。

l レポート・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

を更新できます。

管理機能の強化

承認

以前のプロセス管理機能は名前が承認に変更され、主に次のような新機能があり

ます:

l 動的な所有者割当て

データ検証ルールで通知を受信する所有者、確認者およびユーザーを、UDA

を利用して動的に割り当てます。これにより、管理者は検証ルールにユーザー

名を指定するのではなく、承認プロセスに含まれる次元メンバーに関連付け

られた UDA にユーザー名を設定できます。たとえば、汎用的なユーザーの説

明である接頭辞(ProdMgr:など)を含む UDA を作成します。その後、特定のユー

ザー名を入力するのではなく、現在のメンバーの UDA に格納されているユー

ザー名を動的に返す UDA メソッドを検証ルールで選択します。

l トラブルシューティングのサポート

プランニング・ユニットの検証または移動中にエラーが発生した場合に、エ

ラーの原因となったデータ・フォームと検証ルール名をリストするレポート

が生成されます。詳細はサーバー・ログに書き込まれます。

l プランニング・ユニットの使用状況の表示

新しい「使用状況」タブを使用すると、プランニング・ユニットの階層の依

存を表示でき、データ・フォーム、またはシナリオやバージョンの関連付け

がリンクされているため、必要な場合には依存性を削除できます。プランニ

ング・ユニット階層を削除する前に、データ検証ルール、またはシナリオや

バージョンの関連付けなどの依存オブジェクトの関連付けを解除する必要が

あります。

会計年度カレンダのサポート

Planning のクラシック・アプリケーション・ウィザード、または Performance

Management Architect のアプリケーション・ウィザードを使用して、会計年度の

初の年と月を設定し、会計年度が同じカレンダ年から始まるのか、前のカレンダ

年から始まるのかを指定できます。そのカレンダ年に基づいて、たとえば数式を

使用して、後から計算を設定できます。

データ・フォームの作成

データ・フォーム設計の機能強化:
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l 属性次元に基づく検証ルールでは、「数値」型および「日付」型の属性に必要

な、「次より大きい」および「次より小さい」などの演算子がサポートされて

います。また、「If」条件の検証ルールでは属性値がサポートされています。

l データ検証ルールで、「次に含まれない」演算子がサポートされるようになり

ました。

l データ・フォーム・リストで、データ・フォームが単一、複合またはアド・

ホック・グリッドのいずれであるかをアイコンで区別できるようになりまし

た。

l データ・フォームの設計時に、行の高さ(オプションは「中」、「適合するよう

サイズ調整」および「カスタム」)を設定できます。また、データ・フォーム・

プロパティの行の高さ設定に関係なく、ユーザーはデータ・フォームを表示

している際に行見出しをドラッグして行の高さを調整できます。

l 新しい「コンテキストの使用」チェック・ボックスを使用すると、POV でユー

ザー変数を使用できるようになります。このオプションを選択すると、ユー

ザー変数の値はデータ・フォームのコンテキストにより動的に変更されます。

レポート・アプリケーションの機能強化

l 新しい PushDataユーティリティを使用すると、管理者はレポート・アプリ

ケーションへのデータのプッシュをピーク以外の時間にスケジュールできま

す。

l Planning 次元のスマート・リスト・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マップできます。

その他の管理機能の強化

l 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す

るには、Essbase @RETURN関数を使用します。

l OutlineLoadユーティリティで/8パラメータがサポートされ、入力、出力、

ログおよび例外ファイルに UTF-8 エンコードを使用すること、および出力、

ログ、例外ファイルに UTF-8 BOM マーカーが記述されることを指定できるよ

うになりました。

l MAX_CELL_NOTE_SIZEおよび MAX_CELL_TEXT_SIZEプロパティを使用して、セ

ル・テキストおよびノートの 大長を設定できるようになりました。

l 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(http://:13090/aps/Essbase?

clusterName=EssbaseCluster-1など)で置き換えます。詳細は、『Oracle

Hyperion Planning Readme』の「ドキュメントの更新事項」を参照してくださ

い。

l Planning、Public Sector Planning and Budgeting モジュール、Oracle Hyperion

Workforce Planning および Oracle Hyperion Capital Asset Planning のオンライン・

ヘルプ・システムは、EPM System の動的ヘルプから参照できるようになり、

統合ヘルプ環境からアクセスできます。
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新しい役割

Oracle Hyperion Shared Services には次に示す新しい役割があります:

l 承認

m 承認管理者: 通常は、担当領域の承認プロセスを制御しますが、Planning の

全体的な管理役割は必要ありません。承認管理者には次の役割がありま

す:

m 承認所有権割当て者: プランナの役割タスクを実行します。また、書込み

権限を持つプランニング・ユニット階層のメンバーに対し、所有者、確認

者および通知対象ユーザーを割り当てられます。

m 承認プロセス・デザイナ: プランナ役割タスクおよび承認所有権割当て者

タスクを実行します。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

次元とメンバーの変更、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、アクセス権を持つデータ・フォームのデータ

