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1
レポートの概要
次も参照:
•

レポートについて

•

レポート・コンポーネント
レポートは、レポート・コンポーネント、レポート・オブジェクトおよびグリッド・コン
ポーネントを使用することで設計します。

レポートについて
レポートでは、レポート参照者の強化された操作性とともにユーザー・フレンドリで堅牢な
レポート開発フレームワークが提供されます。レポートは、Narrative Reporting (Narrative
Reporting デプロイメント)に含まれ、複数の Oracle Enterprise Performance Management
Cloud ソース、Essbase Cloud および ERP Cloud Financials からチャートおよびグリッドを
挿入できるようにします。レポートは、EPM Cloud プラットフォーム・ビジネス・プロセス
およびアプリケーションにも埋め込まれています: Enterprise Profitability and Cost
Management、Planning および Planning モジュール、Financial Consolidation and Close、Tax
Reporting、および単一のインスタンス・レポートのフリーフォーム(EPM Cloud デプロイメ
ント)。
レポートにはブックおよびバースティングも 含まれます。ブックを使用すると、1 つ以上のレ
ポート、ブックおよび他の文書をグループ化して、単一の PDF 出力を生成できます。バース
ティングでは、1 つのデータ・ソースの単一ディメンションの複数のメンバーに対して単一の
レポートまたはブックを実行し、各メンバーの PDF 出力を公開できます。
Narrative Reporting デプロイメントのレポートは、POV ベースのナラティブ ・テキストのノ
ートも含み、書式設定されたレポートにグリッドおよびチャートとともに表示されます。レ
ポート構造およびナラティブの要件がエンティティ 、部門などの間で統一されている場合、
ノートを利用できます。EPM Cloud デプロイメントにはノートが含まれていません。
レポートにはレポートの設計および編集用の使いやすいドラッグ・アンド・ドロップ・イン
タフェースが備わっています。次のことが可能です。
•

レポート・オブジェクト(グリッド、チャート、イメージ、テキストボックス)を作成し、
レポートに挿入および配置します。

•

レポート全体を実行せずに、個々のグリッドまたはチャートを設計し、結果をプレビュー
します。

•

Narrative Reporting デプロイメントでは、共有レポートに含まれているレポート・オブジ
ェクトを挿入して、複数のレポートでレポート・オブジェクトを使用し、共有レポート・
オブジェクトを保守する単一ポイントを提供します。

•

グリッド値およびテキスト関数を計算するための式を挿入して、レポートおよびグリッ
ド・メタデータを動的に取得します。

•

様々なチャートのタイプおよび機能を持つ強化チャートを利用します。

•

動的メンバー選択関数、代替変数、セル・テキストおよびファイル添付、Financial
Intelligence、UDA および属性などのデータ・ソース機能をレポートに使用します。
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•

条件付きの書式設定、テキストおよび抑制を適用して、グリッド・セルを書式設定
したり、メンバー情報またはデータ値に基づいてデータを抑制します。

•

親メンバーをズームして詳細メンバーを表示し、その他のレポートまたはソース・
データにドリルします。

Narrative Reporting デプロイメントでは、次のことが可能です。
•

レポートを Narrative Reporting レポート・パッケージ・ドックレットに埋め込ん
で、コラボレーションによるナラティブ・レポート・プロセスに統合し、集中管理
型の視点(POV)コントロールおよび自動ドックレット更新によるサーバー側リフ
レッシュを実行します。

•

クロス・クラウド・コンテンツを単一のレポートに結合します。目的のデータ・ソ
ースをポイントするようにデータ・ソース接続を作成および定義します。

•

レポート、セキュリティおよび POV 選択は、Narrative Reporting 内で管理されま
す。アーティファクトは Narrative Reporting ライブラリ内で保存および管理され
ます。

•

レポート、ブックおよびバースティングの 定義は、別の環境にエクスポートおよび
インポートできます。

•

フォントはアップロードされて Narrative Reporting ライブラリ内で管理されま
す。

•

バースティング 定義のスケジュールは、EPM 自動化コマンドを介して(サード・パ
ーティのスケジューラによって )実行されます。

•

Financial Reporting (FR レポート)をレポートに移行します。

EPM Cloud デプロイメントでは、次のとおりです。
•

レポートは Narrative Reporting と統合されず、ノートを含みません。

•

レポートは、単一インスタンス・レポートとともに各ビジネス・プロセスに埋め込
まれます。他の EPM Cloud インスタンスをポイントできません。データ・ソース
は、インスタンス上にある EPM Cloud アプリケーション・キューブに基づいて自
動的に作成されます。

•

レポート、セキュリティおよび POV 選択は、EPM Cloud プラットフォームによっ
て管理されます。レポートは EPM Cloud リポジトリに保存されます。

•

レポート、ブックおよびバースティングの 定義は、EPM Cloud ライフサイクル管
理を使用して環境間で移動できます。

•

フォントはアップロードされてレポート設定の「アプリケーション設定」で管理さ
れます。

•

バースティング 定義のスケジュールは、EPM Cloud プラットフォームのジョブ・
スケジューラを介して実行されます。

次の概要ビデオを視聴して、レポートのハイライトを理解します。
-- EPM Cloud Narrative Reporting のレポート.
-- 新規 EPM Cloud プラットフォームのレポート。.
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、レポートを作成する方法を学習します。
-- Narrative Reporting Cloud でのレポートの作成.
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-- EPM Cloud でのレポートの作成.

レポート・コンポーネント
レポートは、レポート・コンポーネント、レポート・オブジェクトおよびグリッド・コンポ
ーネントを使用することで設計します。
レポート・コンポーネント
•

ヘッダー - レポートの各ページの上部にあるテキストを表示できる領域。ヘッダーには
イメージも追加できます。

•

レポート本文 - グリッド、チャート、イメージおよびテキスト・ボックスを挿入して表示
できるレポートのメイン領域。

•

フッター - レポートに印刷される各ページの下部にあるテキストを表示できる領域。フ
ッターにはイメージも追加できます。

レポート・オブジェクト
•

グリッド - 行および列のデータを取得するレポート・オブジェクト。

•

チャート - グリッドからデータを表示するレポート・オブジェクト。チャートはグリッド
のデータのグラフィック表現です。

•

テキスト・ボックス - テキストを入力したり、レポート設定、データ値、視点(POV)値、
ディメンション・メンバーなどのデータを取得する関数を挿入できるレポート・オブジェ
クト。

•

イメージ - グラフィックまたはイメージ・ファイルを格納するレポート・オブジェクト。
イメージは、レポートの本文およびヘッダーまたはフッターに追加できます。

•

ノート - Narrative Reporting デプロイメントでは、構造化された POV ベースのコメン
ト・エントリのために、ノート・テンプレートをレポートに挿入できます。

•

共有済 – Narrative Reporting デプロイメントでは、共有レポートにある共有オブジェクト
(グリッド、チャート、テキスト・ボックスおよびイメージ・オブジェクト)を複数のレポ
ートに挿入でき、共有レポート・オブジェクトを保守する単一ポイントを提供します。

グリッド・コンポーネント
•

行 - グリッドの情報の横表示。行には、テキスト、データ、または計算から導出されたデ
ータが含まれます。グリッドの個々の行の書式を設定できます。

•

列 - グリッドの情報の縦表示。列には、テキスト、データ、または計算から導出されたデ
ータが含まれます。グリッドの個々の列の書式を設定できます。

•

セル - グリッドの行、列、ページおよび視点(POV)の交差。グリッドの個々のセルの書式
を設定できます。
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レポートの設計
次も参照:
•

レポートを設計する前に
レポートの設計を開始する前に、次の質問に回答してください。

•

接続およびデータ・ソースについて
データ・ソースでは、レポートのグリッドでクラウド・データ・ソースに接続する方法を
定義します。

•

レポート・デザイナの操作
レポート・デザイナを使用して、レポート・オブジェクトを追加および編集し、レポー
ト・プロパティを表示および編集します。

•

レポート・オブジェクトの操作

•

視点について
視点は、レポートにプルされるデータを識別します。

•

テキスト関数を使用した情報の表示
テキスト関数は、レポート名や摘要などのレポート情報、グリッドに関連付けられている
データベースに関する情報、またはデータベース接続のデータに関する情報を表示しま
す。

•

レポート・エラーの修正
レポート全体または特定のレポート・オブジェクトでエラーが発生する場合があります。

レポートを設計する前に
レポートの設計を開始する前に、次の質問に回答してください。
レポートの設計に関する実践的な例については、次の学習パスを完了してください。

—学習パス: レポートの設計
レポートを設計する前に次の事項を検討してください。
•

レポートの目的は何ですか。

•

レポートのエンド・ユーザーは誰ですか。

•

レポートの生成頻度と、生成するユーザーの数はどれくらいですか。

•

レポートをレポート・パッケージに挿入する場合、そのレポート・パッケージに必要にな
るのはどのグリッドとチャートですか。

•

どのデータ・ソースに接続する必要がありますか。
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接続およびデータ・ソースについて
データ・ソースでは、レポートのグリッドでクラウド・データ・ソースに接続する方
法を定義します。
接続およびデータ・ソースでは、レポートのグリッドで Oracle Enterprise Performance
Management Cloud データ・ソースに接続する方法を定義します。サービス管理者ロ
ールのみが接続を作成および保守できます。
Narrative Reporting デプロイメントでは、接続を使用すると、レポートのデータ・ソ
ースおよびリモート・ライブラリへのアクセスを定義できます。接続によって、レポ
ートのデータ・ソースの作成および保守が効率化され、アプリケーションの複数のキ
ューブに対して資格証明保守の単一領域が提供されます。
接続の作成または編集時に、データ・ソースとして追加するキューブを選択できます。
キューブへの接続を保守するために、ライブラリのデータ・ソース・アーティファク
トもオプションで使用できますが、これは接続でも実行できます。データ・ソースに
よって接続は親アーティファクト ・コンテナとして使用されます。データ・ソースの
作成または編集時に、使用する接続を選択し、その接続からキューブを選択できます。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントでは、データ・ソ
ースは、インスタンス上にある EPM Cloud アプリケーション・キューブに基づいて自
動的に作成されます。
データ・ソースでは、レポートのグリッドでクラウド・データ・ソースに接続する方
法を定義します。Narrative Reporting デプロイメントでは、目的のデータ・ソースを
ポイントするようにデータ・ソース接続を作成および定義します。EPM Cloud デプロ
イメントでは、データ・ソースは、インスタンス上にある EPM Cloud アプリケーショ
ン・キューブに基づいて自動的に作成されます。
Narrative Reporting デプロイメントの場合:
データ・ソースを使用すると、2 つのレベルで接続を保守できます。
•

グローバル変更: 特定の接続を使用するすべてのレポートを 別の接続を使用するよ
うに変更します。たとえば、server1:cubetype1 をポイントするすべてのレポー
ト・グリッドが server2:cubetype2 をポイントするようになります。

•

選択的変更: 選択したレポートについて、異なるデータ・ソースをポイントするよ
うに接続を変更します。たとえば、2 つのデータ・ソース接続を作成し、レポー
ト・グリッドの半分は connection1 をポイントし、他の半分は connection2 をポイ
ントするようにします。connection1 または connection2 に対する接続詳細は、他
のグリッドに影響を与えることなく変更できます。

サポートされるデータ・ソースは次のとおりです。
•

EPM Cloud。次で使用されます。
–

Enterprise Profitability and Cost Management

–

フリーフォーム

–

Planning および Planning モジュール

–

Financial Consolidation and Close

–

Tax Reporting
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•

Oracle Essbase Cloud

•

Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider

•

Oracle Fusion Applications Essbase プロバイダ

•

Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)
-- 接続およびリモート・ライブラリの操作.

ノート:
データ・ソース接続は、Narrative Reporting モデルのデプロイ時に自動的に作成さ
れます。これらのデータ・ソース接続は変更できません。これらは、モデルが再デ
プロイされると自動的に更新され、モデルまたはアプリケーションが削除されると
自動的に削除されます。

ノート:
データ・ソースの管理者 ID またはパスワードは、ネイティブ ID であり、シングル・
サインオン(SSO)でないことが必要です。

データ・ソースの概要
データ・ソース接続は、ライブラリの「データ・ソース」フォルダに保存されます。このフ
ォルダはレポート管理者にのみ表示され、データ・ソース接続を作成、編集または削除する
にはそのロールが必要です。

データ・ソース接続の作成と編集
Narrative Reporting デプロイメントの場合:
接続を作成するには:
1.

Narrative Reporting ホーム・ページで、「ツール」アイコンの下の「接続」を選択できま
す。

ノート:
サービス管理者ロールのみが接続を作成および保守できます。
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2. 「接続の管理」で、

をクリックして新しい接続を追加します。

3. 「名前」で、接続のわかりやすい識別子を入力します(データ・ソースとサーバーの

組合せなど)。

4. 「タイプ」でデータ・ソースのタイプを選択します。

•

次のものに使用する Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
–

Enterprise Profitability and Cost Management

–

フリーフォーム

–

Planning および Planning モジュール

–

Financial Consolidation and Close

–

Tax Reporting

•

Oracle Essbase Cloud

•

Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider

•

Oracle Fusion Applications Essbase プロバイダ

•

Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)
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5. 「サーバー名」にプロトコルまたは URL を付けずにデータ・ソースのサーバー名を入力し

ます。たとえば、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の場合、データ・ソ
ース URL が https://<servername>/HyperionPlanning であれば、サーバー名は
<servername>となります。

6.

(Oracle Fusion Applications Essbase プロバイダおよび Oracle Essbase Analytic
Provider Services (APS)のみ): 「Essbase サーバー名」に Essbase サーバーの名前を入
力します。デフォルトでは、Fusion Applications のサーバー名は"Essbase_FA_Cluster"、
Essbase APS のサーバー名は"EssbaseCluster-1"になります。

7. 「アイデンティティ ・ドメイン」に、データ・ソース・ポッドのアイデンティティ ・ドメ

インを入力します。

ノート:

8.

•

Oracle Essbase Cloud、Oracle Fusion Applications Essbase プロバイダま
たは Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)の場合は不要。

•

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)上の EPM Cloud デプロイメントの場合は
不要。

管理者のユーザー ID とパスワードを入力します。管理者のユーザー ID は、データ・ソー
ス・レベルでのサービス/システム管理者ロール(Fusion Applications では BI 管理者ロー
ル)である必要があります。

ノート:
接続を作成するデータ・ソース用の管理者資格証明を使用して Narrative
Reporting にログインする必要があります。たとえば、Planning モジュール管理
者が PlanAdmin である場合は、Narrative Reporting データ・ソースに対するデ
ータ・ソース接続を作成するために、PlanAdmin 資格証明で Planning モジュ
ールにログインする必要があります。ソースでシステム固有の認証に使用する
ユーザー ID およびパスワード資格証明を入力します。アイデンティティ・アサ
ーション技術を使用したシングル・サインオンは、サポートされていません。
9. 「テスト接続」をクリックします。
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(Oracle Essbase Cloud のみ): 接続を信頼するには、ダイアログ・ボックスで「は
い」をクリックします。この設定は、質問に再度答える必要がないように格納され
ます。
10. EPM Cloud の接続の場合、オプションで「ライブラリの有効化」を選択してリモ

ート・ライブラリを公開します。

11. データ・ソースとして追加するキューブを選択するには:

「データ・ソースの追加」をクリックし
• 「データ・ソースの管理」で、
て、レポートの接続先のキューブを 1 つ以上追加します。
•

キューブごとに、
「データ・ソース名」を入力し、
「アプリケーション」および
キューブの名前を選択します。

キューブを選択したら、
ビューできます。

をクリックして、ディメンション・リストをプレ
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• 「データ・ソースの管理」ツールバーで、既存のデータ・ソースの「編集」、「新規」
データ・ソースの作成、データ・ソースの「削除」およびビューの「リフレッシュ」
を実行できます。
• 「OK」をクリックして接続を追加します。接続は「接続の管理」の下のリストに表示
されます。
接続を「編集」するには:
「接続の管理」で、
「接続」を選択し、
「処理」メニューから「編集」を選択します。接続を編
集する場合、接続名および「サーバー」、さらに「アプリケーション」およびキューブの名前
を変更できます。

ノート:
•

接続名を変更しても、その接続を使用しているレポート・オブジェクトには影
響しません。

• 「サーバー」
、
「アプリケーション」またはキューブの名前を変更すると、その接
続を使用しているレポート・オブジェクトが新しい宛先をポイントするように
なります。
•

セキュリティの目的で、接続の編集時に管理者資格証明を再入力する必要があ
ります。

-- 接続およびリモート・ライブラリの操作.

レポート・デザイナの操作
レポート・デザイナを使用して、レポート・オブジェクトを追加および編集し、レポート・
プロパティを表示および編集します。
次も参照:
•

レポート・デザイナへのアクセス

•

レポート・デザイナについて

•

レポート・デザイナ・ツールバー

•

レポート・プロパティ

レポート・デザイナへのアクセス
Narrative Reporting デプロイメントの場合:
次の方法でレポート・デザイナにアクセスします。
をクリックし、メニューから「レポート」

•

ライブラリのシステム以外のフォルダで、
を選択します。

•

レポート・パネルで、

•

ホーム画面で、「作成」をクリックし、「レポート」を選択します。

をクリックします。
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レポート・パネルで、
「最近」、
「お気に入り」および「すべて 」の既存レポートのリス
トをフィルタできます。
Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントの場合:
レポート・デザイナにアクセスします。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスから、

「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)を選択します。
Enterprise Profitability and Cost Management、フリーフォーム、Planning および
Planning モジュールで、左ペインから「レポート」アイコンを選択します。
Financial Consolidation and Close および Tax Reporting で、水平タブから「レポート」
を選択します。コンテンツ・ペインの上部にある「作成」ドロップダウン・メニュー
をクリックし、「レポート」をクリックしてレポート・デザイナを起動します。

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、オブジェクトをレポートに追加する方法を
学習します。
Narrative Reporting デプロイメントの場合。
-- レポートへのオブジェクトの追加.
EPM Cloud デプロイメントの場合。
-- EPM Cloud でのレポート・オブジェクトの追加.
詳細は、次のリンクを参照してください。
•

レポートを設計する前に

•

レポート・デザイナの操作

•

レポート・オブジェクトの操作
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レポート・デザイナについて
レポート・デザイナには次の領域があります。

•

左側のパネルから、個々の物理ページまたはシートを追加、削除および選択できます。非
表示のシートでは、レポート出力に表示されないようにする必要があるグリッドを挿入ま
たは貼付けできます。非表示のシートには、チャート定義の一部として作成されたグリッ
ドを含めることができます。

•

設計パネルでは、レポート・オブジェクトを挿入します。レポート・オブジェクトの再配
置とサイズ変更ができ、レポート・ヘッダーおよびフッターをドラッグ・アンド・ドロッ
プしてサイズ変更することもできます。レポート・オブジェクトの操作を参照してくださ
い。

ノート:
ヘッダーおよびフッターのドラッグ・アンド・ドロップはルーラーからのみ使
用できます。
•

ツールバーを使用すると、編集モードとプレビュー・モードの切替え、レポート・オブジ
ェクトの挿入と編集、および表示オプションの変更ができます。レポート・デザイナ・ツ
ールバーを参照してください。
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•

プロパティ・パネルでは、レポート・プロパティを表示および編集できます。レポ
ート・オブジェクトを選択すると、プロパティ・パネルにそのレポート・オブジェ
クトのプロパティが表示されます。レポート・プロパティを参照してください。

•

レポート名はレポート・デザイナの上部に表示されます。レポート・オブジェクト
を編集するとき、レポート名とともにオブジェクト名もオブジェクト・デザイナの
上部に表示されます。

ノート:
レポートおよびオブジェクト名の間で、左から右へのテキスト(英語、ス
ペイン語、韓国語など)が右から左へのテキスト(アラビア語、ヘブライ語
など)と混在する場合、現在のユーザー・ロケールが右から左への読取り
方向を使用してから、それぞれのタイプのテキストが入力された方向で
表示されます。
デフォルト・レポート・レイアウト
時間と労力を節約するために、新規レポートを作成する場合は、次の機能を提供する
デフォルト・レポート・レイアウトが提供されます。
•

水平ガイドと垂直ガイドによって、意味のある実用的なレイアウトでオブジェクト
を配置できます。

•

グリッドが作成されます。「グリッドの設定」をクリックして、データ・ソースお
よびその他のグリッド・プロパティを設定します。グリッドの操作を参照してくだ
さい。

レポート・デザイナ・ツールバー
ツールバーでは、次の操作を実行できます。
編集/プレビュー
「編集」および「プレビュー」を使用して、編集モードとプレビュー・モードを切り替
えます。編集モードではレポート、グリッドまたはチャートを変更でき、プレビュー・
モードではレポートが公開されたときの表示の様子を確認できます。
プレビュー・モードでは、
ます。

- 「処理」メニューを使用して、次の操作を実行でき

• 「Excel」、「HTML」または「PDF」のいずれかの書式を選択します。
•

PDF としてダウンロード - レポートを PDF としてダウンロードできます。

•

Excel 形式でダウンロード - レポートを Excel ワークブックとしてダウンロード
できます。

•

Excel アドホックとしてダウンロード - Oracle Smart View for Office で、レポー
ト・グリッドを Excel アドホックとしてダウンロードした後、使用可能なアドホッ
ク操作を実行できます。
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ノート:
Web ブラウザで、Smart View リンク・ファイルがダウンロードされます。ファ
イルをクリックして、Excel を起動します。それぞれのデータ・ソースのログイ
ン・ページにサインオンするよう求められます。アクティブなデータ ・ソース
接続がすでに存在する場合、サインオン・ダイアログは表示されません。
レポート・グリッドを Excel アドホックとしてエクスポートする際の制限事項は、次のと
おりです。
– 「Excel アドホックとしてダウンロード」オプションは HTML プレビューについての
み使用可能です。
–

レポートの書式設定は、Excel で保持されません。

–

式セル内のデータは、静的情報としてレンダリングされます。

–

Excel での出力データは、Smart View のオプションに基づきます。書式設定に関す
るすべての 設定を確認します。詳細は、Smart View のオプションの設定を参照して
ください。

–

この機能は、非表示のグリッドでは使用できません。

ヒント:
ブラウザ設定によっては、大きなグリッドでレポートをプレビューしたり、HTML
でチャートをプレビューすると、処理時に JavaScript エラーが表示されることがあ
ります。今後は確認しないチェック・ボックスを選択してから、
「続行」をクリック
して HTML プレビューを続行します。
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ノート:
レポート結果が大きすぎてブラウザにレンダリングできない場合は(グリッ
ド・セル数の制限の 180000 がある HTML または PDF サイズ制限の 10MB)、
レポートを PDF としてダウンロードするように求めるプロンプトが表示さ
れるため、ダウンロードする場合は

を選択し、操作を取り消す場合は

を選択します。

レポートの PDF プレビューには次の機能があります。
•

サムネイル・サイドバーの切替え

•

文書内のテキストの検索

•

前/次のページへの移動

•

入力されたページ番号への移動

• 「ズーム・イン」/「ズーム・アウト」ボタン
•

ズーム・レベルの選択(例: %s、自動、「ページ幅」など)

•

プレゼンテーション・モードに切替え

•

文書の印刷

•

文書のダウンロード

•

他のナビゲーションおよび表示ツール
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挿入
「挿入」を使用して、レポート・オブジェクトをレポートに追加します。レポート・オブジェ
クトの挿入を参照してください。
プロパティ
「プロパティ」を使用して、プロパティ・パネルを表示または非表示にします。
処理
「処理」を使用して、レポート・オブジェクトを編集したり、グリッド線、ガイド、定規など
の表示オプションを制御します。
サービス管理者は、
「デフォルト・フォントの設定」を選択してレポートのフォントおよびサ
イズを選択すると、レポート用のデフォルト・フォントを定義できます。これを設定すると、
すべてのユーザーのすべてのレポートにデフォルト ・フォントが適用されます。
レポート・デザイナではグリッド・セルの書式設定、チャートのテキストとラベル、個々の
テキスト・ボックスのフォントをカスタマイズすることもできます。

ノート:
カスタム・フォントがロードされると、これをデフォルト・フォントとして設定で
きます。追加フォントのアップロードを参照してください。

ノート:
追加フォントを Narrative Reporting にアップロードする際には、フォント・ベンダ
ーからフォントの適切なライセンスを取得する必要があります。たとえば、
Microsoft フォントの"Times New Roman"をアップロードする場合、Microsoft から
アップロードのライセンスを取得する必要があります。Windows マシンをソース
とする Microsoft フォントのアップロードは、一般的に Microsoft による法定使用契
約の対象ではありません。
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ノート:
アラビア語フォントの場合、レポートでは次のみがサポートされています。
•

Arial Unicode MS 1.01

•

Lateef 1.0

•

Scheherazade 1.0

•

Simplified Arabic 1.01

•

Simplified Arabic 5.00

•

Simplified Arabic 5.92

•

Traditional Arabic 1.01

•

Traditional Arabic 5.00

•

Traditional Arabic 5.92

サービス管理者は、「チャートのデフォルト色の設定」を選択してカスタム・チャー
ト・テーマを有効にすることによって、すべてのチャートの 最初の 12 個のチャート・
データセットに対してチャートのデフォルト色を設定することもできます。この設定
により、
「シリーズ」チャート・プロパティを使用してレポート設計中にチャートで色
が変更されていないかぎり、チャートのデフォルト色がすべてのユーザーのすべての
レポートに適用されます。

ノート:
Redwood の操作性が Cloud EPM でデフォルト・テーマとして設定されてい
る場合、Redwood テーマの色は既存のレポートのチャートのデフォルト色に
影響します。カスタム・チャート・テーマを有効にして定義すると、Redwood
の色テーマが上書きされます。

レポート・デザイナでは、チャートの「シリーズ」プロパティを使用して、レポート
内の個々のチャートのチャート色を調整でき、これは「処理」メニューで定義された
デフォルト値を上書きします。
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ノート:
「処理」メニューを使用して、「チャートのデフォルト色の設定」が可能です。

レポート・プロパティ
プロパティ・パネルを使用して、レポートの 2 つのタイプのプロパティを表示および編集し
ます。
•

一般プロパティ

•

レイアウト・プロパティ

一般プロパティ
一般プロパティは、ページのサイズと向き、マージン、ヘッダーとフッターなど、レポート
のページ設定を制御します。一般プロパティに対する変更は、レポートのすべてのページに
影響します。

ノート:
「境界」フィールドを使用して、レポートのヘッダー、フッターおよび本文の周囲に
境界線を配置します。ヘッダーおよびフッターのサイズは、設計キャンバスでヘッ
ダーまたはフッターの線をドラッグすることで調整できます。
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レイアウト・プロパティ
レイアウト・プロパティは、水平方向と垂直方向の配置、インデントのサイズなど、
選択されたレポート・オブジェクトのサイズと位置に影響します。
「サイズ」フィールドを使用して、レポート・オブジェクトの幅と高さを設定します。
テキスト・オブジェクトの場合は、次のいずれかのオプションも選択できます。
•

固定(AutoSize=Off に相当)

•

合せる(AutoSize=On に相当)

•

最小

「配置」フィールドを使用して、レポート・オブジェクトをその他のレポート・オブジ
ェクトとの関連でどのように印刷するのかを制御します。
•

固定: レポート・オブジェクトを固定の場所に配置します。

•

相対: 他のレポート・オブジェクトと比較して、左(横位置)または上(縦位置)の場所
にレポート・オブジェクトを配置します。選択されたレポート・オブジェクトの場
所は、他のレポート・オブジェクトのサイズが変わると調整されます。

「境界」フィールドを使用して、レポート・オブジェクトの周囲に境界線を配置しま
す。境界線のスタイルと色を選択できます。
レイアウト・プロパティに対する変更は、選択されたレポート・オブジェクトにのみ
影響します。レイアウト・プロパティを表示するには、レポート・オブジェクトを選
択する必要があります。

ノート:
レポート・オブジェクトを編集する場合は、プロパティ・パネルにそのオブ
ジェクトの詳細なプロパティが表示されます。詳細は、次のトピックを参照
してください。:
•

グリッド・プロパティ

•

テキスト・ボックスの書式設定

•

イメージの書式設定

•

チャート・プロパティ

レポート・オブジェクトの操作
レポート・オブジェクトには、グリッド、テキスト・ボックス、イメージ、チャート
などがあります。Narrative Reporting デプロイメントでは、共有オブジェクトをレポ
ートに挿入でき、構造化された POV ベースのコメント・エントリのためのノートも挿
入できます。
レポート・オブジェクトをレポートに追加する場合は、レポートのレイアウトでその
位置を定義します。グリッドおよびチャートの場合は、レポート・オブジェクトのデ
ータ・ソース接続を選択します。
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レポート・オブジェクトをレポートに追加した後は、書式設定オプションなどのプロパティ
をレポートに割り当てることができます。書式設定オプションには、フォント、位置合せ、
間隔、シェード付けおよび配置が含まれます。これはレポート・オブジェクトによります。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、オブジェクトをレポートに追加する方法を学習し
ます。
Narrative Reporting デプロイメントの場合。
-- レポートへのオブジェクトの追加.
Oracle Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントの場合。
-- EPM Cloud でのレポート・オブジェクトの追加.

レポート・オブジェクトの挿入
レポート・オブジェクトの挿入には、複数の方法があります。
をクリックし、挿入するオブジェクトを選択します。

•

ツールバーで

•

新しいレポートで左ペインからページを追加し、いずれかのオブジェクト・アイコンをク
リックします。

•

レポートの本文、ヘッダーまたはフッターで右クリックし、「レポート・コンテンツの追
加」を選択した後、挿入するオブジェクトを選択します。

ノート:
レポートのヘッダーとフッターには、テキスト・ボックスおよびイメージのみ
を挿入できます。

ノート:
レポート・オブジェクトを挿入するには、編集モードにする必要があります。プレ
ビュー・モードではオブジェクトを挿入できません。

レポート・オブジェクトのサイズ変更、編集および再配置
レポート・オブジェクトの挿入後、そのオブジェクトを設計キャンバスで直接サイズ変更、
編集または再配置できます。
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•

レポート・オブジェクトのサイズを変更するには、右下隅の矢印をクリックして希
望のサイズまでドラッグします。

ヒント:
「ガイドにスナップ」が有効になっている場合、右の境界線を最も近い垂
直のガイドラインに、下の境界線を最も近い水平のガイドラインにドラ
ッグすることもできます。ガイドラインを使用したサイズの変更を参照
してください。
•

オブジェクトを再配置するには、そのオブジェクトを選択して、設計キャンバス上
の希望の位置までドラッグします。

ノート:
レポート設計キャンバスでは、オブジェクトを重ねることはできません。
レポート・エラーの修正を参照してください。

•

オブジェクトを削除するには、

をクリックします。

•

または「(オブジェクト)の設定」をクリックし
オブジェクトを編集するには、
ます。ここで、オブジェクトはオブジェクト・タイプを示します。たとえば、「グ
リッドの設定」などです。

ガイドラインの使用
ガイドラインを使用すると、外観を統一するためにレポート・オブジェクトを水平お
よび垂直に整列できます。デフォルトで、レポート・オブジェクトはこれらのガイド
ラインにスナップするように設定されています。この機能のオンまたはオフを切り替
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えるには、
、ガイドにスナップの順にクリックします。設定は将来のセッションのため
に保存されます。
また、
、「新規ガイド」の順にクリックして、ガイドの水平および垂直位置を指定する
と、新しいガイドラインを作成することもできます。
最後に、既存のガイドラインをドラッグ・アンド・ドロップすると、レポート内のその位置
を変更できます。
ガイドラインを使用したサイズの変更
「ガイドにスナップ」がグリッドの「処理」メニューで有効になっている場合、レポート・オ
ブジェクトは次の処理で最も近いガイドラインにサイズを変更できます。
•

オブジェクトの右端をドラッグまたはダブルクリックして、最も近い垂直のガイドライン
にオブジェクトのサイズを変更します。

•

オブジェクトの下端をドラッグまたはダブルクリックし、最も近い水平のガイドラインに
揃うようにオブジェクトのサイズを変更します。

•

オブジェクトの右隅をドラッグして、最も近い垂直のガイドラインにオブジェクトのサイ
ズを変更します。

レポート・オブジェクトの操作に関する詳細は、次を参照してください。
•

グリッドの操作

•

チャートの操作

•

テキスト・ボックスの操作

•

イメージの操作

シート間でのレポート・オブジェクトのコピー/移動
複数のシート(物理的なページ)があるレポートでは、右クリック・メニューを使用してシート
間でレポート・オブジェクトをコピーまたは移動できます。さらに、グリッドを非表示にし
てレポート出力に表示されないようにする場合、グリッドを非表示のシートに移動できます。
レポート・オブジェクトをコピーまたは移動するには:
1.

レポート・デザイナで、コピーまたは移動するレポート・オブジェクト(グリッド、チャ
ート、イメージまたはテキスト・ボックス)を選択します。

2.

右クリックして、次の処理を実行します。
• 「コピー」を選択して、オブジェクトを貼り付けるページに移動し、右クリックして
「貼付け」を選択します。
• 「移動先」を選択し、オブジェクトの移動先のページを選択します。

3.

必要に応じて、レポート・オブジェクトをサイズ変更または再配置します。レポート・オ
ブジェクトのサイズ変更、編集および再配置を参照してください。
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ノート:
レポート内の共有オブジェクトをコピーする場合、それをリンク解除済
としてのみ貼り付けることができ、そのソース・レポート内の共有オブ
ジェクトにリンクされません。

視点について
視点は、レポートにプルされるデータを識別します。
次も参照:
•

視点の概要

•

グローバル視点とローカル視点

視点の概要
レポートのすべてのデータ 値は、データ・ソースの各ディメンションでメンバーが交
差する部分から導出されます。視点(POV)は、これらの交差を定義し、レポートに取得
するデータを識別します。グリッドからのデータが含まれているレポートには、レポ
ートのすべてのグリッドおよびチャートに 適用されるグローバル POV があります。
必要な場合は各グリッドおよびチャートに対して、その交差のグローバル設定を上書
きするローカル POV を定義することもできます。グローバル視点とローカル視点を
参照してください。
レポート管理者として、次のタスクを実行することでレポート参照者に対して POV を
設定します。
•

レポート参照者が選択するように、各ディメンションに 1 つ以上の POV メンバー
を定義します。

•

レポート参照者に対して、ディメンションの任意のメンバーの選択を許可します。
または
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•

レポート参照者に対して、ディメンションの選択を単一のメンバーにロックします。

•

レポート参照者に対して、1 つ以上のディメンションを非表示にします。

POV オプションを定義した後は、設定した基準に基づいてレポート参照者がレポートの各デ
ィメンションに POV メンバーを選択できます。
詳細は、「視点の操作」を参照してください。

グローバル視点とローカル視点
視点(POV)によって、レポートに取得されるデータが決まります。レポートで使用可能な
POV には 2 つのタイプがあります。
•

グローバル POV

•

ローカル POV

レポート参照者が POV (グローバルおよびローカルの両方)を変更すると、そのユーザーの該
当する特定のデータ・ソースにそれらの変更が保存されます。そのユーザーが同じデータ・
ソースを使用する別のレポートをオープンすると、POV の変更は保持されます。たとえば、
参照者が Scenario ディメンションを実績からプランに変更し、同じデータ・ソースを使用す
る新しいレポートをオープンすると、POV はプランに設定されます。一方、別の参照者が同
じレポートをオープンすると、Scenario の POV 設定は実績のままになります。
グローバル POV
グローバル POV は、レポートのすべてのグリッドおよびチャートに 適用されます。可能な場
合は、単一の選択で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソース全体で共通
のディメンションが組み合されます。たとえば、Narrative Reporting のデータ・ソースと
Planning モジュールのデータ・ソースに共通のディメンション Entity があるとします。
Entity ディメンションのメンバーを POV に設定すると、両方のデータ・ソースに適用されま
す。
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ノート:
レポート参照者がグローバル POV を変更すると、その参照者の該当する特定
のデータ・ソースにのみ、それらの変更が保存されます。その参照者が同じ
データ・ソースを使用する別のレポートをオープンすると、POV の変更は保
持されます。たとえば、参照者が Scenario ディメンションを実績からプラン
に変更し、同じデータ・ソースを使用する新しいレポートをオープンすると、
POV はプランに設定されます。一方、別の参照者が同じレポートをオープン
すると、Scenario の POV 設定は実績のままになります。

ノート:
Oracle Enterprise Performance Management Cloud プラットフォーム・デプ
ロイメントの場合、レポートのレポート・グローバル POV は EPM Cloud
POV で選択されたメンバーと統合されます。レポートをプレビューすると
き、レポートは EPM Cloud から POV メンバーを取得し、これらの返された
メンバーをレポート実行のデフォルトのメンバー選択として使用します。そ
れからレポートは、ユーザーがレポート・プレビューで POV メンバー選択を
実行すると、EPM Cloud で POV を更新します。

ローカル POV
必要な場合は特定のグリッドまたはチャートにローカル POV を設定することで、その
ディメンションのグローバル POV 設定を上書きできます。たとえば、Scenario ディメ
ンションのプランと実績のメンバーを比較する 2 つのチャートを表示するために、グ
ローバル POV を実績に設定した後、その設定をプラン・メンバーで上書きするよう
に、2 つ目のチャートのローカル POV を変更します。
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テキスト関数を使用した情報の表示
テキスト関数は、レポート名や摘要などのレポート情報、グリッドに関連付けられているデ
ータベースに関する情報、またはデータベース接続のデータに関する情報を表示します。
テキスト関数は、テキスト・ボックス、テキスト行およびテキスト列で使用したり、データ
および式行または式列のカスタム見出しとして使用できます。挿入できるテキスト関数のタ
イプはコンテキストに依存します。たとえば、ページ番号は、レポートのヘッダーまたはフ
ッターにのみ挿入できます。テキスト関数に関する詳細は、テキスト関数を参照してくださ
い。
テキスト関数を使用してレポートに情報を表示するには:
1.

2.

設計ペインで、次のいずれかを実行します。
•

テキスト・ボックスを編集する場合は、

•

グリッドの見出しセルで
リックします。

•

グリッドのテキスト・セルで、

•

グリッドの式セルで
クします。

をクリックします。

をクリックし、「カスタム見出し」を選択して

をク

をクリックします。

をクリックし、「カスタム見出し」を選択して

をクリッ

関数の挿入ダイアログ・ボックスで、関数を選択した後、関数のパラメータを指定しま
す。次に「選択」をクリックしてテキスト関数を挿入します。
テキスト関数に関する詳細は、テキスト関数を参照してください。

レポート・エラーの修正
レポート全体または特定のレポート・オブジェクトでエラーが発生する場合があります。
レポート・エラー
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レポート・エラーは、レポート・ヘッダーの上に赤いバーで示されます。バーをクリ
ックするとエラー・テキストが表示されます。

ノート:
レポート・エラーの最も一般的な原因は、2 つの重複するレポート・オブジ
ェクトです。エラーを修正するには、複数のレポート・オブジェクトが互い
に重複していないことを確認してください。

レポート・オブジェクト・エラー

レポート・オブジェクト・エラーは、レポート・オブジェクトの左上隅に赤い X で示
されます。インディケータにマウス・カーソルを重ねるとエラーの原因が表示されま
す。考えられる原因は、次のとおりです。
•

レポート・オブジェクトのデータ・ソース接続が有効ではなくなっている場合(た
とえば、削除されている可能性があります)。

•

レポート・オブジェクトが別のレポート・オブジェクトと重なっている場合。
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グリッドの操作
次も参照:
•

グリッドについて
グリッドは、外部データベース接続からのデータを格納する表です。

•

グリッドの追加
グリッドをレポートに追加して、外部データ・ソースのデータを表示します。

•

視点の定義
視点(POV)によって、グリッドに取得されるデータが決まります。

•

グリッドの行および列の操作
データ、式、テキストおよびセパレータ行および列を追加して、コンテンツを編成し、グ
リッドに追加します。Narrative Reporting デプロイメントでは、構造化された POV ベー
スのコメント・エントリのために、ノート行またはノート列をグリッドに挿入できます。

•

算式バーの使用
算式バーは、レポートでグリッドを設定するときに、式の作成やメンバーの選択を行う中
心的な場所です。

•

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作
条件付き書式設定、テキストおよび抑制では、指定した条件を満たすグリッドとテキスト
の結果をカスタマイズできます。

•

グリッドの親メンバーのズーム
ズームでは、HTML でレポートをプレビューするときに、行または列の親メンバーを展開
して、その子、子孫または最下部レベルのメンバーを表示できます。

•

グループ化の操作

•

コンテンツへのドリル操作
コンテンツへのドリルでは、エンド・ユーザーがレポート、Narrative Reporting ライブラ
リのサード・パーティ文書、およびカスタム URL リンクにドリルできるように、管理者
は、グリッドのセル、行、列およびメンバーの見出しセルにコンテンツ・リンクを設定で
きます。

•

ドリル・スルーとセル・ファイル添付の操作
レポートには、HTML プレビューでレポートまたはグリッドを表示しているときに、ソー
ス・システムにドリル・スルーする機能およびセル・ファイル添付にドリルする機能が備
えられています。

•

バタフライ・レポートの操作

• 「子の前に祖先」プロパティの操作

グリッドについて
グリッドは、外部データベース接続からのデータを格納する表です。
グリッドをレポートに追加し、そのディメンション・レイアウトを定義し、メンバーを選択
してグリッドの書式を設定できます。テキスト、ディメンション、メンバーおよび算式を使
用してグリッドのコンテンツを定義できます。グリッドを非表示にし、レポート出力に表示
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されないようにすることができます。たとえば、行式または列式を使用して追加デー
タ・ソースから 1 つのグリッドにデータを収集する場合、ソース・データ・グリッド
を非表示のシートに配置することで非表示にできます。

グリッドの追加
グリッドをレポートに追加して、外部データ・ソースのデータを表示します。
レポートにグリッドを追加するには:
1.