検証ルールの編集を実行できます。

m 承認スーパーバイザ: 書込み権限を持つプランニング・ユニット階層のメ

ンバーに対し、プランニング・ユニットの起動と停止、プランニング・ユ

ニットに対するアクションの実行が可能です。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。

l アド・ホック・グリッド作成者: アド・ホック・ユーザー・タスクの実行、お

よびアド・ホック・グリッドの作成と保存を行います。

l アド・ホック・ユーザー: アド・ホック機能を使用してデータ・フォームを分

析します。

役割の説明は、Oracle Enterprise Performance Management System User and Role

Security Guide を参照してください。

エンド・ユーザー機能の強化

アド・ホック・グリッド

アド・ホック・グリッドでは、適切なアクセス権と割当て済の役割(16 ページの

「新しい役割」を参照)があるユーザーは、頻繁にアクセスする選択されたデータ・

スライスを作成、パーソナライズ、および動的に変更できます。データ・フォー

ムによる制限はなく、データ交差およびアド・ホック・グリッドのレイアウトを

変更できます(メンバーに対するアクセス権があることを想定しています)。たと

えば、データに簡単にアクセスできるように、春の販売促進中に使用する製品の

セットを保存できます。アド・ホック・グリッドは Planning および Smart View か

ら同様の方法で作成およびアクセスできます。

新規アド・ホック・グリッドの機能:

l アド・ホック・グリッドが使用する別名テーブルを選択できます。
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l アド・ホック・アクションの実行方法およびアド・ホック・グリッドの表示

方法を、グローバル・レベルで制御できます。例:

m 「ズーム・イン」、「ズーム・アウト」、「選択項目のみ保持」および「選択

項目のみ削除」操作の実行時に選択するメンバーを設定できます。

m メンバー名、別名、またはその両方を表示できます。

m ズーム・インの際のメンバー・レベル(次、すべて、または 下位レベル)

を設定できます。

m インデント(インデントなし、合計のみインデント、合計を 1 レベル下げ

てすべてのサブアイテムをインデント)を設定できます。

m 包含的な「ズーム・イン」操作中に、階層の 上位または 下位の親メン

バーを表示するかどうかを設定できます。

m 「ピボット」、「移動」、「ズーム・イン」などのアド・ホック・アクション

の実行時にデータをリフレッシュするかどうかを設定できます。

l グリッドを見やすくするために、必要のないデータ(#MISSING データ、ゼロ、

繰返しメンバー、行の欠落ブロックなど)を含む行または列を抑制できます。

l 数値データに表示する小数点以下の桁数を設定できます。

l データが欠落しているセル、データがないセル、またはユーザーにアクセス

権がないセルに表示するテキストを指定できます。

エンド・ユーザー・データ・フォーム

データ・フォーム設計の行の高さ設定にかかわらず、エンド・ユーザーはデータ・

フォームを表示する際に、行見出しをドラッグして行の高さを調整できます。行

の調整後に、行に新しいテキスト行を追加できます。

Smart View 内の Planning

Smart View の新機能の詳細は、Oracle Hyperion Smart View for Office New Features お

よび Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide を参照してください。

Performance Management Architect の機能強化

Oracle Hyperion EPM Architect の新機能の詳細は、Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management Architect Administrator's Guide を参照してください。

ライフサイクル管理の機能強化
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使

用してテスト環境から本番環境に移行する場合、および Planning がターゲット環

境に存在しない場合は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System

ライフサイクル管理を使用してアプリケーション・シェルを作成できます。Oracle

Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Guide の Planning ア

プリケーション・シェルの作成に関する項を参照してください。
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Public Sector Planning and Budgeting の機能強化

新しい会計年度の定義

1 月 1 日に開始しない、または前のカレンダ年に開始する会計年度を使用して予

算アプリケーションを作成できます。たとえば、2012 年の会計年度が 2011 年 7 月

1 日に開始する予算を定義できます。

報酬予算およびライン・アイテム予算の統合の強化

福利厚生スケジュール、給与、事業主負担税、追加所得などの報酬予算支出は、

HCP プラン・タイプで生成されます。営業経費(リースおよび公共料金の支出な

ど)の予算または収益は、プラン・タイプ 1、2 または 3 で保持されます。製品の

実装者または管理者は報酬支出を転送し、次の操作を実行することにより、一般

会計配賦を有効化し、ラインアイテム予算を作成します:

1. 一般会計配賦の実装をサポートするために、必要な次元やカスタム次元、ス

マート・リストを定義および構成(可能な場合はビジネス・ルールも構成)する

ことでアプリケーションを準備。

2. HCP プラン・タイプの報酬支出をプラン 1、2 または 3 の適切な次元にリンク

するためにマッピングを定義。

3. 報酬予算が更新された場合、または新しい予算サイクルが開始された場合に

は、HCP プラン・タイプからプラン 1、2 または 3、およびレポート・アプリ

ケーションにデータをプッシュ。

一般会計配賦を実行する新しいタスク

従業員、職階、および報酬予算を変更または更新した後で、次のように、支出を

一般会計の勘定科目セグメントまたはチャート・フィールドに配賦します:

l すべてまたは個別のエンティティの場合(HRMS 組織のすべての職階、従業員、

またはジョブの支出を同時に配賦可能)

l 1 つのエンティティのすべてまたは個別のジョブまたは職階の場合

l 1 つのエンティティのすべてまたは個別の従業員の場合

これらのオプションにより、ある範囲の個人(部署および局全体)の支出を選択し、

特定の従業員または職階に簡単に配賦できます。

発行日のある HRMS データを予算期間に適応する新しいタスク

「ロードされた人事データの処理」タスクを使用して、職階および従業員の期間レ

ベルのステータスと工数を計算するために、HRMS からロードした発効日を適応

します:

l 職階の開始日と終了日

l 従業員採用日

l 工数の開始日と終了日
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この新しいタスクを使用すると、職階と従業員をこれらの日付の期間に収めるこ

とができ、それぞれの期間のステータスがそれに応じて更新されます。

ジョブのアクティブ化

プランナは「ジョブの詳細の保持」タスクを選択し、「すべてのジョブ」および

「アクティブなジョブ」・タブに表示されるジョブを確認することで、エンティティ

のジョブをアクティブ化できます。アクティブ化されるジョブは「すべてのジョ

ブ」タブに表示されます。ジョブをアクティブ化するにはこれらのジョブを右ク

リックします。

アウトライン・ライン・ユーティリティを使用した HRMS デー

タのロード

幅広い範囲の HRMS ソース・システム・データを、サンプル・コードを使用して

Public Sector Planning and Budgeting アプリケーションにより簡単にロードできるよ

うになり、詳細な手順は、Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's

Guide の付録 A に記載されています。

アクセシビリティ
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。Planning では、

アクセシビリティ機能をサポートしており、アクセシビリティ機能については、

Oracle Technical Network (OTN)で入手できる Oracle Hyperion Planning Administrator's

Guide に記載されています。

リリース 11.1.2 に導入された機能

アクセシビリティ
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。Planning では、

アクセシビリティ機能をサポートしており、アクセシビリティ機能については、

Oracle Technical Network (OTN)で入手できる Oracle Hyperion Planning アクセシビ

リティ追加情報に記載されています。

中核となる Planning のエンド・ユーザー機能強化

エンド・ユーザーは、Smart View を使用することで、Web ブラウザまたは Microsoft

Office インタフェースを介して Planning を使用できます。
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プロセス管理

プランニング・ユニットの管理

l エンティティおよびセカンダリ次元に基づいてプランニング・ユニットを移

動します。たとえば、人事および収益の勘定科目を使用する部門の所有者は

初に人事の勘定科目を移動し、移動の準備ができるまで収益の勘定科目の

処理を続行することができます。プランニング・ユニット所有権は、より細

分化されたレベルでデータ・フォームの読取りアクセスまたは書込みアクセ

スを指定できるようになりました。

l 一度に複数のプラニング・ユニットを選択および移動します。

l アクセス権を持つプランニング・ユニットに対して、フィルタ、ソートおよ

び表示オプションの設定を行って、プランニング・ユニットのステータスを

管理します:

m プランニング・ユニット、プロセス・ステータス、サブステータス、現在

の所有者、場所名および場所の世代によるフィルタ。たとえば、場所で

フィルタして、移動パスで特定レベルの承認に到達したプランニング・ユ

ニットを表示します。

m 昇順または降順でのソート、またはデフォルトのソート順を使用します。

l 移動パスのグラフィカル・ビューを表示します。

l ユーザーが不在の場合は、「不在」ウィザードを使用して、「委任」、「上位へ

移動」または「拒否」などの自動アクションを設定します。これにより確認

者が不在の場合でもプロセスを続行できます。

l 新規の予算策定モードに使用可能な新規アクションを使用します。

ガイド付き予算策定モード

新規予算策定モードでは、エンド・ユーザーは次の所有者を選択する必要はあり

ません。所有者は、プランニング・ユニット階層および検証ルールに基づいてシ

ステムによって決定されます。新規予算策定モード:

l 「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。 上位の予算グループ所有者は、個

別に承認された予算を 終集計予算に集計します。

このモードの新規アクションおよびステータス:

m 「委任」: 移動パスに含まれていないユーザーに所有権を渡します

m 「所有権の取得」: プランニング・ユニットおよび選択した親のプランニン

グ・ユニットにおけるレベル 0 のプランニング・ユニットの所有者になり

ます

m 「作成」: プランニング・ユニット階層で 初の所有者に所有権を渡します

m 「再度開く」: 承認済のプランニング・ユニットを再度開きます
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m 「固定」、「固定解除」: 派生するプランニング・ユニットの関連するデータ

をロックまたはロック解除します

m 「固定済」: 派生するプランニング・ユニットの関連するすべてのデータを

ロックします

l 「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 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

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 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。

このモードの新規アクションおよびステータス:

m 「配分」、「子の配分」、「所有者の配分」: 所有権を、プランニング・ユニッ

ト階層の現在のレベルのメンバー、現在の所有者の子、またはプランニン

グ・ユニット階層作成時に定義されたレベル 0 の所有者に割り当てます

m 「送信」、「 上位に送信」: 階層に定義された次のレベルまたは 上位の

ユーザーに所有権を付与します

m 「再度開く」: 承認済のプランニング・ユニットを再度開きます

m 「配分済」: 複数のユーザーが予算を確認します

まだフリーフォーム予算策定モードを使用できます。プランナはドロップダウン・

リストから次の所有者を選択します。

データ検証ルール

検証ルールを使用して、プランニング・ユニットを移動できないようにしたり、

移動パスを変更したりできます。たとえば、給与、新規採用などの予算アイテム

の支出の境界を超過する場合に、人事確認者を含めることができます。

検証ルールはマトリックスベースの組織に使用し、部門別および製品別に実装す

ることができます。たとえば、部門マネージャがプランを移動すると、すべての

部門全体で製品の予算を担当するユーザーは、自動的にすべての部門の製品に関

連するすべてのデータの所有者になります。

プランニング・ユニットの検証

プランニング・ユニットに関連付けられたデータ検証ルールを実行してプランニ

ング・ユニットを検証します。データ検証ルールの条件を満たしてからプランニ

ング・ユニットを移動する必要があります。

検証レポート

検証プロセスではプランニング・ユニットのステータスが戻されます。プランニ

ング・ユニットの検証で無効なデータ、追加の承認が必要などの問題が発生した

場合は、検証レポートを確認して、データ・エラーを修正して必要な処理を行い

ます。
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プランニング・ユニットの注釈内の URL

外部ソースにリンクするプランニング・ユニットの注釈内のクリック可能な URL

を含めることで予算仮定を記録します。

データ入力用検証ルール

l 入力したデータが 小値と 大値の間であるようにするなど、データ検証ルー

ルを使用してデータの整合性を管理します。入力したデータが検証ルールに

違反した場合は、データ・フォームにエラーまたは警告が生成されます。

l データ・フォームでは、データ検証メッセージ、ツールチップ、およびデー

タ検証エラー発生時のセルの色を指定できます。たとえば、ツールチップに

よって、特定の条件を満たすデータや、特定の範囲内のデータを入力するよ

うに指示できます。

l データ・フォームにデータ検証メッセージがある場合、データ・フォームの

右側に「データ検証メッセージ」ペインが表示されます。管理者によって設

定されたメッセージを参照し、リンクをクリックしてメッセージに関連付け

られたセルにフォーカスを移動します。

ソートおよびフィルタ

l 階層内またはデータ全体で行および列をソートして、昇順または降順でデー

タを表示します。

l 行と列をフィルタ処理して、データ・フォームでの表示をカスタマイズしま

す。指定した値に対して比較する単純な関数を使用してメンバーを保持また

は除外できます。

新規コンテキスト・メニュー

l 標準のプランニング・アクション用のデータ・セルの右クリックによるコン

テキスト・メニューを使用します: 「切取り」、「コピー」、「貼付け」、「消去」、

「削除」、「編集」、「データの調整」、「グリッド分散」、「一括割当て」、「コメン

トの挿入」、「サポート詳細」、「ドキュメントの追加/編集」および「セルのロッ

ク/ロック解除」

l POV、ページ、行、列、メンバーおよびセルに表示されるコンテキスト・メ

ニューを使用します。たとえば、勘定科目メンバーを右クリック、またはデー

タ・セルを右クリックする際に、メニューを使用できます。

l 前のデータ・フォームに戻すための新規メニュー・アイテム。

アド・ホック

データ・フォームのアドホック分析機能を使用すると、データの分析およびデー

タのカスタマイズされたビューの保存を行うことができます。例:

l ピボットで次元を別の領域に移動します。たとえば、行を POV、ページまた

は列に移動します。

l 行、ページまたは POV から右側または左側に移動します。列で上または下に

移動します
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l 階層にズーム・インし、デフォルトではデータ・フォーム定義に表示されな

い子孫を表示します。たとえば、データ・フォームに年計が表示されている

場合、年計メンバーをクリックすると、年計階層が開いて次元が表示されま

す。メンバーの子を表示して、データ・フォームに追加できます。

l アクセス権限に基づいて、レベルをズーム・アップします。たとえば、メン

バーをクリックしてメンバーの親にズーム・アウトし、データ・フォームに

追加できます。

l 選択したメンバーのみをデータ・フォーム定義から削除します。

l 選択したメンバーのみを保持し、その他すべてのメンバーをその次元から削

除します。

l アクセス権限に基づいて、メンバー・セレクタを使用してメンバーを選択し

ます。現在のフォーム定義を超えて選択できます。

l アドホックを変更したら、個人用バージョンのデータ・フォームを保存して

名前変更し、再度アクセスできるようにします。

その他の機能

l Sales (+)のように、メンバーに関連付けられた集計演算子をメンバー名ととも

に表示する機能。データ・フォームで集計演算子の表示を制御するプリファ

レンスを設定します

l タスク・リストおよびプロセス管理の別々の通知

l プロセス管理の表示の新規ユーザー設定

l 再構築されたメニューによる改良されたナビゲーション

l データ・フォームおよびタスク・リストにおける新規の色およびアイコンベー

スのインディケータによる改良されたルック・アンド・フィール

Smart View 内の Planning

このリリースでは、エンド・ユーザーは Web に移動しなくても Microsoft Office 環

境で完全にプランニングの操作を行うことができます。前述のエンド・ユーザー

の新機能はすべて Smart View を通じて利用できます。エンド・ユーザーに対する

十分に機能的な操作性をサポートするために、このリリースの Smart View に追加

された主な機能は次のとおりです:

l 現在、Planning タスク・リストは Outlook に統合されているため、タスクを

Outlook タスクに統合し、これらのタスクを Outlook 内で実行することが可能

です。Planning データ・フォーム・タスクは、Outlook からシームレスに起動

され、使い慣れた Excel インタフェースで使用できます

l Planning タスク・リストは Office で使用できます。これには、タスク・ステー

タスおよびタスク・レポートも含まれます。タスクを Excel で実行し、Web と

自動的に同期させることが可能です

l プロセス管理のエンド・ユーザー機能はすべて Outlook および Excel からアク

セスできます

l 検証インジケータおよびメッセージを含むデータ検証

l ジョブ・コンソールで Planning ジョブのステータスを監視する機能
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l 複数のデータ・フォームにわたって自動的に同期される共有次元がある

Microsoft Office 内の複合データ・フォーム

l 値を分散するための一括割当ておよびグリッド分散

l シナリオ-エンティティの組合せの各種バージョンにわたるデータのコピー

l エンド・ユーザーがデータ・フォーム内でユーザー変数値を直接選択および

変更することを可能にする動的ユーザー変数

l データおよびメタデータ用のカスタム右クリック・メニュー

l メンバー式表示

l Smart View 内での Planning ユーザー・プリファレンスの設定

l アドホックに対応したデータ・フォームを使用したデータのスライスおよび

スライスの保存により、レポートの作成または他のユーザーとの共有が可能

です

l Smart View ホームページなど改良されたルック・アンド・フィール

Smart View の詳細は、Oracle Hyperion Smart View for Office New Features および

Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide を参照してください。

Smart View for Outlook を使用した Planning

Smart View for Outlook 使用時の Planning ユーザーの主な機能は次のとおりです。

l Smart View タスク・パネル:

m タスク・ステータス、タスク・レポート、インポートおよびタスクの削除

m タスク・リストのリフレッシュ機能

l Outlook カテゴリとして表示される Planning タスク:

m タスク期限日およびその他のタスク・フィールド

m カスタマイズ可能なタスク・フィールド

m タスク完了ステータス変更の自動同期化

l Planning のタスク変更日および期限日によって駆動される Outlook リマインダ

l Planning タスクベースの起動アクションは Outlook 内から使用できます:

m 記述的タスク

m ビジネス・ルール・タスク

m タスクからの URL の起動

m プロセス管理アクションの実行

l Excel 用にデータ・フォームベース・タスク・アクションを起動:

m ユーザーは操作を実行する必要がある特定のタスクに移動します

m シングル・サインオン・サポート

l ネイティブの Outlook タスク機能と共用可能:

m モバイル・サポート

m タスク印刷
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m モバイル機器と同期している Outlook カレンダー内のタスクの表示

m Outlook タスク/ステータス・バー内のタスクの表示

Smart View for Excel を使用した Planning

Smart View for Excel 使用時の Planning ユーザーの主な機能は次のとおりです。

l Excel 内の Planning タスク・リスト:

m タスク・ステータス、レポート、指示、アラート、期限日およびその他の

情報

m タスク・リストのリフレッシュおよびタスク完了ステータスの更新

m 完了したタスクおよび期限を過ぎたタスクのカラー・コーディングされた

ビジュアル表示

l プロセス管理

m 詳細、マトリックスベースおよびデータ駆動型のプランニング・ユニット

定義のサポート

m ステータスの変更およびすべてのプランニング・ユニットのアクション

m 移動パスの表示

m タスク所有権、アクションの複数選択機能などのフレキシブルなアクショ

ン

m 不在時の設定

m プランニング・ユニットのステータスの表示

m 添付ファイルへの URL リンクを含む注釈

m 修正アクションのタスクとして表示される検証レポート

l 複合データ・フォーム:

m 共有グローバルおよびセクション次元のカラー・コーディングされた表示

およびナビゲーション

m 複数のデータ・フォームの表示手順

l データ検証およびメッセージ

m 共有グローバルおよびセクション次元のカラー・コーディングされた表示

m 検証メッセージの表示

m カラー・コーディングされた検証インディケータ

l 一括割当ておよびグリッド分散

l 動的ユーザー変数のサポート

l 行、列、ページおよび POV におけるメンバー式の表示

l バージョンのコピー

l Planning ジョブ・コンソール

l データ・セルおよびメタデータに対して、Excel の右クリック・メニューを抑

制して Planning の右クリック・メニュー・アクションを使用するためのオプ

ション
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l Smart View オプション:

m Planning ユーザー・プレファレンス設定

m Planning 固有の Smart View オプション

m Office のルック・アンド・フィールを使用した Planning の新規のデフォル

ト・セル・スタイル

l Planning アド・ホック:

m オンザフライのアド・ホック・モード用にデータ・フォームを起動します

m スマート・スライス定義としてアド・ホック・スライスを保存します

m 選択した次元全体でアド・ホック・スライスをカスケードします

l Smart View 接続マネージャ:

m 「ホーム」ページ

m 接続の容易なエントリ・ポイント、アイコンベースの 近使用されたアイ

テム

m 接続の統合された表示

m ツリー・ビューで表示、サーバー、アプリケーション用にフィルタ処理さ

れた製品

m データ・フォームおよびタスクごとに別々のサブツリー

m タスクおよびすべてのタイプのデータ・フォーム(単一、複合およびアド

ホック)を簡単に識別するためのアイコン

m 共有接続:

o Oracle Hyperion Shared Services 接続(共通レジストリに基づく)

o APS 接続(Planning のアドホック)

m プライベート接続:

o Planning プロバイダへの名前付き接続

o オンザフライの URL 接続

m 接続全体での簡単なナビゲーション

m すべての接続からのワンクリックでの切断

m 「コンテキストベースのアクションの「アクション」ペイン

l Planning および Planning アド・ホックのリボンを含む、新規設計された Office

のリボン

l ドリル・スルー、ドキュメント添付ファイルおよびセル・コメントのデータ・

セル・レベルのコンテキスト・メニュー

l アプリケーション・レベルのアクションへのアプリケーション・レベルの右

クリックによるアクセス:

m Offline ウィザード、バージョンのコピー

m プロセス管理、ビジネス・ルール、ユーザー・プレファレンス
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中核となる Planning の管理機能強化