次のいずれかを実行します。
•

ツールバーで、

•

空白のレポートで、

•

レポート本文で右クリックし、「レポート・コンテンツの追加」、「グリッド」
の順に選択します。

をクリックして「グリッド」を選択します。
をクリックします。

2. 「グリッドの設定」をクリックします。
3. 「ソースの選択」で、グリッドのデータ・ソースを選択します。

ノート:
Narrative Reporting モデルをデータ・ソースとして使用するには、その
モデルの「使用」権限が必要です。
グリッドは、行と列に対するデフォルトのディメンションが選択された状態でグリ
ッド・デザイナに表示されます。通常、「時間」ディメンションが列に、「勘定科
目」ディメンションが行に配置されます。
新しいグリッドを追加すると、システムによってグリッドにデフォルト 名が割り当
てられます。割り当てられるデフォルト名は、「グリッド n」で、n はシステムに
よって割り当てられる識別番号です。たとえば、レポートに保存される、システム
によって 6 番目に名前が付けられるグリッドを保存する場合、デフォルト名は「グ
リッド 6」です。グリッド名はグリッド・プロパティで変更できます。
システムによってグリッド 名が使用されるのは、関数またはチャートでグリッドを
参照する場合です。たとえば、グリッドのデータをグラフィカルに表示するチャー
トを設計する場合は、チャートのプロパティでグリッドをその名前で参照する必要
があります。

グリッド・デザイナについて
グリッド・デザイナには次の領域があります。
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•

POV バーでは、グリッドの視点に対するメンバーを選択します。視点の設定を参照して
ください。

•

算式バーでは、算式と関数の作成、およびメンバーの選択ができます。算式の作成を参照
してください。

•

プロパティ・パネルには、グリッド、行、列およびセルのプロパティが表示されます。グ
リッド・プロパティを参照してください。

•

ツールバーを使用すると、編集モードとプレビュー・モードの切替え、ディメンション・
レイアウトのオーバーレイの表示、および表示オプションの変更ができます。グリッド・
ツールバーを参照してください。

グリッド・プロパティ
一般プロパティ
一般プロパティはグリッド全体に影響します。一般プロパティを使用して次を編集します。
•

グリッド名またはデータ・ソースを編集します。ベスト・プラクティスは、レポート内の
複数のグリッドをより簡単に識別できるように、グリッドに意味のある名前を付けること
です。

•

グリッド出力の上部に含めるグリッド・タイトルを指定します(テキストおよびテキスト
関数を含めることができ、列ヘッダーにまたがることができます)。グリッド・タイトル
には、フォント、境界線およびシェード付けの書式設定も適用できます。関連する書式設
定に関するトピックを参照してください。グリッド・タイトルに複数の線を追加するに
は、Alt+Enter キー(Mac では Option+Enter )を使用します。

•

デフォルトの列の幅および行の高さを設定します。

•

行および列の見出しの表示方法を変更します。たとえば、メンバー名、別名または両方を
表示できます。
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ノート:
これらの設定は、列または行レベルで上書きできます。データ行または
データ列の見出しの上書きを参照してください。
•

式の結果ゼロ、データなし、エラーになったセル、またはセル・レベルのセキュリ
ティを適用したためにアクセス権なしになったセルのテキスト置換オプションを
設定します。

•

ゼロ、値がないセル、エラー、アクセス権なしおよびデータ・セルの欠落ブロック
を抑制するかどうかを選択します。

ノート:
式セルの結果は、次の理由で、"データなしの抑制" (#missing)を介して抑制さ
れることはありません。
•

データなしの抑制はデータ・ソースに渡されます。データ・ソースは、
式の評価が実行されるレポート・サーバーに結果を返す前に#missing デ
ータの抑制を完了します。

•

式はデータ・セル(および他の式セル)を参照する場合があります。
#missing 値のために抑制されているデータ・セルは、式の評価に含まれ
ません。たとえば、#missing データ値は Average()計算の一部として含
まれません。

•

#missing の値は、データ・ソース・レベルで"欠落"になることはないた
め、式セルに適用されません。値なしまたは無効な値がある式セルは、
#missing ではなく#error の値を持ちます。
式セルのデータ値を抑制するには、条件付き抑制を使用してそれらを評
価します。

ノート:
グリッドの行または列の抑制が無効になっていて、少なくとも 1 つのデー
タ・セグメントまたは式セグメント、あるいはテキスト関数 CellText または
CellValue が指定されているテキスト・セグメントをグリッドに表示する必要
がある場合は、グリッド全体が抑制されます。
すべてのデータ ・セグメントを非表示にして、グリッドにテキストを表示す
る場合は、次のいずれかのステップを実行します。
•

データ・セグメントの行の高さまたは列の幅を 1 に設定し、フォントの
色を白に設定します。

•

データ・セグメントを選択し、
「テキストの置換」を有効にして、テキス
ト・フィールドに空白の文字列を入力します。
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「行バンディング」を使用して、シェード付けをグリッドの別の行に適用します。デフォルト
のシェード付けの色を選択できます。グリッド内の既存のシェード付けが設定されている列
または行は、行バンディングの影響を受けません。
Children、Descendants など特定のメンバー選択関数を使用するとき、
「子の前に祖先」を
使用して、子メンバーの後ではなく子メンバーの前に祖先メンバーを表示します。デフォル
ト設定は False です。詳細は、「子の前に祖先」プロパティの操作を参照してください。
データ・ソースでセルに EPM Cloud のセル・ファイル添付や Essbase のリンク・レポート・
オブジェクト(LRO)などのファイルが添付されている場合に、グリッド全体で「ソースへのド
リル・スルー」を有効にするには、「ソースへのドリル・スルー」を「表示」に設定します。
「非表示」に設定されている場合でも、個々のセルはセル・プロパティで有効にできます。
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デフォルトでは、グリッドではレポート・レベルで選択された別名表が使用されます。
ただし、グリッド・レベルで別の別名表を選択できます。グリッドの別名表を設定す
るには、「別名表名」を使用します。
日付を含むグリッド・セルの日付書式はユーザー・プリファレンスの日付書式設定か
ら導出されます。グリッドに固有の書式設定で日付書式を上書きするには、グリッド・
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プロパティの「日付書式」を使用します。この日付書式はグリッド内のすべての 日付セル値
に適用されます。グリッドの日付書式を指定しない場合、ユーザー・プリファレンスの書式
設定が使用されます。

ノート:
EPM Cloud プラットフォームのデータ・ソースに対して「欠落ブロックの抑制」が
有効な場合は、グリッド結果を受け取ることができます(欠落データを含む行または
列のいくつかのセルは抑制されませんでした)。これは、Smart View およびフォー
ムの結果と一致しています。行または列内の欠落データを抑制するには、抑制オプ
ションを「データなし」に設定し、
「最適化」値を True に設定する必要があります。
プロパティ名「最適化」は、「データなしの抑制」が有効な場合のみ使用できます。
「データなしの抑制」が有効で、「最適化」も有効な場合は、「欠落ブロックの抑制」
と「欠落した行の抑制/欠落した列の抑制」の両方がデータ・ソースのグリッド取得
に適用されます。

ノート:
列セグメントでズームを有効にした「欠落ブロックの抑制」はサポートされていま
せん。
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ノート:
条件付き書式設定および抑制でグリッド・プロパティ「スケールされた値/丸
められた値の使用」を使用して、条件内でスケーリング済またはスケーリン
グされていない raw データ値が使用されるかどうかを指定します。
•

デフォルトは「True」であり、書式設定済およびスケーリング済データ
値が条件内で使用されることを意味します。たとえば、データ値
"125,016,551"を含むセルが千でスケーリングされる場合は"125,016"と
表示され、"125,016"の値が条件内で使用されます。

•

プロパティが「False」に設定されている場合、基礎となるスケーリング
されていないデータ値が条件内で使用されます。この設定は、グリッド
のすべての 条件付き書式設定および抑制に適用されます。
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列のプロパティ
列のプロパティは列全体に影響します。プロパティを表示する列を選択するには、列ヘッダ
ーをクリックする必要があります。列のプロパティを使用して、列の幅、繰返しの見出しお
よび抑制設定に対するデフォルトのグリッド設定を上書きします。グリッド設定はブラケッ
ト内に表示されます。たとえば、ゼロに対する抑制設定で、
「グリッド設定(False)」は、グリ
ッド・レベルではゼロ値が抑制されないことを示します。設定をクリックして、選択されて
いる列の抑制設定を「True」(常にゼロを抑制)または「False」(ゼロを抑制しない)で上書き
するか、グリッドのデフォルトを使用します。
列の幅については、次のいずれかを実行できます。
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•

デフォルトのグリッド列の幅を使用

•

固定の列の幅を指定

•

最小の列の幅を指定(幅はデータ・セルの結果コンテンツにあわせてサイズが自動
変更されます)。列見出しの場合、列の最小幅は、見出しセルの必要な幅にあわせ
てサイズ変更する必要があります。

列を非表示にしたり、列の前に改ページを挿入することもできます。
HTML および PDF プレビューの列見出しで、行ヘッダーとデータ列の間にテキストま
たはセパレータ列(あるいはその両方)を繰り返し挿入する必要がある場合は、
「列見出
しの繰返し」プロパティを使用できます。有効にする(デフォルトで、
「列見出しの繰返
し」は「いいえ」に設定されています)と、次のようになります。
•

PDF プレビューでは、改ページの後、常にこのプロパティが有効化された列が列
見出しに含まれます。

•

HTML プレビューでは、すべての 見出し列とともにテキストまたはセパレータ列が
常に挿入されます。

ノート:
このプロパティは、列の先頭に表示されるテキストおよびセパレータ列の列
のプロパティにのみ適用されます。
このプロパティは、1 つ以上のデータまたは式列の後に表示されるテキスト
またはセパレータ列には、一切適用されません。

Narrative Reporting デプロイメントでは、
「ノート列」に対して「ノート・テンプレー
ト」を選択します。詳細は、ノート・エントリの許可プロパティの設定を参照してく
ださい。
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行のプロパティ
行のプロパティは行全体に影響します。プロパティを表示する行を選択するには、行ヘッダ
ーをクリックする必要があります。行のプロパティを使用して、行の高さ、繰返しの見出し
および抑制設定に対するデフォルトのグリッド設定を上書きします。
行の高さについては、次のいずれかを実行できます。
•

デフォルトのグリッド行の高さを使用

•

固定の行の高さを指定

•

最小の行の高さを指定(高さは結果コンテンツにあわせてサイズが自動変更されます)

行を非表示にしたり、行の前に改ページを挿入することもできます。
「行バンディング」には、設定可能な 3 つのプロパティ設定(
「グリッド設定(オフ)」、
「オン」、
「オフ」
)があります。デフォルトは、次に示すように「グリッド設定(オフ)」です。

HTML および PDF プレビューの行見出しで、列ヘッダーとデータ行の間にテキスト行または
セパレータ行(あるいはその両方)を繰り返し挿入する必要がある場合は、
「行見出しの繰返し」
プロパティを使用できます。有効にする(デフォルトで、
「列見出しの繰返し」は「いいえ」に
設定されています)と、次のようになります。
•

PDF プレビューでは、改ページの後、常にこのプロパティが有効化された行が行見出し
に含まれます。

•

HTML プレビューでは、すべての 見出し行とともにテキスト行またはセパレータ行が常に
挿入されます。
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ノート:
このプロパティは、行の先頭に表示されるテキストおよびセパレータ列の行
のプロパティにのみ適用されます。
このプロパティは、1 つ以上のデータ行または式行の後に表示されるテキス
ト行またはセパレータ行には、一切適用されません。

Narrative Reporting デプロイメントでは、
「ノート行」に対して「ノート・テンプレー
ト」を選択します。詳細は、ノート・エントリの許可プロパティの設定を参照してく
ださい。
データ行および式行については、末尾文字(ドット、破線、アンダースコア)をヘッダ
ー・ラベルの末尾に表示して行ヘッダーの幅が拡張されるようにできます。末尾文字
を有効にして指定するには、1 つ以上のデータ行または式行を選択し、行のプロパティ
で、「末尾文字」プロパティを「.(ドット)」、「- (破線)」または「_ (アンダースコア)」
に設定します。デフォルト設定は「なし」です。
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ノート:
• 「末尾文字」プロパティはテキスト行やセパレータ行には適用されません。
•

行に複数のディメンションが存在する場合、末尾文字は、最も内側のディメン
ションにのみ表示されます。

•

カスタムの末尾文字の使用は、現在オプションです。レポート・パッケージで
使用されるレポートの場合、ユーザーは事前定義済の末尾文字のいずれかを使
用する必要があります。

セルのプロパティ
セルのプロパティはグリッドで選択されたセルの範囲に影響します。セルのプロパティを使
用して、セルのテキストの書式設定方法を変更します。たとえば、セルの数値のプラスおよ
びマイナスの表示方法を変更したり、セルのテキストのフォント、色およびサイズを変更で
きます。セルの範囲に境界線またはシェード付けを追加したり、ズームおよびインデント・
オプションを指定することができます。また、データ・ソースで添付がある、グリッド内の
選択したセルのセルの添付リンクを表示または非表示にできます。グリッド・セルの書式設
定を参照してください。
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ソート
「ソートの追加」をクリックして行または列のソートを選択し、グリッドの値をソート
します。複数のソートを追加したり(たとえば、列に基づいてソートした後に行に基づ
いてソートできます)、複数の行または列をソートに追加できます(たとえば、メンバー
の列に基づいて列をソートした後に行 3 に基づいてソートできます)。
図 3-1 ソート・オプション

グループ化を使用したソートの詳細は、ソートとグループ化トピックを参照してくだ
さい。
「ソート」ダイアログ・ボックスには、次のオプションがあります。
•

昇順/降順 - 昇順ソートと降順ソートを切り替えます。

•

編集 - ソートの編集を有効にします。

•

削除 - ソートを削除します。

•

列の追加/行の追加 - 列または行をソートに追加します。

図 3-2 ソートの例
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図 2 は、列 A から D を行 4 で昇順にソートする例を示しています。
条件付きプロバティ
条件付き書式設定、テキストおよび抑制では、定義した条件を満たすグリッドのセルに対し
て書式設定、テキストまたは抑制を定義できます。条件付き書式設定、テキストおよび抑制
の操作を参照してください
ドリル・スルー
ドリル・スルー・プロパティでは、グリッド・データのセル、行、列およびメンバー・ヘッ
ダー・セルに、コンテンツ・リンクを設定できます。コンテンツへのドリル操作を参照して
ください。

グリッド・セルの書式設定
セル・プロパティでは、選択したメンバー・ヘッダー・セルおよびデータ・セルの範囲がグ
リッドに表示される方法を変更できます。
数値の書式設定
グリッドでデータ・セルを選択すると、プロパティ・パネルに「数」プロパティが表示され
ます。「#」をクリックして、数値の書式設定メニューをオープンします。
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「プリフィクス」および「サフィクス」フィールドを使用して、数値の前または後に文
字を付加してセルの正数と負数の書式を設定します(通貨記号や負数に対する開きカッ
コと閉じカッコなど)。数値のプリフィクスまたはサフィクスとなる 記号を手動で入力
するか、 をクリックしてリストから通常使用される文字を選択できます。プリフィ
クスまたはサフィクスとして 複数の文字を入力できます(-$など)。また、負数を赤色の
テキストで表示することもできます。
「プリフィクスの位置合せ」および「サフィクスの位置合せ」チェックボックスを使用
して、セルの数値書式設定でプリフィクスおよびサフィクスの記号を位置合せします。
これらのプロパティを選択した場合:
•

通貨プリフィクスが各データ・セルの左端に位置合せされます。
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•

同じ列の他のセルの数値データ値およびサフィクスが、各データ・セルの右端に位置合せ
されます。

どちらのプロパティも、デフォルトでは選択解除されています。
「プリフィクスの位置合せ」および「サフィクスの位置合せ」が選択されていない場合:

「プリフィクスの位置合せ」および「サフィクスの位置合せ」が選択されている場合:

デフォルトでは、数値セルではユーザー・プリファレンス書式設定の 3 桁区切りおよび小数
点記号が使用されます。「デフォルトを使用」チェック・ボックスの選択を解除して、3 桁区
切りまたは小数点記号を手動で指定します。

ノート:
「デフォルトを使用」が選択解除されていて、書式設定の選択が変更されていない場
合は、ユーザーの書式設定プリファレンスが引き続き使用されます。

「小数点以下の桁数」および「スケール値単位」を使用して、数値のスケールおよび精度を指
定します。指定した小数点以下の桁数より桁数が多い数値は、端数処理されて表示されます。

ヒント:
「スケール値単位」では、「カスタム」を使用して、リストされていないスケールを
指定します。
「カスタム」で負の値を追加して、数値の符号を逆にすることもできま
す。たとえば、正数を負数として表示するには、
「カスタム」を選択して、スケール
に-1 を入力します。「OK」をクリックして変更を確定します。
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フォントと配置の書式設定
メンバーの見出しとデータ・セルでは、
「フォント」および「位置合せ」フィールドを
使用して、セル内のテキストのフォント、サイズ、色および配置を変更したり、右か
ら左に記述する言語でテキスト方向を逆にすることができます。また、セルの左側の
マージンからのインデントも指定できます。
メンバーの見出しを含む(データは含まない)行および列のセルの場合:
• 「インデント基準」を使用して、選択したメンバーの各世代またはレベルの行見出
しをインデントします。スペースの 数を指定して、セルの左側のマージンから値を
インデントします。負数を使用すると、逆のインデント(右から左)を指定できま
す。レベル 0 のメンバーがすべて 同じ世代ではない場合、
「世代」または「レベル」
別にインデントできます。「なし」を選択して、行または列からインデントを削除
します。
• 「ズーム」を使用して、親メンバーのズームを有効にします。グリッドの親メンバ
ーのズームを参照してください。
たとえば、Narrative Reporting のサンプル・モデルを使用すると、Descendants of
Total Entity で、
「インデント基準」、
「レベル」の順に選択し、
「インデント」を 5 に
設定すると、次のようになります。
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ノート:
「インデント基準」(世代またはレベル)または「ズーム」を選択すると、「相対イン
デント」フィールドが表示されます。相対インデントを使用して、行メンバー・ラ
ベルのインデントのサイズを調整します。このフィールドには、ユーザー・プリフ
ァレンスに従って、現在のインデントがインチまたはセンチメートルで表示されま
す。(
「書式設定」タブの使用を参照してください)。デフォルト値は.12 インチです。
この値は-1.00 から 1.00 インチまで調整できます。負の値を使用して、行メンバ
ー・ラベルを逆にインデントします。

グリッド・セルのフォントを定義するには:
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1.

グループを編集して、

をクリックします。

2.

セル・プロパティ・パネルで、「フォント」および「サイズ」ドロップダウン・ボ
ックスを使用してフォントを定義します。

次のデフォルト・フォントを使用できます。
•

Liberation Sans (Arial)

•

Liberation Serif (Times New Roman)

•

Liberation Mono (Courier New)

•

Albany (日本語)

•

Albany (韓国語)

•

Albany (簡体中国語)

•

Albany (繁体中国語)
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境界線とシェード付けの書式設定
「境界」で、
をクリックして境界線エディタをオープンします 。上、下、左、右または
すべてをクリックして 境界線を指定し、ドロップダウン矢印をクリックして境界スタイルを
指定します。境界線色をクリックして変更します。色ピッカーから色を選択するか、手動で
RGB 値を入力できます。スタイルおよび色を指定するには、境界線(「すべて 」など)を有効に
する必要があります。「OK」をクリックして変更を確定します。

「シェード付け」で、
をクリックして、選択したセルの背景色を指定します。色ピッカ
ーから色を選択するか、手動で RGB 値を入力できます。
「テキストの置換」を使用すると、選択されたセルのデータ値をテキスト文字列で置換できま
す。たとえば、機密の財務情報が含まれるセルには「Confidential」と表示できます。入力し
たテキストはグリッド・デザイナおよびすべてのレンダリング 済出力に表示されます。

ノート:
ゼロ値を置換する場合、テキストの置換は表示されたゼロ値に基づきます(必ずしも
実際のデータ値ではありません)。たとえば、データ値は.001 ですが、小数点以下を
表示しないように書式設定されている場合、表示されるデータ値はゼロのため、こ
れは指定したテキストで置換されます。値がゼロであることを判断する際に考慮す
る精度の小数点以下の追加の桁数を指定できます。

「デフォルトにリセット」をクリックすると、選択したセルのすべてのセル 書式設定がデフォ
ルト設定に戻ります。
ノート入力の許可
ノート列およびノート行セグメントでの Narrative Reporting デプロイメントの場合、ノー
ト・セグメントの特定のセルの「ノート入力の許可」書式設定プロパティによって 、ノート・
エントリを制限または許可できます。詳細は、ノート・エントリの許可プロパティの設定を
参照してください。

グリッド・ツールバー
ツールバーでは、次の操作を実行できます。
編集/プレビュー
「編集」および「プレビュー」を使用して、編集モードとプレビュー・モードを切り替えま
す。編集モードではグリッドを変更でき、プレビュー・モードではグリッドが公開されたと
きの表示の様子を確認できます。プレビュー・モードでは、
り替えます。

を使用して POV の表示を切
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ディメンション・レイアウト
ディメンション・レイアウトのオーバーレイを切り替え、これによってディメンショ
ンをドラッグして並べ替えたり、視点、
「行」、
「列」からディメンションを移動できま
す。
行および列には、複数のディメンションを配置できます。行または列に配置されてい
ないディメンションは、グリッド・デザイナの上部にある視点バーに表示されます。
行および列には、複数のディメンションを重ねて配置できます。たとえば、シナリオ・
ディメンションと時間ディメンションを同じ軸に配置して、一定期間の実績と予算の
データを表示できます。

ノート:
データ・ソースに属性ディメンションが含まれている場合は、POV、行また
は列で+記号をクリックして属性ディメンションを表示して、追加するディメ
ンションを選択します。通常のディメンションと同様に、属性ディメンショ
ンを軸間でドラッグ・アンド・ドロップできます。属性ディメンション・ラ
ベルの「X」をクリックすると、属性ディメンションが削除されます。

プロパティ
「プロパティ」を使用して、グリッド・プロパティ・パネルを表示または非表示にしま
す。
処理
「処理」を使用して、次を行えます:
•

算式バーを表示または非表示にします。

•

メンバー・セレクタ表示のメンバー・ラベルに対するデフォルトの表示設定(メン
バー名、別名または両方)、およびグローバル POV とローカル POV を設定します。

•

グリッドのデフォルト・フォントを選択します。

•

グリッドの別名表を選択します。

非表示のグリッドの使用
グリッドを非表示にし、レポート出力に表示されないようにすることができます。た
とえば、行式または列式を使用して追加データ・ソースから 1 つのグリッドにデータ
を収集する場合、ソース・データ・グリッドを非表示のシートに配置することで非表
示にできます。
既存のグリッドを非表示にするには:
1. 「レポート・デザイナ」で、非表示にするグリッドを選択します。
2.

右クリックし、「移動先」を選択してから、
「非表示のシート」を選択します。
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非表示のグリッドを新規作成するには:

1. 「レポート・デザイナ」で、シート・パネルから
2.

をクリックします。

レポートにグリッドを追加するにはグリッドの追加のトピックを参照して、新規グリッド
を挿入します。

非表示のグリッドを再表示するには:

1. 「レポート・デザイナ」で、シート・パネルから

をクリックします。

2. 「非表示のシート」で再表示するグリッドを選択してから、右クリックして「移動先」を

選択し、グリッドを移動するシートを選択します。

書式設定のベスト・プラクティス
レポートの書式を設定する場合は、次の点に注意してください。
•

セルの書式設定は、行と列の書式設定およびグリッドの書式設定より優先されます。

•

セルの書式設定を使用して、行と列の書式設定およびグリッドの書式設定に対する例外を
適用できます。

•

行/列の書式設定はグリッドの書式設定より優先されます。

•

行/列の書式設定を使用して、グリッドの書式設定に対する例外を適用できます。

•

レポートの書式を設定する適切な順序は、次のとおりです。
1.

グリッドの書式を設定します。

2.

異なる書式設定を行および列に適用します。

3.

特定のセルに書式設定を適用します。

グリッドのセル、行または列から書式設定をコピーするには:
1.

ソースのセル、行または列を選択します。
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2.

右クリックして書式設定のコピーを選択します。

3.

宛先のセル、行または列を選択します。

4.

右クリックして書式設定の貼付けを選択します。

視点の定義
視点(POV)によって、グリッドに取得されるデータが決まります。
次も参照:
•

視点について

•

視点の操作

•

視点の設定

•

出力可能なページ・メンバーの表示

•

属性ディメンションおよび視点

•

視点の例

視点について
グリッドを含むレポートには、データを表示するレポートのすべてのレポート ・オブ
ジェクトに適用されるグローバル視点(POV)があります。グリッドにはローカル視点
(POV)もあり、これには、グリッドの行または列に表示されていないデータ・ソースの
すべてのディメンションが 含まれ、グリッドに表示されるデータが決定されます。グ
ローバル POV およびローカル POV の詳細は、視点についてを参照してください。

ノート:
レポートを作成するとき、グリッドまたはチャートをそのレポートに初めて
追加する場合は、そのグリッドまたはチャートの POV がそのレポートのグロ
ーバル POV になります。後続のグリッドまたはチャネルをレポートに追加
すると、単一の選択で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・
ソース全体ですべての 共通ディメンションが結合されます。任意のディメン
ションについて、グローバル POV をローカル POV の選択で上書きできま
す。たとえば、グローバル POV の Scenario ディメンションが Actual に設定
されている場合は、特定のグリッドまたはチャネルのその選択をローカルの
Budget の選択で上書きできます。この設定はそのグリッドまたはチャート
にのみ影響を与えます。他のすべてのグリッドおよびチャートには 、グロー
バル POV の実績データが表示されます。

視点の操作
デフォルト設定
メンバー選択を作成していない場合または POV ディメンションのオプションを設定
していない場合は、レポート編集モードに切り替えると、そのディメンションは「デ
フォルト」に設定されます。
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レポートをプレビューする場合は、セキュリティ・アクセス権があるディメンションの任意
のメンバーをデータ・ソースで選択できます。より簡便に選択できるように、最近選択した
メンバーが表示されます。
複数のメンバーの選択
編集モードでは、レポート参照者が選択するメンバーのリストを定義するために、ディメン
ションに複数のメンバーを選択したり、関数(たとえば、合計エンティティの 子)を使用すること
もできます。
また、
「提案のみ表示」を設定し、参照者がメンバー選択リストからのみ選択するように制限
できます。このメンバーのリストはプレビュー・モードでプレビューできます。
POV ディメンションに複数のメンバーを選択した場合は、ディメンションを「すべての 選択
の印刷」に設定できます。レポートを PDF モードでプレビューすると、各メンバー選択は異
なるページにレンダリングされます。

ノート:
レポートでは、リレーショナル・メタデータ・キャッシュが利用され、検索や算式
バー先行入力などのメンバー問合せおよびメンバー選択操作が迅速になります。キ
ャッシュが生成され、セッション中にレポートが初めてアクセスされたときに、各
レポート・デザイナおよびエンドユーザー用に移入されます。キャッシュは、ユー
ザーの現在のセッション中は有効なままであり、レポートが使用およびアクセスさ
れている Cloud EPM ビジネス・プロセス(たとえば、Narrative Reporting、Planning
など)からユーザーがサインアウトするとクリアされます。
レポート・ユーザーのアクティブ ・セッション中にキューブのディメンションおよ
びメンバーが更新された場合、ディメンションおよびメンバーの変更を反映してメ
タデータ・キャッシュが更新されることはありません。メタデータ・キャッシュを
リフレッシュして加えられた変更を反映するには、ユーザーは、サインアウトして
から Cloud EPM ビジネス・プロセスにサインインし直す必要があります。

ヒント:
POV ディメンションで複数のメンバーが選択されていて、「すべての 選択の印刷」
が有効である場合、レポートの PDF プレビューには、POV メンバーごとに個別の
ページが表示されますが、メンバー名はレポートの PDF 出力に表示されません。メ
ンバー名を表示するには、MemberName または MemberAlias テキスト関数を使用
する必要があります。出力可能なページ・メンバーの表示を参照してください。

ユーザー選択のロックまたは制限
POV ディメンションのメンバーを定義する場合は、レポート参照者が選択できる対象を制御
します。
「提案のみ表示」を使用して、レポート参照者が他のメンバーを選択できないように
選択肢をロックするか、定義したメンバー以外のメンバーを参照者が選択できるようにしま
す。
また、各ディメンションに単一のメンバーを選択した場合は、レポート参照者に POV が表示
されないようにできます。
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POV への複数のグリッドからのディメンションの組込み
レポートに同じデータ・ソースを使用する複数のグリッドがある場合は、レポートを
プレビューすると、POV ディメンションは POV バーに組み込まれます。たとえば、
Scenario ディメンションが 1 つ目のグリッドの列と 2 つ目のグリッドの POV にある
場合、Scenario ディメンションは引き続きグローバル POV に表示されます。一方、そ
の選択肢は 2 つ目のグリッドにのみ影響します。

ノート:
共有ディメンションをグローバル POV に組み込んだ場合は、
「提案のみ表示」
を有効にする必要があります。

レポートに異なるデータ・ソースを使用する複数のグリッドがある場合は、レポート
をプレビューすると、POV ディメンションは POV バーに組み込まれます。データ・
ソースが同じディメンション名を共有する場合は、1 つのディメンションのみが表示さ
れ、2 つのデータ・ソースに共通するメンバーのみがリストされます。

ノート:
POV の各データ・ソースで共通ディメンションのメンバーをリストする場合
は、1 つまたは両方のディメンションをローカル POV に移動します。

視点の設定
視点を設定するには:
1.

グリッド・デザイナの編集モードでグリッドをオープンします。

2.

グリッドの上部にある POV バーでディメンションのラベルをクリックし 、そのデ
ィメンションのメンバー・セレクタをオープンします。

3.

メンバー・セレクタで、メンバー名の横にあるチェック・マークをクリックして、
ディメンションのメンバーを 1 つ以上選択します。個々のメンバーを選択するか、
リストまたはメンバー選択関数を使用して複数のメンバーを選択できます。

ノート:
ディメンションの選択を定義しなかった場合は、
「デフォルト」が表示さ
れ、レポート参照者は、そのディメンションについて自分にアクセス権
があるメンバーを選択できます。
4.

ディメンションの POV オプションを設定するには、POV ディメンションの横にあ
る
•

をクリックし、次のいずれかを選択します。
選択のリセット - ディメンションの選択を「デフォルト」にリセットします。
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•

ディメンションの非表示 - プレビュー・モードでディメンションを非表示にします。
これは、ディメンションの複数選択が定義されていない場合にのみ使用可能になりま
す。

•

グローバル・ディメンション - ディメンションのグローバル POV とローカル POV を
切り替えます。

ノート:
POV ディメンションがローカルとして定義されている場合は、HTML プレ
ビューでレポートをプレビューするときに、レポートの上部にあるグローバ
ル POV バーではなく、グリッドの上でそのディメンションのメンバーを選
択します。PDF プレビューでレポートをプレビューするときは、ローカル
POV は表示されません。
•

提案のみ表示 - レポート参照者が選択できるのメンバーを POV に指定されているメ
ンバーのみに制限します。参照者は、このディメンションに他のメンバーを選択でき
ません。

•

すべての 選択の印刷 - PDF に印刷する際、複数メンバーのディメンションの各メンバ
ーを独立したページにレンダリングします。

ノート:
このオプションは、複数の POV メンバー選択が定義され、
「提案のみ表示」
が選択されている場合のみ使用可能になります。
5.

残りの POV ディメンションに対して、メンバーの選択と POV オプションの設定を必要
に応じて続行します。すべてのディメンションを 「デフォルト」にリセットするには、
POV バーの右端にある

をクリックし、
「すべてデフォルトにリセット 」を選択します。

ノート:
POV ディメンションの提案リストが単一のメンバーに設定されていて、「提案
のみ表示」プロパティがオフになっている 場合、POV ディメンションは常に、
別のレポートのディメンションの直近の選択に関係なく、指定された提案リス
トのメンバーに設定されます。
これは、POV ディメンションのデフォルトのメンバーをレポート・デザイナで
適用できるようにするためです。デフォルトのメンバーとは、レポートが最初
にプレビューされるときに常に最初に使用されるメンバーです。
「提案のみ表示」プロパティがオフになっているときは 、ディメンションを任意
のメンバーに変更できます。
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出力可能なページ・メンバーの表示
POV ディメンションで複数のメンバーが選択されていて、
「すべての 選択の印刷」が有
効である場合、レポートの PDF プレビューには、POV メンバーごとに個別のページが
表示されますが、メンバー名はレポートの PDF 出力に表示されません。
レポートに POV ディメンションのメンバー名または別名を表示するには、グリッド・
タイトル、テキスト・ボックスまたはグリッド・テキスト・セルで、MemberName また
は MemberAlias テキスト関数を使用できます。グリッドの左上のセルは、テキスト関
数を含めることができるテキスト・セルです。
グリッド・タイトルへの POV 選択内容の挿入
グリッド・タイトルを有効にし、POV 選択内容を表示するためのテキスト関数を挿入
するには:
1. 「グリッド・デザイナ」から、
「一般プロパティ」を選択してから、「タイトル=表

示」を設定します。タイトル・バーはグリッドの上に表示されます。

2.

テキスト・ボックスの右上にある

をクリックします。

3.

MemberName または MemberAlias を選択し、必要なディメンション・パラメータを
指定します。ディメンション・パラメータは、複数のメンバーが選択され、
「すべ
ての選択の印刷」が有効化されている POV ディメンションです。

4. 「選択」をクリックして、テキスト関数をテキスト・ボックスに追加します。必要

に応じて、テキスト関数の前または後に Current Month:などの追加テキストを追加
できます。

5.
6.

をクリックして、タイトル・バーのテキストを検証します。
オプション: テキストおよびタイトル・バーの書式(フォント、位置合せ、シェード
付けおよび境界線など)を設定するには、
「一般プロパティ」パネルの下の「タイト
ル」プロパティの横にある書式

をクリックします。

7. 「クローズ」をクリックしてレポート設計に戻ります。HTML または PDF でレポー

トをプレビューすると、POV ディメンション・メンバーがレポートのページごと
にグリッドの上部に表示されます。

グリッド・タイトルでのセグメント POV メンバーの表示は、MemberAlias 関数を使用
してグリッド・タイトルにセグメント POV メンバーを表示する例を示し、ヘッダーに
おける算式の結果の表示はその算式の結果であり、ページ 1 のヘッダーに All
Segments、ページ 2 に Televisions が表示されています。
図 3-3 グリッド・タイトルでのセグメント POV メンバーの表示
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図 3-4 ヘッダーにおける算式の結果の表示

ヘッダーへの POV 選択内容の挿入
POV 選択内容をヘッダーに表示するためのテキスト関数を挿入するには:
1.

2.

レポートのヘッダーまたはフッターで右クリックし、
「レポート・コンテンツの追加」を
選択した後、「テキスト」を選択します。
または「設定テキスト」をクリックします。

3.

テキスト・ボックスの右上にある

をクリックします。

4.

MemberName または MemberAlias を選択し、グリッドやディメンションなどの必要なパラ
メータを指定します。ディメンション・パラメータは、複数のメンバーが選択され、「す
べての選択の印刷」が有効化されている POV ディメンションです。

5. 「選択」をクリックして、テキスト関数をテキスト・ボックスに追加します。必要に応じ

て、テキスト関数の前または後に Current Month:などの追加テキストを追加できます。

6.

オプション: フォントや配置など、テキストの書式をテキスト・ボックス・プロパティ・
パネルで設定します。

7. 「クローズ」をクリックしてレポート設計に戻ります。PDF でレポートをプレビューする

と、POV ディメンション・メンバーがレポートのページごとにページ・ヘッダーに表示
されます。

図 3 は、MemberAlias 関数を使用してヘッダーにセグメント POV メンバーを表示する例を示
し、図 4 はその算式の結果であり、ページ 1 のヘッダーに All Segments、ページ 2 に
Televisions が表示されています。
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図 3-5 ヘッダーにセグメント POV を表示する算式

図 3-6 ヘッダーにセグメント POV を表示する算式の結果
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左上グリッド・セルへの POV 選択内容の挿入
POV 選択内容をヘッダーに表示するためのテキスト関数を挿入するには:
1.

グリッド・デザイナで、テキスト・セルである、グリッドの左上のセルを選択します。

2.

算式バーの右上にある

3.

MemberName または MemberAlias を選択し、グリッドやディメンションなどの必要なパラ
メータを指定します。ディメンション・パラメータは、複数のメンバーが選択され、「す
べての選択の印刷」が有効化されている POV ディメンションです。

をクリックします。

4. 「選択」をクリックして、テキスト関数をテキスト・ボックスに追加します。必要に応じ

て、テキスト関数の前または後に Current Month:などの追加テキストを追加できます。

5.
6.

をクリックして、算式バーのテキストを検証します。
オプション: フォントや配置など、テキストの書式をテキスト・ボックス・プロパティ・
パネルで設定します。

7. 「クローズ」をクリックしてレポート設計に戻ります。PDF でレポートをプレビューする

と、POV ディメンション・メンバーがレポートのページごとにグリッドの左上のセルに
表示されます。

図 5 は、MemberAlias 関数を使用して左上のセルにセグメント POV メンバーを表示する例を
示し、図 6 はその算式であり、ページ 1 の左上のセルに All Segments、ページ 2 に Televisions
が表示されています。
図 3-7 左上のセルにセグメント POV を表示する算式
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図 3-8 左上のセルにセグメント POV を表示する算式の結果

属性ディメンションおよび視点
属性は標準ディメンションと関連付けられているディメンションで、通常は計算済の
値を表示するために使用します。これらは取得時に動的に計算されるため、レポート
の取得に追加の処理時間がかかることがあります。属性ディメンションが POV にあ
る場合、レポートの設計者は属性ディメンションをユーザーの最初のレポート問合せ
から除外することを選択できます。これにより、ユーザーが属性メンバーを選択する
まで問合せの処理を追加しないで、POV に属性ディメンションを維持できます。
POV の属性ディメンションを除外するには:
1.

グリッド・デザイナの編集モードでグリッドをオープンします。

2.

グリッドの上部にある POV バーで属性ディメンションのラベルをクリックし、そ
のディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。

3.

メンバー・セレクタの右下部にある「除外」チェック・ボックスを選択します。図
1 を参照してください。

4.

オプション: ディメンションのメンバーを 1 つ以上選択します。

5.

オプション: POV オプションを 1 つ以上設定します。
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図 3-9 属性ディメンションの「除外」チェック・ボックス

レポートまたはグリッドをプレビューするときに、「除外」に設定されている POV の属性デ
ィメンションには選択内容として-が表示され、レポート問合せに含まれていないことを示し
ています。
POV メンバーを選択できます。属性ディメンションはレポート問合せに含まれます。レポー
ト設計者が「提案のみ表示」を POV の属性ディメンションに対して有効にしていない場合、
ディメンションに「すべてのメンバー 」を選択し、必要に応じて「除外」を有効にできます。
それ以外の場合、レポートまたはグリッド・プレビューをクローズするか、再度レポートま
たはグリッドをプレビューして POV ディメンションに対して「除外」状態に戻します。「除
外」が有効になっているときに、属性ディメンションに対する POV の選択内容は、この後の
セッションには保存されていません。プレビューを再実行すると、選択内容は-にリセットさ
れます。

視点の例
次の各例では、グリッドでグローバル POV とローカル POV がどのように機能するか、およ
び POV オプションがグリッドの表示にどのように影響するのかを示しています。
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例 1: 同じデータ・ソースの 2 つのグリッド
図 3-10 プレビュー: グリッド 1 とチャート 1

この例では、レポートに 1 つのグリッドと 1 つのチャートがあり、そのチャートには
2 つ目の埋込みグリッドが使用されています。図 1 は、グリッドおよびチャートをプレ
ビュー・モードで示しています。
図 3-11 例 1、グリッド 1: 設計モード

図 2 は、グリッド 1 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

すべてのディメンションはグローバルです 。

•

Entities、Currencies および Scenarios は単一の選択で、
「提案のみ表示」が有効に
なっています。

•

Segments は Default に設定されています。

•

Years には複数の選択があり、
「提案のみ表示」が有効になっています。

図 3-12 例 1、グリッド 1: プレビュー・モード
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図 3 は、グリッド 1 をプレビュー・モードで示しています。次のことに注意してください。
•

Entities、Currencies および Scenarios: 参照者は選択を変更できません。

•

Segments: 参照者は任意のメンバーを選択できます。

•

Years: 参照者は定義されている 2 つのメンバーからのみ選択できます。

図 3-13 例 1、チャート 1: 設計モード

図 4 は、チャート 1 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

Scenarios はローカルに設定され、単一の選択(Plan)のみがあります。
「提案のみ表示」が
有効になっています。

•

残りの選択はグローバル POV から設定されます。

図 3-14 例 1、チャート 1: プレビュー・モード

図 5 は、チャート 1 をプレビュー・モードで示しています。Scenarios はローカル POV に表
示され、変更できないことに注意してください。
例 2: 異なるデータ・ソースの 2 つのグリッド
図 3-15 プレビュー: 異なるデータ・ソースの 2 つのグリッド
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この 2 番目の例では、レポートに異なるデータ・ソースの 2 つのグリッドが含まれて
います。グリッド 1 には Narrative Reporting のデータ・ソースがあります。グリッド
2 には Planning モジュールのデータ・ソースがあります。
Entity ディメンションと Scenarios ディメンションは、両方のデータ・ソースに共通で
す。
図 3-16 例 2、グリッド 1: 設計モード

図 7 は、グリッド 1 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

Entity ディメンションはローカルで、他のすべてはグローバルです 。

•

Years、Segments および Currencies は Default に設定され、
「提案のみ表示」が無
効になっています。

•

Scenario には複数の選択があり、「提案のみ表示」が有効になっています。

•

Entity は単一の選択(Total Entities)で、「提案のみ表示」が無効になっています。

図 3-17 例 2、グリッド 1: プレビュー・モード

図 8 は、グリッド 1 の要素をプレビュー・モードで示しています。次のことに注意し
てください。
•

Years、Segments および Currencies については、参照者は任意のメンバーを選択
できます。最近のメンバーが表示されます。

•

Scenario については、参照者は定義された 2 つのメンバーからのみ選択できます。

•

Entity については、参照者は任意のメンバーを選択できます。Total Entities が表示
されています。
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図 3-18 例 2、グリッド 2: 設計モード

図 9 は、グリッド 2 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

Entity ディメンションはローカルで、他のすべてはグローバルです 。

•

HSP_View、Year、Version および Product は、それぞれ単一の選択で、「提案のみ表示」
が有効になっています。

•

Scenario には複数の選択があり、「提案のみ表示」が有効になっています。

•

Entity には複数の選択があり、「提案のみ表示」が無効になっています。

図 3-19 例 2、グリッド 2: プレビュー・モード

図 10 は、グリッド 2 をプレビュー・モードで示しています。次のことに注意してください。
•

HSP_View、Year、Version および Product については、参照者は選択を変更できません。

•

Scenario については、参照者は定義された 2 つのメンバーからのみ選択できます。

•

Entity については、参照者は任意のメンバーを選択できます。グリッドがプレビューされ
ると、Entity が表示されています。

図 3-20 例 2: レポートのプレビュー

3-37

第3章

視点の定義
図 11 は、両方のグリッドが表示されているレポートのプレビューを示しています。次
のことに注意してください。
•

共通のディメンション名は Entity と Scenario です。

•

プレビューでは、組み合された POV に次のものが含まれます。
–

Scenario のグローバル POV は、両方のグリッドに使用されます。

–

各グリッドの Entity のローカル POV には、異なる選択があります。

–

グリッド 1 の Years、Segments および Currencies を変更できます。

–

グリッド 2 の HSP_View、Year、Version および Product は変更できません。

例 3: 異なるデータ・ソースの 2 つのグリッドおよび共通ディメンションでの複数の選
択
図 3-21 プレビュー: ディメンションに複数の選択がある 2 つのグリッド

この 3 番目の例では、レポートに異なるデータ・ソースの 2 つのグリッドが含まれて
います。グリッド 1 には Narrative Reporting のデータ・ソースがあります。グリッド
2 には Planning モジュールのデータ・ソースがあります。
Entity ディメンションと Scenarios ディメンションは、両方のデータ・ソースに共通で
す。また、Scenario ディメンションは、複数のメンバーを返すためにメンバー選択関
数を使用します。
図 3-22 例 3、グリッド 1: 設計モード
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図 13 は、グリッド 1 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

すべてのディメンションはグローバルです 。

•

Years、Segments、Currencies および Entity は、それぞれ単一の選択で、「提案のみ表
示」が有効になっています。

•

Scenario にはメンバー選択関数: Children(Scenario)があります。「提案のみ表示」が有
効になっています。

ノート:
Scenario に Actual、Plan、Forecast、Act vs Plan Var および Act vs Play Var %
の 5 つのメンバーがリストされていることに注意してください。

図 3-23 例 3、グリッド 1: プレビュー・モード

図 14 は、グリッド 1 をプレビュー・モードで示しています。次のことに注意してください。
•

Years、Segments、Currencies および Entity については、参照者は選択を変更できませ
ん。

•

Scenario には、2 つのデータ・ソース間で共通するメンバーのみがリストされます。この
データ・ソースには使用可能な 5 つのメンバーがありますが、両方のデータ・ソースに共
通する Actual、Plan および Forecast の 3 つのメンバーのみを使用できます。
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図 3-24 例 3、グリッド 2: 設計モード

図 15 は、グリッド 2 を設計モードで示しています。次のことに注意してください。
•

HSP_View、Year、Version、Product および Entity は、それぞれ単一の選択で、
「提
案のみ表示」が有効になっています。

•

Scenario にはメンバー選択関数: Children(Scenario)があります。「提案のみ表
示」が有効になっています。

ノート:
Scenario に Variance、Variance Comments、Current、No Scenario、
Actual、Plan、Adj Plan、Revised Plan、Forecast および Act vs Plan の
10 個のメンバーがリストされていることに注意してください。

図 3-25 例 3、グリッド 2: プレビュー・モード

図 16 は、グリッド 2 をプレビュー・モードで示しています。次のことに注意してくだ
さい。
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•

HSP_View、Year、Version、Product および Entity については、参照者は選択を変更でき
ません。

•

Scenario には、2 つのデータ・ソース間で共通するメンバーのみがリストされます。この
データ・ソースには使用可能な 10 個のメンバーがありますが、両方のデータ・ソースに
共通する Actual、Plan および Forecast の 3 つのメンバーのみを使用できます。

図 3-26 例 3: レポートのプレビュー

図 17 は、共通の POV が表示されているレポートのプレビューを示しています。次のことに
注意してください。
•

Scenario は、参照者が変更できる唯一のディメンションです。

•

両方のデータ・ソースに共通する Scenario のメンバーである Actual、Plan および
Forecast のみを選択できます。

グリッドの行および列の操作
データ、式、テキストおよびセパレータ行および列を追加して、コンテンツを編成し、グリ
ッドに追加します。Narrative Reporting デプロイメントでは、構造化された POV ベースのコ
メント・エントリのために、ノート行またはノート列をグリッドに挿入できます。
次も参照:
•

行および列の挿入

•

行および列のコピー、移動および削除

•

グリッド・セグメント間でのメンバー選択のコピー

•

行または列の非表示

•

行または列のマージと分割

•

行または列の前への改ページの挿入

•

式行および式列の定義

行および列の挿入
グリッドにデータ、式、テキスト、ノートなどのコンテンツを追加するために、行または列
をグリッドに挿入します。行および列のタイプには、次のものがあります。
•

データ - データベース接続から取得されるディメンションのメンバー。データ行または
データ列のメンバーは、ディメンションの最上位メンバーにデフォルト設定されます。
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ノート:
データ・セグメントとは、データベースからデータを取得する行または
列のことです。展開されるデータ・セグメントとは、展開可能な行また
は列であるため、結果のグリッドは表示される際に 2 つ以上の行または
列に展開されます。通常、展開されるデータ・セグメントでは、Children
Of または Descendants Of などの関数が使用されます。単一のデータ・
セグメントとは、ビューアに表示される際に単一の行または列のままで
ある行または列のことです。
セル、行または列の#記号は、それがデータ・セル、データ行またはデータ列であ
ることを示します。
•

式 - 式に基づく値。一般には、データの行または列に対する合計、平均および差異
の計算に使用されます。
セル、行または列の= #記号は、それが式セル、式行または式列であることを示し
ます。
行番号または列文字を表示する式行または列見出しには、インジケータとして記号
が表示されます。

•

テキスト - セルに入力されたテキスト、またはテキスト関数を介して動的に返され
たテキスト。
グリッドのテキスト行、テキスト列またはテキスト・セルは、グリッドに追加され
るときに記号は挿入されません。テキストが入力されるまで、最初は空白です。
行番号または列文字を表示するテキスト行または列見出しには、インジケータとし
て記号

•

が表示されます。

セパレータ - 空白の行または列を挿入します。
セパレータ行にデータまたはテキストは含まれません。グリッド内で行または列
の間の視覚的な分割線として機能します。

•

ノート - Narrative Reporting デプロイメントでは、構造化された POV ベースのコ
メント・エントリのために、ノート行またはノート列をグリッドに挿入できます。
行番号または列文字を表示するノート行または列見出しには、インジケータとして
記号

が表示されます。

グリッドに行または列を挿入するには:
1.

既存のグリッドで、行または列のヘッダーを選択します。

2.

列または行のヘッダー・セルの横にある矢印を右クリックまたはクリックし、
「前
に挿入」または「後に挿入」を選択してから、「データ」、「式」、「テキスト」、「セ
パレータ」または「ノート」(Narrative Reporting デプロイメントのみ)を選択しま
す。

3.

行または列を移入します。
•

データ行またはデータ列の場合は、行または列の見出しを右クリックするか、
列または行のヘッダー・セルの横にある矢印をクリックして、行または列に配
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置するディメンション・メンバーを選択します。データ行または列へのメンバーの割
当を参照してください。
•

式行または式列の場合は、行または列の見出しを選択し、レポート・デザイナの上部
にある算式バーで式を作成します。式行および式列の定義を参照してください。

•

テキスト行またはテキスト列の場合は、テキストまたはテキスト関数を行、列または
セルに直接入力するか、レポート・デザイナの上部にある算式バーに入力します。テ
キスト関数を参照してください。

•

ノート行またはノート列の場合は、メンバーを選択し、ノート・テンプレートを選択
して、その他のプロパティを設定します。ノートのインライン・グリッド・エントリ
の設定を参照してください

行および列のコピー、移動および削除
行および列のコピー、移動および削除では、次の点に注意してください。
•

行または列を移動すると、コンテンツを新しい位置に貼り付けるときにソース行または列
は削除されます。

•

行または列をコピーすると、コンテンツを新しい位置に貼り付けるときにソース行または
列は保持されます。

•

行または列をコピーまたは移動する場合は、同じグリッド内にのみ貼り付けることができ
ます。

•

行全体または列全体をコピーまたは移動する必要があります。

グリッド内で行や列をコピーまたは移動するには、目的の行または列を選択し、右クリック
するかヘッダーの下矢印をクリックして「コピー」または「移動」を選択します。次に、行
または列の移動先の行または列を選択し、右クリックするかヘッダーの下矢印をクリックし
て、前に貼付けまたは後に貼付けを選択します。
行または列を削除するには、目的の行または列を選択し、右クリックするかヘッダーの下矢
印をクリックして「削除」を選択します。

グリッド・セグメント間でのメンバー選択のコピー
グリッドの行/列セグメントから別のセグメント(同じディメンションのセグメント)に、メン
バー選択をコピーできます。
セグメント間でメンバー選択をコピーおよび貼付けするには:
1.

行/列のヘッダー・セグメントで右クリックして、「メンバーのコピー」を選択します。

2.

別のセグメントを選択し、右クリックして「メンバーの貼付け」を選択します。

3.

オプションで、別のセグメントを選択し、必要に応じて「メンバーの貼付け」操作の実行
を続行します。

Note:
複数の宛先ヘッダー・セグメントを選択することはできませんが、
「メンバーのコピ
ー」を実行した後、「メンバーの貼付け」操作を複数回実行できます。
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行または列の非表示
レポートを印刷または表示する場合に値が表示されないように、グリッドで行または
列を非表示にできます。

ノート:
行または列のデータおよび計算は、適用されている書式設定に関係なく評価
されます。

グリッドで行または列を非表示にするには:
1.

グリッド・デザイナで、行または列を選択します。

2.

プロパティ・パネルで、列の場合は

、行の場合は

をクリックします。

3. 「表示」で、
「表示」をクリックして「非表示」に切り替えます。

行または列のマージと分割
単一のデータ行または列で複数のメンバー選択に分割したり、複数のデータ行または
列を単一のデータ行または列に結合できます。
行または列のマージ
行または列をマージするには、複数の行または列を選択して右クリックし、
「行のマー
ジ」または「列のマージ」を選択します。
一例として図 1 に、列 A にシナリオ・ディメンションの実績メンバー、列 B にプラン・
メンバーがあるグリッドを示します。
図 3-27 マージ前

両方の列を選択して右クリックし、「列のマージ」を選択します。
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図 3-28 マージ後

図 2 は、実績メンバーとプラン・メンバーが単一の列にマージされた様子を示しています。
行または列の分割
行または列を分割するには、行または列のヘッダーを右クリックし、
「行の分割」または「列
の分割」を選択します。
一例として図 3 に、列 A にシナリオ・ディメンションの実績メンバーとプラン・メンバーが
あるグリッドを示します。
図 3-29 分割前

列を選択して右クリックし、「列の分割」を選択します。
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図 3-30 分割後

図 4 は、実績メンバーとプラン・メンバーが 2 つの列に分割された様子を示していま
す。

行または列の前への改ページの挿入
グリッドで行または列の前に改ページを挿入することで、指定の位置でレポート・デ
ータを分割し、必要な明細アイテムをまとめることができます。改ページは太い破線
で表されます。
グリッドで行または列の前に改ページを挿入するには:
1.

レポート・デザイナにグリッドが表示された状態で、行または列を選択します。
レポートの最初の列の前またはレポートの最初の行の上には、改ページを挿入でき
ません。

2.

プロパティ・パネルで、列の場合は

、行の場合は

をクリックします。

3. 「前で改ページ」で、
「いいえ」をクリックして「はい」に切り替えます。

式行および式列の定義
算式は、グリッド参照、算術関数および算術演算子の組合せで構成されます。グリッ
ド参照では、現在のグリッドまたは別のグリッドの値が計算で使用されます。グリッ
ド内の式行、式列、式セル、または式セルの範囲で算術式を定義できます。たとえば、
1 つ以上の行を加算する算式を作成できます。または、2 つの行を乗算し、3 番目の行
を追加してその結果を表示できます。算式で使用できる算術関数の詳細は、算術関数
を参照してください。
式行または式列の定義では、次の点に注意してください。
•

算式の結果は、1 つ以上の指定したセルの基礎となるデータ値に基づいて計算され
ます。算式で使用されるセルがスケールを使用するように書式設定されている場
合、算式では基礎となる書式設定されていないデータ値が使用されるため、算式の
結果がセルに対して表示されている値と異なる場合があります。

•

デフォルトでは、欠落データ(#MISSING)が含まれているセルは、IfNonNumber プロ
パティを使用して別に指定されていないかぎり、算式ではゼロ(0)として処理され
ません。除算を使用する算式では、エラーが返されます。
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式行または式列の挿入
式行または式列を挿入するには:
1.

行または列を選択し、前に挿入または後に挿入を選択した後、「式」を選択します。
式行または式列が= #とともに挿入されます。

2.

グリッド・デザイナの上部にある算式バーに式を入力するか、
ストから選択します。

をクリックして式のリ

算式バーの使用を参照してください。

セル・レベルでの計算
式行または式列内のセルに、カスタムのセル・レベルの算式を作成できます。
図 1 は、%差異を表示するように計算されたセルの例を示しています。セル D4 には、1 月の
合計と 2 月の合計の%差異、具体的には((356-350)/350) *100=1.71%が表示されます。カス
タム算式をセル D4 に配置すると、セル・レベルの算式によって目的の結果が返されます。正
しい結果を取得するために必要な算式は、(([B]-[A])/[A])* 100 です。
図 3-31 セル・レベルの計算を使用する理由

セル・レベルで計算するには:
1.

式セルを 1 つまたは複数選択します。

2.

レポート・デザイナ上部にある算式バーで、

をクリックして次の処理を実行します。

•

列または行に対するデフォルトの式を使用するには、「列式の使用/行式の使用」を選
択します。

•

独自の算式を作成するには、「カスタム算式」を選択します。右側の算式テキスト・
ボックスに算式を入力するか、または
す。

をクリックして算式のリストから選択しま

算式バーの使用を参照してください。
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算式バーの使用
算式バーは、レポートでグリッドを設定するときに、式の作成やメンバーの選択を行
う中心的な場所です。
算式バーでは、行または列のタイプに応じて異なる機能が提供されます。
•

式行および式列には、式を入力し、行または列のヘッダー・ラベルを設定します。

•

データ行およびデータ列には、メンバーを選択し、行または列のヘッダー・ラベル
を設定します。

•

テキスト行およびテキスト列には、グリッドに表示するテキストを入力します。

算式バーは、式の機能に簡単にアクセスできるように、POV バーの下に表示されます。

算式の作成
算式を含むセル、列または行を選択すると、そのセルに一意の算式を適用できます。
算式を作成する場合は、次の点に注意してください。
•

最適なパフォーマンスのために、可能な場合は常に、セル式ではなく行式または列
式を使用してください。

•

可能な場合は、軸間参照は使用せずに、セル参照の使用を検討してください。

算式を作成するには:
1.

グリッドで、式行または式列を挿入し、式セルを選択します。
算式を列全体または行全体に適用するには、列または行のヘッダー・セルをクリッ
クします。
行式または列式でセル式を使用する場合、セル式は行および列のみでなく、正確に
セル(交差)を参照する必要があります。
式行および式列の定義を参照してください。

2.

次のいずれかを実行します。
•

算式を手動で入力します。

•

をクリックし、ドロップダウン・リストから関数を選択して算式パラメー
タを入力します。

関数の使用を参照してください。
3.

をクリックして算式を検証するか、または
アしてやり直します。

をクリックして算式バーをクリ

式を使用したレポートの例
図 1 は、Sum 関数と Average 関数を使用した年のデータの要約を示しています。
Narrative Reporting のサンプル・モデルがデータ・ソースとして使用されます。例の
ステップに従って作業するために、サンプル・アプリケーションを作成する必要があ
ります。
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図 3-32 年のデータを要約する式

この式によってレポートは次のようになります。
•

"Segments"ディメンションの月次合計額

•

Sum 関数を使用して計算された、すべての 月の合計

•

Avg 関数を使用して計算された、1 か月当たりの平均額

レポートを使用してこの例を作成するには:
1.

行に"Segment "、列に"Fiscal Calendar"を割り当てたグリッドを作成します。

2.

"Fiscal Calendar"が含まれているセルを選択して
みます。

3.

選択されているペインに 12 か月すべてを 配置し、"Fiscal Calendar"を削除します。

4.

2 つの式(1 つは年の合計、もう 1 つは月の平均額)の列を挿入します。

をクリックし、メンバーの選択に進

この例では、次のようになります。
•

"Fiscal Calendar"メンバーの月の外側にある 1 つ目の式列には、各月の数値を加算する
Sum 関数があります。すべての 月が 1 つのセルに定義されているため、参照先はそのセル
の位置になります。
式は次のとおりです。
Sum(Cell [A,1])

•

2 つ目の式列では、"Fiscal Calendar"メンバーの一連の月の平均を計算します。1 年には
12 か月あるため、Avg 関数は、すべての 月次合計を加算して合計を 12 で割ります。
式は次のとおりです。
Average(Cell [A,1])

一般に、グリッドにデータ式を指定する方法には、行式または列式と、セル式の 2 つがあり
ます。
•

行/列 - 行または列の各セルに対して、その行または列全体に式を適用します。
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式を定義するには、式行または式列のヘッダーを選択し、算式バーに式を入力しま
す。行式または列式を適用するとパフォーマンス面でいくつかのメリットがあり
ます。
•

セル - 式行または式列のセルにのみ式を適用します。
式を定義するには、セルを選択して
て算式バーに式を入力します。

をクリックし、「カスタム算式」を選択し

セルが式行と式列と交差している場合は、行式または列式をセル式として使用する
ことを選択できます。詳細は、「セル・レベルでの計算」を参照してください。
式が行または列の各セルを反復する場合は、行式または列式を使用します。各セルで
異なる式が実行される場合は、セル式を使用します。

算式バーを使用したメンバー選択の変更
グリッドのメンバーを操作する場合は、算式バーを使用して、メンバー選択を追加お
よび変更できます。メンバー・セレクタを使用するか、メンバーおよび関数を手動で
算式バーに入力でき、入力に基づいた一致がオートコンプリートによってリストされ
ます。ドロップダウンに表示された提案のいずれかをクリックして選択できます。
選択をコピーして、同じディメンションの別のヘッダー・セルの算式バーに貼り付け
ることもできます。パラメータとして"包含"を含む関数(
「子」、
「子孫」など)の場合、算
式バーから「包含の切替え」をオンまたはオフにすることもできます。

ノート:
算式バーでは、メンバー別名の手動入力はサポートされず、メンバー名のみ
サポートされます。

算式バーを使用してメンバー選択を変更するには:
1.

グリッドで、データ行またはデータ列の見出しセルを選択します。

2.

次の 1 つ以上を実行します。
•

選択の除去: グリッドから選択を除去するには、メンバー名の横にある X をク
リックします。

•

選択の手動入力: メンバー名または関数を入力してグリッドに追加します。オ
ートコンプリートを使用して、一致するメンバーまたは関数をリストから選択
できます。詳細は 算式バーでのオートコンプリートの使用 を参照してくださ
い。

•

メンバー・セレクタの使用: メンバーを選択または削除するには、算式バーの
をクリックし、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスを使用します。

•

選択のコピーおよび貼付け: 算式バーの選択で右クリックして、
「コピー」を選
択します。同じディメンションの別のデータ行または列の見出しセルを選択
し、算式バーで右クリックして「貼付け」を選択します。
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•

包含の切替え: 算式バーのメンバー選択で右クリックし、「包含の切替え」を選択し
て、メンバーを含むかどうかを切り替えます。たとえば、Q1 の子と Q1 の子(包含)で
す。

グリッドに新しいメンバーが表示されます。メンバー選択の詳細は、関数を使用したメン
バーの割当を参照してください。

ノート:
レポートでは、リレーショナル・メタデータ・キャッシュが利用され、検索や
算式バー先行入力などのメンバー問合せおよびメンバー選択操作が迅速になり
ます。キャッシュが生成され、セッション中にレポートが初めてアクセスされ
たときに、各レポート・デザイナおよびエンドユーザー用に移入されます。キ
ャッシュは、ユーザーの現在のセッション中は有効なままであり、レポートが
使用およびアクセスされている Cloud EPM ビジネス・プロセス(たとえば、
Narrative Reporting、Planning など)からユーザーがサインアウトするとクリア
されます。
レポート・ユーザーのアクティブ ・セッション中にキューブのディメンション
およびメンバーが更新された場合、ディメンションおよびメンバーの変更を反
映してメタデータ・キャッシュが更新されることはありません。メタデータ・
キャッシュをリフレッシュして加えられた変更を反映するには、ユーザーは、
サインアウトしてから Cloud EPM ビジネス・プロセスにサインインし直す必要
があります。
算式バーを使用してメンバー選択を変更する場合は、次の点に注意してください。
•

算式バーではメンバー名の大文字と小文字は区別されません。

•

Sum((Product)の子(包含))など、数値関数とメンバー関数は組み合せて使用できません。

算式バーでのオートコンプリートの使用
代替変数およびユーザー変数(前にアンパサンド" & "が付きます)などのメンバー名、および関
数をグリッドの算式バーに手動で入力でき、オートコンプリートによって 入力に基づいた一
致がリストされます。ドロップダウンに表示された提案のいずれかをクリックして選択でき
ます。
複数のパラメータが必要な関数を除いて、メンバー選択関数のほとんどがサポートされてい
ます。無効な選択に対して、オートコンプリートはエラー・メッセージを返します。
次の関数がオートコンプリートでサポートされています。
•

Ancestors

•

Bottom

•

Children

•

CurrentPOV

•

DynamicTimeSeries

•

Descendants

•

Generation

•

Level
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•

Parent

•

RelativeMembers - (+/-) 15 まで

•

SameGeneration

•

SameLevel

•

Siblings

次の関数および選択は、オートコンプリートでサポートされていません。
•

PeriodOffset

•

Prompt

•

Property

•

Range

•

保存済選択

•

Except

•

Intersect

•

Match

たとえば、次のイメージを参照してください。
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条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作
条件付き書式設定、テキストおよび抑制では、指定した条件を満たすグリッドとテキストの
結果をカスタマイズできます。
条件付き書式設定では、セルの値が事前定義された条件を満たす場合に、グリッド内のその
セルに書式設定を適用できます。たとえば、データ値がゼロで背景が黄色に設定されている、
グリッド内のすべてのセルを 強調表示できます。
条件付きテキストでは、事前定義された条件、および静的テキストとテキスト関数の組合せ
に基づいて動的テキストを生成でき、メンバー・ラベルとデータ値を返して結果テキストを
完成します。たとえば、次のテキストとテキスト関数を使用して、10%を超える差異値のテキ
ストを表示できます: MemberAlias("Entities") revenue value of CellValue("A") was
CellValue("C") above Plan。これによって、テキスト・ボックス、行または列に次のよう
なテキストが返されます: "Division ABC revenue of 18,719 was 12% above Plan" 定義さ
れた条件付きテキストは、ConditionalText テキスト関数を使用して、テキスト・ボックス、
行、列またはセルに挿入されます。ConditionalText を参照してください
条件付き抑制では、指定した属性または値に基づいて、グリッド内の行または列を非表示に
できます。たとえば、データ値が 100 未満のセルがあるすべての 行を非表示にできます。
グループでの条件付き書式設定および抑制の使用の詳細は、グループでの条件付き書式設定
および条件付き抑制のトピックを参照してください。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、管理レポートに条件付き書式設定および抑制を適
用する方法を学習します。
- レポートでの条件付き書式設定および抑制の適用.
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、管理レポートに条件付きテキストを適用する方法
を学習します。
-- レポートへの条件付きテキストの適用.
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条件の作成
条件付き書式設定、テキストまたは条件付き抑制(あるいはその組合せ)の使用を開始す
るには、最初に「条件付きプロパティ」パネルで条件を定義します。各タイプの条件
付き書式または抑制で使用可能な基準とパラメータの詳細は、条件付き書式設定、テ
キストおよび抑制の基準とパラメータを参照してください。
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ノート:
たとえば、グリッド・プロパティの「セル値」、
「行の値」、
「列値」または「現在の
セルの値」などのデータ値をテストする条件を定義するとき、条件付き書式設定お
よび抑制でグリッド・プロパティ「スケールされた値/丸められた値の使用」を使用
して、条件内でスケーリング済またはスケーリングされていない raw データ値が使
用されるかどうかを指定します。
•

デフォルトは「True」であり、書式設定済およびスケーリング済データ値が条
件内で使用されることを意味します。たとえば、データ値"125,016,551"を含む
セルが千でスケーリングされる場合は"125,016"と表示され、"125,016"の値が条
件内で使用されます。

•

プロパティが「False」に設定されている場合、基礎となるスケーリングされて
いないデータ値が条件内で使用されます。この設定は、グリッドのすべての 条
件付き書式設定および抑制に適用されます。
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条件を定義するには:
1.

条件付き書式(セル、行または列)または条件付き抑制(行または列)の追加先になる
グリッドの範囲を選択します。

2.

グリッド・プロパティで、

3.

次の処理を実行します。
•

をクリックします。

条件付き書式またはテキスト(あるいはその両方)を作成するには、「書式/テキ
スト」をクリックし、

をクリックします。
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•

条件付き抑制を作成するには、「抑制」をクリックし、

をクリックします。

4. 「名前」フィールドに、条件付き書式/テキストまたは抑制のわかりやすい名前を入力しま

す。名前はグリッドで一意である必要があります。

ノート:
「適用先」フィールドには何も入力する必要はありません。「適用先」フィール
ドには、条件を作成した後に、ステップ 1 で指定したグリッドの領域がリスト
されます。
「適用先」フィールドの値を変更して、条件の適用先になるグリッド
の領域を変更できます。
5.

式ビルダーで「属性」をクリックし、テストする属性を選択します。たとえば、現在のセ
ル値やメンバー名をテストできます。
「属性」を選択すると、使用可能なパラメータが反映されて「修飾子」と「演算子」フィ
ールドが変更されます。

6.

該当する場合は、修飾子を指定します。たとえば、タイプとして「メンバー名」を選択し
た場合は、修飾子としてテストするメンバーの名前を入力します。

7.

演算子を選択します。

8.

•

数値条件(データ値)の場合は、数値演算子(次と等しい、次と等しくない、次より大き
い、次より小さい、など)を使用します。

•

テキスト条件(例: メンバー名)の場合は、テキスト演算子(次で始まる、次で終わる、
など)を使用します。

テストする条件となる右側の修飾子を選択または入力します。
•

数値修飾子の場合は、デリミタおよびマイナス記号(-)を使用できます。その他のプリ
フィクスおよびサフィクスはすべて 無視されます。

•

テキスト修飾子(メンバー名など)の場合は、テストするテキスト文字列を手動で入力
します。

ノート:
メンバー・セレクタは式ビルダーで使用できません。

9.

オプション: 追加の式条件行を挿入するには、

をクリックします。

AND または OR を使用して、条件を組み合せたり区別します。たとえば、「100 以上
AND1000 以下」のデータ値をテストする条件を作成できます。
式条件行を削除するには、

をクリックします。

10. 書式設定/テキストのみ: 右パネルで:

• 「書式」タブで、条件の書式(例: フォント・サイズ、境界線、シェード付け)を指定し
ます。
「#」をクリックして、数値の書式設定メニューをオープンします。グリッド・
セルの書式設定の数値の書式設定を参照してください。
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ノート列およびノート行セグメントでの Narrative Reporting デプロイメント
の場合、ノート・セグメントの特定のセルの「ノート入力の許可」書式設定プ
ロパティによって 、ノート・エントリを制限または許可できます。詳細は、ノ
ート・エントリの許可プロパティの設定を参照してください。
• 「テキスト」タブで、表示するテキストを定義します。手動で静的に入力した
り、
ボタンを使用して 1 つ以上のテキスト関数を挿入できます。
を使用して、返されるすべてのテキストに 書式を設定することもできます。テ
キスト・セルには書式設定が混在したコンテンツは表示できないため、すべて
のテキストに 1 つの書式のみを適用できます。

ノート:
条件付きテキストの書式設定について:
ConditionalText 関数がグリッド・セルに挿入されている場合は、条件
付きテキストに定義された書式設定によって、グリッドまたはレポート
出力のセル書式設定が常に上書きされます。
ConditionalText 関数がテキスト・ボックスに挿入されている場合は、
次のようになります。
•

「デフォルトを使用」が未選択
条件付きテキスト書式ダイアログで、
で、書式が定義されている場合は、テキスト・ボックスの
ConditionalText 関数で書式設定が定義されていても 、レポート出力
では、条件付きテキストに定義された書式設定によってテキスト・ボ
ックスの書式設定が上書きされます。

•

条件付きテキスト書式ダイアログで、
「デフォルトを使用」が選択さ
れていて、テキスト・ボックスの ConditionalText 関数で書式設定
が定義されている場合、レポート出力では、テキスト・ボックスの書
式設定が使用されます。

条件付き書式/テキスト・パネル上部に、指定した書式またはテキスト(あるいはそ
の両方)のサンプルが表示されます。
11. オプション: 式条件行を選択(または複数選択)し、右クリックまたは

て、式条件行をグループ化、削除、複製、または上下に移動します。

を選択し

式のグループ化の詳細は、拡張条件の操作を参照してください
12. 「OK」をクリックして、条件を保存します。

「条件付きプロパティ」パネルに条件が表示されます。書式の場合はサンプルの書
式設定が表示され、テキストの場合はテキスト定義の部分が表示されます。
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条件付き書式設定の例
この例では、交通信号機の実績 vs プランの差異パーセント列において、パーセント値に応じ
て、緑、黄または赤の背景色でセルが表示されるように条件付き書式を設定します。
•

値が 0%を超えるセルは緑で強調表示されます。

•

値が 0%未満で-10%を超えるセルは黄で強調表示されます。

•

値が-10%以下のセルは赤で強調表示されます。

図 1 に、当初のグリッドを示します。
図 3-33 交通信号機の例、当初のグリッド

をクリックして条件付き
グリッド・エディタで、
「差異パーセント」セルを選択し、次に
書式を作成します。条件の作成の詳細は、条件の作成を参照してください。

緑の条件の場合は、「現在のセルの値」が 0 より大きい条件付き書式を作成します。
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黄の条件の場合は、次の 2 つの式を使用して条件付き書式を作成します。
• 「現在のセルの値」が 0 より小さい、AND
• 「現在のセルの値」が-10 より大きい

赤の条件の場合は、「現在のセルの値」が-10 より小さい条件付き書式を作成します。

図 2 に、3 つの条件すべてが「差異パーセント」列に適用された最終グリッドを示しま
す。
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図 3-34 交通信号機の条件が適用されたグリッド

条件付きテキストの例
この例では、グリッド行の各エンティティについて 、正数の収益差異に対して特定のテキス
トを表示し、負数の収益差異に対して別のテキストを表示する、条件付きテキストを設定し
ます。このテキストは、レポートの下部にあるテキスト・ボックスに表示されます。
テキストには、静的なテキストとともに、行メンバー「Entity」の別名、実績収益値、差異パ
ーセント、および合計収益に対する収益のパーセントが表示されます。実績対計画の差異パ
ーセント列に割り当てられた条件および関連テキストは次のようになります。
•

緑: 0%より大きい値が含まれるセル: MemberAlias("Entities") Revenue of
CellValue(A) was CellValue(C) above Plan, resulting in CellValue(D) of Total
Revenue

•

赤: 0%より小さい値が含まれるセル: MemberAlias("Entities") Revenue of
CellValue(A) was CellValue(C) below Plan, resulting in CellValue(D) of Total
Revenue

条件付きテキストで使用されるテキスト関数について:
•

CellValue (A) – 列 A の現在行の実績収益のデータ値を返します

•

CellValue (C) – 列 C の現在行の実績対計画パーセントのデータ値を返します

•

CellValue(D) – 列 D の現在行の合計収益のパーセント(非表示のレポート式の列)を返し
ます。この例は、グリッド出力に表示されない非表示の行または列を参照するテキスト関
数を示しています。
グリッド・プレビューが表示されます。
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条件付きテキストを作成するには:
1.

グリッド・エディタで、「差異パーセント」セルを選択し、次に
をクリックして条件付きテキストを作成します。条件の作成の詳細は、条件の作成
を参照してください。

2.

条件を次のように設定します。
•

緑の条件の場合は、「現在のセルの値」が 0 より大きい条件付き書式を作成し
ます。

•

を使用して必要な関数を選択したり、静的な
条件付きテキスト・タブで、
テキストを手動で入力します。
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3.

条件を次のように設定します。
•

赤の条件の場合は、「現在のセルの値」が 0 より小さい条件付き書式を作成します。

•

条件付きテキスト・タブで、
トを手動で入力します。

を使用して必要な関数を選択したり、静的なテキス
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4.

レポート内の既存のテキスト・ボックスを編集して、ConditionalText テキスト関
数を挿入します。
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すべての 条件付きテキストをテキスト・ボックスに表示する必要があるため、追加のパラ
メータは不要です。

5.

をクリックして、レポートをテキスト・ボックスの結果とともに表示します。

グリッドでの条件付きテキストの表示
ConditionalText をグリッドに表示する別の例では、レポートの下部にあるテキスト・ボッ
クスに条件付きテキストを表示するかわりに、各エンティティ 行メンバーのテキスト結果を
グリッドのテキスト列に表示します。

ノート:
次のグリッド設計を参照してください。列 E がテキスト列で、ConditionalText テ
キスト関数が格納されています。行パラメータが指定されていないため、現在行の
列 C(条件が適用されている)に対するテキストを取得します。
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をクリックして、グリッドの結果を表示します。テキスト列の各行についてテキスト
関数の結果を表示できます。

条件付き抑制の例
この例では、実績の収益が$1,000,000 未満の地域列をすべて 抑制する条件付き抑制を
設定します。
図 1 に、当初のグリッドを示します。
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図 3-35 条件付き抑制の例、当初のグリッド

グリッド・エディタで、行 1 を選択し、次に
をクリックして条件付き抑制を作成します。
条件の作成の詳細は、条件の作成を参照してください。

図 2 に、作成する条件(列 A のデータ値、1,000,000 未満)を示します。

3-67

第3章

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作
図 3-36 条件付き抑制の例、条件

条件付き抑制を適用すると、実績データ値が 1,000,000 未満の行が表示されなくなり
ます。

条件付き書式設定、テキストおよび抑制のインジケータと
ツールチップ
条件付き書式、テキストまたは抑制をセル、行または列に適用すると、行または列ヘ
ッダーあるいはセルの右上隅に灰色の三角形が表示されます。
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インジケータの上にマウスを置くと、そのセル、行または列に適用された条件付き書式、テ
キストまたは抑制のリストがツールチップに表示されます。

条件の管理
条件付き書式設定、テキストまたは抑制を作成した後は、
「条件付きプロパティ」パネルで条
件を管理します。既存の条件に対して、次の処理を実行できます。
•

グリッドの領域を強調表示して、選択または選択を解除する条件の横にあるチェック・ボ
ックスをクリックし、その領域に対して条件を適用または削除します。たとえば、グリッ
ドの別のセルに既存の書式を適用する場合は、グリッドでそのセルを強調表示し、その領
域に適用する条件の横にあるチェック・ボックスをクリックします。

ノート:
グリッドの領域には複数の条件付き書式/テキスト(あるいはその両方)を適用で
きますが、行または列当たりに適用できる抑制条件は 1 つのみです。領域への
複数の書式/テキストの適用を参照してください。
•

条件付き書式、テキストまたは抑制の名前をクリックしてその条件を編集します。

•

条件の上にマウスを置き、
または
をクリックしてその条件の優先順序を変更しま
す。領域への複数の書式/テキストの適用を参照してください。

•

条件の上にマウスを置き、

をクリックしてその条件を削除します。
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領域への複数の書式/テキストの適用
グリッドの選択されている領域に対して、複数の書式を適用できます。条件が重複す
る場合は、リストの上から下の順に条件付き書式が適用されます。たとえば、図 1 は、
選択された領域に対してアクティブになっている 3 つの条件付き書式を示しています
(3 つの書式すべての 横にチェック・マークが付いています)。この例では、緑の書式が
黄と赤より優先され、黄の書式は赤より優先されます。
図 3-37 複数の書式の例

優先順序を変更するには、条件付き書式の上にマウスを置き、
クします。

または

をクリッ

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の考慮事項
パフォーマンスの考慮事項
条件付き書式設定、テキストおよび抑制は、レポートのサイズ、使用される基準、お
よび使用頻度(つまり、条件付き書式設定、テキストまたは抑制が適用されるセルの数)
に応じて、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。パフォーマンスに関し
ては、次の点を考慮してください。
•

データ値の比較が最速です。

•

メンバー名、メンバーの別名/摘要などの基準も、メタデータまたはデータ問合せ
に含まれるため高速です。

•

世代、レベル、勘定科目タイプなどの基準は、通常のメタデータまたはデータ問合
せに含まれず、パフォーマンスが低下するため、可能なかぎり使用しないでくださ
い。

3-70

第3章

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作

エラー処理
通常、構文エラーは条件付き書式/テキストおよび抑制エディタに表示されます。

構文以外のエラーは、レポートまたはグリッドのプレビュー時に表示されます。たとえば、
行に対する条件付き抑制が列 B を参照し、この列がグリッドから削除されていた場合は、レ
ポートのプレビュー時にエラーが表示されます。

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の基準とパラメータ
条件付き書式設定/テキストの基準とパラメータ
タイ
プ

定義

セル値 指定されたセル
のデータ値(数
値、テキストま
たは日付)

参照値

演算子

比較オプション

列と行で定義
されたセル参
照を入力しま
す(例: A,1)。

数値および日付型の場合:

次のいずれかを選択します。

次と等しい
•
次と等しくない
•
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

•
•
•
•
•
•

値(データ値を入力)
セル値(セル値を入力: 列,
行)
行の値(行番号を選択)
列値(列番号を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制
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タイ
プ

定義

参照値

行の値 指定された行の グリッド内の
データ値
行リストから
行番号を選択
します。

演算子

比較オプション

数値および日付型の場合:

次のいずれかを選択します。

次と等しい
•
次と等しくない
•
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
列値

指定された列の グリッド内の
データ値
列リストから
列番号を選択
します

数値および日付型の場合:

次のいずれかを選択します。

次と等しい
•
次と等しくない
•
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
現在の 現在のセルのデ 該当なし
セルの ータ値
値

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

•
•
•
•
•
•

値(データ値を入力)
セル値(セル値を入力: 列,
行)
行の値(行番号を選択)
列値(列番号を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

•
•
•
•
•
•

値(データ値を入力)
セル値(セル値を入力: 列,
行)
行の値(行番号を選択)
列値(列番号を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制

数値および日付型の場合:

次のいずれかを選択します。

次と等しい
•
次と等しくない
•
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

•
•
•
•
•
•

値(データ値を入力)
セル値(セル値を入力: 列,
行)
行の値(行番号を選択)
列値(列番号を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制

3-72

第3章

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作

タイ
プ

定義

参照値

メンバ セル、行または モデル内のデ
ー名
列に適用するメ ィメンション・
ンバー名
リストからメ
ンバー名のデ
ィメンション
を選択します

演算子

比較オプション

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

メンバー名のテキストを入力
します

メンバ セル、行または モデル内のデ •
ーの別 列に適用するメ ィメンション・ •
名
ンバーの別名
リストから別 •
名表およびメ
•
ンバーの別名
•
のディメンシ
ョンを選択し •
•
ます
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

メンバーの別名のテキストを
入力します

メンバ
ー名ま
たは別
名

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

属性ディメンションのメンバ
ー名のテキストを入力します

メンバ セル、行または 属性ディメン
ー属性 列に適用する関 ションのリス
連属性ディメン トから関連す
ション・メンバ る属性ディメ
ー
ンションを選
択します

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

属性ディメンションのメンバ
ー名のテキストを入力します

世代番 指定されたディ モデル内の世
号
メンションの世 代リストから
代番号
世代を選択し
ます。

数値および日付型の場合:

指定されたディメンションの
世代番号を選択します

セル、行または
列に適用するメ
ンバー名または
メンバーの別名
(両方のフィー
ルドを検索)

モデル内のデ
ィメンション・
リストから別
名表およびメ
ンバー名また
は別名のディ
メンションを
選択します

次と等しい
•
次と等しくない
•
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
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タイ
プ

定義

参照値

演算子

レベル 指定されたディ モデル内のレ 数値および日付型の場合:
番号
メンションのレ ベル・リストか •
次と等しい
ベル番号
らレベルを選
次と等しくない
•
択します。
次より大きい
•
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:
•
•
•
•

指定されたディメンションか
ら世代番号を選択します

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次で始まらない
次で終わらない

相対レ 指定されたディ モデル内のデ 数値および日付型の場合:
ベル
メンションから ィメンション・ •
次と等しい
指定の数のレベ リストからメ
次と等しくない
•
ルを適用したデ ンバー名を選
次より大きい
•
ィメンション
択します。
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:

ズー
ズーム・インす 該当なし
ム・レ るディメンショ
ベル
ン・メンバー。

指定されたディメンションの
レベル番号を選択します

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる

相対的 指定されたディ モデル内のデ 数値および日付型の場合:
な世代 メンションから ィメンション・ •
次と等しい
指定の数の世代 リストからメ
次と等しくない
•
を適用したディ ンバー名を選
次より大きい
•
メンション
択します。
次より小さい
•
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプの場合:
•
•
•
•
•
•

比較オプション

•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次で始まらない
次で終わらない

•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次より大きい
次より小さい
次以上
次以下

指定されたディメンションか
らレベル番号を選択します

指定されたディメンションを
書式設定するズーム・レベル
を選択します。
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タイ
プ

定義

参照値

勘定科 セル、行または 該当なし
目タイ 列に適用する勘
プ
定科目タイプ

演算子

比較オプション

次に等しい

次の勘定科目タイプのいずれ
かを選択します。

次に等しくない

EPM Cloud の場合:
収益
•
費用
•
資産
•
負債
•
資本
•
費用以外
•
Essbase、Profitability and
Cost Management および
Narrative Reporting の場合:
•
•

次の場 複数のメンバー 行または列を
所での またはメンバー 選択します
関数が含まれる
位置
データ・セグメ
ントの最初また
は最後の行また
は列。
UDA

セル、行または
列に適用するユ
ーザー定義属性
(UDA)

モデル内のデ
ィメンション・
リストから
UDA を含むデ
ィメンション
を選択します

次に等しい
次に等しくない

•
•
•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しくない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まらない
次で終わらない
次を含まない

費用
費用以外

先頭の行/列または最下部の
行/列を選択します。

UDA 名のテキストを入力し
ます
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条件付き抑制の基準とパラメータ
タイプ

定義

参照値

演算子

比較オプション

セル値

指定されたセル
のデータ型に基
づき、次のデータ
型が可能です。

列と行で定義さ
れたセル参照を
入力します(例:
A,1)。

数値および日付
型の場合:

次のいずれかを選
択します。

•
•
•
•

数値
Date
スマート・リ
スト
テキスト

次と等しい •
次と等しく
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ •
の場合:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
行のデータ値

指定された行の
データ値

グリッド内の行
リストから行番
号を選択します

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

数値および日付
型の場合:

•
•
•
•
•
•

次と等しい •
次と等しく
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ •
の場合:

•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

ノート: テキ
スト型向けで
はありませ
ん。
セル値(セル
値を入力: 列,
行)
行の値(行番
号を選択)
列値(列番号
を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制

次のいずれかを選
択します。

•
•

•
•

値(数値、テキ
スト、スマー
ト・リストま
たは日付値を
入力)

•
•
•
•
•
•

値(数値、テキ
スト、スマー
ト・リストま
たは日付値を
入力)
ノート: テキ
スト型向けで
はありませ
ん。
セル値(セル
値を入力: 列,
行)
行の値(行番
号を選択)
列値(列番号
を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制
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タイプ

定義

参照値

演算子

比較オプション

列のデータ値

指定された列の
データ値

グリッド内の列
リストから列番
号を選択します

数値および日付
型の場合:

次のいずれかを選
択します。

次と等しい •
次と等しく
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ •
の場合:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
現在の行/列のデ
ータ値

現在の行または
列のデータ値

該当なし

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

数値および日付
型の場合:

•
•
•
•
•
•

次と等しい •
次と等しく
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ •
の場合:

•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

ノート: テキ
スト型向けで
はありませ
ん。
セル値(セル
値を入力: 列,
行)
行の値(行番
号を選択)
列値(列番号
を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制

次のいずれかを選
択します。

•
•

•
•

値(数値、テキ
スト、スマー
ト・リストま
たは日付値を
入力)

•
•
•
•
•
•

値(数値、テキ
スト、スマー
ト・リストま
たは日付値を
入力)
ノート: テキ
スト型向けで
はありませ
ん。
セル値(セル
値を入力: 列,
行)
行の値(行番
号を選択)
列値(列番号
を選択)
ゼロ
データなし
エラー
抑制
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タイプ

定義

参照値

メンバー名

セル、行または列 モデル内のディ
に適用するメン
メンション・リス
バー名
トからメンバー
名のディメンシ
ョンを選択しま
す

演算子
•
•
•
•
•
•
•
•

メンバーの別名

セル、行または列 モデル内のディ
に適用するメン
メンション・リス
バーの別名
トから別名表お
よびメンバーの
別名のディメン
ションを選択し
ます

•
•
•
•
•
•
•
•

メンバー名また
は別名

セル、行または列
に適用するメン
バー名またはメ
ンバーの別名(両
方のフィールド
を検索)

モデル内のディ
メンション・リス
トから別名表お
よびメンバー名
または別名のデ
ィメンションを
選択します

•
•
•
•
•
•
•
•

メンバー属性

セル、行または列
に適用する関連
属性ディメンシ
ョン・メンバー

属性ディメンシ
ョンのリストか
ら関連する属性
ディメンション
を選択します

•
•
•
•
•
•
•
•

比較オプション

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

メンバー名のテキ
ストを入力します

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

メンバーのディメ
ンションのテキス
トを入力します

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

メンバー名または
別名のテキストを
入力します

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

属性ディメンショ
ンのメンバー名の
テキストを入力し
ます
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タイプ

定義

参照値

演算子

比較オプション

世代番号

指定されたディ
メンションの世
代番号

モデル内の世代
リストから世代
を選択します。

数値および日付
型の場合:

指定されたディメ
ンションの世代番
号を選択します

次と等しい
次と等しく
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ
の場合:
•
•

•
•
•
•
レベル番号

指定されたディ
メンションのレ
ベル番号

モデル内の世代
数値および日付 指定されたディメ
リストからレベ
ンションのレベル
型の場合:
ルを選択します。 •
次と等しい 番号を選択します
次と等しく
•
ない
次より大き
•
い
次より小さ
•
い
次以上
•
次以下
•
テキスト・タイプ
の場合:
•
•
•
•

ズーム・レベル

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる

ズーム・インする 該当なし
ディメンション・
メンバー。

•
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次と等しい
次と等しく
ない
次より大き
い
次より小さ
い
次以上
次以下

指定されたディメ
ンションを抑制す
るズーム・レベル
を選択します
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タイプ

定義

参照値

勘定科目タイプ

セル、行または列 該当なし
に適用する勘定
科目タイプ

演算子

比較オプション

次に等しい

次の勘定科目タイ
プのいずれかを選
択します。

次に等しくない

EPM Cloud の場
合:
収益
•
費用
•
資産
•
負債
•
資本
•
費用以外
•
Essbase、
Profitability and
Cost
Management お
よび Narrative
Reporting の場
合:
•
•
UDA

セル、行または列
に適用するユー
ザー定義属性
(UDA)

モデル内のディ
•
メンション・リス •
トから UDA を含
むディメンショ
•
ンを選択します
•
•
•
•
•

次と等しい
次と等しく
ない
次で始まる
次で終わる
次を含む
次で始まら
ない
次で終わら
ない
次を含まな
い

費用
費用以外

UDA 名のテキス
トを入力します

条件付きテキストでの分析
HTML 形式のレポートをプレビューするとき、テキスト・ボックスに条件付きテキス
トが表示されている場合は、関連するズーム対応グリッドを含む新規ブラウザ・タブ
にテキストからドリルして、さらに分析を行うことができます。
追加情報および考慮事項:
•

この機能はデフォルトで HTML プレビューで有効です。テキスト・ボックス内の
すべての 条件付きテキストは、ハイパーリンクとして表示されます。条件付きテキ
スト定義の 1 つ以上の条件に対してこの機能を無効にする場合は、
「分析の有効化」
の選択をクリアする必要があります。
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•

条件付きテキストが定義されているレポート・グリッドであるターゲット・グリッドが、
グリッド上のすべての 親に対してズーム対応する新規ブラウザにオープンします。式や
テキスト関数など別のグリッドに対する依存関係がターゲット・グリッドにないかぎり、
他のレポート・コンテンツ(チャート、テキスト・ボックス、イメージ、他のグリッドな
ど)は表示されません。この場合、依存グリッドはソース・グリッドの下に表示されます。

•

ターゲット・グリッドは、条件付きテキストが定義されているセルにインジケータを表示
します。ただし、セルの上にマウスを置くと、条件付きテキストに定義されていた元の条
件付きテキストが表示されます。

•

PDF プレビューでは、ハイパーリンクは表示されず、当初に定義されたテキスト書式が
保持されます。

•

ソース・レポートのグリッドが非表示の場合でも、ターゲット・グリッドには表示されま
す。

•

グリッドのテキスト・セル内の条件付きテキストではこの機能はサポートされておらず、
テキストはハイパーリンクとして表示されません。

•

ソース・レポート・グリッドでグループ化が有効な場合、ターゲット・グリッドではズー
ムが有効になりません(1 つのグリッドで両方の機能は有効にできません)。

•

ターゲット・グリッドは、「処理」メニューでいくつかの表示プリファレンスが制限され
たシン・レポート・ビューアに表示されます。グリッドを編集する機能、または「スナッ
プショットとして保存」は使用できません。

•

ソース・レポートのグリッドで非表示の行または列は、ターゲット・グリッドに表示され
ません。
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たとえば、サンプル・レポート 6 (条件付き書式および抑制)を使用すると、テキスト・
ボックス内のすべての 条件付きテキストはハイパーリンクとして表示されることに注
意してください。最初の行のテキスト「USA Revenue of 65,172,091」をクリックす
ると、別のブラウザ・タブにズーム対応グリッドがオープンし、そこで親メンバーを
ズームして詳細データを表示できます。
ソース・ページ: ハイパーリンクとして表示された条件付きテキスト情報のすべての 分
析を表示できます。

ターゲット・ページ: いくつかの行の親メンバーがズームされた状態のターゲット・グ
リッドを表示できます。
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拡張条件の操作
条件付き書式/テキストまたは抑制定義に複数の条件式を設定して、必要に応じて式をグルー
プ化できます。
式を追加または除去するには:

1.

追加の式条件行を挿入するには、

をクリックします。

AND または OR を使用して、条件を組み合せたり区別します。たとえば、「100 以上
AND1000 以下」のデータ値をテストする条件を作成できます。

2.

式条件行を削除するには、

をクリックします。

グループ化を追加するには:
1.

[Ctrl]を押しながらクリックを使用して複数の条件および条件演算子(AND、OR)を選択でき
ます。

2. 「処理」メニューで、
「式のグループ化」を選択します。

グループ化を除去するには:
1.