プロセス管理

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

データ・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。たとえば、デー

タ検証ルールを使用して、部門の資本支出が指定されたガイドライン内に含まれ

るようにします。

プランニング・ユニットの移動パス

プランニング・ユニット階層に所有者および確認者の確認プロセスに基づいてプ

ランニング・ユニットの移動パスを設定します。予算アイテムの支出の境界の超

過など、イベントによりパスの変更がトリガーされないかぎり、確認者のプロセ

スは移動パスに沿って行われます。また、現在の所有者が追加情報を求めて前の

所有者に予算を戻すか、移動パスに必ずしもいない権限のあるユーザーからの支

援を求める場合、パスを変更することもできます。また、管理者は、一部のユー

ザーがプランニング・ユニット・ステータスの変更に関する通知を受け取るよう

階層を設定できます。

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。

l プランニング・ユニットはエンティティおよび他の次元の組合せです。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

に該当する次元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次元とメンバー

が含まれます。同じプロセス管理階層内で、Latin America(南米)エンティティ

を勘定科目次元を使用して拡張し、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。

l 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。

l 使用されるエンティティ次元およびセカンダリ次元の世代番号に基づいた次

元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

ト次元の世代 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。次元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。

l 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。

l 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
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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。

データ・フォームの作成

l データ・フォーム・プロパティを選択する際に、非常に使いやすく改良され

た方法で次元をドラッグ・アンド・ドロップします

l ライブ・プレビューを使用して POV、列、行およびページ軸に割り当てられ

た次元を表示します

l データ・フォームにエンド・ユーザーに表示するカラー・コーディングまた

は特別のメッセージを指定するためのデータ検証ルールを追加します。複数

の検証ルールをデータ・フォームのセル・レベル、行または列レベル、およ

びグリッド・レベルで追加できます

l 式の行および列(空白行および空白列を含む)を追加します。Oracle Hyperion

Financial Reporting の多くの式機能がサポートされています

複合レイアウト・マネージャ

l レイアウト・マネージャ内でのドラッグ・アンド・ドロップにより、データ・

フォームを簡単に作成できます

l 複合内のすべてのデータ・フォームで次元を共有するか、またはセクション

内のデータ・フォームのみで次元を共有します

l 複合の各セクションのデータ・フォームがタブとして表示されるようレイア

ウトを複数のタブに分割します

l セクション・ラベルをカスタマイズします

l データ・フォームの表示名をカスタマイズします

メンバー・セレクタ機能強化

ここで説明する機能の多くは、管理者とエンド・ユーザーの両方で使用可能です:

l メンバー、別名、説明または UDA による検索

l 単語または複数語による完全一致の検索

l リストまたは範囲内の文字を含む、ワイルドカード文字の使用

l メンバーの縮小および展開

l アドホック機能、属性、レベルまたは世代を使用した表示の絞込み

l メンバー名、別名、説明およびカウントに対する複数の表示オプションの設

定

l 別のタブでのユーザー変数、代替変数および属性の選択

l 単一のメンバー・セレクタを使用した(適用可能な場合)、複数の次元にわたる

メンバーの選択

l 簡単なデータフォーム作成に役立つ、別々の行または列への選択の配置
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タスク・リスト機能強化

l タスク・リストが完了したら、タスク・リスト内のすべてのタスクの完了ス

テータス、期限日、アラートを消去できるので、次以降のプランニング期間

にタスクを再利用できます

l データ・フォーム・タイプのタスクのデフォルト・ページ・メンバーを選択

します

レポート・アプリケーションの統合

レポート・アプリケーションの統合では、Planning アプリケーションとレポート・

アプリケーション間で次元をマップすることで、次のことを行えます:

l レポート・アプリケーションで Planning のデータを簡単にレポート

l スマート・リストで集約とクエリーを行い、それをレポート・アプリケーショ

ンで通常の次元に変換

l 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

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 Oracle Hyperion Planning 次元データはレポート・