[Ctrl]を押しながらクリックを使用して複数の条件および条件演算子(AND、OR)を選択でき
ます。

2. 「処理」メニューで、
「式のグループ解除」を選択します。

例:
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次の例は、複数の式およびグループ化があり、Narrative Reporting サンプル・アプリ
ケーションを使用する拡張条件付き抑制を示しています。
例 3-1 最初のレポート設計およびプレビュー
例のグリッドでは、行にそれぞれ 3 つの選択がある「Segments」および「Entities」
ディメンションがあり、列には「Fiscal Calendar」があります。

プレビューした結果は次のとおりであり、3 つの「Segments」のそれぞれに対して、
3 つの「Entities」がすべて 表示されています。
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例 3-2 条件付き抑制の設定
条件付き抑制に対して、次のメンバーの組合せを抑制します。
•

AS > E01

•

DV > E02

抑制を達成するために必要な条件式は、次のとおりです。
•

("Member Name for Segments = AS" AND "Member Name for Entities = E01")
OR

•

("Member Name for Segments = DV" AND "Member Name for Entities = E02")

行 1 を選択し、条件付き抑制定義を作成した後、最初の 2 つの式(AS > E01 の組合せを抑制す
るための)は次のとおりです。条件演算子は AND であり、両方の式が true のときに抑制が実
行されることに注意してください。

3-85

第3章

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作

次に、2 つの他の式(DV > E02 の組合せを抑制するための)を追加する必要があります。
最後の 2 つの式を分割する条件演算子は AND であり、最初の 2 つと最後の 2 つの式を
分割する条件演算子は OR であることに注意してください。

2 組の式をグループ化するために、最初の 2 つの式およびそれらの条件演算子が選択さ
れ、「処理」メニューから「式のグループ化」が選択されます。

2 番目の式のセットおよびそれらの条件演算子が選択され、グループ化されます。
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グリッドの結果をプレビューできます。2 つのメンバーの組合せ(AS > E01、DV > E02)がグリ
ッド出力で抑制されています。

グリッドの親メンバーのズーム
ズームでは、HTML でレポートをプレビューするときに、行または列の親メンバーを展開し
て、その子、子孫または最下部レベルのメンバーを表示できます。
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グリッドを設計する場合は、エンド・ユーザーに対して 3 つのタイプのズームを有効
にできます。
•

グリッド全体のズームを有効にすると、すべての 親メンバーのズーム・インが有効
になります。

•

グリッドの特定の行または列セグメントのズームを有効にできます。

•

アドホック・ズームを有効にすると、ズーム・インを可能にするメンバーをエン
ド・ユーザーが決定できます。

グリッドで親メンバーの前または後のいずれかにズーム・インされたメンバーを表示
するには、グリッドの前にズーム・プロパティを設定します。グリッド・レベルのズ
ームを参照してください。特定のズーム・レベルに条件付きの書式設定、テキストお
よび抑制を設定して、階層の異なるレベルを書式設定または抑制することもできます。
たとえば、グリッドの最下部レベルのメンバーを太字テキストで表示できます。条件
付き書式設定、テキストおよび抑制の操作を参照してください。

ズームを使用する場合は、いくつかの考慮事項があります。
•

ズームが有効になっている行または列の親メンバーのグリッド・ソートを定義する
と、各ズーム・レベルのズームされたメンバーにソートが適用されます。

•

スナップショットのレポートはズーム・インできません。

•

ズームが有効になっているグリッドを含むレポートをレポート・パッケージに挿入
すると、リファレンス・ドックレットとして挿入され、ズームは無効になります。
ベスト・プラクティスとして、ズームに依存して親の下のメンバーを表示するので
はなく、リファレンス・ドックレットのグリッドを設計して、必要なメンバーをレ
ポート・パッケージに表示してください。

•

PDF のプレビューにズーム操作は使用できません。ただし、HTML プレビューで
グリッドをズームして PDF に切り替えた場合、ズームされたメンバーはそのまま
表示されます。

•

ズームは、グループ化を使用するレポートでは定義できません。

•

列セグメントでズームを有効にした「欠落ブロックの抑制」はサポートされていま
せん。

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、Narrative Reporting で管理レポート・グリ
ッドの親メンバーにズームする方法を学習します。

3-88

第3章

グリッドの親メンバーのズーム

-- グリッドの親メンバーのズーム.
ズームでは、グリッドの行または列の親メンバーを展開して、その子、子孫または最下部レ
ベルのメンバーを表示できます。グリッドを設計する際は、エンド・ユーザーに対して 3 つ
のタイプのズーム: グリッド全体のズーム(すべての 親メンバーに対してズームを有効化)、グ
リッドの特定の行または列セグメントのズーム、およびアドホック・ズーム(エンド・ユーザ
ーがズームする親メンバーを選択可能)を有効にできます。

グリッド・レベルのズーム
グリッド全体のズームを有効にすると、ユーザーは、HTML でレポートまたはグリッドをプ
レビューするときに、親メンバーをズーム・インできます。親メンバーの子、最下部レベル
または子孫にズームできます。
グリッド・レベルでズームを有効にするには:
1.

グリッド・プロパティ・パネルで、「ズーム」の横にある「オフ」をクリックします。

2.

有効にするズーム・レベルを選択します。
•

オフ(デフォルト)

•

子にズーム

•

最下部にズーム

•

子孫にズーム
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3.

前にズームで、クリックして「False」(ズーム・インされたメンバーを親メンバー
の後に表示)と「True」(ズーム・インされたメンバーを親メンバーの前に表示)を
切り替えます。
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行/列セグメント・レベルのズーム
個々の行および列のセグメントにズームを設定できます。これによって、ユーザーは、特定
の行および列セグメントの親メンバーのみをズームできます。

ノート:
ズームされたメンバーは、前にズーム・グリッド・レベルのプロパティに従って、
親メンバーの前または後に表示されます。グリッド・レベルのズームを参照してく
ださい。

特定の行および列セグメントのズームを有効にするには:
1.

ズームを有効にする行または列メンバーのヘッダーを選択します。

2.

セル・プロパティ・パネルで、「ズーム」の横にあるグリッド設定をクリックします。

3.

有効にするズーム・レベルを選択します。
•

グリッド設定(現在のグリッド設定) (デフォルト)。これによって、グリッド全体の現
在の設定にズーム・レベルが設定されます。

•

オフ

•

子にズーム

•

最下部にズーム

•

子孫にズーム
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相対インデントとズーム
メンバー・ヘッダー・セルのズームを有効にする場合は、相対インデント・フィール
ドを使用して行メンバー・ラベルのズーム・インデントのサイズを調整できます。こ
のフィールドには、ユーザー・プリファレンスに従って、現在のインデントがインチ
またはセンチメートルで表示されます。(
「書式設定」タブの使用を参照してください)。
デフォルト値は.12 インチです。この値は-1.00 から 1.00 インチまで調整できます。
負の値を使用して、行メンバー・ラベルを逆にインデントします。

ノート:
セル・プロパティ・パネルの相対インデント・フィールドは、メンバー・ヘ
ッダー・セルの「ズーム」、「レベル別にインデント」または「世代別にイン
デント」のいずれかが有効な場合にのみ表示されます。
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アドホック・ズーム
アドホック・モードでは、レポートをプレビューするユーザーがレポートのすべてのグリッ
ドの親メンバーにズーム・インできます。アドホック・モードは、グリッド・レベルではな
くレポート・レベルで有効にします。レポートのアドホック分析を有効にすると、レポート
をプレビューするユーザーは、アドホック・モードを使用するために各自のズーム・オプシ
ョンを設定する必要があります。レポートの表示を参照してください。
レポートのアドホック分析を有効にするには:
1.
2.

レポートの一般プロパティ・パネルをオープンします。
アドホック分析の許可フィールドで、「False」をクリックして「False」(デフォルト)と
「True」を切り替えます。
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グループ化の操作
グループの概要
グループを使用すると、行または列のデータ・セグメントのネストされたディメンションを
計算、グループ化および書式設定できます。
グループには 1 つのデータ行または列セグメントのみを含めることができますが、オプショ
ンで、1 つ以上の式、テキストおよび/またはセパレータ・セグメントを含めることができま
す。これらの非データ・セグメントは、データ・セグメントの前または後(あるいはその両方)
に含めることができます。たとえば、データ・セグメントの後に SUM 式セグメントを追加し
て、ネストされた各ディメンション組合せの小計を計算したり、データ・セグメントの前に
テキスト関数を使用するテキスト・セグメントを追加して、グループ内の現在のメンバーの
メンバー名や別名を表示することもできます。
行または列に 2 つ以上のディメンションが存在する場合は、グループを追加できます。追加
のディメンションがある場合は、グループを追加できます。
たとえば、次のグリッドは単一行セグメントにエンティティ およびセグメント・ディメンシ
ョンがあり、各エンティティ ・リージョン(North America、Latin America)はグループ・ヘッ
ダー(テキスト行)、セグメント・メンバー、行式があるセグメント選択でグループ化されて、
各エンティティ のセグメントが合計され、各合計の後にセパレータ行があります。
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次のチュートリアル・ビデオを視聴して、行または列のデータ・セグメントのネスト
されたディメンションを計算、グループ化および書式設定するために、グリッドでグ
ループ化を使用する方法を学習します。
-- グリッドでのディメンションのグループ 化.
グループ化には、1 つの行または列のデータ・セグメントと、必要に応じて合計および
小計を定義する式の行または列、グループ見出しのテキスト行または列、グループ間
の空白のセパレータ行または列を含めることができます。

グループ化とグリッド式
行と列の両方に式があるグリッドでは、いずれかの軸にグループ化が適用され、交差
する反対の軸の式ではグループ化に関係なく計算が実行されます。
たとえば、セグメント(各エンティティ 内)を合計する行式を使用すると、グループ化が
適用され、列式では次の 2 つの列に基づいて差異パーセントが計算されます。
•

行 5 には SUM 式があり、行 4 を合計してグループに含まれます。式はエンティテ
ィ・グループの小計を返します。

•

列 C には差異パーセント式があり、列 A と B の差異が計算されます。交差セル C1
の算式バーでは、列式(行式ではなく)が使用されていることに注意してください。
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結果のグリッド・プレビューでは、
「North America」エンティティの 小計が「実績」列と「プ
ラン」列について合計され、差異%列は小計行の差異に基づいて計算され、各セグメントの差
異の合計ではないことに注意してください。

グループ化と改ページ
次の 2 つのグリッド一般プロパティを使用して、PDF 形式でレポートをプレビューするとき
の改ページの処理方法を定義できます。デフォルトでは、
「グループ改ページ」と「グループ
内の改ページなし」の両方のプロパティが「オフ」に設定されています。
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•

グループ改ページ -- グループが存在するディメンション名を選択します。このプ
ロパティを設定すると、PDF でのプレビュー時に、選択したディメンションの各
グループは新しいページで始まります。HTML プレビューはこのプロパティの影
響を受けません。

•

グループ内の改ページなし -- グループが存在するディメンション名を選択しま
す。このプロパティを設定すると、ディメンション・グループの行または列の範囲
内で改ページが自然に発生し、グループが新しいページで始まるように改ページが
挿入されます。新しいページで始まった後、すべての 行または列が 1 ページに収ま
らない場合は、さらに改ページが挿入されます。HTML プレビューはこのプロパテ
ィの影響を受けません。

グループ化に関する考慮事項
現在のリリースでは、グループ化に関して次の考慮事項があります。
•

グループ内でセグメントを挿入または除去すると、グループ化は除去されます。た
だし、最も外側のグループ化の前または後にセグメントを挿入または除去すると、
既存のグループは変更されずに残ります。

•

同じ軸に複数のグループ化が存在する場合(たとえば、行に勘定科目、エンティテ
ィおよびセグメント・ディメンションがある場合)、内部レイヤー・グループ(エン
ティティ )が除去されると、外部レイヤーのグループ(勘定科目)も除去されます。外
部レイヤー・グループ(勘定科目)が除去された場合、内部レイヤーのグループ(エン
ティティ )は影響を受けません。

•

1 つのディメンションのみの軸はグループ化できません。

•

最も内側のレイヤーはグループ化できません。たとえば、行には「勘定科目」、
「エ
ンティティ 」および「セグメント」ディメンションがあり、
「勘定科目」または「エ
ンティティ 」(あるいはその両方)でのみグループ化でき、「セグメント」ではグル
ープ化できません。

•

軸のディメンション・レイアウトを変更し、ディメンションを追加、除去または移
動した場合、軸のすべてのグループ 化は除去されます。

•

グループ化を含むセグメントをコピーした場合、グループ化プロパティはコピーさ
れません。コピーされるソース・セグメントのグループ化プロパティは影響を受け
ません。

•

グループ化に含まれるセグメントを移動すると、移動時にグループ化は除去されま
す。

•

セグメントのグループ内にセグメントを貼り付けると(セグメントのコピーまたは
移動処理から発生)、グループ化は除去されます(グループ化内への挿入処理と同
様)。

•

データ・セグメントは、関連するテキスト/式/セパレータ・セグメントがなくても
グループに存在できます。ただし、これは、PDF 出力の新規印刷ページで各グル
ープが開始できるためにのみ使用されます。

• 「改ページ」プロパティは、グループに含まれる行/列に設定できません。
•

グループ化された行/列に対してチャートを作成できません。グループに含まれる
行または列への参照がチャートに含まれる場合、検証エラーが発生します。グルー
プ化された行/列に対してチャートが作成されていないかぎり、グループ化がある
グリッドへの参照をチャートに含めることができます。
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グループ化の追加
グループ化には、1 つのデータ行/列セグメントのみを含めることができます。複数のデータ・
セグメントが選択された場合、グループ化およびグループ解除はできません。
データ・セグメント以外に、オプションで、1 つ以上の式、テキストおよび/またはセパレー
タ・セグメントを含めることができます。これらの非データ・セグメントは、データ・セグ
メントの前または後(あるいはその両方)に含めることができます。

ノート:
•

データ・セグメントに隣接するテキスト、式およびセパレータ・セグメントは、
1 つのグループ化にのみ含めることができます。

•

親のズーム定義を含むグリッドには、グループ化を追加できません。ズーム定
義は、グループ化を追加する前に、グリッドから除去する必要があります。

行または列選択にグループ化を追加するには:
1.

グリッド・エディタで、目的の行または列データ・セグメントを選択し、オプションで周
囲の式、テキストおよび/またはセパレータ・セグメントを選択します。

ノート:
グループ化を追加するときは、連続するセグメントを選択する必要があります。
連続していないセグメントは選択できません。
2.

選択した列または行のヘッダー・セルを右クリックし、「次のグループ」を選択して、グ
ループ化するディメンション名を選択します。
次の例では、行にエンティティ およびセグメントの 2 つのディメンションがあります。エ
ンティティ は行内の 2 つのディメンションの中で最も外側のディメンションであるため、
このディメンションのみがグループ 化できます。
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3.

選択したセグメントにグループ化が追加されます。
グループ化された行または列セグメントの横に、グループ化インジケータが表示さ
れます。インジケータの上にマウスを置くと、ディメンション名、グループ化が適
用された行または列などのグループ情報がツールチップに表示されます。

グループ化の除去
行または列選択からグループ化を除去するには:
1.

グリッド・エディタで、グループ化に含まれるすべての 行または列セグメントを選
択します。
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ノート:
グループ化を除去するときは、連続するセグメントを選択する必要があります。
連続していないセグメントは選択できません。
2.

選択した列または行のヘッダー・セルを右クリックし、
「グループ化の除去」を選択し、
グループ化を除去するディメンション名を選択します。

3.

グループ化が除去されます。

複数のグループ化を使用したグループ化の例
初期グリッド設計
勘定科目、エンティティおよびセグメント ・ディメンションは行軸にあり(各ディメンション
に対して複数のメンバー選択あり)、シナリオ・ディメンションは列軸にあります。グリッド・
プロパティ「繰返しの抑制」が有効です。行 2 は、グループ化で使用される単一のデータ・
セグメントです。
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グリッド・プレビューで、各エンティティ ・リージョンに対して各セグメントがどの
ように繰り返されているか、およびエンティティとセグメントの 各セットが 2 つの勘
定科目に対して繰り返されていることに注意してください。各エンティティのすべて
のセグメントの小計、および各勘定科目に対するすべてのエンティティとセグメント
の合計を確認する必要があります。

テキスト関数を使用したテキスト、セパレータおよび式の行の挿入
グループ化を挿入する前に、SUM 関数を使用して各エンティティのセグメント 行のデ
ータ値を合計するために、式行を作成する必要があります。さらに、各グループのエ
ンティティ 別名を表示するために、MemberAlias テキスト関数を使用してテキスト行
が挿入されます。また、式行の表示テキストは、各グループのエンティティ 別名とと
もに「合計」という語を表示するようにカスタマイズされます。最後に、各小計の後
に空白行が表示されるように、セパレータ行が式行の後に挿入されます。
次のグリッド設計では:
•

行 1: セパレータ行(グループ化では使用されない)。

•

行 2: エンティティ・グループ見出し用に MemberAlias テキスト関数を使用するテ
キスト行。
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•

行 3: 各ディメンションに対して選択が行われたデータ・セグメント。

•

行 4: 行 3 のデータ・セグメントを合計し、各グループのエンティティ 小計を表示する式
行。

•

行 5: エンティティ 小計の式行の下に空白を表示するためのセパレータ行。

エンティティのグループ 化の追加
グループ化を追加するには、行 2 から 5 を選択し、行見出しを右クリックして「次のグルー
プ」を選択し、「エンティティ 」をクリックします。

エンティティ ・グループのグループ 化インジケータが表示されます。
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結果のプレビューには、各エンティティ ・リージョンの小計とエンティティ 別名、グ
ループ見出しとエンティティ 別名、および各合計の下に空白行が表示されます。

勘定科目用の行の追加およびグループ化の定義
勘定科目合計について、勘定科目別名を表示するためのテキスト行、および新規式行
の後のセパレータ行に加えて、合計式行が追加されます。
次のグリッド設計では:
•

行 1: セパレータ行(グループ化では使用されない)。

•

行 2: 勘定科目グループ見出し用に MemberAlias テキスト関数を使用する新規テ
キスト行。シェード付けが行に適用されていることに注意してください。
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•

行 3 から 6: エンティティ ・グループに対して以前に定義した既存の行。データ・セグメ
ント(現在は行 4)が含まれます。

•

行 7: 行 4 のデータ・セグメントを合計し、各グループの勘定科目合計を表示する新規式
行。

•

行 8: 勘定科目合計の式行の下に空白を表示するための新規セパレータ行。

行 2 から 8 を選択した後に、勘定科目のグループ化が追加されます。

勘定科目グループのグループ 化インジケータが表示されます。
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プレビューには、エンティティ・グループ化コンテンツに加えて、2 つの勘定科目の合
計と勘定科目別名、およびグループ見出しと勘定科目別名が表示されていることに注
意してください。

完了前の微調整
最後のステップでは、いくつかの微調整を行います。勘定科目およびエンティティ ・
ディメンションの行見出し列は、ディメンションのメンバー・ラベルがグループ・ヘ
ッダーおよび合計行にすでに表示されているため、列プロパティで非表示になります。
また、データ・セグメント行ではバンディングが有効です。
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ソートとグループ化
グループ化されたセグメントではソートを使用できます。グループ内のデータ・セグメント
を選択して、ソート定義を作成できます。また、グループに 1 つ以上の式/テキスト/セパレー
タ・セグメントを含めて、それらを 1 つの単位としてソートできます。最後に、グループ内
の式/テキスト・セグメントを選択し、それらを個別にソートできます。
これらすべてのケースで 、グループ化されたディメンション組合せがソートされるときは、
発生したグループ・レベルでソートされます。たとえば、行軸に勘定科目、エンティティお
よびセグメントがあり(各ディメンションに対して複数のメンバー選択あり)、勘定科目とエン
ティティにグループ 化されている場合、データ組合せは、各エンティティにソートされた 後
に各勘定科目にソートされます。
次のグリッドの設計ビューでは、グループ化されたすべてのセグメントが 列 A でソートされ
ます。
グリッド設計:
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ソート定義:

次はソートしていない結果で、メンバーは各ディメンションの階層順に表示されます
「Net
(
Income」の結果のみ表示されています)。
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次はソートされた結果です。各エンティティ 内(たとえば、APAC、Latin America など)で「実
績」値が昇順にソートされ、「Net Income」の各エンティティ 合計(たとえば、APAC 合計、
Latin America 合計など)では、「実績」値が昇順にソートされています。
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式およびテキスト関数のグループへの参照
グループ内の式/テキスト・セグメントが同じグループ内のデータ・セグメントを参照
する場合、参照は、現在のグループ内のディメンション組合せのみを含めるように調
整されます。
グループ外の式/テキスト・セグメントがグループ内のデータ・セグメントを参照する
場合は、グループに関係なく、データ・セグメントのすべてのディメンション 組合せ
が参照されます。
次のグリッドには、行 1 から 4 にグループがあります。行 3 の式(行 2 の合計)は、グル
ープに含まれるため、グループに適用されます。行 5 の式(行 2 の合計)は、グループに
含まれないため、行 2 のすべてのディメンション 組合せに適用されます(グループなし
と同様)。
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グループ化の結果、行 3 の式行参照では、各グループの行 2 の値が合計されます(Total North
America、Total Latin America など)。
グループ外の式で、行 5 の式行参照では、グループの有無に関係なく、行 2 のすべての 値が
合計されます(エンティティ 合計)。

グループでの条件付き書式設定および条件付き抑制
条件付き書式または条件付き抑制式が、グループ化されたセグメントである行または列を参
照する場合、条件は、グループ内のタプルのみを含むように評価されます。
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条件付き書式の「行の値」、「列値」および「セル値」条件は、参照される行または列
がグループに含まれる場合にグループに適用されます。同様に、条件付き抑制の「行
のデータ値」、「列のデータ値」および「セル値」条件に適用されます。
次の例では、条件付き書式設定が行 2 のデータ・セルに適用されています。条件付き
書式によって、行内のメンバー内の位置が「上の行」であるかどうかがテストさ
れ、$記号のプリフィクスが適用されます。

結果の出力では、グループ内の各「上の行」に$記号のプリフィクスが適用されている
ことに注意してください。

コンテンツへのドリル操作
コンテンツへのドリルでは、エンド・ユーザーがレポート、Narrative Reporting ライ
ブラリのサード・パーティ文書、およびカスタム URL リンクにドリルできるように、
管理者は、グリッドのセル、行、列およびメンバーの見出しセルにコンテンツ・リン
クを設定できます。
エンド・ユーザーが HTML でレポートをプレビューする場合は、コンテンツ・リンク
にドリルして、指定のターゲットにリンクされたレポートを実行(適用可能な場合は
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POV を渡す)、サード・パーティ文書を起動、または URL を起動できます。コンテンツへの
ドリル、ドリル・スルーおよびセルの添付を参照してください。

ノート:
ソースまたはターゲットのいずれかのレポートとして使用されるレポート、および
ターゲット・レポートとして使用されるスナップショット・レポートには、コンテ
ンツへのドリルがサポートされています。

コンテンツ詳細へのドリルは、次の用途には使用できません。
•

トランザクション詳細へのドリル

•

テキスト・ボックス、イメージ・オブジェクトまたはチャートに対するコンテンツ・リン
クの定義

•

条件付き書式設定条件の一部としてのコンテンツ・リンクの定義

別の環境でレポートを使用する場合、コンテンツ・リンクのサーバー参照は維持されます。
たとえば、レポートをテストから本番ポッドに移動すると、レポートのコンテンツへのドリ
ル・リンクは本番ポッドのレポートを指すようになります。サーバーへのドリルを変更する
必要はありません。
グリッドにレポート・パッケージの参照ドックレットとして使用可能なコンテンツへのドリ
ル・リンクがあるレポートを挿入すると、コンテンツ・リンクは無効になります。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、Narrative Reporting で管理レポート・グリッドの
コンテンツにドリルする方法を学習します。
-- レポート・グリッドのコンテンツへのドリル.
コンテンツへのドリルでは、エンド・ユーザーがレポート、Narrative Reporting Cloud ライブ
ラリのサード・パーティ文書、および URL リンクにドリルできるように、管理者は、グリッ
ドのセル、行、列およびメンバーの見出しセルにコンテンツ・リンクを設定できます。

コンテンツへのドリル・リンクの定義
レポートなどの Narrative Reporting のライブラリ・ファイル、または外部 Web サイトなどの
URL リンクにドリルするリンクを定義できます。
コンテンツへのドリル・リンクを定義するには:
1.

コンテンツ・リンクの追加先となるグリッドの領域(セル、行、列またはメンバーの見出
しセル)を選択します。

2.

グリッド・プロパティで、

3.

をクリックします。

をクリックします。

4. 「コンテンツへのドリルの追加」ダイアログ・ボックスに、ドリルのわかりやすい名前を

入力し、オプションで摘要も入力します。
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ノート:
「適用先」フィールドに、コンテンツ・リンクの追加先として選択したグ
リッドの領域が表示されます。これは読取り専用です。
5.

リンク先フィールドで、次の処理を実行します。
• 「ライブラリ・ファイル」を選択して「参照」をクリックし、Narrative Reporting
ライブラリでファイルをターゲットとして選択します。レポートを選択した
場合は、ターゲットを表示する形式として「PDF」または「HTML」を指定し
ます。
•

Web URL を選択してターゲット URL を入力し、次にソースからターゲット・
レポートに視点(POV)を渡すかどうかを指定します。ターゲット・レポートへ
の視点の引渡しを参照してください。
.

ドリル・インジケータとツールチップ
ドリル・リンクをセル、行または列に適用すると、行または列のヘッダーあるいはセ
ルの右上隅に灰色の三角形が表示されます。インジケータの上にマウスを置くと、そ
のセル、行または列に適用されたドリル・リンクのリストがツールチップに表示され
ます。
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コンテンツへのドリル定義の管理
コンテンツへのドリル・リンクを定義した後は、
「コンテンツへのドリル」プロパティ・パネ
ルでリンクを管理します。
既存のドリル・リンクに対して、次の処理を実行できます。
•

グリッドの領域を強調表示して、ドリル・リンクの横にあるチェック・ボックスをクリッ
クして選択または選択を解除し、その領域に対して条件を適用または削除します。

ノート:
グリッドのセル、行または列に対して、複数のドリル・リンクを適用できます。
ユーザーがドリル・リンクをクリックすると、ターゲット・リンクのリストが
表示されます。
•

リンク定義の名前をクリックしてその定義を編集します。

•

定義の上にマウスを置き、

•

定義の上にマウスを置き、

または

をクリックして定義の表示順序を変更します。

をクリックしてその定義を削除します。
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ターゲット・レポートへの視点の引渡し
URL リンクを定義する際は、ソース・レポートの視点(POV)をターゲットに渡すオプ
ションがあります。
POV を渡すように選択すると、次の条件が適用されます。
•

•

•

POV コンテキストは、ターゲット・レポート・データ・ソース内に存在するディ
メンションについて、ターゲット・レポートのグローバル POV に渡されます。
–

ソース・レポートの POV コンテキストには、POV およびセル・メンバー選択
が含まれます。

–

ターゲット・レポートのローカル POV は、コンテンツへのドリルでは更新さ
れません

ソースとターゲットのレポート・データ・ソースが異なる場合は、ソースに存在す
る POV ディメンション(および選択されたメンバー)のみがターゲット・レポート
に渡されます。
–

ソース・レポートからのディメンションがターゲット・レポートのグローバル
POV にない場合、渡された POV 選択は使用されません。

–

ソース・レポート・ディメンションが存在しても、渡された POV メンバーが
存在しない場合は、無効なメンバー検証を示すメッセージが表示され、レポー
ト結果は表示されません。

POV メンバー選択がターゲット・レポート定義に定義されているとおり有効かど
うかに関係なく、渡された POV コンテキストはターゲット・レポート POV に適
用されます。たとえば、ソース・ターゲットの POV コンテキストに"通貨" = USD
がある場合は、ターゲット・レポートの定義で USD が POV ディメンション通貨
の有効な選択でない場合も、ターゲット・レポートの POV 選択として使用される
ことになります。

グリッド・セルでのコンテンツへのドリルの結果例
次のレポートは、すべてのセルにコンテンツへのドリルが 定義されています。
視点(POV)には年、エンティティおよび 勘定科目があり、行 1 から 4 にセグメントがあ
り、列 A および B に会計カレンダおよびシナリオがあります。列 C は式列で、列 D は
テキスト列です。行 5 はテキスト行です。
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次に、コンテンツへのドリルが実行される場所に応じて、ターゲット・レポートに渡される
POV コンテキストについて説明します。
•

列 A または B のデータ・セルのいずれかに対してドリルを実行した場合は、すべてのデ
ィメンションが含められます。

•

行見出し(Audio Systems、Digital Video、Televisions、Services)でドリルを実行すると、
コンテンツへのドリル・リンクに含まれる POV には、会計カレンダおよびシナリオを除
くすべてのディメンションが 含められます。行見出しをクリックしたときは、対象のメン
バーが不明であるため、会計カレンダまたはシナリオ・メンバーを指定できません。

•

式セルでドリルを実行すると、セグメント、勘定科目およびエンティティが 含められ、会
計カレンダおよびシナリオは含められません。
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•

式見出しセル[a] – [b]でドリルを実行すると、POV の年、エンティティおよび 勘定
科目のみが含められます。

•

Click for HTML テキスト・セルでドリルを実行すると、POV の年、エンティティ
および勘定科目のみが含められます。

•

Click for PDF テキスト・セルでドリルを実行すると、セグメント、年、エンティ
ティおよび勘定科目が含まれ、会計カレンダおよびシナリオは含められません。

ドリル・スルーとセル・ファイル添付の操作
レポートには、HTML プレビューでレポートまたはグリッドを表示しているときに、
ソース・システムにドリル・スルーする機能およびセル・ファイル添付にドリルする
機能が備えられています。
レポート設計者による表示が有効化された添付があるデータ・セルにはリンクが表示
されます。ユーザーはリンクをクリックして、ソース・システムの詳細データを表示
するか、セル・ファイル添付を起動できます。ドリル・スルーまたはファイル添付が
レポートで使用可能になるには、次の条件を満たす必要があります。
•

基礎となるデータ・ソース(クラウド・データ管理を含む EPM Cloud ソースまたは
Fusion Applications Essbase プロバイダ)でドリル・スルーが定義されている必要
があります。

•

データ・ソースでセルに EPM Cloud のセル・ファイル添付や Essbase のリンク・
レポート・オブジェクト(LRO)などのファイルが添付されている必要があります。

ノート:
レポート設計者は、グリッド全体または特定のセルに対してドリル・スルー
を有効にする必要があります。

グリッドのすべてのセルのドリル ・スルー・リンクおよび添付リンクを表示するには
(該当する場合):
1.

グリッドのプロパティ・パネルの「ソースへのドリル・スルー」の横にある「表
示」をクリックします

2.

これにより、グリッドをプレビューしたとき、または HTML プレビューでレポー
トをオープンしたときに、ドリル・スルー定義が設定されたグリッド内のすべての
セルの「ソースへのドリル・スルー」リンクが表示されます。
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グリッド内の選択したセルのドリル・スルー・リンクおよび添付リンクを表示するには(該当
する場合):
1.

ドリル・スルーを表示するセルをクリックします。

2.

セルのプロパティ・パネルの「ソースへのドリル・スルー」の横にある必要な表示設定を
選択します。
•

グリッド設定(現在のグリッド設定) (デフォルト)。これにより、グリッド全体の現在
の設定に表示が設定されます。

•

表示

•

非表示
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これにより、グリッドをプレビューしたとき、または HTML プレビューでレポートを
オープンしたとき、ドリル・スルーおよび添付が設定されたグリッド内の選択された
セルに「ソースへのドリル・スルー」リンクが表示されます。

バタフライ・レポートの操作
グリッドの一般プロパティの「前に行見出し」を使用して、2 列の間に行見出しを配置
した"バタフライ・レポート"を定義できます。たとえば、4 番目の列(D)を選択して、4
番目の列(D)の前に見出しを配置します。
バタフライ・レポートの書式を表示するには:
1.

グリッド・デザイナで、「前に行見出し」オプションを目的の列に設定します。
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ノート:
デフォルトでは、
「前に行見出し」オプションは列 A に設定されます。
2.

レポート・デザイナで、レポートの「ページに合せる」プロパティを「幅」または「両
方」のいずれかに設定します。
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ノート:
前に見出しプロパティが列 A 以外に選択されている場合は、レポートの
「ページに合せる」プロパティを「幅」または「両方」のいずれかに設定
する必要があります。
3. 「レポート・デザイナ」で、

を選択して"バタフライ・レポート"を表示します。

「子の前に祖先」プロパティの操作
特定のメンバー選択関数を使用するとき、
「子の前に祖先」オプションを使用して、子
メンバーの後ではなく子メンバーの前に祖先メンバーを表示できます。
たとえば、4 つの四半期(Qtr)メンバーがある「年」階層があり、メンバー選択関数は
「Children of Year (Inclusive)」であるとします。
「子の前に祖先」を「True」に設定
すると、グリッドに「年」階層は次のように表示されます。
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デフォルトでは、
「子の前に祖先」は「False」に設定されています。たとえば、
「子の前に祖
先」を「False」に設定すると、グリッドに「年」階層は次のように表示されます。

このプロパティでは、次のメンバー選択関数がサポートされています。
•

Descendants

•

Children

•

Bottom

•

Ancestors

•

Parent

•

Match

•

Except

•

Intersect
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ノート:
• 「Bottom」メンバー選択関数を使用する場合:
–

EPM プラットフォームのデータ・ソースの場合、プロパティ設定に
関係なく、祖先または親メンバーは常に子メンバーの前に表示されま
す。

–

その他のすべてのデータ ・ソースの場合、プロパティ設定に応じて、
祖先または親メンバーは子の前または後に表示されます。

• 「Children」、
「Descendants」および「Parent」関数の場合: プロパティ
設定に応じて、祖先または親メンバーは子の前または後に表示されます。
• 「Ancestors」関数の場合: 階層がソートされた状態で表示され、プロパ
ティ設定に応じて、祖先または親メンバーは子の前または後に表示され
ます。
• 「Match」、
「Except」および「Intersect」関数の場合、すべてのメンバー
がソートされた状態で表示され、プロパティ設定に応じて、祖先または
親メンバーは子の前または後に表示されます。
•

このプロパティを「Except」関数または「Intersect」関数とともに使用
すると、各関数の最初のプロパティには、個々のメンバー選択ではなく、
このプロパティでサポートされている階層ベースのメンバー選択関数
「Bottom」
(
、「Children」、「Descendants」、「Ancestors」および
「Parent」)を含める必要があります。
例:
–

サポートされる構文: "Except (Children(Q1), Feb)"または
"Intersect (Children(Q1), Jan)"

–

サポートされない構文: "Intersect (Jan, Feb, Mar, Jan)"
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次も参照:
•

テキスト・ボックスの追加
テキスト・ボックスは、テキストおよびテキスト関数を含めることができるレポート・オ
ブジェクトです。

•

テキスト・ボックスの書式設定
レポートのテキスト・ボックスのテキスト、場所およびサイズの書式を設定できます。

テキスト・ボックスの追加
テキスト・ボックスは、テキストおよびテキスト関数を含めることができるレポート・オブ
ジェクトです。
ラベル、摘要、または現在の日付を取得する関数をテキスト・ボックスに入力できます。ま
た、テキストは複数の段落で入力できます。他のレポート・オブジェクトと同様に、テキス
トを含む領域を移動、サイズ変更または再配置できます。
新しいテキスト・ボックスを追加するには:
1.

次のいずれかを実行します。
•

ツールバーで、

•

空白のレポート・ページで、

•

レポートのヘッダー、フッターまたは本文で右クリックし、「レポート・コンテンツ
の追加」、「テキスト」の順に選択します。

をクリックします。

または「設定テキスト」をクリックします。

2.
3.

をクリックして「テキスト」を選択します。

テキスト・ボックスにテキストを入力します。
プロパティ・パネルを使用してテキストの書式を設定します。
ノート・テキスト関数でテキスト・ボックスを使用する場合、データ・ソースを有効にし
て選択し、テキスト・ボックスの POV コントロールを公開できます。詳細は、次を参照
してください。
•

ノート・テキスト関数の使用

•

レポートでのノート・テキスト関数の挿入

テキスト・ボックスに関数を挿入するには、
してください

をクリックします。テキスト関数を参照
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ノート:
Microsoft Word または HTML ページからコピーした書式設定済テキスト
をテキスト・ボックスに貼り付ける際には、レンダリングについていく
つか制限事項があります。書式設定済テキストのテキスト・ボックスへ
の貼付けに関する制限事項を参照してください。

テキスト・ボックスの書式設定
レポートのテキスト・ボックスのテキスト、場所およびサイズの書式を設定できます。
テキスト・ボックスのテキストは 2 つの場所で書式設定します。
•

プロパティ・パネルを使用して、名前、背景色、デフォルトのフォントとフォン
ト・サイズ、垂直方向の配置など、テキスト・ボックス全体のプロパティを編集し
ます。書式プロパティを「デフォルト」にリセットして、デフォルトの書式設定に
復元することもできます。

ノート:
デフォルトのフォントとフォント・サイズはテキスト・オブジェクト全
体に適用されて、テキスト・ボックスのデフォルト・フォントを様々な
フォントで上書きします。
•

テキスト・エディタ・ツールバーを使用して、テキスト・ボックス内のテキストを
書式設定します。

レポートのテキスト・ボックスの表示にも書式を設定できます。たとえば、テキスト・
ボックスを配置した後に、テキスト・ボックスの移動またはサイズ変更、テキスト・
ボックスの横位置と縦位置の指定、テキスト・ボックスの周囲への境界線の追加を実
行できます。

テキスト・ボックスを移動するには、テキスト・ボックス・フレームの左上隅にマウ
ス・カーソルを重ね、必要な場所にドラッグします。
テキスト・ボックスのサイズを変更するには、テキスト・ボックスの右下隅にマウス・
カーソルを重ね、必要なサイズにドラッグします。
横と縦の位置を指定、またはテキスト・ボックスの周囲線に境界を配置するには、レ
ポートのプロパティ・パネルで
合せを参照してください。

をクリックします。境界線の追加とテキストの位置
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テキスト・ボックスのテキストを編集するには、
ティの編集を参照してください。

をクリックします。テキスト・プロパ

テキスト・プロパティの編集
テキスト・ボックス内のテキストは、テキスト・ブロックに分類されます。テキストを入力
して[Enter]を押すたびに、新しいテキスト・ブロックが作成されます。各テキスト・ブロ
ックは異なる書式に設定できます。たとえば、レポートのタイトルを大きいフォント・サイ
ズにして、サブタイトルを少し小さいサイズにできます。テキストの各ブロックに新しいテ
キスト・ボックスを作成する必要はありません。
クトにテキスト・ブロックを表示します。

をクリックし、テキスト・オブジェ

図 1 は、3 つのテキスト・ブロックがあるテキスト・ボックスの例を示しています。
•

レポート・タイトル

•

スペーサとして 使用する空のブロック

•

レポートの摘要と実行日を示すためのテキスト関数

図 4-1 テキスト・ブロックの例

ノート:
テキスト・ブロック内で新しいテキスト・ブロックを作成せずに新しい行を挿入す
るには、[Shift]を押しながら[Enter]を押します。

テキストのフォントを定義するには:
1.

テキスト・ボックスを編集します。

2.

ツールバーで、「フォント」および「サイズ」のドロップダウン・ボックスを使用してフ
ォントを定義します。
次のデフォルト・フォントを使用できます。
•

Liberation Sans (Arial)

•

Liberation Serif (Times New Roman)

•

Liberation Mono (Courier New)

•

Albany (日本語)
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•

Albany (韓国語)

•

Albany (簡体中国語)

•

Albany (繁体中国語)

ノート:
フォントにはカスタム・サイズを入力できません。使用可能なフォントのリ
ストから選択する必要があります。

「フォント」フォルダにナビゲートして「作成」
、
「ファイルのアップロード」の順にク
リックすることで、デフォルト・フォントに加えて独自のフォントをアップロードで
きます。アップロードされたフォントは「フォント」ドロップダウン・ボックスに表
示されます。
ボタンを使用して、テキストを太字、イタ
リック、下線、取消し線、下付きまたは上付きに書式設定します。
を使用して、テキストから書式設定を削除します。
を使用して、テキストの色および背景色を選択します。カスタムの色を
定義することもできます。

ノート:
色は色パレットから選択する必要があります。色の RGB 値を手動で入力す
ることはできません。

貼付けを実行します。

を使用して、切取り、コピー、貼付けまたはテキストとして

ノート:
Microsoft Word または HTML ページからコピーした書式設定済テキストを
テキスト・ボックスに貼り付ける際には、レンダリングについていくつか制
限事項があります。書式設定済テキストのテキスト・ボックスへの貼付けに
関する制限事項を参照してください。

を使用して、処理を元に戻したり、処理をやり直します。
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を使用して、テキスト・ブロックのテキストをテキスト・ボックスの左、中
央または右に位置合せします。
書式設定済テキストのテキスト・ボックスへの貼付けに関する制限事項
Microsoft Word または HTML からコンテンツを貼り付ける場合、テキスト・ボックスで現在
サポートされている機能セットに基づいて、できるだけ多くの書式設定情報が保守されます。
現在、これらすべての 書式設定されたテキストには、太字、イタリック、下線、取消し線、
上付き、下付き、前景色、背景色、フォント・ファミリ、フォント・サイズおよび水平方向
の配置が含まれます。その他の機能(表、リストおよびイメージなど)はすべて 除去されます。
書式設定済テキストをテキスト・ボックスに貼り付ける場合、HTML 変換によってレンダリ
ングの差異がいくつか生じる可能性があります。
1.

変換ではインラインのスタイル設定およびスタイルベース・タグ(例: <b>、<i>および<u>)
のみが処理され、他の書式設定済テキストはすべて Cascading Style Sheet (CSS)によっ
て認識されません。

2.

フォント・ファミリ・リストが解析され、サポートされている(完全一致の)最初のフォン
ト・ファミリが使用されます。

3.

すべてのフォント ・サイズが pt に変換されて整数に丸められ、絶対単位には既知の変換
係数が使用され、相対単位にはデフォルトのフォント・サイズが基準として使用されます
(例: 2em = 2 * デフォルトのフォント・サイズ 12pt = 24pt)

テキスト関数の挿入
をクリックし、テキスト関数をテキスト・オブジェクトに挿入します。たとえば、現在
の日付やレポートの摘要を挿入できます。テキスト関数を参照してください。
境界線の追加とテキストの位置合せ
レポート・エディタで、プロパティ・パネルの
ボックスに境界線を追加し、位置合せします。

をクリックして、レポート内のテキスト・

テキスト・ボックスに境界線を追加するには:

1.

レイアウト・パネルで、

をクリックします。

2. 「境界」ダイアログ・ボックスから境界線タイプ(上、下、左、右またはすべて )を選択し

ます。

3.

オプション: 境界線タイプを有効にした後、線のタイプおよびその横にある「色」のドロ
ップダウン・ボックスをクリックして、その境界線のスタイルと色を変更します。

「水平方向の配置」と「垂直方向の配置」を使用して、テキスト・ボックス内でテキストの配
置、位置合せおよびインデントを変更します。
グリッド幅を使用してテキスト・ボックスの幅を自動的にサイズ設定
レポートの「ページに合せる」プロパティが「幅」または「両方」に設定されている場合、
グリッドの実行時の幅に一致するように、テキスト・ボックスまたはノート・ボックスの幅
を自動的にサイズ設定できます。グリッド幅に基づいてテキスト・ボックスを自動的にサイ
ズ設定しない場合は、テキスト・ボックスがページ内に収まらないことがあります。拡張さ
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れた列により、レンダリングしたグリッドの幅が広くなった場合、このようになる可
能性があります。
選択した実行時グリッド幅に基づいて、テキスト・ボックスまたはノート・ボックス
の幅を自動的にサイズ設定するには:
1.

レポート・エディタで、テキスト・ボックスまたはノート・ボックスを選択し、プ
ロパティ・パネルの

をクリックします。

2. 「幅をグリッド幅にサイズ設定」でグリッドを選択します。

ノート:
•

テキストまたはノート・オブジェクトおよびグリッド・オブジェクトが
同じシートに存在する必要があります。

•

テキストまたはノート・オブジェクトは、レポートのヘッダーまたはフ
ッターではなく本文にある必要があります。

•

デフォルトでは、
「幅をグリッド幅にサイズ設定」プロパティの値は「オ
フ」になっています。プロパティ値が「オフ」の場合、テキストまたは
ノート・オブジェクトのプレビュー幅は、そのテキストまたはノート・
オブジェクトの設計時の幅と同じです。

•

テキストまたはノート・オブジェクトの「幅をグリッド幅にサイズ設定」
プロパティがグリッドに設定されており、そのグリッドが削除されたか
別のシートに移動された場合、
「幅をグリッド幅にサイズ設定」プロパテ
ィは「オフ」にリセットされます。

•

グリッド・オブジェクトに「前に改ページ」プロパティが有効になった
列がある場合、テキストまたはノート・オブジェクトの幅は、PDF プレ
ビューのグリッドの最初のページの幅に一致します。たとえば、グリッ
ドに 12 列あり、7 番目の列の「前に改ページ」プロパティが有効になっ
ている場合、グリッドは異なる PDF ページの 2 つの部分に分割されま
す。最初の部分には列 1 から 6 があり、2 番目には列 7 から 12 がありま
す。
「幅をグリッド幅にサイズ設定」のテキストまたはノート・オブジェ
クトは、最初のグリッドの幅にサイズ設定されます(列 1 から 6)。

例
次のレポートには 1 つのグリッドおよび 1 つのテキスト・ボックスがあり、レポート
の「ページに合せる」プロパティが「両方」に設定されています。
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この最初のレポート・プレビューには、レポート・ページの幅に合せて自動的にサイズ設定
されないテキスト・ボックスが表示されます。

「幅をグリッド幅にサイズ設定」を設定した後は、テキスト・ボックスの幅がレンダリングさ
れたグリッド幅に一致します。

このレポート・プレビューは、レンダリングされたグリッド幅に一致するテキスト・ボック
スの幅を表示しています。
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5
イメージの操作
次も参照:
•

イメージの挿入
レポートのヘッダー、フッターまたは本文には、イメージを追加できます。

•

イメージの書式設定
レポートでのイメージの表示について書式を設定できます。

イメージの挿入
レポートのヘッダー、フッターまたは本文には、イメージを追加できます。
イメージをレポートに追加した後、イメージの書式を設定できます。次のイメージ書式をレ
ポートに挿入できます。
•

Portable Network Graphics: .png

•

Graphics Interchange Format (GIF): .gif

•

Joint Photographic Experts Group (JPEG): .jpg

ノート:
イメージはレポートとともに保存されます。結果的に、レポートのレンダリング速
度は、イメージのサイズに影響を受ける可能性があります。

イメージを挿入するには:
1.

2.

次のいずれかを実行します。
•

ツールバーで、

•

空白のレポート・ページで、

•

レポートのヘッダー、フッターまたは本文で右クリックし、「レポート・コンテンツ
の追加」、「イメージ」の順に選択します。

をクリックして「イメージ」を選択します。
をクリックします。

参照してイメージを選択し、
「OK」をクリックしてアップロードします。

イメージの書式設定
レポートでのイメージの表示について書式を設定できます。
イメージをレポートに配置した後に、イメージの移動またはサイズ変更、イメージの横位置
と縦位置の指定、イメージの周囲への境界線の追加を実行できます。
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イメージを移動するには、イメージ・フレームの左上隅にマウス・カーソルを重ね、
必要な場所にドラッグします。
イメージのサイズを変更するには、イメージの右下隅にマウス・カーソルを重ね、必
要なサイズにドラッグします。イメージは新しいサイズにあわせて自動的に伸縮しま
す。
イメージの横位置と縦位置を指定するには、イメージを選択し、プロパティ・パネル
で
をクリックします。「配置」、「位置合せ」および「インデント」フィールドを使
用して、横位置と縦位置を調整します。
イメージの周囲に境界線を配置するには:
をクリックします。

1.

イメージの

2.

プロパティ・パネルで「境界」をクリックし、境界線のオンとオフを切り替えま
す。

3.

オプション: 色のドロップダウンをクリックして境界線の色を選択します。デフ
ォルト色から選択するか、カスタム色を選択できます。
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チャートの操作
次も参照:
•

チャートについて
チャートは、レポート上のグリッドのレポート・データのグラフィカルな表現です。

•

チャートの挿入
チャートでは、データがグリッドから動的に取得されるため、グリッドのデータが変更さ
れるとチャートは自動的に更新されます。チャートを作成して、レポートのデータをグラ
フィカルに表現します。

•

チャート・デザイナについて
チャート・デザイナには、レポートのルック・アンド・フィールに使用する様々な領域が
あります。

•

チャート・デザイナ・ビュー
チャート・デザイナ・ビューのタブを使用すると、チャートのプレビュー、チャート・デ
ータの定義、およびチャートのデータ・ソースの編集ができます。

•

チャート・プロパティ
チャート・デザイナのプロパティ・パネルには、オプションとナビゲーション・ボタンが
表示されます。

•

チャートの二重 Y 軸の理解
チャートのデータ値がデータ系列によって大きく異なる場合や、データのタイプが混在す
る(たとえば、通貨とパーセントなど)場合は、第 2 の垂直軸(セカンダリ Y 軸)に 1 つ以上
のデータ系列を表示できます。

•

ウォーターフォール・チャートについて
これらのチャートには、正の値と負の値の現在までの合計が表示され、これは、初期値か
らどのように正味の値に達したかを表示する際に役立ちます。

•

散布図およびバブル・チャートについて
バブル・チャートは散布図のバリエーションです。ここではデータ・ポイントがバブルに
置き換わっており、バブルのサイズで追加のディメンションを表しています。

•

ツリーマップ・チャートおよびサンバースト・チャートについて

チャートについて
チャートは、レポート上のグリッドのレポート・データのグラフィカルな表現です。
様々なチャート・タイプを使用して、トレンドや傾向を示したり、または差異や改善点を強
調表示することができます。
チャートのタイプ
•

棒: 棒、積上げ棒、横棒、積上げ横棒があります

•

折れ線: 折れ線、積上げ折れ線、横折れ線、積上げ横折れ線があります

•

領域: 領域、積上げ領域、横領域、積上げ横領域があります

•

組合せ: 組合せ、積上げの組合せ、横の組合せ、横積上げの組合せがあります
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•

ウォーターフォール

•

円: 円、ドーナツがあります

•

ピラミッド

•

極座標: 極座標、極棒、極折れ線、極塗りつぶしがあります

•

レーダー: レーダー折れ線、レーダー塗りつぶしがあります

•

散布

•

バブル

•

ツリーマップ

•

サンバースト

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、Narrative Reporting でチャートを作成する
方法を学習します。
-- Narrative Reporting でのチャートの作成.

チャートの挿入
チャートでは、データがグリッドから動的に取得されるため、グリッドのデータが変
更されるとチャートは自動的に更新されます。チャートを作成して、レポートのデー
タをグラフィカルに表現します。
チャートを挿入するには:
1.

次のいずれかを実行します。
•

ツールバーで、

•

空白のレポートで、

•

レポートの本文で右クリックし、
「レポート・コンテンツの追加」、
「チャート」
の順に選択します。

をクリックして「チャート」を選択します。
をクリックします。

2. 「チャートの設定」をクリックします。
3. 「ソースの選択」で、次のいずれかの操作を実行します。

• 「モデル」をクリックし、
「非表示のシート」で保存される新しいグリッドを作
成するためのデータ・ソースを選択します。
• 「既存のグリッド」をクリックし、チャートのデータ・ソースとして使用する、
レポートにすでに存在しているグリッドを選択します。
4.

チャート・プロパティのオプションを使用して、チャートを変更します。

チャートがチャート・デザイナに表示されます。

チャート・デザイナについて
チャート・デザイナには、レポートのルック・アンド・フィールに使用する様々な領
域があります。
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チャート・デザイナには次の領域があります。

•

ビューのタブを使用すると、チャート・プレゼンテーション、チャート・データおよびソ
ース・グリッドのビューを切り替えることができます。チャート・デザイナ・ビューを参
照してください。

• 「プロパティ」パネルには、一般、描画領域、タイトル、軸および凡例のプロパティが表
示される他、チャートの各データ・セットに対するオプションも表示されます。チャー
ト・プロパティを参照してください。
•

ツールバーを使用すると、編集モードとプレビュー・モードの切替え、プロパティ・パネ
ルの表示または非表示、および編集する様々なレポート・オブジェクトの選択ができま
す。

チャート・デザイナ・ビュー
チャート・デザイナ・ビューのタブを使用すると、チャートのプレビュー、チャート・デー
タの定義、およびチャートのデータ・ソースの編集ができます。
チャート・プレゼンテーション
チャート・プレゼンテーション・ビューを使用すると、現在のプロパティ設定でチャートが
どのように表示されるかを確認できます。チャート・プロパティを調整してチャートをプレ
ビューできます。
チャート・データ
チャート・データ・ビューを使用すると、チャートに含める行と列をグリッドから選択でき
ます。チャート・データの定義時に、表示するデータを含むコントロール・グリッドから行
と列を識別します。データ範囲に対して連続または非連続の行および列を選択することによ
って、データまたは式の行と列を参照できます。
棒グラフ、折れ線グラフまたは組合せチャートを設計している場合は、グリッドの複数の行
または列を参照できます。円グラフを設計している場合は、
「シリーズ/グループ」プロパティ
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の設定内容に応じて、グリッドの単一の行または列を参照できます。
「シリーズ/グルー
プ」が行/列に設定されている場合は、円グラフに対して単一の列を選択します。
「シリ
ーズ/グループ」が列/行に設定されている場合は、円グラフに対して単一の行を選択し
ます。組合せチャートを定義する場合は、棒および折れ線に対するデータ行および列
を指定します。
チャートには、展開される集計行または集計列が表示されます。たとえば、10 個の子
メンバーを取得する関数を含む行を指定した場合、チャートには、10 個のデータ・セ
ット、つまり子メンバーごとに 1 つのデータ・セットが表示されます。
チャート・データを定義するには:
1. 「チャート・データ」タブをクリックします。
2.

チャートに含める行および列のヘッダーをクリックします。

ソース・グリッド
ソース・グリッドを使用すると、チャートの基になるグリッドを編集できます。デー
タ・ソースを別のグリッドに変更するか、またはソース・グリッドのディメンション・
レイアウト、メンバー選択およびプロパティを編集できます。また、ソース・グリッ
ドに式行と式列を作成することもできます。

チャート・プロパティ
チャート・デザイナのプロパティ・パネルには、オプションとナビゲーション・ボタ
ンが表示されます。
一般プロパティ
一般プロパティはチャート全体に影響します。一般プロパティを使用して次を編集し
ます。
•

チャート名またはデータ・ソースを編集します。

•

棒や散布といったチャート・タイプを編集します。

• 「行/列」(各行が、棒または折れ線などの異なるチャート要素です)または「列/行」
(各列が異なるチャート要素です)別に、凡例要素に対するグループ化を選択しま
す。
•

次のようなチャート・タイプ固有のプロパティを設定します。
– 「棒」、「折れ線」、「領域」および「組合せ」チャート・タイプの「向き」およ
び「積上げ」。
– 「円」、「極座標」および「レーダー」チャート・タイプの「サブタイプ」。

•

二重 Y 分割を切り替えます。チャートの二重 Y 軸の理解を参照してください。

•

チャートの背景色を設定します。背景色は、境界線から境界線までチャート領域全
体に適用されます。

•

デフォルトでは、「ゼロ値のプロット」は True に設定されています。この設定か
ら、ゼロ・データ値がチャートに描画されるのを表示できます。

描画領域
描画領域プロパティは、チャートのビジュアル 表示に影響します。描画領域プロパテ
ィを使用して次のことができます。
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•

チャートのタイトルおよびサブタイトルの表示または非表示。

•

チャートのタイトルおよびサブタイトルのスタイル、サイズ、位置合せ(左、中央、右)お
よびフォントの編集。

•

背景色の調整。

•

グリッド線の表示(水平、垂直、またはその両方)。

•

グリッド線の色の調整。

凡例
凡例プロパティは、チャートの凡例のビジュアル表示に影響します。凡例の位置の変更の他、
凡例のタイトルの表示、背景色および境界線色の変更、チャート・ラベルのフォントと書式
の編集ができます。
チャート軸
チャート軸プロパティは、チャートの軸ラベルのビジュアル表示に影響します。X 軸のタイ
トルとラベル、およびチャートのプライマリ Y 軸とセカンダリ Y 軸を作成できます。Y 軸の
テキストと数値の書式の編集、および両方の Y 軸のカスタム範囲の定義もできます。

ノート:
Y 軸のカスタム・スケールは、書式設定されていない基礎となるデータ値ではなく、
グリッドに表示される、数値書式設定スケールを適用したデータ値に基づきます。

カスタム範囲について
Y 軸があるチャート・タイプの場合、
「固定」カスタム範囲を定義して、軸の開始番号と終了
番号および数値間隔を変更できます。たとえば、
「最小」、
「最大」および「ステップ」の値と
して 40、60 および 3 を入力することで、40 から 60 の値を 3 ステップの間隔で表示できま
す。
レーダー・チャートおよび極チャート以外の Y 軸があるチャート・タイプの場合、カスタム
範囲を指定して、最小および最大の描画データ値に適用される、値またはパーセントのいず
れかのオフセットを動的に適用できます。ステップは、値またはパーセントによるオフセッ
トのためのユーザー入力ではなく、自動で計算されます。
値によるオフセット
「値によるオフセット」の場合、指定した最小が、描画された最小データ値から減算され、指
定した最大が、描画された最大データ値に追加されます。最小および最大と同様に、軸ステ
ップ値も切上げまたは切捨てできます。
例:
「値によるオフセット」で、次のように設定します:
最小: 10000
最大: 10000
最小描画データ値: 143,679
最大描画データ値: 475,774
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最小: 143,679 - 10,000 = 133,679
最大: 475,774 + 10,000 = 485,774

ノート:
最小および最大と同様に、軸ステップ値も切上げまたは切捨てできます。

パーセントによるオフセット
•

指定した最小パーセントは最小と最大の描画データ値の相違に適用され、最小描画
データ値から減算されます。

•

指定した最大パーセントは最小と最大の描画データ値の相違に適用され、最大描画
データ値に加算されます。

最小および最大と同様に、軸ステップ値も切上げまたは切捨てできます。
例:
パーセントによるオフセットで、次のように設定します:
最小: 20%
最大: 20%
最小描画データ値: 143,679
最大描画データ値: 475,774
最小と最大の描画データ値の相違:
475,774 – 143,679 = 332,095
最小: 143,679 - (332,095 x 20%) = 77,260
最大: 475,774 + (332,095 x 20%) = 542,193

ノート:
最小および最大と同様に、軸ステップ値も切上げまたは切捨てできます。
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オプション
チャート・オプションでは、塗りつぶしのスタイルと色など、チャートの各データ・セット
に対するビジュアル・プロパティを設定できます。プロパティは、選択したチャートのタイ
プに固有です。たとえば、棒グラフの場合、棒の幅、ラベルおよび境界線を設定できます。

ノート:
Redwood の操作性が Cloud EPM でデフォルト・テーマとして設定されている場合、
Redwood テーマの色は既存のレポートのチャートのデフォルト色に影響します。
カスタム・チャート・テーマを有効にして定義すると、Redwood の色テーマが上書
きされます。デフォルトのカスタム・チャート・テーマの設定の詳細は、レポート・
デザイナ・ツールバーを参照してください。

最大データ・セット
このプロパティを使用して、チャートのデータ・セットの最大数を指定できます。各データ・
セットには独自の色と塗りつぶし設定を指定できます。
デフォルトのデータ・セット数は 12 です。
たとえば、最大データ・セット・プロパティが 24 に設定されていた場合、チャートの各デー
タ・セットには独自の色と塗りつぶしを定義できます。

ノート:
•

色や塗りつぶしなど、データ・セット固有の選択を設定できるデータ・セット
の最大数は、以前は 12 でした。

•

たとえば、チャートに 24 のデータ・セットが表された場合、データ・セット 1
と 13 の色と塗りつぶしは同じになり、2 と 14 なども同様になります。

ラベル位置
このプロパティによって 、データ・ラベルがチャート内の要素との関連で表示される方法お
よび場所が定義されます。
たとえば、棒グラフで使用可能はラベル位置は、
「自動」、
「なし」、
「中央」、
「棒端内側」およ
び「棒端外側」です。
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すべてのチャート ・タイプに対して、
「オプション」セクションの「ラベル位置」を設
定すると、チャート内のすべてのデータ ・セット要素に適用されます。
棒グラフ、折れ線グラフおよび組合せチャートの場合、
「シリーズ」セクションの各デ
ータ・セットに「ラベル位置」を設定できます。
「自動」以外の選択は、選択した「デ
ータ・セット」要素に適用されます。
たとえば、この組合せチャートは、
「シリーズ」レベルで次の「ラベル位置」が設定さ
れています。
•

Audio Systems (データ・セット 1): 「自動」(
「自動」の「オプション」ラベル位
置設定が使用されます)

•

Digital Video (データ・セット 2): 「棒端外側」

•

Televisions (データ・セット 3): 「なし」

•

Electronics (データ・セット 4): 線の下

Y 軸の組合せ
一部のチャート・タイプでは、プロパティ「Y 軸の組合せ」を使用すると、プライマ
リおよびセカンダリ Y 軸とデータ・ポイントの描画を組み合せて、プライマリ Y 軸の
みの棒および折れ線の両方の描画を反映できます。
このプロパティは、棒と折れ線のデータ値のスケーリングが同様であり、同じ数値範
囲に収まる場合に最も適しています。たとえば、
「Y 軸の組合せ」プロパティが有効に
なっている次の組合せチャートでは、棒および折れ線の両方のデータ値がプライマリ
Y 軸に対応し、セカンダリ Y 軸は表示されていないことに注意してください。
プロパティは次のチャート・タイプに適用します。
•

棒

•

折れ線

•

領域

•

組合せ
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チャートの二重 Y 軸の理解
チャートのデータ値がデータ系列によって大きく異なる場合や、データのタイプが混在する
(たとえば、通貨とパーセントなど)場合は、第 2 の垂直軸(セカンダリ Y 軸)に 1 つ以上のデー
タ系列を表示できます。

セカンダリ Y 軸のスケールは、関連付けられているデータ系列の値が反映されます。
セカンダリ Y 軸は任意の折れ線および棒のチャート・タイプで使用されますが、最も一般的
には組合せチャート・タイプで使用され、セカンダリ Y 軸で表されるデータ系列を区別する
のに便利です。たとえば、プライマリ Y 軸は棒グラフ用、セカンダリ Y 軸は折れ線グラフ用
にできます。
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また、セカンダリ Y 軸を分割二重チャートとして表現し、セカンダリ Y 軸とそのデー
タ系列を元のチャートの下に表示できます。この場合は、棒または折れ線のチャート・
タイプを使用できます。
セカンダリ Y 軸があるチャートを設定するには、2 つの場所に対する変更が必要です。
•

チャートの一般プロパティで、二重 Y 分割の切替えを次のいずれかに設定します。
–

オン - 同じチャートにセカンダリ Y 軸を作成します。

–

分割二重 - セカンダリ Y 軸をチャートの下に表示します。

ノート:
組合せチャート・タイプを使用する場合、
「二重 Y」プロパティは「分割
二重」(オン/オフ)です。
•

チャート・データ・ビューで、セカンダリ Y 軸に含めるデータの行および列を選
択します。

セカンダリ Y 軸の使用方法について、いくつかの例を示します。両方の例で、ソース・
グリッドでは、パーセントで表示される「Gross Profit Margin」に加え、「Revenue」
および「Gross Profit」の行に「Accounts」 があります。図 1 は、次の例で使用するチ
ャートのソース・グリッドを示しています。
図 6-1 二重 Y のソース・グリッドの例

例 1: 「二重 Y」=「オン」(「分割二重」=「オフ」)
1.

すべてのデータ 系列を同じチャートに表示するため、チャートの一般プロパティ
で、チャート・タイプを「組合せ」に変更します。

2. 「分割二重 Y」を「オフ」に設定します。
3.

チャート・データ・ビューで、プライマリ(Y1)軸について行と列を選択します。こ
の例では、行 1 と 2、および列 A から D を選択します。
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4. 「Y2」ボタンをクリックし、セカンダリ Y 軸について行と列を選択します。この例では、

行 3 および列 A から D を選択します。

5.

チャートをプレビューします。折れ線として表された「Gross Profit Margin」の値が、右
側のセカンダリ Y 軸に反映されていることに注意してください。
「Total Revenue」および
「Gross Margin」の値は、左側のプライマリ Y 軸に反映されています。
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例 2: 「二重 Y」=「分割二重」(「分割二重」=「オン」)
1.

例 1: 「二重 Y」=「オン」(「分割二重」=「オフ」)と同じチャート、データおよび
選択を使用して、チャートの一般プロパティで、「分割二重 Y」を「オン」に設定
します。

2.

チャートをプレビューします。折れ線として表された「Gross Profit Margin」の値
が、棒の系列の下にある右側のセカンダリ Y 軸に反映されていることに注意して
ください。

3.

チャート・タイプを「棒」に変更し、チャートをプレビューします。チャートにす
べてのデータ系列が棒として表示され、「Gross Profit Margin」が下に表されてい
ることに注意してください。

ウォーターフォール・チャートについて
これらのチャートには、正の値と負の値の現在までの合計が表示され、これは、初期
値からどのように正味の値に達したかを表示する際に役立ちます。
図 1 は Net Revenue から始まり、Net Income に達するまでの正および負に寄与する
項目を示しています。
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図 6-2 ウォーターフォール・チャートの例

ウォーターフォール・チャートのデータは通常、グリッド行データ値に単一の列で描画され、
行の要素は X 軸に描画されます。
• 「シリーズ/グループ」のデフォルト設定は、「列/行」です。
•

X 軸のデータがグリッド列に表示される場合は、かわりに「行/列」が使用されます。

正の値、負の値および合計
通常、EPM データはグリッドに正の値として表示されます。データ値を、負として(例: Cost
of Sales および Operating Expenses)または合計として(例: Gross Profit および Net Income)
手動で設定する必要があります。
データ値を負として設定するには:
1.

負として設定するデータ値を含む行または列を選択します。

2.

行ヘッダーで、下矢印をクリックして「負としてプロット」を選択します。
行または列に、負の値であることを示すマイナス記号が表示されます。
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図 6-3 ウォーターフォールの負のデータ値

図 2 は、負のデータ値として設定された Cost of Sales、Operating Expenses および
Provision for Income Tax の例を示しています。
データ値を合計として設定するには:
1.

合計として設定するデータ値を含む行または列を選択します。

2.

行ヘッダーで、下矢印をクリックして「合計として設定」を選択します。
行または列に、合計の値であることを示す Ʃ 記号が表示されます。

図 6-4 ウォーターフォールの合計のデータ値
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図 3 は、合計のデータ値として設定された Net Revenue、Gross Profit、Pretax Income From
Operations および Net Income の例を示しています。
プロパティ
ウォーターフォール・チャートに対して次のプロパティを設定できます。
•

増加、減少および合計の棒の色、および接続線の色とスタイルを設定します。

•

ラベル位置を設定し、テキストと数字の書式を設定します。すべての 棒に対するラベルを
表示するために、「自動」または「中央」のいずれかの設定を使用します。

•

棒の幅と境界線を設定します。

図 6-5 ウォーターフォール・チャートの最終的な例

図 4 は、対応するデータ値が挿入されたウォーターフォール・チャートの最終的な例を示し
ています。

ノート:
サンプル・レポート 8 (ウォーターフォールおよびバブル・チャート)には、バブル・
チャートの例が含まれています。

散布図およびバブル・チャートについて
バブル・チャートは散布図のバリエーションです。ここではデータ・ポイントがバブルに置
き換わっており、バブルのサイズで追加のディメンションを表しています。
散布図について
次の 2 つの軸があります。1 つは水平軸に一連の数値データが示され、もう 1 つは垂直軸に
2 番目の一連の数値が示されます。一連の製品およびサービスの実績とプランのデータを比
較する散布図の例を見ていきましょう。
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図 6-6 散布図およびデータ

図 1 に、ある電器店の製品およびサービスについての実績とプランのデータ・セット
を示しています。その下の散布図では、実績データが水平 X 軸に描画され、プラン・
データが垂直 Y 軸に表示されています。
散布図を作成するには:
1.

散布図をレポートに挿入します。

2. 「チャート・データ」タブで、
「X」ボタンを選択し、X 軸に描画するデータを強調

表示します。

3. 「Y」ボタンを選択し、Y 軸に描画するデータを強調表示します。
4.

オプションで、軸のプロパティで軸のラベルを設定します。

5.

オプションで、散布図のプロパティでマーカーの色、スタイルおよびサイズを設定
します。

図 2 に、X 軸への実績データと Y 軸へのプラン・データの設定を示します。
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図 6-7 散布図の設定

バブル・チャートについて
バブル・チャートの例を見ていきましょう。ここでは前述の散布図と同じ実績とプランのデ
ータを使用し、2 つのデータ・セットの差を 3 番目のデータ・セットとして追加しています。
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図 6-8 バブル・チャートおよびデータ

図 3 に、ある電器店の製品およびサービスについての実績とプランのデータ・セット
を示し、2 つの差異を 3 番目の列に表示しています。その下のバブル・チャートでは、
実績データが水平 X 軸に描画され、プラン・データが垂直 Y 軸に表示され、差異デー
タはバブルのサイズで表されています。
バブル・チャートを作成するには:
1.

バブル・チャートをレポートに挿入します。

2. 「チャート・データ」タブで、
「X」ボタンを選択し、X 軸に描画するデータを強調

表示します。

3. 「Y」ボタンを選択し、Y 軸に描画するデータを強調表示します。
4. 「バブル・サイズ」ボタンを選択し、バブル・サイズに使用するデータを強調表示

します。

5.

オプションで、軸のプロパティで軸のラベルを設定します。

6.

オプションで、バブルのプロパティでバブルの色およびマーカーのスタイルを設定
します。

図 4 に、バブル・サイズとしての差異の設定を示します。
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図 6-9 バブル・チャートの設定

ノート:
サンプル・レポート 8 (ウォーターフォールおよびバブル・チャート)には、バブル・
チャートの例が含まれています。

ツリーマップ・チャートおよびサンバースト・チャ
ートについて
ツリーマップ・チャート
ツリーマップ・チャートは、様々なサイズと色のネストされた長方形を使用して階層データ
を示すデータ視覚化です。各レベルの階層は長方形(通常はブランチと呼ばれます)として表
され、そこに他の長方形(リーフ)が含まれます。ツリーマップを構成する各長方形内の領域
は、対応するデータ・ポイントでの定量値に基づいて強調表示されます。
サンバースト・チャート
サンバースト・チャートによっても 階層データ構造が視覚化されます。サンバースト・チャ
ートは、内側の円がより深い階層レベルのリングに囲まれた構成となります。各セグメント
の角度は、値に比例するか、その内側のセグメントのもとで均等に分割されます。
これらのチャート・タイプのどちらを使用しても、データ・パターンの発見やデータ量の比
較が容易になります。レポートでは、メンバーおよび関数を単一ディメンションから選択し、
ツリーマップ・チャートまたはサンバースト・チャートで階層を視覚化します。必要に応じ
て、チャート・プロパティを設定し、要素の色を定義することもできます。
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Note:
•

描画される階層要素は、
「チャート・データ」で選択された単一列を持つ
グリッド行に存在する必要があります。
「チャート・データ」で複数の列
が選択された場合、最初の列のみがチャートで値を描画するために使用
されます。

•

グリッド行の選択には、1 つのディメンションの個々のメンバーおよびメ
ンバー選択関数を含めることができます。どちらのチャート・タイプで
レンダリングされる階層も、定義されたメンバー選択と「チャート・デ
ータ」で選択された行に基づきます。

•

グリッド行で複数のディメンションが定義されている場合、チャート結
果は階層形式で表示されないため、単一ディメンションのみをグリッド
行で定義する必要があります。

ツリーマップ・チャートとサンバースト・チャートの両方に共通するプロパティ
ツリーマップ・チャートとサンバースト・チャートのどちらにも凡例(メンバー・ラベ
ルは各チャート要素とともに表示されます)および軸がないため、これら 2 つのタブは
両方のチャート・タイプで無効になっています。

「描画領域」のプロパティには、ツリーマップ・チャート・タイプおよびサンバース
ト・チャート・タイプ用に、
「色ラベル」と「サイズ・ラベル」という 2 つの追加オプ
ション・ラベル・プロパティがあります。
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どちらのプロパティでも、チャートの下部に追加ラベルが表示されます。

チャートの色
データ・セットごとに定義されている色は、チャートのデフォルト色またはチャート・シリ
ーズ・プロパティに表示されます。
•

•

サンバースト・チャートの場合:
–

内側のリング・ノードそれぞれに、
「データ・セット 1」、
「データ・セット 2」などに
基づいた色セットがあります。

–

次の外側のリング内にある各親要素の下の各子要素に、「データ・セット 1」、「デー
タ・セット 2」などに基づいた色セットがあります。

ツリーマップ・チャートの場合:
各ノードの長方形要素には、親メンバーの下での階層内の各ノードの位置に基づいて描画
された色および「データ・セット 1」、「データ・セット 2」などの色セットがあります。
例:
– 「データ・セット 1」の色 = 青および「データ・セット 1」の色 = 赤の場合
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–

親 1 には 2 つの子、子 1 および子 2 があります

–

ツリーマップ・チャートで描画した場合、子 1 の色は青になり、子 2 の色は赤
になります。

例: ツリーマップ・チャートおよびサンバースト・チャー
ト
それぞれのチャート・タイプとそれらに関連するプロパティおよび色の例を見てみま
しょう。両方の例で、セグメント・ディメンションの次の行メンバー選択があるグリ
ッド設計を使用します。
Seg01 の子孫(包含)、Gen 6 を除く。Seg02 の子孫(包含)
グリッド・プレビューは次のとおりです。
Seg01 および Seg02 の子孫のインデントされたリストを見てください。
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両方のチャート・タイプの「チャート・データ」の選択は次のとおりです。
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例で表示されるチャートのデフォルト色は次のとおりです。

ツリーマップ・チャート
前述のグリッド定義および「チャート・データ」の選択に基づいて、ツリーマップ・
チャートのプレビューは次のようになります。
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Note:
•

レベル 0 のすべてのメンバーは 長方形として描画され、長方形のサイズは他の
要素に比例した各要素のデータ値を反映しています。

•

すべての 親メンバーは長方形として表され、その中にすべての子をグループ化
しています。

•

リーフ・ノードの長方形には、データ・セット色および階層内での位置に基づ
いた色があります。HA および AG は、AS の子です。HA は最初の子であるた
め、
「データ・セット 1」の色になります。AG は、
「データ・セット 2」の色を
持つ 2 番目の子(以降も同様)です。

ツリーマップのプロパティ
ツリーマップ・チャートには、次のツリー固有のプロパティがあります。
Table 6-1

ツリー・オプション

フィールド

摘要

レイアウト

•
•
•

ラベル位置
書式

Squarified: ノードをできるかぎり正方形に
して、ノードのサイズを簡単に比較できるよ
うにします。
水平: ノードを最初に水平方向に、次に垂直方
向に分割します。
垂直: ノードを最初に垂直方向に、次に水平方
向に分割します。

「ノード」内に表示するか、
「オフ」(ラベルを表示
しない)にします。
ノード・ラベルに対して表示されるテキストを書
式設定します。
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Table 6-1

(Cont.) ツリー・オプション

フィールド

摘要

水平方向の配置

ノード・ラベルの配置: 「中央」、「開始」または
「末尾」。

セパレータ

ノードのボックス間のセパレータ: 「ギャップ」ま
たは「べべル」。

ツールチップ番号

基礎となる数値データ値のツールチップ番号の書
式設定。

Table 6-2

ヘッダー・オプション

フィールド

摘要

背景色

ヘッダーの長方形の背景色。

境界線色

ヘッダーの長方形の境界線色。

ノードの色を使用

ヘッダーの長方形に対してノードの色を使用
します。

書式

ヘッダー・ラベルに対して表示されるテキスト
を書式設定します。

水平方向の配置

ヘッダー・ラベルの配置: 「中央」、「開始」ま
たは「末尾」。

サンバースト・チャート
前述のグリッド定義および「チャート・データ」の選択に基づいて、サンバースト・
チャートのプレビューは次のようになります。
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Note:
•

すべてのメンバー 要素はスライスとして描画され、スライスのサイズは他の要
素に比例した各要素のデータ値を反映しています。

•

階層の各レベルは円またはリングによって表され、最も内側のリングが階層デ
ータの最上部を表し、最も外側のリングが階層のリーフ・ノードを表します。

•

Seg01 および Seg02 には、それぞれ「データ・セット 1」および「データ・セ
ット 2」に基づいたスライス色があります。AS、DV および TV は、Seg01 の 3
つの子であり、「データ・セット 1」、「データ・セット 2」および「データ・セ
ット 3」に基づいて、それぞれに階層内での位置に基づいた色があります。

サンバーストのプロパティ
サンバースト・チャートには、次のサンバースト固有のプロパティがあります。

6-27

第6章

ツリーマップ・チャートおよびサンバースト・チャートについて

Table 6-3

サンバースト・オプション

フィールド

摘要

ソート

サンバースト・ノードは、数値に基づいてソー
トできます。ソートを「オン」または「オフ」
にすることができます。

開始角

外側のノード要素の描画をどの角度から開始
するかを設定します。デフォルトは 90 度で
す。

ラベル位置

「自動」、「水平」、「オフ」または「回転」のい
ずれかを設定します。

書式

スライス・ラベルに対して表示されるテキスト
を書式設定します。

境界

各スライド間の境界を有効または無効にし、有
効にする場合は境界線色を設定します。

ツールチップ番号

基礎となる数値データ値のツールチップ番号
の書式設定。

ツリーマップ・チャートとサンバースト・チャートの両方に関する考慮事項
チャート・サイズ、要素数およびフォント・サイズに基づいて、チャート要素内のメ
ンバー・ラベル表示は、チャート作成エンジンの自動ラベル・サイズ設定によって切
り捨てられる場合があります。
切り捨てられたラベルがある場合は、可能であれば、次のうちの 1 つ以上を行うこと
をお薦めします。
•

メンバー・ラベルのかわりにメンバー名またはカスタム・ラベルを使用して、メン
バー・ラベルを短くします。

•

フォント・サイズを縮小します。

•

チャート・サイズを拡大します。
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共有レポートおよびオブジェクトの操作
Related Topics
•

共有レポートおよびオブジェクトについて

•

共有レポートとしてのレポートの保存

•

レポートへの共有オブジェクトの挿入

•

レポート内の共有オブジェクトのリンク解除

•

共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作

共有レポートおよびオブジェクトについて
共有レポートは、共有レポート内のすべてのレポート ・オブジェクト(
「グリッド」、「チャー
ト」
、テキスト・ボックスおよび「イメージ」)を共有オブジェクトとして指定するアーティフ
ァクト・タイプです。共有オブジェクトは他のレポートに挿入することができ、共有レポー
ト内の挿入済オブジェクトを保守する単一ポイントを提供します。共有オブジェクトがソー
ス共有レポートで更新された場合、そのオブジェクトが挿入されたすべてのサブスクライブ・
レポートが更新されて、オブジェクトの更新が反映されます。
たとえば、共有レポート内のテキスト・ボックスおよびイメージ・オブジェクトが他の 10 個
のレポートに挿入されているとき、共有レポートでそのテキスト・ボックスおよびイメージ・
オブジェクトが更新された場合、10 個のサブスクライブ・レポートでも変更が反映されます

Note:
共有レポートおよびオブジェクトは現在、Narrative Reporting デプロイメントでの
み使用可能です。EPM Cloud プラットフォーム・デプロイメントでは使用できませ
ん。
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挿入された共有オブジェクトのレイアウト(サイズおよび配置)を変更できます。ソー
ス共有レポートで共有オブジェクトに加えられたレイアウト変更は、サブスクライブ・
レポート内の挿入済共有オブジェクトに伝播されません。
サブスクライブ・レポート内のすべてのオブジェクト 固有のプロパティは表示専用で
あるため、挿入済共有オブジェクトは編集できません。ただし、挿入済共有オブジェ
クトをソース共有オブジェクトから「リンク解除」して、レポート内の挿入済共有オ
ブジェクトをソース共有オブジェクトのコピーにして、元の共有オブジェクトにリン
クしないようにすることができます。
Financial Reporting 内の保存済オブジェクト(グリッド、チャート、テキスト・ボック
スおよびイメージ)は、それぞれの移行済 Financial Reporting オブジェクトとして共有
レポートに移行されます。
たとえば、Financial Reporting に保存済グリッドおよび保存済テキスト・ボックス
(MyGrid および MyTextBox)がある場合、オブジェクトを移行するとそれぞれが単一の
オブジェクトを含む 2 つの共有レポートが作成されます。共有レポート MyGrid は移
行済グリッドを含み、共有レポート MyTextBox はテキスト・ボックスを含みます。
レポートで「別名保存」処理を実行し、
「共有レポートとして保存」を選択することに
よって共有レポートを作成します。Narrative Reporting でネイティブ・ライブラリの
エクスポート/インポートを介して、共有レポートを環境からエクスポートして別の環
境にインポートできます。
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Note:
•

共有レポートを「レポート・パッケージ」、「ブック」または「バースティング
定義」に挿入することはできません。

• 「共有レポート」を通常の「レポート」に戻すプロパティはありません。レポー
トを「共有レポート」として保存すると、
「共有レポートとして保存」を選択解
除して「別名保存」処理を実行しないかぎり、レポートに割り当てられた「共
有済」アーティファクト ・タイプを変更または削除することはできません。
いずれかの「挿入」メニューから「共有済」を選択し、必要な共有レポートを選択してその
レポートに含まれている共有オブジェクトのリストを表示し、挿入する 1 つ以上の共有オブ
ジェクトを選択することによって、共有オブジェクトをレポートに挿入します。
共有オブジェクトをレポートに挿入すると、オブジェクトはソース共有レポート内で含まれ
ていた同じレポート・セクション(ヘッダー、レポート本文、フッター)に自動的に挿入されま
す。たとえば、テキスト・ボックスおよびイメージがソース共有レポートのヘッダーにある
場合、これらのオブジェクトをレポートに挿入すると、レポートのヘッダーに自動的に挿入
されます。
共有グリッドをレポートに挿入する場合:
•

POV 選択およびオプションは、サブスクライブ・レポートにグリッドがまだない場合は、
サブスクライブ・レポートのグリッドに含まれます。すでにある場合は、既存のグリッド
の POV 選択およびオプションが使用されます。この場合、共有グリッドの POV ディメ
ンションは、サブスクライブ・レポートにディメンションが存在しない場合のみ使用され
ます。

• 「保存済選択」が共有グリッドに存在する場合、同じ名前の「保存済選択」がサブスクラ
イブ・レポートにまだ存在しないかぎり、それらはサブスクライブ・レポート内のグリッ
ドに含まれます。
共有チャートをレポートに挿入するとき、チャートのソース・グリッドがレポートにまだ挿
入されていない場合は、共有ソース・グリッドが非表示のシートに自動的に挿入されます。
チャートのソース・グリッド(またはソース・グリッドと同じ名前のグリッド)がレポートにす
でに挿入されている場合、チャートはレポート内の既存のソース・グリッドにリンクされま
す。
ノート・テキスト・ボックスとして構成されている共有テキスト・ボックスをレポートに挿
入する場合、ノート・テキスト・ボックスの名前付き POV もレポートに挿入されます。
共有オブジェクトを含むサブスクライブ・レポートを、リファレンス・ドックレットまたは
ドックレットのいずれかとしてレポート・パッケージに挿入できます(PDF レポート・パッケ
ージのみ)。サブスクライブ・レポートが(ライブラリ内のレポートに)リンク済としてレポー
ト・パッケージに挿入される場合、共有オブジェクトはソース共有レポートにリンクされた
ままになります。サブスクライブ・レポートがレポート・パッケージにリンク解除済として
挿入されるか、保存される場合、共有オブジェクトはソース共有レポートからリンク解除さ
れます。
共有レポートおよびオブジェクトを使用する場合の制限事項および動作のリストは、共有レ
ポートおよびオブジェクトの制限事項および動作を参照してください。
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共有レポートとしてのレポートの保存
レポートで「別名保存」処理を実行し、
「共有レポートとして保存」を選択することに
よって共有レポートを作成します。

Note:
•

共有レポートを「レポート・パッケージ」
、「ブック」または「バーステ
ィング定義」に挿入することはできません。

• 「共有レポート」を通常の「レポート」に戻すプロパティはありません。
レポートを「共有レポート」として保存すると、
「共有レポートとして保
存」を選択解除して「別名保存」処理を実行しないかぎり、レポートに
割り当てられた「共有済」アーティファクト ・タイプを変更または削除
することはできません。
共有レポートとしてレポートを保存するには:
1. 「レポート・デザイナ」で、
「別名保存」をクリックします。
2. 「レポートの保存」ダイアログで、オプションで「名前」
、
「説明」および「保存先」

フィールドを変更し、「共有レポートとして保存」を選択できます。

Note:
Narrative Reporting デプロイメントでは、共有レポートを「マイ・ライ
ブラリ」フォルダに保存できません。
3. 「保存」をクリックします。レポートは共有レポートとして「ライブラリ」に保存

されます。
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「レポート・デザイナ」は、レポート・タイトルの下にサブタイトルを表示し、レポート
が共有されていることを指定します。

共有レポートおよびオブジェクトを使用する場合の制限事項および動作のリストは、共有レ
ポートおよびオブジェクトの制限事項および動作を参照してください。

レポートへの共有オブジェクトの挿入
共有オブジェクトをレポートに挿入すると、オブジェクトはソース共有レポート内で含まれ
ていた同じレポート・セクション(ヘッダー、レポート本文、フッター)に自動的に挿入されま
す。
たとえば、テキスト・ボックスおよびイメージがソース共有レポートのヘッダーにある場合、
これらのオブジェクトをレポートに挿入すると、レポートのヘッダーに自動的に挿入されま
す。
レポートに最初に挿入したとき、共有オブジェクトはソース共有レポートで定義された配置
を保持します。挿入済共有オブジェクトのレイアウト(サイズおよび配置)は変更できますが、
編集することはできず、サブスクライブ・レポート内のすべてのオブジェクト 固有のプロパ
ティは表示専用です。
次のことが可能です。
•

4 つの共有オブジェクト・タイプ(グリッド、チャート、テキスト・ボックスおよびイメ
ージ)のすべてをレポートの 本文に挿入します。

•

共有テキスト・ボックスおよびイメージをレポートのヘッダーまたはフッターに挿入しま
す。

•

グリッドをレポートの非表示のシートに挿入します。

レポートに共有オブジェクトを挿入するには:
1. 「レポート・デザイナ」で、次のいずれかのステップを実行できます

•

ツールバーで、

•

空白のレポートで、

•

レポートの本文、ヘッダーまたはフッターで右クリックし、「レポート・コンテンツ
の追加」を選択した後、「共有済」を選択します。

をクリックして「共有済」を選択します。
をクリックします。

2. 「共有オブジェクトの選択」ダイアログで、
「フォルダの選択」の下の必要な「ライブラ

リ」フォルダを選択し、左側の「共有レポートの選択」ペインにリストされている共有レ
ポートを選択します。

3.

中央ペインの「…の使用可能なオブジェクト」の下には、選択した共有レポートからのす
べての共有オブジェクトのリストが含まれています。使用可能なオブジェクト...リスト
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から 1 つ以上のオブジェクトを選択し、「右へ移動」ボタン をクリックして、
必要なオブジェクトを右側の「選択済オブジェクト」ペインに移動します。

Note:
• 「右へ移動」 および「左へ移動」 ボタンを使用して、右側の
「選択済オブジェクト」ペイン内の文書を追加または削除できます。
•

同じ共有オブジェクトを 1 つのレポートに複数回挿入することはで
きません。

•

挿入する共有オブジェクトと同じ名前のオブジェクトがあるレポー
トには共有オブジェクトを挿入できません。
たとえば、サブスクライブ・レポートに Grid 1 という名前の既存の
グリッドがある場合、Grid 1 という名前の共有グリッドは挿入でき
ません。

• 「共有オブジェクトの選択」ダイアログには、レポート・デザイナが
アクセスできる共有レポートのみがリストされます。
4.

オプション: 別の共有レポートを参照して選択し、その共有オブジェクトの一部を
選択して同時に挿入できます。

5. 「OK」をクリックして「レポート・デザイナ」に戻ります。

選択した共有オブジェクトがレポートに挿入されます。
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Note:
オブジェクトの右上にある「表示」アイコンをクリックするか、オブジェクト
を右クリックして「表示」を選択して、挿入済共有オブジェクトのプロパティ
を表示できます。

Note:
挿入済共有オブジェクトを表示しているとき、そのソース共有レポートへのパ
スが、レポート・オブジェクト・タイトルの下にサブタイトルとして表示され
ます。

6.

オプション: レポート・オブジェクト上で手動でマウスをドラッグするか、レポート・オ
ブジェクトを選択して「レポート・デザイナ」プロパティの「レイアウト」タブをクリッ
クして、オブジェクトを移動またはサイズ変更できます。

7.

挿入済共有オブジェクトを編集するには、ソース共有オブジェクトから「リンク解除」し
て、サブスクライブ・レポート内の挿入済共有オブジェクトをソース共有オブジェクトの
コピーにして、元の共有オブジェクトにリンクしないようにすることができます。
詳細は、レポート内の共有オブジェクトのリンク解除を参照してください。
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Note:
•

共有グリッドをレポートに挿入する場合:
–

POV 選択およびオプションは、レポートにグリッドがまだない場合
は、レポートのグリッドに含まれます。すでにある場合は、既存のグ
リッドの POV 選択およびオプションが使用されます。この場合、共
有グリッドの POV ディメンションは、レポートにディメンションが
存在しない場合のみ使用されます。

– 「保存済選択」が共有グリッドに存在する場合、同じ名前の「保存済
選択」がレポートにまだ存在しないかぎり、それらはレポート内のグ
リッドに含まれます。
•

共有チャートをレポートに挿入するとき、チャートのソース・グリッド
がレポートにまだ挿入されていない場合は、共有ソース・グリッドが非
表示のシートに自動的に挿入されます。チャートのソース・グリッド(ま
たはソース・グリッドと同じ名前のグリッド)がレポートにすでに挿入さ
れている場合、チャートはレポート内の既存のソース・グリッドにリン
クされます。

•

ノート・テキスト・ボックスとして構成されている共有テキスト・ボッ
クスをレポートに挿入する場合、ノート・テキスト・ボックスの名前付
き POV もレポートに挿入されます。

共有レポートおよびオブジェクトを使用する場合の制限事項および動作のリストは、
共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作を参照してください。

レポート内の共有オブジェクトのリンク解除
挿入済共有オブジェクトをソース共有オブジェクトから「リンク解除」して、サブス
クライブ・レポート内の挿入済共有オブジェクトをソース共有オブジェクトのコピー
にして、元の共有オブジェクトにリンクしないようにすることができます。
レポート内の挿入済共有オブジェクトをリンク解除するには:
1. 「レポート・デザイナ」で、挿入済共有オブジェクトを右クリックして「リンク解

除」を選択します。
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2.