アプリケーションの次元にプッシュされます。レポート・アプリケーション

は Oracle Essbase ブロック・ストレージ・データベースまたは集約ストレージ・

データベースになります。

データ・ロードの設定

l 一意のドライバ識別子に基づいて増分次元メンバーをロードします。たとえ

ば、従業員データをロード中に、給与等級の新規予算のライン・アイテム詳

細または既存のライン・アイテム詳細をロードします。ドライバ次元の一意

の識別子に基づいて次元階層のデータをロードおよび更新するには、拡張設

定を使用します。

l アウトライン・ロード・ユーティリティの新機能:

m DX:HSP_SMARTLISTSを使用して、スマート・リストおよびスマート・リス

ト次元メンバーをロードします。

m /E:outputFileNameを使用して、所有者、確認者および通知対象ユーザー

を含むプランニング・ユニット階層をファイルにエクスポートします。階

層にはサブ階層を含めることができます。

Public Sector Planning and Budgeting
Public Sector Planning and Budgeting は、EPM System スイートにおける Web ベース

の予算およびプランニングの統合ソリューションです。公共部門や高等教育機関

で、人材管理システムや一般会計からの信頼性の高い情報に基づいた現行予算と

予算案の管理をサポートします。

人材プランニングの機能は、既定の職階と従業員支出予算を提供し、構成と拡張

も可能です。高度なプロセス管理機能と組み合せれば、予算全体に対する従業員
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支出と福利厚生の影響について予測と評価を行うことができます。職階の新設、

人員削減、契約の提案、あるいは年間を通じて発生する報酬や福利厚生の変更な

どによる影響を予測できます。Microsoft Excel に似たインタフェースを使用し、組

織のニーズに も適した予算詳細に基づいて人材支出をプランすることが可能で

す:

l 職階のみ

l 従業員のみ

l 職階と従業員の両方

プロセスの円滑な進行についてはプランナごとに意見が異なるので、予算策定の

活動を組織全体に分散すれば、精度や効率、透明性を向上することができます。

予算上の問題について注意が必要な場合や予算が完成したときには通知を発行で

きます。承認プロセスを通じて、改訂を含めた予算の配分、集計、監視、管理が

可能です。Public Sector Planning and Budgeting は、かぎりのある共有リソースの配

賦を 適化し、予算プロセスの全体を通じて一貫性と管理性を実現します。

Public Sector Planning and Budgeting の機能

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting の機能は次のとおりです:

l 部署や組織、ジョブ・コード、職階タイプ(共有かプールか、など)、ステータ

ス、その他の報酬詳細など、職階データを管理します。

l 部署、給与(年給か時給か)、給与等級、福利厚生、工数、場所、ステータス、

事業主負担税、組合情報など、従業員関連のデータを管理します。

l 別のプログラム、プロジェクト、または勘定科目次元の他のチャートに予算

額を配賦することができます。

l Oracle Hyperion Financial Data Quality Management ERP Integration Adapter for

Oracle Applications を使用して、強固に統合された予算の策定と実行プロセス

のために人材管理システムおよび一般会計と統合します。

l Oracle Hyperion Financial Reporting を使用して、詳細で高度に書式設定された

予算帳簿およびレポートを使用できます。

l 前年度または前バージョンから予算を構築します。

l 複数のシナリオをサポートします。

l 作業を配分し、データをプロセス全体にマージします。

l 組織独自の要件に適した承認プロセスを定義できます。

l 制約を設定し、その制約に対してデータを検証します。

l 包括的な監査証跡によって上書きを処理し、精度を保証します。

l 職階予算を営業経費予算に統合および集約できます。

l 予算マネージャは、組織的に定義されたタイム・フレーム、科目コード、デー

タ・フィールドの組合せを利用する予算の策定、配分、確認、承認を行うこ

とができます。

l 組織全体に日付ベースの計算ロジックを組み込みます。

l 組織別に、またはドライバとして属性を使用して値の分散と割当てを行うこ

とができます。
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l HRMS の給与およびその他の構造の変更に基づく一括更新と一括デフォルト

適用をサポートします。

l Oracle Hyperion Smart View for Office を使用したデータ・フォームの処理をサ

ポートします。

新の製品ドキュメントは、Oracle 技術ネットワークから入手できます。

インストールおよび構成
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。EPM System の配置のトラブル

シューティング、メンテナンス、診断を支援します。Oracle Configuration

Manager の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management System Installation

and Configuration Guide を参照してください。

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

ト名がサポートされています。詳細は、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(ホスト名および IP アドレスの両方)は、これまでのリリースと変わり

ません。

l Oracle Enterprise Performance Management System では、次のタイプの SSL 構成

がサポートされています:

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 双方向の SSL

SSL 構成の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management System Security

Administration Guide を参照してください。
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れている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかね
ます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェ
アまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS:

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are

"commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation

and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall

be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable

by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software

License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発
されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発
生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェ
アもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全
装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソ

フトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生して
も、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへの
アクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第
三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル
社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費
用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。
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