リンク解除したオブジェクトは元の共有オブジェクトのコピーであり、元の共有オブジェ
クトにリンクされていません。
「編集」ボタンをクリックしてオブジェクトを編集できます。

7-9

Chapter 7

共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作

Note:
挿入済共有オブジェクトをリンク解除すると、ソース共有オブジェクト
に再リンクできなくなります。
詳細は、
「共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作」を参照してくださ
い。

共有レポートおよびオブジェクトの制限事項およ
び動作
共有レポートおよびオブジェクトで作業する前に、制限事項および動作のリストをレ
ビューする必要があります。
Table 7-1

共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作のリスト:

共有レポートおよびオブジ
ェクト

制限事項および動作

共有レポート

•
•
•
•
•
•
•
•

オブジェクトの挿入

共有レポートは別の共有レポートをポイントするリンク済オブジェクトを持
つことができません。
共有レポートを「コンテンツへのドリル」リンクに対するレポートとして選択
することはできません。
通常のレポートを使用して生成されるスナップショットと同じ方法で、共有レ
ポートのスナップショット・レポートを生成できます。
共有レポートが欠落している場合、または共有レポートからの共有オブジェク
トが削除された場合、サブスクライブ・レポートの編集時に共有オブジェクト
が欠落していることを示す検証エラーが返されます。
共有レポートは、名前を変更したり、別の場所に移動することができ、サブス
クライブ・レポート内の挿入済共有オブジェクトへのリンクは保持されます。
Narrative Reporting デプロイメントの場合、共有レポートに「ノート」を追
加したり含めることができません。
共有レポートを「レポート・パッケージ」、
「ブック」または「バースティング
定義」に挿入することはできません。
「リモート・ライブラリ」から共有レポートを使用して、共有オブジェクトを
レポートに挿入することはできません。

挿入する共有オブジェクトと同じ名前のオブジェクトがあるレポートには共有オ
ブジェクトを挿入できません。
たとえば、レポートに Grid 1 という名前の既存のグリッドがある場合、Grid 1 と
いう名前の共有グリッドは挿入できません。
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Table 7-1

(Cont.) 共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作のリスト:

共有レポートおよびオブジ
ェクト

制限事項および動作

グリッド

•

•
•
視点および共有選択

•

•

•

共有レポート内の別のグリッドへの参照を持つ共有グリッドを挿入する場合
(クロスグリッド式またはテキスト・セグメント内のテキスト関数)、その別の
グリッドを同時に挿入する必要があります。別のグリッドが挿入されない場
合、無効な式またはテキスト関数の参照について検証エラーを受け取る可能性
があります。
ノート: 参照されるグリッドと同じ名前の既存のグリッドがレポートにある場
合、クロスグリッド式またはテキスト関数によって既存のレポート・グリッド
が参照されます。
挿入済共有グリッドのデータ・ソースは変更できず、グリッドをリンク解除す
るか、ソース共有レポートのソース・オブジェクトで変更する必要がありま
す。
「コンテンツへのドリル」リンクとともに保存された共有グリッドでは、レポ
ートへのグリッドの挿入時にリンクが保持されます。
POV 選択およびオプションは、サブスクライブ・レポートにグリッドがまだな
い場合は、サブスクライブ・レポートのグリッドに含まれます。すでにある場
合は、既存のグリッドの POV 選択およびオプションが使用されます。この場
合、共有グリッドの POV ディメンションは、サブスクライブ・レポートにデ
ィメンションが存在しない場合のみ使用されます。
共有グリッドの POV ディメンションが POV オプションの「グローバル・ディ
メンション」に設定されている場合、POV オプションの「グローバル・ディメ
ンション」を無効にすることで、必要に応じて「ローカル」に変更できます。
共有グリッドの POV ディメンションが「ローカル」に設定されている場合は
変更できず、常に「ローカル」のままです。
「保存済選択」が共有グリッドに存在する場合、同じ名前の「保存済選択」が
サブスクライブ・レポートにまだ存在しないかぎり、それらはサブスクライ
ブ・レポート内のグリッドに含まれます。
ノート: 「メンバー・セレクタ」で共有された「保存済選択」をリンク解除で
きます。ローカルの「保存済選択」には、ソース共有レポートへのリンクがあ
りません。

チャート

•
•
•

テキスト・ボックス

•

•

共有チャートが共有レポート内の非表示のグリッドをソースとしている場合、
非表示のグリッドは非表示としてサブスクライブ・レポートに自動的に挿入さ
れます。
異なるグリッドがある挿入済共有チャートをソースとするには、チャートをリ
ンク解除して編集可能にし、ソース・グリッドを変更する必要があります。
挿入済共有チャートのソース・グリッドは削除できません。検証エラーが発生
します。
未解決のグリッド参照がある挿入済共有テキスト・ボックス内のテキスト関数
(たとえば、サブスクライブ・レポートに Grid 1 が存在しないときにこのグリ
ッドを参照するテキスト関数)は、グリッド参照が解決されるまで検証エラーを
返します。
ノート・テキスト・ボックスとして構成されている共有テキスト・ボックスを
レポートに挿入する場合、同じ名前の名前付き POV がサブスクライブ・レポ
ートにまだ存在しないかぎり、ノート・テキスト・ボックスの名前付き POV
もサブスクライブ・レポートに挿入されます。
ノート: 名前付き POV マネージャを介して、共有名前付き POV をリンク解除
できます。これは基本的に、名前付き POV をレポートに複製し、共有名前付
き POV を非表示にします。ローカルの名前付き POV には、ソース共有レポー
トへのリンクがありません。
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Table 7-1

(Cont.) 共有レポートおよびオブジェクトの制限事項および動作のリスト:

共有レポートおよびオブジ
ェクト

制限事項および動作

アクセス権限

•
•

共有オブジェクトをレポートに挿入するとき、レポート・デザイナがアクセス
できる共有レポートのみがリストされます。
挿入済共有オブジェクトがあるサブスクライブ・レポートを編集するとき、レ
ポート・デザイナは、ソース共有レポートへのアクセス権を持っていない場合
でも、サブスクライブ・レポート内の共有オブジェクトにアクセスできます。
さらに、レポート参照者は、サブスクライブ・レポート内の共有オブジェクト
にアクセスするためにソース共有レポートにアクセスする必要がありません。

レポート・パッケージとの統 共有オブジェクトを含むサブスクライブ・レポートを、リファレンス・ドックレッ
合
トまたはドックレットのいずれかとしてレポート・パッケージに挿入できます(PDF
レポート・パッケージのみ)。サブスクライブ・レポートが(ライブラリ内のレポー
トに)リンク済としてレポート・パッケージに挿入される場合、共有オブジェクトは
ソース共有レポートにリンクされたままになります。サブスクライブ・レポートが
レポート・パッケージにリンク解除済として挿入されるか、保存される場合、共有
オブジェクトはソース共有レポートからリンク解除されます。
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メンバーの定義
次も参照:
•

メンバーの定義について
グリッドのデータを指定する場合は、取得するデータを識別する基準を設定します。設定
される基準は、メンバー割当てです。

•

メンバーの割当
メンバー、関数、代替変数およびリストを割り当てて、レポートのデータを取得します。

•

データ行またはデータ列の見出しの上書き
デフォルトでは、データ行およびデータ列の見出しのラベルは、メンバー名、別名、両方
など、グリッド・プロパティの「見出し」セクションから継承されます。

•

メンバーの検索
メンバー名、別名または両方で検索するには、グリッドの「処理」メニューから「メンバ
ー・ラベル」設定を使用します。

•

選択したメンバーのプレビュー
レポートを実行する前に、そのレポートに選択されているメンバー、関数およびリストを
プレビューできます。

•

保存されたメンバー選択の操作
保存されたメンバー選択では、レポート内のメンバー選択として再利用できるメンバーの
リストを定義できます。

•

共有メンバーの抑制
グリッドの共有メンバーの表示を抑制できます。

•

サポート詳細の表示
適用可能な EPM Cloud データ・ソースを使用して、
「勘定科目」ディメンションを含む行
を選択すると、メンバーのサポート詳細を表示できます。

メンバーの定義について
グリッドのデータを指定する場合は、取得するデータを識別する基準を設定します。設定さ
れる基準は、メンバー割当てです。
基準を設定するには、グリッドの行と列、およびグローバル・グリッドとローカル・グリッ
ドの視点にメンバーを割り当てます。また、関数を使用してメンバーを動的に取得すること
もできます。

ノート:
メンバー・セレクタに表示されるメンバーは、データ・ソースで定義されているユ
ーザーのメタデータ・セキュリティによって 異なります。
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ノート:
レポートでは、リレーショナル・メタデータ・キャッシュが利用され、検索
や算式バー先行入力などのメンバー問合せおよびメンバー選択操作が迅速に
なります。キャッシュが生成され、セッション中にレポートが初めてアクセ
スされたときに、各レポート・デザイナおよびエンドユーザー用に移入され
ます。キャッシュは、ユーザーの現在のセッション中は有効なままであり、
レポートが使用およびアクセスされている Cloud EPM ビジネス・プロセス
(たとえば、Narrative Reporting、Planning など)からユーザーがサインアウト
するとクリアされます。
レポート・ユーザーのアクティブ ・セッション中にキューブのディメンショ
ンおよびメンバーが更新された場合、ディメンションおよびメンバーの変更
を反映してメタデータ・キャッシュが更新されることはありません。メタデ
ータ・キャッシュをリフレッシュして加えられた変更を反映するには、ユー
ザーは、サインアウトしてから Cloud EPM ビジネス・プロセスにサインイン
し直す必要があります。

メンバーを定義する前に、レポートにグリッドを挿入してそのディメンション ・レイ
アウトを定義する必要があります。(グリッドの操作を参照。)
メンバーを定義するにはメンバー・セレクタを使用します。メンバー・セレクタには
次の領域があります。

•

上部にあるディメンションのタブを使用すると、同じセグメントの複数のディメン
ションから選択できます。

• 「選択内容」パネルには、現在選択しているアイテムが 表示されます。
•

表示セレクタでは、表示を「メンバー」、「最近」、「関数」、代替変数および「リス
ト」の中で変更します。

•

セレクタ・ペインでは、ディメンション階層を検索および参照できます。
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ノート:
グリッドの
できます。

メニューで、メンバーの表示方法(例: メンバー名または別名)を変更

メンバーの割当
メンバー、関数、代替変数およびリストを割り当てて、レポートのデータを取得します。
レポートに表示するメンバーを選択するか、または関数を使用してディメンション・メンバ
ーを動的に選択できます。選択した各メンバーごとに個別の行または列をグリッドに挿入す
るか、または選択したすべてのメンバーを 1 行または 1 列に配置できます。選択したメンバ
ーに異なる書式設定(例: フォント、境界線など)が必要な場合は、個別の行または列に配置す
る必要があります。

ノート:
レポートでは、リレーショナル・メタデータ・キャッシュが利用され、検索や算式
バー先行入力などのメンバー問合せおよびメンバー選択操作が迅速になります。キ
ャッシュが生成され、セッション中にレポートが初めてアクセスされたときに、各
レポート・デザイナおよびエンドユーザー用に移入されます。キャッシュは、ユー
ザーの現在のセッション中は有効なままであり、レポートが使用およびアクセスさ
れている Cloud EPM ビジネス・プロセス(たとえば、Narrative Reporting、Planning
など)からユーザーがサインアウトするとクリアされます。
レポート・ユーザーのアクティブ ・セッション中にキューブのディメンションおよ
びメンバーが更新された場合、ディメンションおよびメンバーの変更を反映してメ
タデータ・キャッシュが更新されることはありません。メタデータ・キャッシュを
リフレッシュして加えられた変更を反映するには、ユーザーは、サインアウトして
から Cloud EPM ビジネス・プロセスにサインインし直す必要があります。

データ行または列へのメンバーの割当
「メンバーの選択」ダイアログを使用して、メンバーをレポート内のデータ行または列に割り
当てることができます。
データ行または列にメンバーを割り当てるには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを選択します。

2.

次のいずれかを実行して、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンします。
•

ディメンションを右クリックするか、行または列見出しの横にある下矢印をクリック
して、
「メンバーの選択」をクリックします。

•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
ックします。

をクリ
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3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、選択したデータ行または列に割り当

てるメンバー、メンバー・リスト、代替変数または関数を選択します。

メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
•

親メンバーにドリルするには、

をクリックします。

•

メンバーを選択および選択解除するには、

をクリックします。

ノート:
青色のチェックは、メンバーが現在選択されていることを示します。
メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェックは、その
メンバーが現在選択されていないことを示します。

•

関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある
します。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。

•

メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで

をクリック

をクリックします。

4.

オプション: 「選択内容」リストで選択したメンバーの順序を変更するには、メン
バーを選択して希望の位置にドラッグするか、右クリックして「上に移動」または
「下に移動」を選択します。
「選択内容」リストからメンバーを削除するには、その
メンバーを右クリックして「削除」をクリックします。また、右クリックして「階
層で表示」を選択すると、そのメンバーの親メンバーを展開してメンバー階層で表
示できます。

5.

オプション: 選択したメンバー関数のパラメータを編集するには、「選択内容」リ
ストでメンバー関数を選択し、
をクリックします。たとえば、関数にそのメン
バーを含めるには、メンバー関数で「包含」を選択します。

6. 「OK」をクリックします。

関数を使用したメンバーの割当
関数を使用してメンバーを動的に選択します。
関数の選択後、そのパラメータを編集できます。関数は 2 つの方法で作成します。
•

クイック選択関数の使用

•

完全な関数ビルダーを使用した関数の選択とそのパラメータの指定

クイック選択関数を使用したメンバーの割当
クイック選択関数を使用してメンバーを割り当てるには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを選択します。

2.

次のいずれかを実行して、
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンし
ます。
•

グリッドでディメンションを右クリックし、「メンバーの選択」をクリックし
ます。
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•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
ックします。

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、メンバーの横にある

数ビルダーをオープンします。

4.

5.

をクリ

をクリックして関

リストからクイック関数を選択します。次のようなクイック関数があります。
•

Bottom

•

Children

•

Descendants

•

Parent

•

SameGeneration

•

SameLevel

•

Siblings

オプション: 選択したメンバーを関数で含めるには、
をクリックします。たとえば、
Children of 500000 では勘定科目 500000 の子メンバーのみが取得されますが、
Children of 500000 (Inclusive)では、勘定科目 500000 のメンバーに加え、勘定科目
500000 自体が返されます。

選択した関数が「選択内容」パネルに追加されます。
完全な関数ビルダーを使用したメンバーの割当
完全な関数ビルダーを使用してメンバーを割り当てるには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを選択します。

2.

次のいずれかを実行して、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンします。
•

グリッドでディメンションを右クリックし、
「メンバーの選択」をクリックします。

•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
ックします。

をクリ

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、次の処理を実行します。

4.

•

メンバーの横にある
をクリックし、「すべての 関数の表示」を選択して関数ビル
ダーをオープンします。

•

ダイアログ・ボックスの下部にある表示セレクタ・ドロップダウン・メニューで、
「関
数」を選択します。

リストから関数を選択します。

5. 「パラメータ」ペインに関数のパラメータを入力します。パラメータは、選択した関数の

タイプによって異なります。たとえば、Range 関数の場合は、
「開始」および「終了」の
メンバーを指定します。

6. 「パラメータ」ペインで、
「選択」をクリックして「選択内容」パネルに関数を追加しま

す。
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ヒント:
関数に複数のパラメータ・フィールドがある場合は、
「選択」ボタンを表
示するために下にスクロールする必要がある場合があります。
選択した関数が「選択内容」パネルに追加されます。

メンバー選択で使用可能な関数
関数は、レポートでショートカットとして使用できます。
表 1 にリストされている関数は、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスの「関数」
タブから選択できます。
表 8-1 メンバー選択で使用可能な関数
関数

必要なパラメータ

摘要

Ancestors

member の祖先(包含)

指定のメンバーより上のレベルの全メンバー

Bottom

最下位 dimension (包含)

レベル 0 のすべてのメンバー

Children

member の子(包含)

指定の親の 1 レベル下のメンバー

CurrentPOV

CurrentPOV

ディメンションの POV から行または列のメンバーを返
します。

選択したレベル 0 の時間ディメンション・メンバーおよ
び選択した DynamicTimeSeries メンバー(たとえば、
QTD、YTD など)の期間累計値を返します。
たとえば、YTD (Apr)では、1 月から 4 月の合計を返し
データ・ソースに応じて次の DTS ます。
メンバーを使用できます。デー
タ・ソースで有効になっているメ
ンバーのみが表示されます。

DynamicTimeSeries DTS member (Time Dimension
member)
これは時間ディメンションにのみ
適用されます。

•
HTD (履歴累計)
•
YTD (年累計)
•
STD (当季累計)
•
PTD (期間累計)
•
QTD (四半期累計)
•
MTD (月累計)
•
WTD (週累計)
•
DTD (日累計)
ノート: レベル 0 の時間ディメン
ション・メンバー、CurrentPOV、
または単一メンバーのプロンプト
を含む保存済選択を選択します。
Descendants

member の子孫(包含)

指定の親より下のレベルの全メンバー

Except

Except (member1, member2 な
ど)
2 つを選択し、固定のメンバー、
CurrentPOV または他のメンバー
関数を使用できます。

2 つの選択を評価し、最初の選択の中で 2 番目の選択に
も存在する項目を削除します。
たとえば、Except ( Children(Q1), Feb )は、Jan、Mar
を返します。

Generation

Generation number

階層内の世代番号に基づくメンバー
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表 8-1 (続き) メンバー選択で使用可能な関数
関数

必要なパラメータ

摘要

Intersect

Intersect (member1, member2
など)
2 から 10 までの間でメンバーを
選択し、固定のメンバー、
CurrentPOV または他のメンバー
関数を使用できます。

関数に指定したすべての 選択の結果が交差するメンバ
ー。
たとえば、Intersect (Children(Q1), Jan,)は Jan を返
します。

Level

Level number

階層内のレベル番号に基づくメンバー

Match

CurrentPOV を含める(「いい

Parent

member の親(包含)

PeriodOffset

PeriodOffset (メンバー、オフセ
ット、セカンダリ・ディメンショ
ン、メンバーの下の期間)
時間ディメンションにのみ適用

指定のパターンまたは一連の文字と一致するメンバー。
え」、「プリフィクスとしてのメン 「CurrentPOV を含める」を「プリフィクスとしてのメ
バー名」、「サフィクスとしてのメ ンバー名」または「サフィクスとしてのメンバー名」に
ンバー名」)
設定することで、一致文字列をプリフィクスまたはサフ
次と一致(メンバー名、別名または ィクスとしての現在の POV 選択とともに追加できます。
デフォルト設定は「いいえ」です。
両方)
ノート: この組合せは、レポートまたはブック POV にす
でに存在するディメンションのメンバーを選択するとき
には使用できません。これは、レポートの行および列の
選択でのみサポートされ、ブックではレポートまたはセ
クション POV でのみサポートされます。
詳細は、例: Match 関数と CurrentPOV の使用を参照して
ください。
ノート: 検索で先頭または末尾のワイルドカードを使用
する際に、*や?などのワイルドカード文字を使用できま
す。
指定のメンバーの 1 レベル上のメンバー

指定のメンバーから算術オフセット(プラスまたはマイ
ナス)を適用したメンバーを返します。月から年までの
期間/時間のディメンションに適用されます。ここで年
のディメンションは関数の一部として選択されます。
ノート: 時間と年のディメンションは、相対する軸に存在
例: PeriodOffset (Jan, -2,
Years)は、カレンダ年の前年 11 できません。両方が行または列の軸にある必要がありま
月を返します。年ディメンション す。
の名前は"Years"です。
ノート: メンバーの下の期間はオ
プションのパラメータで、月以外
の追加のレベル 0 の時間ディメ
ンションのメンバー(期首残高な
ど)が存在し、レベル 0 の子孫メン
バーの期間オフセットを特定のメ
ンバーの下にのみ配置する場合に
使用されます。
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表 8-1 (続き) メンバー選択で使用可能な関数
関数

必要なパラメータ

摘要

Property

ユーザー定義属性(UDA)または関 指定したユーザー定義属性(UDA)または関連する属性デ
連する属性ディメンション。
ィメンション・メンバーに基づいてメンバーを返します。
演算子:
「次と等しい」(=)または「次と等
しくない」(<>)
ノート: EPM Cloud データ・ソー
スは、UDA の「次と等しくない」
(<>)演算子をサポートしていませ
ん。
プロパティ値:
UDA の場合: ユーザー定義属性を
選択します。
関連属性の場合: 必要な属性ディ
メンション・メンバーを選択しま
す。

Range

Range (frommember,
tomember)
開始および終了のメンバーは、固
定メンバー、CurrentPOV または
プロンプトにすることができま
す。

メンバーの範囲を定義します。
たとえば、1 月を開始メンバー、3 月を終了メンバーに
選択することで、年のディメンションを使用して第 1 四
半期のすべての 月を指定できます。
Range 関数を RelativeMember または PeriodOffset 関
数とともに使用して、現在の月の前後の月(たとえば、現
在の月の 3 か月前から 3 か月後まで)を表示するローリ
ング・レポートを生成できます。例: Range 関数を使用
したローリング・レポートの作成を参照してください。
ノート: 範囲で frommember が tomember の後である
場合(例: 11 月から 8 月まで)、返されるデータはデータ・
ソースによって 異なります。
•
•

Narrative Reporting モデルでは、アウトラインの
逆順にメンバーを返します(11 月、10 月、9 月、...8
月)。
その他すべてのクラウド EPM データ・ソースでは、
一般的な順序でメンバーを返し、階層の最後のメン
バーに達すると折り返します(11 月、12 月、1 月、...8
月)。

RelativeMembers

RelativeMember
指定のメンバーから算術オフセット(プラスまたはマイ
(member,offset)
ナス)を適用したメンバー。任意のディメンションに適
例: RelativeMember(Mar,-1)は 用されます。
2 月を返します。

SameGeneration

member と同じ世代

指定のメンバーと同じディメンションと世代のメンバー

SameLevel

member と同じレベル

指定のメンバーと同じディメンションで同じレベルから
のメンバー

Siblings

member の兄弟(包含)

指定のメンバーと親が同じメンバー

例: Intersect 関数と Except 関数の組合せ
Intersect 関数は、2 つのメンバーの選択を組み合せます。Exclude 関数は、選択からメ
ンバーを除外します。
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これらの関数を組み合せて結果を絞り込むことができます。この例では、「'Balance Sheet'の
子孫」と「レベル 1」の交差から、「'Total Equity' (250000)の子孫」を除外する関数を作成し
ます。
図 8-1 Except 関数

1.

メンバーを選択することで開始し、
選択します。

2.

Except 関数を選択します。

ボタンをクリックして「すべての 関数の表示」を

3. 「パラメータ」パネルで、
「メンバー・セット 1」の横にある

をクリックします。図 1
は、メンバー選択ボタンが強調表示された Except 関数を示しています。
これにより関数ビルダーの 2 つ目の繰返しがオープンし、Except 関数の内側に Intersect
関数をネストできるようになります。

4.

Intersect を選択し、「メンバー・セット 1」に「BalanceSheet の子孫」、「メンバー・セッ
ト 2」に「レベル 1」を入力します。
図 8-2 Intersect 関数
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5. 「選択」
、「OK」の順にクリックします。
6. 「メンバー・セット 2」に、
「25000 の子孫」と入力します。

図 8-3 Except 関数と Intersect 関数の結果

図 3 は、結果を示しています。返された結果には、貸借対照表の資本合計の子孫を除
いた貸借対照表のレベル 1 の子孫のすべてが 含まれています。

例: Range 関数を使用したローリング・レポートの作成
Range メンバー・セレクタ関数は、指定された開始および終了メンバーに基づいて一
定範囲のメンバーを返します。一般的に、現在の月の前後の月(たとえば、現在の月の
3 か月前から 3 か月後まで)を表示するローリング・レポートを生成するために、時間
(期間など)ディメンションで CurrentPOV またはプロンプトとともに使用されます。
•

Range 関数を RelativeMember 関数とともに使用すると、年と期間が別個のディ
メンションにある場合に、オプションでシナリオ・ディメンション全体で(たとえ
ば、実績として 1 月から CurrentPOV (期間)、プランとして CurrentPOV +1 (期間)
から 12 月)、単一年を対象にできます。また、Range および RelativeMember 関
数は、期間と年が同じディメンションにある Fusion ERP またはカスタム Essbase
キューブ・データ・ソースとともに使用して、単一の時間ディメンションを対象に
することもできます。

•

Range 関数を PeriodOffset 関数とともに使用すると、指定した年および期間ディ
メンションを対象とするローリング・レポートを生成できます。
たとえば、メンバー選択関数が次のように定義されているとします。
範囲開始: 期間が CurrentPOV - 2 の PeriodOffset
終了: 期間が CurrentPOV + 14 の PeriodOffset
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年と期間の CurrentPOV が 1 月と FY19 の場合、レポートの結果は、開始期間が FY18 の
11 月(Current POV – 2)で、終了期間が FY20 の 3 月(CurrentPOV + 14)です。
例 1: Range および RelativeMember 関数
Narrative Reporting のサンプル・レポート 4 には、シナリオを横断する 1 月から 12 月までの
ローリング・レポートのために Range および RelativeMember 関数を使用する例が示されて
います。
これには、行に損益計算書勘定科目、列にシナリオおよび会計カレンダのディメンションが
示されるグリッドが含まれています。
•

グリッド列は次のように定義されています。
–

実績データの POV には、FY17 年 1 月から現在選択されている月(デフォルトでは 6
月)が含まれています。

–

プラン・データには、FY18 年現在の POV + 1 (デフォルトでは 7 月)から 12 月が含
まれています。

•

POV を変更して異なる月を選択できます。これらの列では、現在の POV、範囲および相
対メンバー選択関数を組み合せて使用します。

•

POV に 12 月が選択されたときに実際のデータのみを表示するために、列 B および C の
条件付き抑制定義に使用される 3 つ目の非表示データ列(C)があり、POV 選択が 12 月の
場合にプラン・データが抑制されます。

レポート設計の概要は次のとおりです。

•

列 A: 1 月から CurrentPOV までの範囲

•

列 B: CurrentPOV + 1 の相対メンバーから 12 月までの範囲

•

列 C (非表示列): CurrentPOV

•

列 D (式列): SUM([A],[B])

列 B の条件付き抑制定義は次のとおりです。
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列 C の条件付き抑制定義は次のとおりです。

会計カレンダ・ディメンションに対して 6 月が選択されたレポート・プレビューは次
のとおりです。

例 2: Range および PeriodOffset 関数
この例で使用されるレポートは、データ・ソースとして Planning Vision Plan1 キュー
ブを利用します。この例では、年と期間を横断するローリング・レポートのために
Range および PeriodOffset 関数を使用します。グリッドには、時間関連メンバーを簡
単に表示するために、列に純利益勘定科目、行に期間および年ディメンションがあり
ます。
POV を変更して異なる月および年を選択できます。
レポート設計の概要は次のとおりです。
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行 1:
•

年ディメンション・メンバーの選択は、CurrentPOV です。

•

期間ディメンション・メンバーの選択は、YearTotal の期間の CurrentPOV - 2 の
PeriodOffset から、YearTotal の期間の CurrentPOV + 14 の PeriodOffset までの範囲です。

メンバー・セレクタの定義は次のとおりです。
Range 関数:

開始メンバー選択:
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終了メンバー選択:

期間ディメンションの POV に対して 1 月が選択され、年ディメンションの POV に対
して FY19 が選択されたレポート・プレビューは次のとおりです。
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例: Match 関数と CurrentPOV の使用
Match 関数を使用すると、指定のパターンまたは一連の文字と一致するメンバーを選
択できます。CurrentPOV 関数は、ディメンションの POV から選択されたメンバーを
返します。
「CurrentPOV を含める」を「プリフィクスとしてのメンバー名」または「サフィクス
としてのメンバー名」に設定することで、一致文字列をプリフィクスまたはサフィク
スとしての現在の POV 選択とともに追加できます。デフォルト設定は「いいえ」で
す。
この例では、Year ディメンションの JanYTD、FebYTD、…DecYTD の代替階層を持
つ変更済の Essbase Sample Basic キューブで、Match と CurrentPOV の組合せを使
用する方法を示します。
これを使用すると、Years ディメンションの CurrentPOV の月を選択して、それに関連
する YTD メンバーが選択されるようにできます。たとえば、
「Aug」を選択して、
「AugYTD」が返るようにします。
次に、変更済の Essbase Sample Basic キューブの Year ディメンションを示します。

次のグリッド設計では、行に Measures ディメンションの「Profit の子孫(包含)」、列
に Year があり、次のように設定されています。
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•

CurrentPOV – POV で選択された月を表示。

•

プリフィクスとして CurrentPOV を持つ YTD に一致するメンバー。

列 B については、メンバー・セレクタの「関数」で Match 関数が選択された状態で、次のよ
うにします。
•

YTD という検索文字列を入力します。

• 「CurrentPOV を含める」を「プリフィクスとしてのメンバー名」に設定します。
• 「次と一致」オプションが「メンバー名または別名」に設定されます。

Year の POV 選択として Aug を使用したグリッドをプレビューする場合、最初の列に、現在
の POV である「Aug」が表示され、2 番目の列に、Aug という現在の POV と YTD に一致す
る「AugYTD」が表示されることに注意してください。
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プロンプトを使用したメンバーの割当
プロンプトを使用すると、レポート・ビューアでレポートの実行時にグリッドの行や
列、POV のメンバーを選択できます。
レポートの設計時にプロンプトのメンバー選択を定義しておき、レポートの実行時に
レポート・ビューアにより定義済のメンバーから選択されます。プロンプトは、「すべ
(
ての選択の印刷」が有効化されている)グローバル POV、およびレポートのグリッドの
行および列に定義できます。たとえば、図 1 は、グローバル POV で Products およ
び Years を、グリッド行で Account のメンバーを、グリッド列で Period のメンバ
ーを選択可能な、レポートの実行時にユーザーに対して表示されるプロンプトを示し
ています。
- レポートでのプロンプトの定義を参照してください。
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図 8-4 POV およびグリッドのプロンプトの例

プロンプトの使用時の考慮事項は次のとおりです。
•

POV ディメンションのプロンプトは「すべての 選択の印刷」が有効化されているときに
選択可能です。これによりユーザーは、レポートの実行時に POV ディメンションのメン
バーを 1 つ以上選択できます。

•

他のメンバー選択関数内のグリッド行または列セグメントにプロンプトを定義できます。
たとえば、Range (prompt1, prompt2)です。

•

リファレンス・ドックレットとしてレポート・パッケージに挿入される管理レポートでプ
ロンプトを使用できます。

プロンプトの定義
プロンプトを定義するには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを編集します。

2.

次のいずれかを実行して、
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンします。
•

グリッドでディメンションを右クリックし、「メンバーの選択」をクリックします。

•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
ックします。

をクリ

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、次の処理を実行します。

•

メンバーの横にある
をクリックし、「すべての 関数の表示」を選択して関数ビル
ダーをオープンします。

•

ダイアログ・ボックスの下部にある表示セレクタ・ドロップダウン・メニューで、
「関
数」を選択します。
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4. 「関数」リストからプロンプトを選択します。
5.

プロンプト・ラベルに、ユーザーに対して表示されるプロンプト・テキストを入力
します。たとえば、「Select a Quarter:」とします。

6. 「選択リスト」で、ユーザーが選択可能なメンバーを選択します。考慮事項:

•

複数のデータ・ソースがあるレポートのグローバル POV プロンプトでは選択
リストは必須です。

•

他のすべてのプロンプトでは 選択リストはオプションです。選択リストを指
定しない場合、ユーザーは自分がアクセス権があるディメンションのすべての
メンバーを選択可能です。

7.

複数選択を許可を使用すると、ユーザーによる選択を 1 つのみに制限することも、
複数のディメンション・メンバーを選択できるようにすることもできます。他のメ
ンバー選択関数でパラメータとして使用されているプロンプトに対して複数選択
を許可することはできません(例: Children (Prompt))。

8.

オプション: デフォルト選択で、プロンプトのデフォルトとしてリストされるメン
バーを選択します。複数選択を許可が無効になっている場合、デフォルト・メンバ
ーを 1 つのみ選択できます。

ノート:
関数をデフォルト・メンバーとして指定することはできません。
POV でのプロンプトの使用
POV でのプロンプトの使用時にはいくつかの考慮事項があります。
•

プロンプトはグローバル POV においてのみサポートされています。ローカル
POV にプロンプトを定義することはできません。

• 「提案のみ表示」は常に有効になっています。ユーザーは POV の選択肢を編集す
ることはできず、プロンプトに応答するのみです。
• 「すべての 選択の印刷」は、印刷可能ページの場合は常に有効になっています。
•

POV の別のメンバー選択関数のパラメータとして単一選択を含むプロンプトを使
用できます。たとえば、期間(時間)ディメンションで選択を子(プロンプト)として
定義し、プロンプトにより、ユーザーが Qtr1、Qtr2、Qtr3 または Qtr4 を選択でき
るようにすることができます。ユーザーがレポートを実行すると、選択した四半期
の子が返されます(たとえば、ユーザーが Qtr1 を選択した場合、1 月、2 月、3 月
が返されます)。

•

プロンプトが定義された POV ディメンションには、POV 選択として追加のメンバ
ーまたは関数を含めることはできません(前の箇条書きに記載されているように単
一メンバーのプロンプトを除く)。

•

グリッドで同じディメンションの Current POV が選択されている場合、POV ディ
メンションでプロンプトを使用することはできません。

•

レポートに複数のデータ・ソースがあり、プロンプトがある POV ディメンション
が共有されている場合、プロンプトには(現在 POV で行われているように)データ・
ソース間の共通メンバーのリストが表示されます。
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レポートのリファレンス・ドックレットでのプロンプトの使用
プロンプトのあるレポートをリファレンス・ドックレットとしてレポート・パッケージに挿
入できます。レポートを挿入するときおよびスナップショットをリフレッシュするときにプ
ロンプトに応答します。リファレンス・ドックレットをチェック・インすると、そのリファ
レンス・ドックレットを使用するすべてのドックレットが 、プロンプトの選択を反映するよ
うに更新されます。
たとえば、図 2 には、デフォルト選択として Total Entities が設定された、Total
Entities の子(包含)のプロンプトが示されています。
図 8-5 リファレンス・ドックレット・プロンプトの例: 定義

レポートをレポート・パッケージにリファレンス・ドックレットとして挿入すると、
「レポー
ト POV」ダイアログ・ボックスのプロンプト・タブが表示されます。プロンプト・タブを選
択し、選択を行います。この例では、デフォルト値の Total Entities のままにしておき
ます。

図 3 は、挿入されたリファレンス・ドックレットの出力を示しており、POV に Total
Entities が表示されています。
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図 8-6 リファレンス・ドックレット・プロンプトの例: 出力

代替変数およびユーザー変数の操作
代替変数は、定期的に変更される特定のメンバーのプレースホルダとして機能する、
EPM Cloud または Essbase データ・ソースで定義される変数です。
EPM Cloud では、ユーザー変数を設定してレポートに表示されるメンバー数を制限で
き、ユーザーが特定のメンバーに焦点を当てるのに役立ちます。たとえば、Entity ディ
メンションに Division というユーザー変数を作成した場合、ユーザーは独自の部門の
メンバーを選択できます。
変数 CurrMonth を使用して現在の月(1 月)を表し、レポートにメンバー選択として挿入
できます。変数および文字列値を作成することで、データ・ソースに変数を作成しま
す。その後、いつでもデータ・ソースの変数の値を変更できます。
グリッドのメンバーを選択すると、メンバー・セレクタには、選択したディメンショ
ンで使用可能な代替変数およびユーザー変数が表示されます。変数の名前と値の両方
が、グリッドの列、行および視点(POV)に表示されます。変数には&のプリフィクスが
付きます(たとえば、&CurrMonth)。
代替変数およびユーザー変数を操作する場合は、いくつかの考慮事項があります。
•

通常のメンバーを使用する場合と同様に、変数を他のメンバー選択関数の中でメン
バー選択として使用できます。たとえば、Children (&CurrentQuarter)などです。

•

POV 選択で変数を選択するには、レポート・プレビューアを有効にします。

•

変数の値は、システムが最初にデータ・ソースに接続するときに取得されます。メ
ンバー・セレクタまたは POV(あるいはその両方)に変数の値が表示されます。レポ
ートの実行時に、最新の変数値が取得されます。ただし、ユーザーのセッション中
に変数値が変更された場合、ユーザーがログアウトしてから再度ログインして新し
いセッションに再接続するまで、変更はメンバー・セレクタまたは POV に表示さ
れる変数値に反映されません。

•

レポート・パッケージ内のレポートのリファレンス・ドックレットの場合は、メン
バー選択から変数を選択できます。
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ノート:
•

引用符で囲まれた代替変数の値(例: "Net Income")は、Narrative Reporting では
サポートされていません。Narrative Reporting メンバー・セレクタに表示され
るのは、引用符で囲まれていない代替変数の値のみです。

•

データ・ソースにおいて引用符で囲まれた代替変数の名前(例: "Current Month")
は、レポートではサポートされていません。レポートでは、引用符で囲まれて
いない代替変数の名前のみがサポートされています(例: Current Month)。

•

メンバー・セレクタに表示されるのは、メンバー名が指定されている代替変数
の値のみです。メンバーの別名が指定されている代替変数の値は表示されませ
ん。

•

変数値に複数のメンバーが定義されたユーザー変数は、メンバー・セレクタに
最初の値のみを表示します。

データ行またはデータ列の見出しの上書き
デフォルトでは、データ行およびデータ列の見出しのラベルは、メンバー名、別名、両方な
ど、グリッド・プロパティの「見出し」セクションから継承されます。
デフォルト設定は、行または列のレベルで上書きできます。
グリッドで特定のデータ行またはデータ列の見出しを上書きするには:
1.

データ行またはデータ列の見出しセルで、

をクリックします。

ヒント:
同じディメンションの複数のヘッダー・セルを選択できます。
2.

表示オプションを選択します。
•

ラベルに対するグリッドのデフォルトを受け入れます。

•

メンバー名のみを表示します。

•

メンバーの別名のみを表示します。

•

メンバー名とその別名を表示します。

•

カスタム・ヘッダーを作成します。

ノート:
カスタム・ヘッダーについて、ヘッダーに表示するテキスト、テキスト関数
またはその両方を入力するか、
をクリックしてテキスト関数を選択しま
す。テキスト関数についてを参照してください。
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メンバーの検索
メンバー名、別名または両方で検索するには、グリッドの「処理」メニューから「メ
ンバー・ラベル」設定を使用します。
編集するメンバーの検索を実行できます。
メンバーを検索するには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを選択します。

2.

次のいずれかを実行して、
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンし
ます。
•

グリッドでディメンションを右クリックし、「メンバーの選択」をクリックし
ます。

•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
をクリックします。

3. 「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスで、検索するテキストを検索ボック

スに入力し、

をクリックします。

検索結果には、完全修飾されたメンバー名およびその祖先(該当する場合)が表示さ
れます。
4.

オプション: 検索結果で
をクリックし、そのメンバーの親メンバーを拡張して
メンバー階層に表示します。

5.

オプション: 表示セレクタ・ドロップダウン・メニューを使用して、検索結果の表
示をメンバー階層、最近、関数またはリストに変更します。

選択したメンバーのプレビュー
レポートを実行する前に、そのレポートに選択されているメンバー、関数およびリス
トをプレビューできます。
表示されるメンバーは、評価されたメンバー・リストまたは関数の結果です。
メンバーをプレビューするには:
1.

レポートをオープンし、グリッドを選択します。

2.

次のいずれかを実行して、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスをオープンし
ます。
•

グリッドでディメンションを右クリックし、「メンバーの選択」をクリックし
ます。

•

グリッドのディメンションを選択し、ディメンション名付きの算式バーの
をクリックします。

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスの「選択内容」ペインで、

クします。

をクリッ
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4. 「プレビュー」を選択します。

保存されたメンバー選択の操作
保存されたメンバー選択では、レポート内のメンバー選択として再利用できるメンバーのリ
ストを定義できます。
1 つ以上のメンバー、関数またはプロンプトを保存されたメンバー選択として保存し、その選
択をレポートの複数のセグメントで使用できます。
保存されたメンバー選択を操作する場合は、いくつかの考慮事項があります。
•

単一のメンバーまたはプロンプト結果が定義されている場合は、保存された選択を関数の
メンバー選択パラメータとして使用できます。

•

保存された選択を表示および使用するには、レポート設計者である必要があります。表示
専用ユーザーは、保存された選択を表示または使用できません。

•

現在、保存された選択は作成されたレポートでのみ使用できます。保存されたメンバー選
択は、ユーザー定義リストなど、レポート全体で使用することはできません。

•

保存された選択があるレポートを参照ドックレットとしてレポート・パッケージに挿入す
ると、レポートのスナップショットを生成するときに、保存された選択は表示されませ
ん。

•

レポート・パッケージを操作する場合、保存された選択は、レポート定義を編集する場合
にのみ使用できます。

保存されたメンバー選択の作成、編集、削除、名前変更およ
び複製
保存されたメンバー選択の作成
保存されたメンバー選択を作成するには:
1.

メンバー・セレクタで、次の 1 つ以上を選択します。
•

メンバー

•

関数

•

プロンプト

2.

メニューから、選択の保存を選択します。
3.

保存された選択の名前を入力して、「OK」をクリックします。

保存されたメンバー選択の編集、削除、複製または名前変更
保存されたメンバー選択を編集または削除するには:
1.

保存された選択が存在するディメンションの「メンバー・セレクタ」ダイアログをオープ
ンします。

2.

表示セレクタ・ドロップダウン・メニューから、保存された選択を選択します。

3.

次の処理を実行します。

8-25

第8章

保存されたメンバー選択の操作

•

保存された選択を編集するには、保存された選択の横にある「保存済選択処
理」ドロップダウン・メニューをクリックして、「編集」をクリックします。

•

保存された選択を削除するには、保存された選択の横にある「保存済選択処
理」ドロップダウン・メニューをクリックして、「削除」をクリックします。

•

保存された選択の横にある「保存済選択処理」ドロップダウン・メニューか
ら、「複製」をクリックします。

•

保存された選択の横にある「保存済選択処理」ドロップダウン・メニューか
ら、「名前変更」をクリックします。

メンバー選択での保存された選択の使用
保存されたメンバー選択を作成(保存されたメンバー選択の作成、編集、削除、名前変
更および複製を参照)した後は、その保存された選択をメンバー選択として使用できま
す。
保存された選択をメンバー選択として使用するには:
1.

保存された選択を使用するメンバーの「メンバー・セレクタ」ダイアログをオープ
ンします。

2.

表示セレクタ・ドロップダウン・メニューから、保存された選択を選択します。
「選
択の保存」ダイアログが表示されます。

3.

メンバー選択として使用する保存された選択を選択します。

ノート:
保存された選択をクリックすると、右側のパネルにその定義が表示され
ます。保存された選択を検索することもできます。
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共有メンバーの抑制
グリッドの共有メンバーの表示を抑制できます。
グリッドの共有メンバーの表示を抑制するには:
1. 「メンバー・セレクタ」をオープンします。
2. 「選択内容」ペインで、

をクリックします。

3. 「共有メンバーの抑制」の横にある

をクリックします。

サポート詳細の表示
適用可能な EPM Cloud データ・ソースを使用して、「勘定科目」ディメンションを含む行を
選択すると、メンバーのサポート詳細を表示できます。
選択した行の 1 つ以上のセルにサポート詳細がある場合は、サポート詳細を表示する追加の
行が挿入されます。

ノート:
サポート詳細は行のみに使用可能で、
「勘定科目」ディメンションのみが対象となり
ます。また、
「勘定科目」ディメンションは、行の唯一のディメンションである必要
があります。

サポート詳細を表示するには:
1.

グリッドで、サポート詳細が表示される「勘定科目」ディメンションがある行を選択しま
す。

2.

右クリックするか、ヘッダーにある下矢印をクリックし、「メンバーの選択」を選択しま
す。

3. 「選択内容」で

をクリックし、次に「サポート詳細の表示」の横にあるチェック・マ
ークをクリックします。

4. 「OK」をクリックします。

サポート詳細を使用可能なセルが、セルの右上隅の三角形で示されます。
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次も参照:
•

算術関数

•

算術関数について
算術関数は、数値またはグリッドのデータで計算を実行します。算術関数、算式およびそ
れらの構文では、大文字と小文字は区別されません。

•

算術関数の引数

•

数値引数

•

行、列またはセルの参照の引数

•

引数としての埋込み関数

•

式の算術演算子

•

式の算術オペランド

•

式を使用した同じレポート内の別のグリッドの参照

•

通常の優先順位

•

Absolute

•

Average

•

AverageA

•

Count

•

CountA

•

Difference

•

Eval

•

IFThen

•

Max

•

Min

•

PercentofTotal

•

Product

•

Rank

•

Round

•

Sum

•

Truncate

•

Variance

•

Essbase を使用した予想される結果

•

EPM Cloud を使用した予想される結果
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•

Variance の動作

•

例

•

VariancePercent

•

Essbase を使用した予想される結果

•

EPM Cloud を使用した予想される結果

•

VariancePercent の動作

•

例

•

テキスト関数

•

テキスト関数について
テキスト関数は、レポート名またはレポートの摘要などのレポート情報を返しま
す。

•

テキスト関数に関する考慮事項

•

テキスト関数のパラメータ

•

AncestorName / AncestorAlias

•

CellText

•

CellValue

•

ColumnNumber/RowNumber

•

ConditionalText

•

DateTime

•

GridNotes

•

HeadingValue

•

Left/Right/Mid

•

MemberAlias

•

MemberName

•

MemberProperty

•

ノート

•

PageCount

•

PageNumber

•

ReportAuthor

•

ReportCreatedOn

•

ReportDescription

•

ReportLocation

•

ReportModifiedBy

•

ReportModifiedOn

•

ReportName

•

ReportRunBy

•

条件関数
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•

IFThen、If

•

条件演算子

•

複合条件

算術関数
次も参照:
•

算術関数について
算術関数は、数値またはグリッドのデータで計算を実行します。算術関数、算式およびそ
れらの構文では、大文字と小文字は区別されません。

•

Absolute

•

Average

•

AverageA

•

Count

•

CountA

•

Difference

•

Eval

•

IFThen

•

Max

•

Min

•

PercentofTotal

•

Product

•

Rank

•

Round

•

Sum

•

Truncate

•

Variance

•

VariancePercent

算術関数について
算術関数は、数値またはグリッドのデータで計算を実行します。算術関数、算式およびそれ
らの構文では、大文字と小文字は区別されません。
算術関数の構文は次のとおりです。
FunctionName(arguments)
ここで:
FunctionName は算術関数の名前です。
arguments は、数値、行、列またはセル参照、あるいは埋込み関数です。
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算術関数の引数
次も参照:
•

数値引数

•

行、列またはセルの参照の引数

•

引数としての埋込み関数

数値引数
数値引数の構文は、次のとおりです。
(numeral1, numeral2,...numeraln)
数値 1 から n は実際の数字です。たとえば、式 Average(10, 20, 30)は 20 の値を返し
ます。

ノート:
関数コール内の 2 つの数値間のカンマの後にはスペースを 入れることをお薦
めします。たとえば、Average (1200, 2400)は、カンマとスペースで 区切ら
れた 2 つの数値とみなされます。1 および 2345 などの 2 つの数値がカンマ
で区切られておりスペースがない 場合、1 つの数値として解釈されます。
Average (1,2345)は構文エラーを返します。たとえば、Grid "Grid With
Formula Member" formula row 15 has a syntax error at or after" )"
となります。

行、列またはセルの参照の引数
行、列またはセルの引数の構文は、次のとおりです。

ノート:
検証エラーが発生するのは、次のような場合です。列レベルの式に行参照が
含まれていたり、行レベルの式に列参照が含まれている場合です。
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)])

9-4

第9章

算術関数

表 9-1 引数のコンポーネント
引数

摘要

GridName

(オプション)グリッドの名前。
たとえば、Difference (grid1.row[5], grid2.row[5])は、grid1 と grid2
の 2 つの行の差異を返します。

GridName を指定しなかった場合のデフォルトは、式が入力されている現在のグ
リッドになります。

GridName にスペースが 含まれる場合(例: Income Statement)、これを式に使用
する際には、引用符で囲む必要があります(例: "Income Statement")。

同じレポート内の別のグリッド行または列を参照するには、行または列参照の前
にグリッド名を置きます。たとえば、グリッド 1 の式行では、"Grid 2".[1]によっ
てグリッド 2 の行 1 を参照できます。

GridElement

(オプション) row、col、column または cell のいずれかのキーワード。
たとえば、Max(row[1], row[2], row[3])は、3 つの行の最大値を返します。
(row および column または col のキーワードはオプションです。)
行と列のセグメント ID を指定する必要があります。たとえば、cell[2, A]は、
行 2 と列 A が交差するセルを参照します。
キーワード cell はオプションです。たとえば、[5,B]は、行 5 と列 B が交差す
るセルを参照します。セル参照には、[row, col]構文または[col, row]構文を
使用できます。

GridElement を指定する場合、文字は列を表し、数字は行を表します。例: Max
([1,A], [2,A], [3,A])
segment

(必須)グリッドの行、列またはセルの参照番号。たとえば、row[2]は行セグメン
ト 2 を示します。セグメントは大カッコ[ ]で囲みます。

range

(オプション)指定したセグメントから拡張された行、列またはセル。 range を指
定すると、指定した範囲のみを使用して式が計算されます。たとえば、
row[2(3:5)]は拡張されたセグメント 2 の 3 行目から 5 行目のみが使用されま
す。

range を指定しなかった場合は、拡張されたすべてのセルが 使用されます。

ノート:
セグメントの拡張が 1 行または 1 列のみの場合は、
range 引数を使用しないでください。

引数としての埋込み関数
関数を関数内の引数として埋め込むことができます。次の例では、関数 Average は関数 Sum
に埋め込まれています。
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
•

行セグメント 3、4 および 5

•

行セグメント 4、5、6 に、数値 40 および 50 を加えた値の平均
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•

行セグメント 7 および 9

•

数値 70 および 80

式の算術演算子
演算子は、算術的なタスクまたは比較を実行したり、列、行またはセルの範囲を参照
する記号です。演算子は、データ行またはデータ列に対して計算を実行する式の中で
使用します。
表 9-2 標準的な式の演算子およびコンポーネント
タイプ

演算子またはコンポーネン 摘要
ト

算術

+

追加

例
行 4 と行 5 の値を加算しま
す。

[4] + [5]
+の後ろにはスペースが 必
要です。
•
•
•
算術

-

減算

誤: 5+4
正: 5+ 4
正: 5+ -4

行 4 の値から 3 を減算しま
す。

[4]- 3。
-の後ろにはスペースが 必
要です。
•
•
•
算術

*

乗算

誤: 5-4
正: 5 - 4
正: 5 - -4

行 4 の絶対値に 150 を乗算
します。

Abs([4])* 150
算術

/

除算

行 4 の値を行 5 の値で除算
します。

[4] / [5]
算術

%

パーセント

行 4 の値を加算し、10%を
乗算します。

row[4].Sum*10%
算術

^

指数

行 4 の 6 乗を返します。

[4]^6
算術

小数

小数

行 4 の値に 5.67 を乗算し
ます。

[4] * 5.67
参照

[]

グリッドの行、列またはセ 行 4 と行 12 の値を加算し
ルを指定します。行には数 ます。
字、列には文字を使用しま Sum ([4],[12])
す。
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表 9-2 (続き) 標準的な式の演算子およびコンポーネント
タイプ

演算子またはコンポーネン 摘要
ト

単項マイナス

-

値の符号を変更します。

例
行 4 の値を 12 で除算し、結
果の符号を変更します。
-([4] / 12)

ヒント:
Eval 関数を使用して、関数パラメータの一部として算術演算を実行します。Eval を
参照してください。

ヒント:
複数の演算子が使用される式では、通常の優先順位によって演算の実行順序が決ま
ります。通常の優先順位を参照してください。

式の算術オペランド
オペランドには、結果を作成するために演算子が使用する値を指定します。
表 9-3 レポートでサポートされているオペランド
オペランド

例

リテラル

3, 0.0, 27.5, 65.334, -841

行または列の参照番号

[1]、[4]、[8]、[A]、[C:D]

セルの参照番号

[2, E]、[E, 2]
このセルの参照は、行 2 列 E を示します。

関数

Average、Min、Max

範囲指定

Grid1.row[3]

行 3 の値に 100 を乗算する次の行式では、行の参照[3]と 100 の両方がオペランドです。
[3] * 100

式を使用した同じレポート内の別のグリッドの参照
式を使用して、別のグリッドの行、列またはセルを参照することで、複数のグリッドのコン
テンツを 1 つに結合できます。これは、1 つ以上のグリッドに提供された異なるデータ・ソー
スからのコンテンツを単一のグリッドにまとめるのに使用できます。式のソース・グリッド
は非表示シートに存在できるため、レポート出力には表示されません。
式の構文は次のとおりです。
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<grid>.<reference>
<grid> - 参照先のグリッドの名前です。グリッド名に空白が含まれている場合は、グ
リッド名を引用符で囲みます。例: "Grid 1"。
<reference> - 大カッコで囲まれた行、列、セルへの参照です。例: [b] [1] [b,1]。
例:
レポートには 3 つのグリッドが含まれています。" Grid 1 "には、他の非表示グリッド
である" Grid 2 "および" Grid 3 "を参照する式が格納されています。
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Grid 1 にはいくつかの式が格納されます。たとえば、行、列およびセルの式がグリッドに格
納されます。
•

Column C column formula: "Grid 2".[a] refers to Grid 2, column A

•

Cell D2 cell formula: "Grid 2".[a,2] refers to Grid 2, cell A2

•

Row 4 row formula: "Grid 3".[1] refers to Grid 3, row 1
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通常の優先順位
標準的な式に複数の演算子がある場合は、演算子の通常の優先順序で操作が実行され
ます。
複数の演算子がある式で操作が実行される通常の優先順序は、次のとおりです。
1.

単項マイナス(-#、#は任意の数値)
単項マイナス演算子の後ろにはスペースを 追加しないでください。

2.

乗算(*)および除算(/)

3.

減算(- #)および加算(+ #、#は任意の数値)
減算および加算の演算子の後ろにはスペースを 追加します。

たとえば、行 10 の値が 8 の場合、次の式は通常の優先順序に従って 3 * 4 + 8 = 20 と
計算され、その列の値は 20 になります。
3 * 4 + [10]

Absolute
Absolute は、数値、行、列またはセルの絶対値を返す算術関数です。数字の絶対値と
は、その符号を考慮しないゼロからの数字の距離です。正数はそのまま正数である一
方で、負数は正数になります。
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構文:
Absolute(argument)
argument は、次のいずれかの値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Absolute(-20)は値 20 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照して
ください。

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。
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
値 30 を返します。
Absolute(-30)
行 1 の値の絶対値を返します。
Absolute(row[1])
Grid1 の設計セグメント 3 内の展開される行 1 から 3 をポイントします。
Absolute(Grid1.row[3(1:3)])

Average
Average は、数値、行、列またはセルのグループの平均を返す算術関数です。Average では、
平均の取得時に#missing および#error のセルが除外されます。

ノート:
欠落値は、抑制されているかどうかに関係なく計算には含まれません。

構文:
Average(arguments)
または
Avg(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。

9-11

第9章

算術関数

引数

摘要

数値

数値。たとえば、Average(10,20,30)は値 20 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参
照してください。

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。たとえば、
Avg(Grid1.row[4(3:5)])は、grid1、行セグメント 4、範囲 3 から
5 の平均を返します。
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
値 20 を返します。
Avg(10,30,20)
3 つの集計行に含まれるすべての 数値の平均を返します。
Average(row[1],row[6],row[8])
集計行 3 の平均を計算し、その平均を 100 で除算します。
Avg(row[3])/100

AverageA
AverageA は、数値、行、列またはセルのグループの平均を返す算術関数です。AverageA
では、#missing および#error のセルが含まれ、これは平均の取得時にゼロ値として処
理されます。

ノート:
#missing および#error が含まれるのは、抑制されていない行または列の場合
のみです。

構文:
AverageA(arguments)
または
AvgA(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
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引数

摘要

数値

数値。たとえば、AverageA(10,20,30)は値 20 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照し
てください。

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。
たとえば、AvgA(Grid1.row[4(3:5)]は、grid1、行セグメント 4、範囲
3 から 5 の平均を返します。

関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

例:
グリッドに値が 10、20、30 および#error の 4 つの行がある場合、5 番目の行の次の算式で値
15 が返されます。
AverageA([1:4])

Count
Count は、数値、行、列またはセルのグループ内の値の数を返す算術関数です。Count では、
取得時に#missing および#error が除外されます。
構文:
Count(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Count (10, 20, 30)は値 3 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照して
ください。

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。
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
グリッドに値が 10、20、30 および#error の 4 つの行がある場合、5 番目の行の次の算式で 3
つの行の件数が返されます。
Count([1:4])
3 つの行の件数を返します。
Count(row[1], row[6], row[8]])
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CountA
CountA は、数値、行、列またはセルのグループ内の値の数を返す算術関数です。CountA
では、抑制されていない行または列に対してのみ、件数の取得時に#missing および
#error のセルが含まれます。
構文:
CountA(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、CountA(10,20,30,50)は 4 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参
照してください。

行、列またはセルの参 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。
照
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
グリッドに値が 10、20、30 および#error の 4 つの行がある場合、5 番目の行の次の算
式で 4 つの行の件数が返されます。
CountA([1:4])
4 つの行の件数を返します。
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #error])

Difference
Difference は、別の数値、行または列から減算された数値、行または列の差異の絶対
値を返す算術関数です。
構文:
Difference(arg1,arg2)
arg2 は、 arg1 から減算される値であり、次の 1 つ以上の値です。
引数
数値

摘要
数値。たとえば、Difference(3,5)は絶対値 2 を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参
照してください。
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引数

摘要

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。
次の例は、grid1 と grid2 の 2 つの行の差異を返します。

Difference(grid1.row[1], grid2.row[6])
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

ノート:
Difference は、 arg1 から arg2 を減算した絶対値を返しますが、減算内のマイナ
ス記号によって数値が負になります。

次に例を示します。
絶対値 8 を返します。
Difference(3,-5)
2 つの集計列の差異を計算します。
Difference(column[E], column[G])
異なるグリッドである grid1 および grid2 にある 2 つの列の差異を計算します。
Difference(grid1.column[E], grid2.column[E])

ノート:
テキスト・ラベル Difference または Variance を入力できます。

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、複数の式を 1 つ
の式に統合します。
構文:
Eval( expression)
expression は、次の 1 つ以上の値です。
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引数

摘要

数値

数値。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照し
てください。

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。
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

演算子

サポートされている算術演算子(+、-、*、/、^、%)。

例:
行 1 を行 2 で割り、そのデータを 4 桁に端数処理します。
Round(Eval([1]/[2]),4)

ノート:
この例では、必要な結果を取得するために EVAL を使用する必要があります。
Round(([1]/[2]),4)では機能しません。

IFThen
IfThen は、条件が True の場合はある値を返し、条件が False の場合は別の値を返す条
件関数です。条件関数の操作に関する詳細は、条件関数を参照してください。

Max
Max は、数値、行、列またはセルの集合内で最大値を返す算術関数です。
構文:
Max(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Max(10,20,30)は 30 の値を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照し
てください。

行、列またはセルの グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。
参照
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。
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次に例を示します。
行 1、行 6 および行 8 の値の最大値を返します。
Max(row[1], row[6], row[8])

Min
Min は、数値、行、列またはセルの集合内で最小値を返す算術関数です。
構文:
Min(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Min(10,20,30)は 10 の値を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照して
ください。

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。
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

例:
行 1、行 6 および行 8 の値の最小値を返します。
Min (row[1], row[6], row[8])

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て
100 を掛けた結果を返す演算関数です。
構文:
PercentOfTotal (arg1,arg2)
ここで:
•

arg1 は、現在までの合計(arg2)のコンポーネントで、通常は行または列の参照です。

•

arg2 は、arg1 に対する現在までの合計で、通常は総計が含まれているセルの参照です。

•

arg1 を arg2 で割り、その結果に 100 を掛けます。arg1 と arg2 は、次の 1 つ以上の値に
なります。
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引数

摘要

数値

数値。たとえば、PercentofTotal(100,20)は 500 の値を返しま
す。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を
参照してください。

行、列またはセルの参 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。
照
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
5 の値を返します。
PercentofTotal(20,400)
列 A の各セルの値をセル A5 の市場の合計値で割り、100 を掛けた結果の
PercentOfTotal を列 B に表示します。
PercentOfTotal ([A],[A,5])
前述の例を使用して、次の表に PercentOfTotal の結果を列 B に示します。

ヒント:
列 B のヘッダーをクリックし、算式バーを使用して式を入力します。

Product
Product は、すべての 数値または参照を乗算し、積を返す算術関数です。
構文:
Product( arguments )
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
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引数

摘要

数値

数値。たとえば、Product(2,20)は 40 の値を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照して
ください。

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。

関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

例:
40 を返します。
Product(2,20)

Rank
Rank は、指定された範囲内の値に対するランク値を提供する財務関数です。Rank は Financial
Reporting で処理され、データベース接続には依存しません。
構文:
Rank([Reference], Order)
Rank([Reference], Order, Unique)
引数

摘要

Reference

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。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、値が非数値の任意のセルに数値を割り
当てることで、それらのセルをランク付けできます。たとえば、.ifNN(-1)を使用して、
値が欠落しているセルのすべてに -1 という値を割り当てることができます。

Order

値をランク付けする順序を示します。昇順でランク付けされた最小値は、ランク付け
の結果として 1 を受け取ります。降順でランク付けされた最大値は、ランク付けの結
果として 1 を受け取ります。順序は、次のキーワードまたは値のいずれかで指定しま
す。
•
Ascending
•
Descending
•
Asc
•
Des
•
Desc
•
1 (数値 1 は Ascending と同じ)
•
0 (ゼロは Descending と同じ)
キーワードの大文字と小文字は区別されません。
順序を指定する数値やキーワードは引用符で囲まないでください。
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引数

摘要

Unique

(オプション) Reference パラメータの同等の値について処理方法を示すブール・キー
ワード。
•
•

false (または省略) - 同等の値は同じランクを受け取ります。ランク付けの結果
が重複する可能性があります。
true - 同等の値は一意のランクを受け取ります。ランクの重複はありません。
Reference パラメータの値は出現順に、最初のランク付けを基準としてランク付
けされます。たとえば、行 2 と行 5 の値が等しい場合、行 2 の値が行 5 の値より
前にランク付けされます。

次に例を示します。
列 B の式は、列 A の行 1 から行 5 にある値を降順にランク付けします。
Rank([A,1:5], descending)
次のような結果になります。

2 つの値が同じ場合は、同じランク値を受け取ります。前述の例では、Cola と Beer が
同じ値であるため、同じランクが付きます。
この列 B の式は、数値でないものに-1 の値を割り当て、ランク付けできるようにして
います。
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
次の結果では、欠落している値に 5 のランクが付いています。
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例:
前述の例を基にした次の例では、新しい unique パラメータが結果に与える影響を示していま
す。
この列 B の式は、数値でないものに-1 の値を割り当て、ランク付けできるようにし、各ラン
ク付けを一意にすることも指定しています。
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、(Beer は Cola と同じデータ値です
が)Beer に 3 の値が割り当てられています。

Round
Round は、指定された桁数に従って数値を切り上げまたは切り下げる算術関数です。
構文:
Round (arg1,integer)
arg1 は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Round(81.3987,3)は 81.399 の値を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照し
てください。

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。

関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

Integer には、数値を丸め処理する桁数を指定します。
•

integer がゼロより大きい場合は、小数点以下の指定した桁数に端数処理されます。

•

integer がゼロの場合は、最も近い整数に端数処理されます。

•

integer がゼロより小さい場合は、小数点より左側の桁数に端数処理されます。
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次に例を示します。
小数点以下 3 桁に端数処理されます。
Round(3594.5567,3)=3594.557
最も近い整数に端数処理されます。
Round(3594.5567,0)=3595
千の桁に端数処理されます(スケールとも呼ばれます)。
Round(3594.5567,-3)=4000

Sum
Sum は、数値、行、列またはセルの集合の合計を返す算術関数です。
構文:
Sum(arguments)
arguments は、次の 1 つ以上の値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、Sum(10,20,30)は 60 の値を返します。
数値には、小数および負の値を含めることができます。数値引数を参照
してください。

行、列またはセルの参 グリッド内の行、列またはセルへのポインタ。
照
関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

次に例を示します。
値 30 を返します。
sum(10,20)
3 つの行の合計を返します。
sum(row[1],row[6],row[8])
3 つの集計列の合計を計算します。
sum(column[E], column[G], column[I])
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異なるグリッドにある 2 つの列の合計を計算します。
sum(grid1.col[E],grid2.colmn[E])

Truncate
Truncate は、指定した桁で数値を除去する算術関数です。
構文:
Truncate(arg1,integer)
arg1 は、次のいずれかの値です。
引数

摘要

数値

数値。たとえば、234.567。
数値引数を参照してください。

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。

関数

埋込み関数。
算術関数を参照してください。

Integer には、除去する桁数を指定します。
•

正の integer は、小数点の右側の桁数を決定します。

•

ゼロ(0)の integer は、小数点の左側にある整数を返します。

•

負の integer は、小数点の左側の桁数を示します。

次に例を示します。
次の文は、正の整数 3 を使用しています。小数点以下 3 桁が残され、それに続く桁は除去さ
れます。
Truncate(3594.5567,3)=3594.556
次の文は、ゼロ(0)の整数を使用しています。小数点以下のすべての 桁が除去されます。
Truncate(3594.5567,0) = 3594
次の文は、負の整数-2 を使用しています。小数点以下のすべての 桁が除去され、整数の下 2
桁が切捨てされます。
Truncate(3594.5567, -2) = 3500
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ノート:
セル、列または行に事前に適用されている書式は、Truncate 関数を使用した
場合も維持されます。次の例は、値を小数点以下 3 桁まで表示するように事
前に書式設定されているセルに対する Truncate 関数の結果を示しています:
Truncate(234.567, 0) = 234.000

Variance
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、費用以外、収益、フロー、資産または残高勘定科目で
の正の結果は有利差異を表すため、結果は正数として表示されます。費用または負債
の勘定科目では、正の結果は不利差異を表すため、負数で表示されます。
構文:
Variance(reference1, reference2)
reference1 および reference2、差異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に相当する行、列またはセルへの参照です。

Essbase を使用した予想される結果
表 9-4 Essbase で Variance を使用した場合の予想される結果
列A

列B

Var ([A] , [B])=0

Var ([A] , [B])>0

Var ([A] , [B])<0

費用以外

費用以外

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

費用

費用

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す

EPM Cloud を使用した予想される結果
表 9-5 EPM Cloud で Variance を使用した場合の予想される結果
列A

列B

Var ([A] , [B])=0

Var ([A] , [B])>0

Var ([A] , [B])<0

資産

資産

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

負債

負債

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す

資本

資本

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

収益

収益

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

費用

費用

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す
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Variance の動作
Variance は、同じ勘定科目タイプの比較が見込まれます。売上と費用など、2 つの異なる勘
定科目タイプを比較する場合、Variance は、勘定科目タイプの論理を適用せずに計算を実行
します。例:
売上

費用

結果

-400

100

-500

例
Variance では、セル、列または行の参照のみを使用できます。詳細は、
「行、列またはセルの
参照の引数」を参照してください。
構文

例

列を参照するサンプル構文:

Var ([A], [B])

行を参照するサンプル構文:

Var ([3], [4])

セルを参照するサンプル構文: Var (Cell [3,A], [3,B])

この例では、次のように列 A (Actual)と列 B (Budget)との差異が計算されます。
Var([A],[B])
この例では次のレポートが生成されます。

VariancePercent
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。たとえば、費用以外、収益、フロー、資産または残高勘
定科目での正の結果は有利差異を表すため、結果は正数として表示されます。費用または負
債の勘定科目では、正の結果は不利差異を表すため、負数で表示されます。
構文:
VariancePercent(reference1, reference2)
reference1 および reference2 は、VariancePercent 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に相当する行、列またはセルへの参照です。
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Essbase を使用した予想される結果
表 9-6 Essbase で VariancePercent を使用した場合の予想される結果
列A

列B

VarPer ([A] , [B])=0

VarPer ([A] , [B])>0

VaPer ([A] , [B])<0

費用以外

費用以外

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

費用

費用

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す

EPM Cloud を使用した予想される結果
表 9-7 EPM Cloud で VariancePercent を使用した場合の予想される結果
列A

列B

Var ([A] , [B])=0

Var ([A] , [B])>0

Var ([A] , [B])<0

資産

資産

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

負債

負債

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す

資本

資本

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

収益

収益

0

プラスの値を返しま
す

マイナスの値を返し
ます

費用

費用

0

マイナスの値を返し
ます

プラスの値を返しま
す

VariancePercent の動作
VariancePercent は、同じ勘定科目タイプの比較が見込まれます。売上と費用など、2
つの異なる勘定科目タイプを比較する場合、VariancePercent 関数は、勘定科目タイ
プの論理を適用せずに単純な計算を実行します。例:
売上

費用

結果

-400

100

-5.

•

#missing は、ifnonnumber プロパティを使用して別に指定していないかぎり、ゼ
ロ(0)として扱われます。

•

#error は、ifnonnumber プロパティを使用して別に指定していないかぎり、#error
で処理されます。

例
VariancePercent では、セル、列または行の参照のみを使用できます。行、列または
セルの参照の引数を参照してください。
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構文

例

列を参照するサンプル構
文:

VarPer ([A], [B])

行を参照するサンプル構
文:

VarPer ([3], [4])

セルを参照するサンプル構 VarPer (Cell [3,A], [3,B])
文:

この例では、次のように列 A (Actual)と列 B (Budget)との VariancePercent が計算されます。
VarPer([A],[B])
この例では次のレポートが生成されます。

テキスト関数
次も参照:
•

テキスト関数について
テキスト関数は、レポート名またはレポートの摘要などのレポート情報を返します。

•

AncestorName / AncestorAlias

•

CellText

•

CellValue

•

ColumnNumber/RowNumber

•

ConditionalText

•

DateTime

•

GridNotes

•

HeadingValue

•

Left/Right/Mid

•

MemberAlias

•

MemberName

•

MemberProperty

•

ノート

•

PageCount

•

PageNumber
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•

ReportAuthor

•

ReportCreatedOn

•

ReportDescription

•

ReportLocation

•

ReportModifiedBy

•

ReportModifiedOn

•

ReportName

•

ReportRunBy

テキスト関数について
テキスト関数は、レポート名またはレポートの摘要などのレポート情報を返します。
グリッドまたはテキスト・オブジェクトでテキスト関数を使用します。

テキスト関数に関する考慮事項
ノート:
行または列をサポートするテキスト関数に行または列を明示的に指定しない
場合は、現在の行または列がデフォルトで使用されます。
•

引数の間にはスペースを 使用できます。

•

数値引数以外のすべての 引数は引用符で囲まれます。
たとえば、MemberName("Grid1", NYC, New York)という関数の「NYC, New York」
パラメータは、MemberName("Grid1", "NYC, New York")と記述する必要がありま
す。

•

日付書式に関連する引数は、大文字と小文字が区別されます。

•

テキスト・ボックス、行または列には、テキスト関数を入力できます。

•

グリッドにテキスト関数を適用するには、テキスト行、テキスト列または見出しセ
ルを作成してから、テキスト関数を挿入します。

•

テキスト関数をテキストの行または列に挿入すると、デフォルトでは、現在のグリ
ッドにテキスト関数が適用されます。したがって、テキスト関数ビルダーには
Grid パラメータの選択は含まれません。テキスト関数がレポートの別のグリッド
を参照する場合は、関数を挿入した後で Grid パラメータを指定します。

ユーザー・インタフェースの関数のリスト
関数ビルダーを起動すると、その関数のコンテキストに基づいて適切な関数のリスト
が表示されます。テキスト関数は、テキスト・オブジェクトまたはグリッド・オブジ
ェクトのテキストまたは見出しセル(検証エラーに説明されているように
RowNumber/ColumnNumber を除く)で使用できますが、関数が所定のコンテキストに
最も関係するガイドが提供されるように、フィルタされた次のいずれかのリストが表
示されます。
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•

グリッドのテキスト・セル: CellValue、CellText、HeadingValue、MemberName、
MemberAlias、MemberProperty、RowNumber、ColumnNumber

•

レポート本文のテキスト・オブジェクト: CellValue、CellText、DateTime、MemberName、
MemberAlias、MemberProperty

•

ヘッダー/フッターのテキスト・オブジェクト: DateTime、CellValue、CellText、
MemberName、MemberAlias、MemberProperty、PageNumber、PageCount、ReportAuthor、
ReportCreatedOn、ReportModifiedBy、ReportModifiedOn、ReportName、
ReportDescription、ReportLocation、ReportRunBy

テキスト関数のパラメータ
次の表は、テキスト関数に使用可能なパラメータについて説明しています。すべてのパラメ
ータをすべての 関数で使用できるわけではありません。特定の関数にどのパラメータが適用
されるのかを確認するには、その関数に関する項を参照してください。
表 9-8 テキスト関数のパラメータ
パラメータ

定義

Grid

グリッドの名前。関数がグリッド内にある場合、または関数がテキスト・オブジ
ェクト内にあり、レポートにグリッドが 1 つのみの場合、Grid パラメータはオプ
ションです。レポートに複数のグリッドがある場合、Grid パラメータは、関数が
テキスト・オブジェクトにあるときは必須で、Grid の指定がないと"current"と
みなされるテキスト・セルではオプションです。

Row/Column

グリッドの行番号または列参照(文字)のいずれか。関数がグリッド内にある場
合、Row/Column パラメータはオプションです。パラメータが指定されていない
場合は、所定のディメンションの軸に基づいて"current"の行または列とみなされ
ます。ディメンションが POV にある場合、Row/Column パラメータは無視され
ます。関数がテキスト・オブジェクトにある場合は、所定のディメンションが
POV にないかぎり、Row/Column パラメータは必須です。

Row

グリッドの行番号。CellText 関数の場合はオプションです。CellValue 関数
の場合は必須です。CellText 関数の場合は、Row を指定しないと、すべての 行
のセル・テキストが返されます。Row パラメータの値は、1 から行数までの値に
する必要があります。

Column

グリッドの列番号。CellText 関数の場合はオプションです。CellValue 関数
の場合は必須です。CellText 関数の場合は、Column を指定しないと、すべて
の列のセル・テキストが返されます。Column パラメータの値は、使用可能な列
に対応する文字の並びです(例: 29 列あるグリッドには A から AC)。

Dimension

ディメンション名。Dimension パラメータは必須です。Dimension が POV に
あるディメンションを参照している場合、Row/Column パラメータは無視されま
す。

DateFormat

日付フィールドの書式。日付書式のパラメータはオプションです。書式を指定し
なかった場合は、ユーザー・プリファレンスの日付書式が使用されます。

TimeFormat

時間フィールドの書式。時間書式のパラメータはオプションです。書式を指定し
なかった場合は、ユーザー・プリファレンスの時間書式が使用されます。
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表 9-8 (続き) テキスト関数のパラメータ
パラメータ

定義

Property

Property パラメータの値は、基礎となるデータ・ソースに固有です。Property
パラメータは必須です。一般的に使用されるプロパティ値は"Level"、"Gen"また
は"Generation"、"AccountType"、"IsExpense"、"UDA"です。メンバー属性が
あるディメンションでは、属性名("Pkg Type"など)をメンバー・プロパティとし
て使用できます。別名表が複数あるデータ・ソースでは、別名表名をメンバー・
プロパティとして使用できます。プロパティ値に別名表名を使用して、ユーザー
POV に指定されている名前とは異なる別名を返すこともできます(たとえば、
"LongNames"という名前の別名表には"LongNames"プロパティ)。

SkipEmpty

オプションの true または false パラメータ。パラメータが true の場合は、指定
された行または列番号の中で、テキストまたはセパレータの行または列がスキッ
プされます。たとえば、行 1、3 および 5 がデータ行で、行 2 および 4 がテキス
トまたはセパレータ行の場合、RowNumber(SkipEmpty)関数は、データ行の 1、
3 および 5 の値を返し、行 2 および 4 の値は返しません。RowNumber()関数(空
の行をスキップするパラメータなし)では、対応する各行の 1、2、3、4 および 5
の値が返ります。
このパラメータを指定しなかった場合、デフォルト値は False です。

Qualified

オプションの true または false パラメータ。パラメータが true の場合は、表示
されるメンバー名が完全修飾されたメンバー名になります。一意でないメンバー
名を許可する Essbase のアウトラインでは、一意でないメンバーには、名前が一
意になるのに十分な祖先のメンバーを含めて一意の名前が割り当てられます。た
とえば、Coke というメンバーが Colas というメンバーの子で、Sodas というメ
ンバーの子でもある場合、メンバーの一意名は、Colas.Coke または[Sodas].
[Coke]のいずれかになります。
このパラメータを指定しなかった場合、デフォルト値は False です。

AncestorName / AncestorAlias
AncestorName および AncestorAlias テキスト関数は、指定された行、列または POV
メンバーの親および祖先メンバーを返します。
構文
AncestorName("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
AncestorAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
Index の数値は階層でいくつ上の祖先レベルを返すかを示し、(1)では直接の親を返し
ます。
例
次のグリッド設計を見てみましょう。
•

行 1 のメンバー選択: AllSegments の下位レベル

•

行 1 のカスタム見出し: AncestorAlias("Segments", (1))

•

テキスト列 A: MemberAlias("Segments")

レポート設計:
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レポート・プレビュー:
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Note:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

CellText
CellText は、データ・ソースからセルに添付されたテキスト・コンテンツを取得しま
す。これは、Narrative Reporting モデルを除くすべてのデータ ・ソースに適用されま
す。
行および列の引数は、リンクされたテキストまたはノートを含むグリッド内の交差を
示します。
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構文:
CellText("Grid", Row, Column)

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

行パラメータが含まれていない場合は、すべての 行に対するセル・テキストが返されます。
列パラメータが含まれていない場合は、すべての 列に対するセル・テキストが返されます。
行パラメータと列パラメータの両方が含まれていない場合は、グリッド内のすべてのセルに
対するセル・テキストが返されます。
例:
グリッドの行 21、列 B のセルにあるリンクされたテキストを含むレポートを作成します。
CellText("mygrid",21,B)

CellValue
CellValue は、グリッドのセルからデータ値を返すテキスト関数です。
構文:
CellValue("GridName", Row, Column)

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

CellValue を使用する場合の考慮事項:
行または列のパラメータが展開するセグメントを参照する場合は、すべてのセルがカンマで
区切られて返されます。範囲の表記法を使用して、展開される任意のセルを参照できます。
例:
複数の四半期純利益を示すグリッドを設定し、レポートの事業計画概要が記載されているテ
キスト・ボックスに、この値を表示します。
期間の総計は、CellValue("mygrid",21,B)です。
レポートは、グリッドの行 21、列 B のセルの値を使用して作成されます。

ColumnNumber/RowNumber
ColumnNumber または RowNumber は、グリッドの列番号または行番号を返す関数です。
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構文:
ColumnNumber(SkipEmpty)

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

例:
テキストまたはセパレータ列ではなく、データおよび式列の列番号を返します。
ColumnNumber(true)
すべての 行の行番号を返します(データ、式、テキストおよび/またはセパレータ)。
RowNumber()
検証エラー
検証エラーは、レポートで次の状況が発生した場合に発生します。
•

RowNumber および ColumnNumber 関数がテキスト・ボックスで使用できない場合。

•

RowNumber 関数は列見出しのセルで使用できず、ColumnNumber 関数は行見出しの
セルで使用できません。

•

RowNumber および ColumnNumber 関数は、角のセル(グリッドの左上隅)では使用で
きません。

ConditionalText
ConditionalText は、条件付き書式/テキスト定義の一部として行、列またはセルに定
義された条件付きテキストの結果を取得します。
行および列の引数は、リンクされたテキストまたはノートを含むグリッド内の交差を
示します。
構文:
ConditionalText("Grid", Row, Column)
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ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。
行パラメータが含まれていない場合は、すべての 行に対するセル・テキストが返さ
れます。列パラメータが含まれていない場合は、すべての 列に対するセル・テキス
トが返されます。行パラメータと列パラメータの両方が含まれていない場合は、グ
リッド内のすべてのセルに 対するセル・テキストが返されます。

例:
グリッドの行 21、列 B にあるセルに定義された条件付きテキストのテキストの結果を表示し
ます。
ConditionalText("mygrid",21,B)

DateTime
DateTime は、レポートにデータが移入された日時を返すテキスト関数です。日時は、レポー
ト・サーバーから取得され、レポート・サーバーがある国に対応します。DateTime は、テキ
スト・ボックス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用できます。

ノート:
レポート・プレビュー時のテキスト関数の結果に使用されるタイム・ゾーンは、
「ユ
ーザー・プリファレンス」で指定される各ユーザーのタイム・ゾーンに基づきます。

構文:
DateTime(" DateFormat "," TimeFormat ")

ノート:
DateTime 関数のパラメータを DateTime ()のように空白のままにするか、または
DateTime (none, none)のように両方のパラメータに"none"が使用された場合、日
付および時間の書式は Narrative Reporting のユーザー・プリファレンスが使用され
ます。

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。
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別の方法として、short、medium、long および full の書式については、ロケールに依存
しない値を指定できます: DateTime (short|medium|long|full|none, short|medium|
long|full|none)。(これらの値を入力する場合は引用符を使用しないでください。)例
(米国の場合の例):
•

DateTime(short, short): 01/03/2017 1:54 PM

•

DateTime(medium, medium): Jan 03, 2017 1:54:32 PM

•

DateTime(long, long): January 03, 2017 1:54:32 PM PDT

•

DateTime(full, none): Tuesday, January 03, 2017 (ノート: 時間は表示されませ
ん。
)

•

DateTime(none, short): 1:54 PM (ノート: 日付は表示されません。)

表 9-9 日時書式の文字
書式の文字

意味

データ型

例

G

紀元指定子

テキスト

AD

M

月

テキストまたは数値

月が 7 月の場合、M は 7、
MM は 07、MMM は Jul、
MMMM は July と表示さ
れます。

d

日付(月)

数値

10

h

午前/午後の時(1 から 12)

数値

11

H

時(0 から 23)

数値

22

m

分

数値

30

s

秒

数値

25

S

ミリ秒

数値

978

E

曜日

テキスト

E: Tue EE: Tuesday

D

年間通算日

数値

189

F

月内通算曜日

数値

Date("dd-MMM-yy ‘is the’
F 'th ' E 'of' ‘MMM")は次の
ように表示されます。
24-Dec-02 is the 4th Tue
of Dec

w

年間通算週

数値

27

W

月内通算週

数値

2

a

午前/午後のマーカー

テキスト

PM

k

時(1 から 24)

数値

23

K

午前/午後の時(0 から 11)

数値

米国では、時間が 3:37 の場
合は PM: 3

z

タイム・ゾーン

テキスト

太平洋標準時

y

年

数値

2017,02

'

リテラル・テキスト

テキスト

Date(" D’the day of ’
yyyy")は次のように表示さ
れます: 105th day of 2017
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表 9-9 (続き) 日時書式の文字
書式の文字

意味

データ型

例

''

1 つの一重引用符を生成す
る 2 つの一重引用符

テキスト

Date("k:mm ‘O’’Clock’ a")
は次のように表示されま
す: 6:15 O’Clock PM
2 つの一重引用符を使用し
て、O’Clock (O’’Clock)のよ
うな一重引用符またはアポ
ストロフィを生成します。

書式の文字使用時の考慮事項:
•

書式の文字の数(個数)によって書式が決まります。
–

テキストの場合、4 文字未満のパターン文字は、短縮形または省略形(存在する場合)
を使用することを意味します。

–

4 文字以上のパターン文字は、完全な形式を使用することを意味します。

–

M または MM は月を数字として使用することを意味します。

–

MMM は、月の 3 文字の省略形を使用することを意味します。

–

MMMM は、月の完全な名前を使用することを意味します。

たとえば、日付が 4 月 24 日の場合は次のようになります。
Date("dd-M-yy")は 24-4-17 と表示されます
Date("dd-MM-yy")は 24-04-17 と表示されます
Date("dd-MMM-yy")は 24-Apr-17 と表示されます
Date("dd-MMMM-yy")は 24-April-17 と表示されます
•

数字の場合、パターン文字の数字は最小桁数です。数字が短い場合はゼロで埋められま
す。年は特殊なケースです。"yy"を使用すると年の最後の 2 桁が表示されますが、"yyyy"
を使用すると 4 桁の年が表示されます。
たとえば、月が 2 月の場合は次のようになります。
Date("MM-yyyy")は 02-2017 と表示されます

•

すべての 大文字および小文字のアルファベット文字は、指定された書式文字かどうかに関
係なくパターンとみなされます。

•

リテラル・テキストは一重引用符で囲みます。リテラル・テキストで一重引用符を使用す
るには、そのテキストを一重引用符で囲み、アポストロフィには 2 つの一重引用符を使用
します。
たとえば、4 o’clock と出力するための書式は次のようになります。
Date("hh 'o''clock' ")

次に例を示します。
日付書式

結果

Date("d/M/yy")

23/3/17
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日付書式

結果

Date("d-MMM-yy")

23-Mar-17

Date("EEEE, MMMM dd, yyyy")

Tuesday, March 23, 2017

Date("h:mm:ss a")

12:52:05 PM

Date("h:mm:ss a zzzz")

12:52:05 PM Eastern Standard Time

Date("EEEE, MMMM dd, yyyy G 'time:'
h:mm:ss a zzzz")

Tuesday, March 23, 2017 AD time: 12:52:05 PM
Eastern Standard Time

Date("hh 'o’’clock' a, zzzz")

12:00 PM, Eastern Standard Time
書式設定された結果のテキストに 1 つの一重引用
符を生成するには、2 つの一重引用符を使用する必
要があります。

GridNotes
GridNotes は、選択されたノート・フォーマットおよびノート・テンプレートに基づい
て、セルに添付されたノート・テキストを取得します。
行および列の引数は、ノートを含むグリッド内の交差に適用されます。
構文:
GridNotes("Grid", Row, Column, Note Format, Note Template)

Note:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

行パラメータが含まれていない場合は、すべての 行に対するセル・テキストが返され
ます。列パラメータが含まれていない場合は、すべての 列に対するセル・テキストが
返されます。行パラメータと列パラメータの両方が含まれていない場合は、グリッド
内のすべてのセルに 対するセル・テキストが返されます。
例:
グリッドの行 1、列 A のセル内のリンクされたテキストを含むレポートを作成します。
Grid Cell Note Format は使用されるノート・フォーマットに、Performance
Summary は参照されるノート・テンプレートになるよう、レポートを作成します。
GridNotes (1, A, "Grid Cell Note Format", "Performance Summary")
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•

ノート・フォーマットは、ノート・フォーマット・マネージャで定義されます。詳細は、
「ノート・フォーマットの操作」を参照してください。

•

表示するノート・テンプレートを選択できます。例および使用情報の詳細は、ノート・テ
ンプレートの作成および管理を参照してください

次に、グリッド・ノートのレポート・プレビューを示します。

HeadingValue
HeadingValue は、行または列の指定されたディメンションの見出しセルの値を返すテキスト
関数です。
構文:
HeadingValue(" GridName " ," Dimension ", Row/Column)

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

次に例を示します。
HeadingValue を使用して、次の列および行の見出しを返します。
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次の構文を使用して、前述のサンプル・グリッドのデータを返します。
HeadingValue の例

取得または戻り値

HeadingValue("Grid1","Month",A)

1月

HeadingValue("Grid1","Month",B)

2月

HeadingValue("Grid1","Market",1)

Georgia

HeadingValue("Grid1","Market",2)

East

Left/Right/Mid
Left、Right および Mid は、MemberAlias や MemberName など、他のテキスト関数の
結果からテキストを、左端、右端または中央のテキストのみを保持して削除できます。
構文
Left (text, [number_of_characters])
Right (text, [number_of_characters])
Mid (text,start_position, [number_of_characters])

ノート:
Mid 関数では、number_of_characters はオプションです。

例
Accounts (MemberAlias(Accounts) = "10000 - Net Income" )が指定されている行セ
グメントの場合
Left(MemberAlias(Accounts), 5)では、10000 となります。
Right(MemberAlias(Accounts), 6)では、Income となります。
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Mid(MemberAlias(Accounts), 9)では、Net Income となります。(この例の 9 は、Mid 関数の
開始位置です。)

MemberAlias
MemberAlias はテキスト関数です。使用される構文に基づいて、行、列または視点(POV)内の
ディメンションに割り当てられているメンバーの別名を返します。
構文
MemberAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
•

次の構文は、行見出しまたは列見出しの別名を返します。この構文は、任意の見出しセ
ル、テキスト・セルまたはテキスト・ボックス・オブジェクトからデプロイしたり、現在
のレポートのグリッドを参照できます。
MemberAlias ("Dimension")

•

次の構文は、POV の別名を返します。この構文は、任意のテキスト・セルまたはテキス
ト・ボックス・オブジェクトからデプロイしたり、現在のレポートのグリッドおよび対応
する POV を参照できます。
MemberAlias ( "Grid" , "Dimension" )

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

次に例を示します。
Grid1、列 A の Product ディメンションに割り当てられた「Diet Root Beer」という別名を取
得します。
MemberAlias("Grid1", "Product", A)
Year ディメンションの別名を取得します。構文は、グリッドのカスタム見出しに配置されま
す。
MemberAlias("Year")
Grid1 に関連付けられている POV の Scenario ディメンションの別名を取得します。
MemberAlias("Grid1", "Scenario")

MemberName
MemberName は、グリッドの行または列のディメンションに割り当てられたメンバーの名前を
返します。
構文:
MemberName("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
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•

次の構文は、行見出しまたは列見出しの名前を返します。この構文は、任意の見出
しセル、テキスト・セルまたはテキスト・ボックス・オブジェクトからデプロイし
たり、現在のレポートのグリッドを参照できます。
MemberName ("Dimension")

•

次の構文は、POV の名前を返します。この構文は、任意のテキスト・セルまたは
テキスト・ボックス・オブジェクトからデプロイしたり、現在のレポートのグリッ
ドおよび対応する POV を参照できます。
MemberName ( "Grid" , "Dimension" )

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

次に例を示します。
Grid1、列 A の Product ディメンションに割り当てられた名前を返します。
MemberName("Grid1", "Product", A)
Year ディメンションの名前を返します。構文は、グリッドのカスタム見出しに配置さ
れます。
MemberName("Year")
Grid1 に関連付けられている POV の Scenario ディメンションの名前を返します。
MemberName("Grid1", "Scenario")

MemberProperty
MemberProperty は、行、列または視点(POV)内のディメンション・メンバーのメンバ
ー・プロパティ値を返します。この関数を使用して、テキスト行またはテキスト列ま
たはテキスト・ボックスのメンバー・プロパティを表示できます。
構文:
MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "Property" )
プロパティは、次のいずれかになります。
•

属性ディメンション(Pkg Type など) - 関連する属性ディメンション・メンバー

•

UDA - ユーザー定義属性
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ノート:
–

Essbase データ・ソースの場合、メンバーに複数の UDA が関連付けられて
いるときは、MemberProperty テキスト関数を使用して 1 つの UDA のみが
表示されます。

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ・ソースの場合、
メンバーに複数の UDA が関連付けられているときは、オプションの索引パ
ラメータを挿入して特定の UDA を返すことができます。構文は次のとお
りです: MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "UDA", (index
number))

•

Generation

•

Level

•

IsExpense - 勘定科目タイプが費用タイプかどうかを示す true/false フィールド

•

AccountType - Essbase データ・ソースの場合は「費用」または「費用以外」、他の EPM
Cloud データ・ソースの場合は「収益」、「費用」、「資産」、「負債」、「資本」、「費用以外」

•

摘要 - EPM Cloud データ・ソースのメンバー摘要

•

別名表 – メンバー用に表示される代替別名表の名前

•

基本通貨 - Financial Close and Consolidation データ・ソースの場合、エンティティ 通貨
を表示します

ノート:
パラメータ定義については、テキスト関数のパラメータを参照してください。

例:
メンバーの関連属性メンバーを返す:
現在の行の Product ディメンション・メンバーの Pkg Type 関連属性メンバーを返します。こ
の構文は、Product メンバーと同じ行のテキスト・セルに配置されます
MemberProperty("Product", "Pkg Type")
結果は次のようになります。
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メンバーのすべての UDA を返す:
現在の行の Market ディメンション・メンバーの UDA を返します。この構文は、Market
メンバーと同じ行のテキスト・セルに配置されます。
MemberProperty("Market","UDA"):
結果は次のようになります。

メンバーの特定の UDA を返す:
現在の行の Product ディメンション・メンバーの特定の UDA を返します。この構文
は、Market メンバーと同じ行のテキスト・セルに配置されます。
メンバーに 2 つの UDA が関連付けられている場合("Major Product"および"Market
Leader")、次のテキスト関数の構文は最初の UDA ("Major Product")を返します。
MemberProperty("Product", "UDA", (1) )
結果は次のようになります。

メンバーの他のプロパティを返す:
現在の行の Measures メンバーの Generation、Level および IsExpense プロパティを返
します。この構文は、Measures メンバーと同じ行のテキスト・セルに配置されます。
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MemberProperty("Measures", "Generation")
MemberProperty("Measures", "Level")
MemberProperty("Measures", "IsExpense")

ノート:
グリッド・セルで MemberProperty を使用するが、行または列を指定しない場合は、
現在の行または列がデフォルトで使用されます。

メンバーの代替別名を返す:
行内の現在の Product メンバーの代替別名表を使用して、メンバーの別名を返します。
この構文は、Product メンバーと同じ行のテキスト列に配置されます。
MemberProperty("Product", "GermanNames")
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ノート:
グリッド・セルで MemberProperty を使用するが、行または列を指定しない
場合は、現在の行または列がデフォルトで使用されます。

ノート
Notes は、選択したノート・フォーマット、レポートに定義された名前付き POV、お
よび選択したノート・テンプレートに基づいてノート・テキストを返します。ノート・
テキスト関数は、テキスト・ボックスにのみ挿入でき、グリッド・テキスト・セルに
は挿入できません。
構文:
Notes (Note Format, Named POV, Note Template)
ノート・フォーマットは、ノート・マネージャのノート・フォーマット・マネージャ
で定義されます。詳細は、「ノート・フォーマットの操作」を参照してください。
名前付き POV は、テキスト関数が挿入されるレポートで定義されます。詳細は、レポ
ートでの名前付き POV の操作を参照してください。
ノート・テンプレートを選択するか、すべてのノート ・テンプレートを表示すること
を選択できます。
例および使用情報の詳細は、レポートでのノート・テキスト関数の挿入を参照してく
ださい。

PageCount
PageCount は、PDF にプレビューされるレポートの総ページ数を返します。この関数
はテキスト・オブジェクトで使用します。
構文:
PageCount()
例:
現在のページ数が 6 の場合は、「The total number of pages is: 6」という結果になりま
す。
The total number of pages is: PageCount().

ノート:
PageCount は PDF にプレビューされるレポートにのみ機能します。HTML
レポートには複数のページがないため、PageCount の戻り値は 1 になりま
す。
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PageNumber
PageNumber は、PDF にプレビューされるレポートの現在のページ番号を返します。この関数
はテキスト・オブジェクトで使用します。
構文:
PageNumber()
例:
現在のページが 8 の場合は、「Page 8」という結果になります。
Page PageNumber()

ノート:
PageNumber は PDF にプレビューされるレポートにのみ機能します。HTML レポー
トには複数のページがないため、PageNumber の戻り値は 1 になります。

ReportAuthor
ReportAuthor は、レポートの作成者の My Cloud で定義された「名」および「姓」のユーザ
ー名の値を返します。この関数は、テキスト・ボックス、テキスト・セル、行見出しまたは
列見出しで使用します。
構文:
ReportAuthor()
例:
レポートの作成者のユーザー名が Bob Johnson の場合は、Bob Johnson を返します。
ReportAuthor()

ReportCreatedOn
ReportCreatedOn は、レポートが作成された日付を返します。この関数は、テキスト・ボッ
クス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportCreated("DateFormat","TimeFormat")
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ノート:
日付と時間の書式は大文字と小文字が区別されます。ReportCreatedOn は、
レポートが保存されている場合にのみ値を返します。パラメータ定義につい
ては、テキスト関数のパラメータを参照してください。

例:
レポートの本文にレポート作成日を挿入します。
ReportName() - 作成日 ReportCreatedOn("d-MM-yy")

ReportDescription
ReportDescription は、現在のレポートの摘要を返します。この関数は、テキスト・
ボックス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportDescription()
例:
レポートの本文にレポートの摘要を挿入します。
ReportDescription()

ノート:
レポートの摘要は、レポートを保存する際に定義できます。保存した後は、
ライブラリで摘要を変更するか、
「別名保存」コマンドを使用してレポートを
再度保存するときに変更できます。

ReportLocation
ReportLocation はレポートのライブラリ・フォルダの位置を返します。この関数は、
テキスト・ボックス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportLocation()
例:
レポートが配置されているライブラリ・フォルダのパスを挿入します。
ReportLocation( )
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ReportModifiedBy
ReportModifiedBy は、レポートを保存するために My Cloud で定義された「名」および「姓」
のユーザー名の値を返します。この関数は、テキスト・ボックス、テキスト・セル、行見出
しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportModifiedBy()
例:
レポートを最後に保存したユーザーの名前を挿入します。
ReportModifiedBy()

ReportModifiedOn
ReportModifiedOn は、現在のレポートが最終変更された日付を返します。この関数は、テキ
スト・ボックス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportModifiedOn("DateFormat","TimeFormat")

ノート:
日付と時間の書式は大文字と小文字が区別されます。ReportModifiedOn は、レポー
トが保存されている場合にのみ値を返します。パラメータ定義については、テキス
ト関数のパラメータを参照してください。

例:
2016 年 12 月 19 日を挿入します。(この日付がレポートの最終更新日です。)
Report Modified: ReportModifiedOn("MMM dd, yyyy").

ReportName
ReportName は現在のレポートの保存されている名前を返します。この関数は、テキスト・ボ
ックス、テキスト・セル、行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportName()
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例:
レポート名を挿入します。
ReportName( )

ReportRunBy
ReportRunBy は、レポートの実行者である My Cloud で定義された「名」および「姓」
のユーザー名の値を返します。この関数は、テキスト・ボックス、テキスト・セル、
行見出しまたは列見出しで使用します。
構文:
ReportRunBy()
例:
レポートの実行ユーザー名を挿入します。
ReportRunBy()

条件関数
次も参照:
•

IFThen、If

•

条件演算子

•

複合条件

IFThen、If
IfThen は、条件が True の場合はある値を返し、条件が False の場合は別の値を返す条
件関数です。
構文:
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
•

Condition は true または false に評価する論理式です。複雑なブール演算子(And、
Not および Or)に加えて、完全な条件論理を使用できます。condition は、#missing
値と#error 値に対するテストにも使用できます。

•

TrueParameter および FalseParameter は、条件の結果に基づいて評価される式で
す。

条件演算子
条件演算子を使用する場合は、次の事項を考慮してください。
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•

expression には任意の有効な算式を指定できます。式は、定数(整数または実数)、参照ま
たは別の関数の任意の組合せです。

•

reference には任意の有効な参照を指定できます。したがって、IFNN 参照プロパティを参
照の一部として利用できます。

•

condition には、複合条件 And、Not および Or に適用される任意の有効な条件を指定でき
ます。これらの演算子には埋込み条件を設定できます。(And、Not および Or 演算子はカ
ッコで囲む必要があります。
)

•

条件内の任意の expression が#error または#missing 値を返した場合、If 関数は
#missing または#error を返します。これは、IsMissing、IsError または IsNonNumeric
条件を使用している場合は適用されません。

表 9-10 条件演算子
条件演算子

構文

ロジック

次と等しい

expression = expression

左の式が右の式と等しいかどうかを
テストします。
端数処理が必要な場合は、Round 関
数を使用します。
例: 1= 4 は false を返します。

次より大きい

expression > expression

左の式が右の式より大きいかどうか
をテストします。
例: 1 > 4 は false を返します。

次以上

expression >= expression

左の式が右の式以上かどうかをテス
トします。
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 は false を返します。

次より小さい

expression < expression

左の式が右の式より小さいかどうか
をテストします。
例: 1 < 4 は true を返します。

次より小さいまたは

expression <= expression

次と等しい

左の式が右の式以下かどうかをテス
トします。
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 は true を返します。

次と等しくない

expression <> expression
expression != expression

左の式が右の式と等しくないかどう
かをテストします。
端数処理が必要な場合は、Round 関
数を使用します。
例: 1 <> 4 は true を返します。

1 != 4 は true を返します。
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表 9-10 (続き) 条件演算子
条件演算子

構文

ロジック

IsMissing

IsMissing ( reference )

参照に#missing の結果が含まれてい
るかどうかをテストします。

IsMiss ( reference )

参照が展開される行または列である
場合、条件が true になるには、すべ
ての結果セルが#missing である必要
があります。
例: IsMissing([1])は、行 1 に
#missing 値がある場合は true を返
します。

IsError

IsError ( reference )
IsErr ( reference )

参照に#error の結果が含まれている
かどうかをテストします。
参照が展開される行または列である
場合、条件が true になるには、すべ
ての結果セルが#error である必要が
あります。式行および式列のみ
#error になる可能性があります。
例: IsError([2])は、行 2 に#error
値がある場合は true を返します。

IsNonNumeric

IsNN ( reference )
IsNonNumerid ( reference )
IfNN ( reference )
IfNonNumber ( reference )

参照に#missing または#error の結
果が含まれているかどうかをテスト
します。
参照が展開される行または列である
場合、条件が true になるには、すべ
ての結果セルが#missing または
#error(あるいはその両方)である必
要があります。
例: IsNN([3])は、行 3 に#missing
または#error 値がある場合は true
を返します。

カッコ

( condition )

条件をグループ化します。
例: (1 > 4)は false を返します。

複合条件
表 9-11 複合条件
複合条件

構文

ロジック

And

( condition AND condition )

2 つの条件を比較します。すべての
条件が true の場合に true を返しま
す。

( condition & condition)

例: (1 > 4 AND 5 > 2)は false を
返します。
Not

NOT ( condition )
! ( condition )

条件の結果を逆にして結果を否定し
ます。
例: Not (1 > 4)は true を返しま
す。
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表 9-11 (続き) 複合条件
複合条件

構文

ロジック

Or

( condition OR condition )

2 つの条件を比較します。いずれか
の条件が true の場合に true を返し
ます。

( condition | condition )

例: (1 > 4 OR 5 > 2)は true を返
します。

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、これらはカッコで囲
む必要があります。
有効な例:
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
無効な例:
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])

9-53

10
ノートの操作
次も参照:
•

ノートについて

•

ノート・テンプレートの作成

•

ノート・マネージャの使用

•

ノート・テキスト関数の使用

•

セキュリティ - ノート・テンプレートとノートのロールおよびアクセス権

•

ベスト・プラクティス

ノートについて
ノートを使用すると、ノート・ボックスで、またはノート行やノート列を利用してグリッド
にインラインで、レポートに POV ベースのナラティブ ・テキストを入力できます。
ノート・ボックスは、グリッドやチャートとともに、書式設定されたレポートにノートを表
示します。レポート構造およびナラティブの要件がエンティティ 、部門などの間で統一され
ている場合、ノート・ボックスを利用できます。レポートでは、HTML でレポートをプレビ
ュー中に、レポート設計者によってノート・テンプレートが挿入されたノート・ボックスに
ノートを入力できます。ノート・ボックスはグリッドまたはチャートに関連付けられず、独
自の POV 選択が含まれます。
ノート列またはノート行からのノートのインライン・グリッド・エントリでは、HTML でレ
ポートをプレビューしながら、POV ベースのコメントをグリッドに直接入力および表示でき
ます。セルの書式設定または条件付き書式設定を使用すると、ノート・エントリの許可プロ
パティを使用して、セルでのノート・エントリを制限または許可できます。たとえば、差異
パーセントのメンバー選択に関連付けられているノート列では、条件付き書式設定を使用し
て、差異パーセントが 10%を超えるか-10%未満の行でのみノート・エントリを有効にできま
す。
ノート・ボックスとインライン・グリッド・ノートでは、データ・ソース、ディメンション・
レイアウト、初期 POV、アクセス権限およびその他のプロパティを定義する、ノート・テン
プレートを利用します。ノート・テンプレートは、レポート・デザイナでレポートにノート・
ボックスを挿入するときか、グリッドにノート行またはノート列を挿入するときに、ノート・
テンプレートの行または列のプロパティで作成できます。ノートは、ノート・テンプレート
名、データ・ソースおよび POV 別に保存されます。

ノート:
ノート機能は、Narrative Reporting デプロイメントでのみ使用可能であり、Oracle
Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントでは使用できません。
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ノートは、ノート・テンプレート(ノートおよび POV 選択ごとに 1 つのテンプレート)
でレポートに表示するか、ノート・テキスト関数または GridNotes テキスト関数を使
用してレポートに表示するか、インラインでノート列またはノート行に表示できます。
•

ノート・テキスト関数は、ノートをテキスト・ボックスでレポートに表示する堅牢
かつ柔軟な方法を提供します。テキスト・ボックスがデータ・ソースに対応してい
る場合、ディメンションのセカンダリ POV から選択して、子、子孫または最下部
レベルのメンバーをメイン POV 選択に基づいて表示できます。
たとえば、エンティティ 選択が Division A で、エンティティのテキスト・ボックス
のセカンダリ POV 選択が「子孫」である場合、ノート・テキスト関数は、Division
A のすべての 子孫のノートを返します。

•

また、GridNotes テキスト関数を使用して、テキスト・ボックス、またはグリッド
のテキスト行、テキスト列あるいはテキスト・セルに、グリッドの POV に基づい
てノートを表示することもできます。

レポートの 2 つのノート・ボックス
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ノートのインライン・グリッド・エントリ

ノート・テキスト関数およびセカンダリ POV を使用した、データ・ソース対応のテキスト・
ボックス
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テキスト列での GridNotes テキスト関数
ノートを操作するには:
1.

レポート・デザイナでは、次のいずれかを実行できます。
•

レポートに新規または既存のノート・テンプレートを挿入します

•

グリッドにノート列またはノート行を挿入し、新規または既存のノート・テン
プレートを選択します。

2.

ノート・テンプレート POV、初期の書式設定およびテキストを設定します。

3.

作成後、ノート・テンプレートを他のレポートに挿入して表示したり、エントリ・
コンテキストを追加することができます。

4.

レポート参照者は POV を選択して、HTML でレポートを実行し、ノート・ボック
スで、またはグリッドのノート・セルにインラインで、書式設定されたノート・テ
キストを入力してノートを作成します。

5.

ノート・マネージャを使用して、ノート・テンプレート、ノートおよびノート・フ
ォーマットを表示、編集および管理できます。

6.

ノート・テンプレート、ノート・テキスト関数または GridNotes テキスト関数を
使用して、レポートにノートを表示します。

7.

ノート・マネージャを使用してノート・テンプレート、ノートおよびノート書式を
ある環境から別の環境に移行します。環境間でのノート・アーティファクトの 移行
を参照してください。

ノート:
表示権限を持つユーザーのみがエクスポートできます。インポート操作
を実行することはできません。

ノート・テンプレートの作成
Related Topics
•

ノート・テンプレートの操作

•

ノートのインライン・グリッド・エントリの設定
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ノート・テンプレートの操作
レポート・デザイナを使用して、ノート・テンプレート(テキスト・エントリ・オブジェクト)
をレポートに挿入できます。新規ノート・テンプレートの作成および挿入、または前に作成
したノート・テンプレートの挿入が可能です。
ノート・テンプレートを作成するには:
タスク

実行するサブタスク

詳細

レポートへのノート・ボックスの ノート・テンプレートを挿入する レポートへのノート・ボックスの
挿入
には、次の処理を実行します。 挿入
•

ツールバーで、

をクリックして「ノート」を
選択します。
ノート・ボックスを挿入でき
•
ます。レポート・デザイナ
で、レポートの本文を右クリ
ックして「レポート・コンテ
ンツの追加」を選択した後、
「ノート」を選択します。
空白のレポートで、
「ノート」
•
を選択します。
レポートにノート・ボックスを挿
入後、ノート・ボックスを移動ま
たはサイズ変更できます。
ノート・テンプレートの設定

ノート・テンプレートを設定する ノート・テンプレートの設定
には、次のオプションを選択しま
す。
•
•

プロパティの設定

新規ノート・テンプレートを
作成するには、データ・ソー
スを選択します。
「既存のノート」を使用する
には、既存のノート・テンプ
レートを選択します。

次のプロパティを設定できます。 プロパティの設定
「名前」、「説明」、「データ・ソー
ス」、「文字制限」および「書式」
などのプロパティによって 、ノー
ト・テンプレートが制御されま
す。

オプションによるノート・テンプ ノート・テンプレートにオプショ ノート・テンプレートへのプレー
レートへのプレースホルダ・テキ ンのプレースホルダ・テキストを スホルダ・テキストの入力
ストの追加
入力できます。
•
•

レポートをプレビューする
と、テキストがノート・ボッ
クスに表示されます。
プレースホルダ・テキストを
変更した場合、ノート・テン
プレートが挿入されていて、
ノートがまだ入力されてい
ない、すべてのレポートに 影
響します。
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タスク

実行するサブタスク

詳細

ディメンション・レイアウトの設 ディメンション・レイアウトのオ ディメンション・レイアウトの設
定
ーバーレイから、ノート・テンプ 定
レートの「視点」のディメンショ
ンを並べ替え、追加または除去で
きます。
POV オプションの設定

レポートのノート・テンプレート 視点選択内容とオプションの設
に必要な POV メンバーを選択
定
し、POV オプションを設定できま
す。

ノート・テンプレートの保存

ノート・テンプレートをリポジト ノート・テンプレートの保存
リに保存します。
すべてのノート・テンプレートを
レポート間で共有でき、レポート
には保存されません。

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、レポートでノート・テンプレートを作成お
よび管理する方法を学習します。
-- ノート・テンプレートの作成および管理.

レポートへのノート・ボックスの挿入
ノート・ボックスを挿入するには:
1.

ノート・テンプレートを挿入するには、次の処理を実行します。
a.

ツールバーで、
をクリックして「ノート」を選択します。

b.

レポートの本文を右クリックして「レポート・コンテンツの追加」を選択した
後、「ノート」を選択します。
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c.

2.

空白のレポートで、「ノート」を選択します。

レポートにノート・ボックスを挿入後、ノート・ボックスを移動またはサイズ変更でき、
その後「ノートの設定」をクリックします。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、ノート・テンプレートの設定を参照してく
ださい。

ノート・テンプレートの設定
ノート・テンプレートを設定するには、これらのステップを実行します。
1.

レポートにノート・ボックスを挿入後、
「ノートの設定」オプションをクリックします。
ノート・テンプレートを設定するには、次のオプションを選択します。
a.

新規ノート・テンプレートを作成する場合: 「ソースの選択」ダイアログ・ボックス
から「モデル」タブを選択し、データ・ソースを選択します。
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ノート・テンプレートが表示されます。
b.

既存のノート・テンプレートを使用する場合: 「ソースの選択」ダイアログ・
ボックスから「既存のノート」タブを選択し、リストから既存のノート・テン
プレートを選択します。
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既存のノート・テンプレートを挿入する場合、レポートのグローバル POV がノート・
テンプレートに追加されます。ノート・テンプレートの一般プロパティが含められま
すが、書式設定プロパティはレポートの挿入済ノート・テンプレートに固有のものと
なります。
2. 「一般」プロパティにおいて、ノート・テンプレートの「名前」および「説明」(オプショ

ン)を入力します。
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ノート・テンプレート名は、すべてのレポートおよびデータ・ソース間で一意であ
る必要があります。たとえば、「名前」: 「パフォーマンス・サマリー」となりま
す。ノート・テンプレートを作成すると、保存されます。ノート名は変更できませ
ん。

オプション : 「ノート・テンプレート」の摘要は、差異サマリーおよびパフォーマ
ンス・トレンドなどのレポートを基に指定できます。

ノート:
ノート・テンプレート・エディタで、次のいずれかの処理を実行した場
合、ノート・テンプレートが保存されます。
•

レポートの保存

•

ノート・エディタをクローズしてレポート 設計キャンバスに戻る

• 「処理」で「編集」メニューを選択し、別のレポート・オブジェクト
を編集
プロンプトが表示されるため、新規ノート・テンプレートを作成する場
合は、ノート・テンプレートの保存を参照してください。

ノート:
ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート名
は変更できなくなります。
ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレートか
らノートが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更できま
せん。
ノート・テンプレートでは、レポートから入力されたすべてのノートに
使用可能な元の POV ディメンションが指定されます。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、プロパティの設定を参照してくださ
い。

プロパティの設定
「名前」、
「説明」
、
「データ・ソース」
、
「文字制限」および「書式」などの一般プロパテ
ィによって、レポートのノート設定が制御されます。一般プロパティに対する変更は、
関連付けられたすべてのレポートのノート ・テンプレートに影響します。
ノート・テンプレートの「一般」プロパティを実行するには:
1. 「一般」プロパティにおいて、ノート・テンプレートの「名前」および「説明」を

入力します。

2. 「データ・ソース」リンクをクリックして、ノートの現在のデータ・ソースを変更

できます。

3.

オプション : 「文字制限」で、ノートの文字数上限を設定します。
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ノート:
たとえば、ノート・テンプレートの文字制限が 1000 に設定されている場合、ノ
ートを入力するユーザーは、制限を超えた追加文字の入力が制限されます。
ノートが入力された後に「文字制限」オプションを設定した場合、制限は新規
ノートにのみ適用されます。
4. 「編集可能」リンクをクリックして、書式を「読取り専用」に変更できます。たとえば、

この値が「False」に設定されている場合、ノート・テンプレートから作成されたすべて
のノートが「読取り専用」書式になります。これによって、
アイコンがノート・ボックスに表示されなくなります。

ノート:
「編集可能」オプションが「False」に設定されている場合、HTML でレポート
をプレビューする際に、テンプレートから新規ノートを作成できません。
5. 「書式」プロパティにおいて、テキストの「背景色」
、デフォルトの「フォント」と「サイ

ズ」および「垂直方向の配置」を設定できます。書式プロパティを「デフォルト」にリセ
ットして、デフォルトの書式設定に復元することもできます。

ノート:
デフォルトの「フォント」およびフォント・サイズは、
「ノート」オブジェクト
全体に適用され、
「ノート」オブジェクトのデフォルト・フォントを様々なフォ
ントで上書きします。
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ノート:
これらの「書式」プロパティは、レポートに挿入されたノート・テンプ
レートに適用されます。ノート・テンプレートが別のレポートで使用さ
れている場合、「書式」プロパティをリセットする必要があります。
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ノート:
ノート・テンプレート・エディタで、次のいずれかの処理を実行した場合、ノ
ート・テンプレートが保存されます。
•

レポートの保存

•

ノート・エディタをクローズしてレポート 設計キャンバスに戻る

• 「処理」で「編集」メニューを選択し、別のレポート・オブジェクトを編集
プロンプトが表示されるため、新規ノート・テンプレートを作成する場合は、
ノート・テンプレートの保存を参照してください。

ノート:
ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート名は変更
できなくなります。
ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレートからノー
トが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更できません。
ノート・テンプレートでは、レポートから入力されたすべてのノートに 使用可
能な元の POV ディメンションが指定されます。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、ノート・テンプレートへのプレースホル
ダ・テキストの入力を参照してください。

ノート・テンプレートへのプレースホルダ・テキストの入力
オプションのプレースホルダ・テキストをノート・テンプレートに入力し、レポートのプレ
ビュー時にこのテキストがノート・ボックスに表示されるようにするには、次のようにしま
す。
「ノート」ボックスで、必要なプレースホルダ・テキストを入力します。ツール・バーのボタ
ンを使用して、テキストを書式設定できます。
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ノート:
レポートをプレビューすると、テキストがノート・ボックスに表示されます。
プレースホルダ・テキストを変更した場合、ノートがまだ入力されていない
ノート・テンプレートが挿入されたすべてのレポートに 影響します。

ノート:
ノート・テンプレート・エディタで、次のいずれかの処理を実行した場合、
ノート・テンプレートが保存されます。
•

レポートの保存

•

ノート・エディタをクローズしてレポート 設計キャンバスに戻る

• 「処理」で「編集」メニューを選択し、別のレポート・オブジェクトを編
集
プロンプトが表示されるため、新規ノート・テンプレートを作成する場合は、
ノート・テンプレートの保存を参照してください。

ノート:
ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート名は変
更できなくなります。
ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレートからノ
ートが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更できません。
ノート・テンプレートでは、レポートから入力されたすべてのノートに 使用
可能な元の POV ディメンションが指定されます。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、ディメンション・レイアウトの設定を
参照してください。

ディメンション・レイアウトの設定
ディメンション・レイアウトのオーバーレイを切り替え、これによってディメン
ションをドラッグして並べ替えたり、
「視点」からディメンションを除去または追加で
きます。
1 つ以上の POV ディメンションがノート・テンプレートおよびその関連ノートに含め
るために必要でない場合、ディメンション・レイアウトによってノート・テンプレー
トからディメンションを除去できます。
ディメンション・レイアウトを設定するには:
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1. 「ディメンション・レイアウトの表示」をクリックして、ディメンション・レイアウトを

表示します。

2.

ディメンションをドラッグして並べ替えたり、「視点」からディメンションを除去または
追加できます。

ノート:
ノート・テンプレート・エディタで、次のいずれかの処理を実行した場合、ノ
ート・テンプレートが保存されます。
•

レポートの保存

•

ノート・エディタをクローズしてレポート 設計キャンバスに戻る

• 「処理」で「編集」メニューを選択し、別のレポート・オブジェクトを編集
プロンプトが表示されるため、新規ノート・テンプレートを作成する場合は、
ノート・テンプレートの保存を参照してください。

ノート:
ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート名は変更
できなくなります。
ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレートからノー
トが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更できません。
ノート・テンプレートでは、レポートから入力されたすべてのノートに 使用可
能な元の POV ディメンションが指定されます。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、視点選択内容とオプションの設定を参照し
てください。

視点選択内容とオプションの設定
ノート・テンプレートでは、レポートのグローバル POV が利用されます。新規または既存の
ノート・テンプレートをレポートに挿入する場合、POV ディメンション・メンバーを選択し、
POV ディメンションを非表示にするか、ユーザーによる定義済メンバー以外のメンバーの選
択を制限するか、またはすべての 選択内容を印刷するかなどの POV オプションを定義する必
要があります。
行および列にディメンションがあるグリッドまたはチャートとは異なり、データ・ソース内
のすべてのディメンションが POV にリストされます。レポートにすでにグリッドまたはチ
ャートが含まれる場合、グリッド行/列ディメンションはノート・テンプレートのグローバル
POV にリストされるため、定義する必要があります。レポートにグリッドまたはチャートが
含まれない場合、グローバル POV の選択内容および設定はノートに固有のものとなります。
1 つ以上のメンバーを選択できます。複数のプリセット POV メンバー(部門など)のいずれか
を選択する場合、複数のメンバーを選択できます。
ノート・テンプレートの視点を設定するには:
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1. 「ノート」の上部にある POV バーでディメンションのラベルをクリックし 、その

ディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。

2.

メンバー・セレクタで、メンバー名の横にあるチェック・マークをクリックして、
ディメンションのメンバーを 1 つ以上選択します。個々のメンバーを選択するか、
リストまたはメンバー選択関数を使用して複数のメンバーを選択できます。

ノート:
ディメンションの選択を定義しなかった場合は、
「デフォルト」が表示さ
れ、レポート参照者は、そのディメンションについて自分にアクセス権
があるメンバーを選択できます。
3.

ディメンションの「視点」オプションを設定するには、POV ディメンションの横
にある

をクリックし、次のいずれかを選択します。

•

デフォルトにリセット - ディメンションの選択を「デフォルト」にリセットし
ます。

•

ディメンションの非表示 - プレビュー・モードでディメンションを非表示にし
ます。これは、ディメンションの複数選択が定義されていない場合にのみ使用
可能になります。

•

提案のみ表示 - レポート参照者が選択できるのメンバーを POV に指定されて
いるメンバーのみに制限します。参照者は、このディメンションに他のメンバ
ーを選択できません。

10-16

第 10 章

ノート・テンプレートの作成

•
4.

すべての 選択の印刷 - PDF に印刷する際、複数メンバーのディメンションの各メンバ
ーを独立したページにレンダリングします。

すべてのディメンションを 「デフォルト」にリセットするには、POV バーの右端にある
をクリックし、「すべてデフォルトにリセット 」を選択します。

ノート:
ノート・テンプレートでは、レポートのグローバル POV が利用されます。
ノート・テンプレートに固有のローカル POV は現在使用できません。

ノート・テンプレートの作成を続行するには、ノート・テンプレートの保存を参照してく
ださい。
視点の操作
次も参照:
•

視点の概要

ノート・テンプレートの保存
ノート・テンプレート・エディタでは、レポートの保存、ノート・テンプレートのクローズ、
または「処理」および「編集」メニューの選択による別のレポート・オブジェクトの編集と
いった処理を実行した場合、ノート・テンプレートが保存されます。この処理はノート・テ
ンプレートの変更時に適用されます。
ノート・テンプレートを保存するには:
1.

ノート・テンプレート・エディタで、希望の「名前」が指定されており、必須ディメンシ
ョンがノート・テンプレートの「ディメンション・レイアウト」に存在することを確認す
る必要があります。
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2. 「保存」をクリックして、レポートおよびノート・テンプレートを保存します。
3. 「警告」ダイアログ・ボックスで、新規ノート・テンプレートの作成を確認するよ

う促されるか、ノートが変更されている場合は、「はい」をクリックします。

ノート:
ノート・テンプレートはレポートから除去できますが、レポート間で共
有可能であるため、ノート・テンプレートは削除されません。ノート・
テンプレートはノート・マネージャから削除できます。

ノート:
ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート名
は変更できなくなります。
ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレートか
らノートが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更できま
せん。
選択した実行時グリッド幅に基づいて、ノート・テンプレートの幅を自
動的にサイズ設定するには、テキスト・ボックスの書式設定を参照して
ください
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ノートのインライン・グリッド・エントリの設定
レポート・デザイナを使用して、ノート列セグメントまたはノート行セグメントをグリッド
に挿入し、ノート・セグメントに関連付けるノート・テンプレートを選択できます。ノート・
セグメントの列または行のプロパティを設定し、ノート・セグメントが挿入されている軸の
ディメンションごとに、セグメント・ヘッダーおよびメンバー選択を設定します。

Note:
ノート・セグメントは、データ・セグメントにのみ関連付けることができ、ノート・
セグメントを式セグメントに関連付けることはできません。

ノート列セグメントまたはノート行セグメントを挿入するには:
Table 10-1 この表では、ノートのインライン・グリッド・エントリの設定に関係するステ
ップを説明します
タスク

実行するサブタスク

詳細

ノート列またはノート行の挿入

グリッドで、ノート列またはノー ノート列またはノート行の挿入
ト行のいずれかのセグメントを
挿入できます。

ノート行またはノート列のメン
バーの選択

ノート・セグメントで、ディメン ノート行またはノート列のメン
ションごとにメンバーを選択で バーの選択
きます。

ノート・エントリの許可プロパテ ノート・セグメントで、セルの書 ノート・エントリの許可プロパテ
ィの設定
式設定または条件付き書式設定 ィの設定
で「ノート入力の許可」プロパテ
ィを設定することにより、ノー
ト・エントリを制限または許可で
きます。
既存のノート・テンプレートの選 ノート行セグメントまたはノー 既存のノート・テンプレートの選
択または新規ノート・テンプレー ト列セグメントで、既存のノー 択または新規ノート・テンプレー
トの作成
ト・テンプレートを選択すること トの作成
も、新規ノート・テンプレートを
作成することもできます。
インライン・グリッド・エントリ ノート・テンプレートにアクセス インライン・グリッド・エントリ
のためのノート・テンプレートの して、ノート・テンプレート保守 のためのノート・テンプレートの
管理
を実行できます。
管理

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ノートのインライン・グリッド・エントリを設定
する方法を学習します。
-- ノートのインライン・グリッド・エントリの設定.
Narrative Reporting でノートのインライン・グリッド・エントリを設定する方法を学習しま
す。レポート・デザイナを使用して、ノート列セグメントまたはノート行セグメントをグリ
ッドに挿入し、ノート・セグメントに関連付けるノート・テンプレートを選択できます。こ
れを使用すると、ユーザーは、レポートを HTML で表示しているときにグリッド内の行また
は列セグメントにノートを挿入できます。
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ノート列またはノート行の挿入
新しいノート列セグメントまたはノート行セグメントを挿入するには:
1.

既存のグリッドで、列または行のヘッダーを選択します。

2.

列または行のヘッダー・セルの横にある矢印を右クリックまたはクリックし、「前
に挿入」または「後に挿入」を選択してから、「ノート」を選択します。

3.

ノート・セグメントがグリッドに挿入されます。

4.

•

ノート・セグメントがデータ・セグメントの前後に挿入されると、ノート・セ
グメントの見出しおよびメンバー選択は、そのデータ・セグメントから継承さ
れます。

•

ノート・セグメントがテキスト・セグメントまたは式セグメントの前後に挿入
されると、ノート・セグメントの見出しおよびメンバー選択は、各ディメンシ
ョンの最上位親メンバーにデフォルト設定されます。

オプションで、ノート・セグメントの見出しや列または行の幅や高さの設定も変更
できます。前述の例を使用すると、ノート列幅が増加され、「固定」に設定されて
います。ノート列ヘッダーは、算式バーを介して「コメント」のカスタム・ヘッダ
ーに設定されています。
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Note:
•

同じグリッドに、ノート列とノート行の両方のセグメントを挿入することは
できません。同じグリッドには、ノート列またはノート行のいずれかのみを
挿入できます。

•

ノート・セグメントをグループ化に含めることはできません。

•

ノート・セグメントでノート・エントリの許可が適用されるのは、反対の軸
のデータ・セグメントとの交差においてのみとなります。
たとえば、ノート列とデータ行の交差です。式セグメントまたはテキスト・
セグメントの交差では、ノート・エントリはサポートされません。

ノート行またはノート列のメンバーの選択
ノート列またはノート行では、同じ軸のディメンションごとにメンバーを選択し、ノートを
関連付けるメンバー交差を定義する必要があります。たとえば、グリッド列軸にシナリオ、
年および期間の 3 つのディメンションが存在する場合、ノート・セグメントのこれらのディ
メンションごとにメンバーを選択する必要があります。ノート・セグメントは、通常、別の
列または行のデータ・セグメントの選択(シナリオの差異など)に関連付けられています。
前の例を使用すると、この場合、ノートはシナリオの差異を対象としているため、「コメン
ト」のノート列 D には、隣接するデータ列の Act vs Plan Var メンバーと同じメンバー選択が
含まれます。

Note:
•

ノート・セグメントは、データ・セグメントにのみ関連付けることができ、ノ
ート・セグメントを式セグメントに関連付けることはできません。

•

ノート・セグメントのディメンションごとに複数のメンバーを選択できますが、
入力するすべてのノートが 作成され、複数のメンバーに関連付けられます。
ベスト・プラクティスとして、ディメンションごとに 1 つのメンバーにのみ、
ノート・セグメントを関連付けることをお薦めします。
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ノート・セグメントのメンバーを選択するには:
1.

ノート・セグメントが挿入された列軸または行軸のディメンションごとに、ディメ
ンションのヘッダー・セルをクリックします。

2.

メンバーを選択するには、算式バーに直接メンバー名を入力するか、またはメンバ
ー・セレクタを使用して、ノート・セグメントのディメンションごとにメンバーを
選択します。
詳細は、次のトピックを参照してください。:
•

算式バーを使用したメンバー選択の変更

•

算式バーでのオートコンプリートの使用

•

データ行または列へのメンバーの割当

ノート・エントリの許可プロパティの設定
セルの書式設定または条件付き書式設定を使用すると、ノート・セグメント内の特定
のセルについて、
「ノート入力の許可」書式設定プロパティからノート・エントリを制
限または許可できます。「ノート入力の許可」のデフォルト設定は「いいえ」です。

Note:
このステップはオプションであり、特定のノート・セルについてノート・エ
ントリを制限する場合にのみ必要となります。

例:
•

ノート列セグメントでは、ユーザーが合計行メンバーに差異コメントを入力しない
ようにする必要があります。
セルの書式設定を使用すると、合計行メンバーとノート列の交差に対するノート・
エントリを無効にできます。

•

差異パーセントのメンバー選択に関連付けられているノート列セグメントでは、条
件付き書式設定を使用して、差異パーセントが 10%を超えるか-10%未満の行での
みノート・エントリを有効にできます。

セルの書式設定でノート・エントリの許可プロパティを設定し、ノート・エントリで
特定のノート・セルを無効にするには:
1.

ノート列またはノート行で、1 つ以上のセルを選択します。

2.

グリッド・プロパティで、

3.

セルのプロパティで、「ノート入力の許可」を「いいえ」に設定します。

をクリックします。
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4.

HTML でレポートをプレビューする場合、以前選択したノート・セルには、「編集」アイ
コン

が表示されません。

詳細は、グリッド・セルの書式設定を参照してください。
条件付き書式設定でノート・エントリの許可プロパティを設定し、特定のノート・セルでノ
ート・エントリを有効または無効にするには:
1.

ノート列またはノート行で、1 つ以上のセルを選択します。

2.

グリッド・プロパティで、

をクリックします。

3. 「書式/テキスト」をクリックしてから、

をクリックします。

4. 「名前」フィールドで、条件付き書式のわかりやすい名前を入力します。名前はグリッド

で一意である必要があります。
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Note:
• 「適用先」フィールドには何も入力する必要はありません。「適用先」
フィールドには、条件を作成した後に、ステップ 1 で指定したグリ
ッドの領域がリストされます。
• 「適用先」フィールドの値を変更して、条件の適用先になるグリッド
の領域を変更できます。
5.

式ビルダーで「属性」をクリックし、テストする属性を選択します。
たとえば、現在のセル値やメンバー名をテストできます。「属性」を選択すると、
使用可能なパラメータが反映されて修飾子および「演算子」フィールドが変更され
ます。

6.

該当する場合は、修飾子を指定します。たとえば、タイプとして「メンバー名」を
選択した場合は、修飾子としてテストするメンバーの名前を入力します。

7.

演算子を選択します。

8.

•

数値条件(データ値)の場合は、数値演算子(次と等しい、次と等しくない、次よ
り大きい、次より小さい、など)を使用します。

•

テキスト条件(例: メンバー名)の場合は、テキスト演算子(次で始まる、次で終
わる、など)を使用します。

テストする条件となる右側の修飾子を選択または入力します。
•

数値修飾子の場合は、デリミタおよびマイナス記号(-)を使用できます。その他
のプリフィクスおよびサフィクスはすべて 無視されます。

•

テキスト修飾子(メンバー名など)の場合は、テストするテキスト文字列を手動
で入力します。

Note:
メンバー・セレクタは式ビルダーで使用できません。

9.

オプション: 追加の式条件行を挿入するには、

をクリックします。

•

AND または OR を使用して、条件を組み合せたり区別します。たとえば、100
以上 AND 1000 以下のデータ値をテストする条件を作成できます。

•

式条件行を削除するには、

をクリックします。

10. 右パネルの「書式」タブで、必要に応じて、
「ノート入力の許可」を「いいえ」ま

たは「はい」に設定します。

11. 「OK」をクリックして、条件を保存します。
「条件付きプロパティ」パネルに、条

件が表示されます。

例: ノート・セル D1 を選択すると、このユース・ケースでは負の差異の場合にの
みコメントが必要となるため、すべての 正の差異についてノート・エントリを無効
にする条件付き書式が作成されます。
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条件により、列 C の差異金額がゼロを超え、かつ「ノート入力の許可」=「いいえ」であ
ることがテストされます。

レポート・プレビューでは、負の差異行にのみ、ノート・エントリのアイコンが表示され
ます。

詳細は、条件の作成を参照してください。

既存のノート・テンプレートの選択または新規ノート・テンプレート
の作成
挿入されたノート列またはノート行には、ノート・テンプレートが関連付けられている必要
があります。ノート列またはノート行のプロパティでノート・テンプレートを選択します。
既存のノート・テンプレートを選択することも、新規ノート・テンプレートを作成すること
もできます。新規ノート・テンプレートを作成し、ノート列またはノート行のプロパティか
ら直接、そのプロパティ、ディメンション・レイアウトおよびプレースホルダ・テキストを
指定します。
ノート・テンプレートを選択するには:
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1.

ノート列またはノート行を選択し、列または行のプロパティの
リックします。

または

をク

2. 「ノート」プロパティで、
「ノート・テンプレート」を選択し、「使用不可」をクリ

ックして「ノート・テンプレート」ウィンドウをオープンします。

3. 「ノート・テンプレート」で、既存のノート・テンプレートを選択するか、

をクリックして、新規ノート・テンプレートを作成します。

4. 「ノート・テンプレートの作成」で、次のようにします。

•

ノート・テンプレートの「名前」および「説明」を入力します。

•

オプション: 「文字制限」で、ノートの文字数上限を設定します。

Note:
たとえば、ノート・テンプレートの文字制限が 1000 に設定されている場
合、ノートを入力するユーザーは、制限を超えた追加文字の入力が制限
されます。ノートが入力された後に「文字制限」オプションを設定した
場合、制限は新規ノートにのみ適用されます。
• 「編集可能」リンクを選択解除して、書式を読取り専用に変更できます。たと
えば、この値が「False」に設定されている場合、ノート・テンプレートから
作成されたすべてのノートが 読取り専用書式になります。これにより、
「編集」
アイコン

はノート・セルに表示されなくなります。
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• 「データ・ソース」で、ノートの現在のデータ・ソースを変更できます。
•

1 つ以上の POV ディメンションがノート・テンプレートおよびその関連ノートに含
めるために必要でない場合、ディメンション・レイアウトによってノート・テンプレ
ートからディメンションを除去できます。
をクリックして、ディメンション・レ
イアウトを表示します。ディメンションをドラッグして並べ替えたり、視点からディ
メンションを除去または追加できます。

•

レポートをプレビューするときにノート・セルに表示されるオプションのプレースホ
ルダ・テキストをノート・テンプレートに入力するには、「ノート・テンプレートの
作成」の最下部のセクションに、必要なプレースホルダ・テキストを入力します。ツ
ールバーのボタンを使用して、テキストを書式設定できます。

• 「OK」をクリックして、「ノート・テンプレートの作成」をクローズします。

5. 「OK」をクリックして、
「ノート・テンプレート」をクローズします。
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Note:
•

ノート・テンプレートを作成して保存すると、ノート・テンプレート
名は変更できなくなります。

•

ノート・テンプレート POV のディメンションを設定し、テンプレー
トからノートが作成された後は、ディメンション・レイアウトを変更
できません。

•

ノート・テンプレートでは、レポートから入力されたすべてのノート
に使用可能な元の POV ディメンションが指定されます。

インライン・グリッド・エントリのためのノート・テンプレート
の管理
ノート・マネージャを使用して、ノート・テンプレートおよびノートに対する管理機
能を表示および実行できます。
詳細は、「ノート・マネージャの概要」を参照してください。
ノート・テンプレートには、ノート行またはノート列のプロパティからアクセスでき 、
一部の高レベルのノート・テンプレート保守を実行できます。
ノート・テンプレートにアクセスしてノート・テンプレート保守を実行するには:
1.

ノート列またはノート行を選択し、列または行のプロパティの
リックします。

または

をク

2. 「ノート」プロパティで、
「ノート・テンプレート」を選択し、「使用不可」をクリ

ックして「ノート・テンプレート」ウィンドウをオープンします。

3. 「ノート・テンプレート」で、次のことが可能です。

•

ノート・テンプレートの詳細(「名前」、
「説明」、
「データ・ソース」および「デ
ィメンション」)を表示します

•

新規ノート・テンプレートを作成します

•

選択したノート・テンプレートを編集します

•

表示されたノート・テンプレート情報を「リフレッシュ」します

•

選択したノート・テンプレートおよび関連ノートを削除します
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ノート・マネージャの使用
Related Topics
•

ノート・マネージャの概要

ノート・マネージャの概要
ノート・マネージャを使用して、ノート・テンプレートおよびノートに対する管理機能を表
示および実行し、ノート・テキスト関数で使用するノート・フォーマットを作成および保守
できます。

• 「ノート・テンプレート」で、次のことが可能です。
–

データ・ソース、合計使用(ノート・テンプレートの挿入先レポート数)、テンプレー
トに入力されたノートの数、作成されたユーザーおよび作成日などのノート・テンプ
レートに関する情報を表示します。
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–

ノート・テンプレートが挿入された「ソース・レポートの表示」を実行しま
す。その後、選択したレポートをオープンまたは編集できます。

–

表示されたノート・テンプレート情報を「リフレッシュ」します

–

ノート・テンプレートがポイントする「データ・ソースの変更」を実行しま
す。

–

ノート・テンプレートへの「アクセス」を設定します。

–

ノート・テンプレートおよび関連ノートを「削除」します

–

ノート・テンプレートおよび関連ノートを「エクスポート」します。

• 「ノート」で、次のことが可能です。
–

ノート・テキストを「表示」、「編集」または「クリア」します

–

ノートへの「アクセス」を設定します。

–

ノートが挿入された「ソース・レポートの表示」を実行します。

–

ノートを「削除」します。

–

ノートを「エクスポート」します。

• 「ノート・フォーマット・マネージャ」で、次のことが可能です。
–

新規ノート・フォーマットを「作成」します。

–

既存のノート・フォーマットを「編集」します。

–

ノート・フォーマットを「削除」します。

–

ノート書式を「エクスポート」します。

ノート・マネージャへのアクセス
ノートはすべて 、ノート・マネージャで管理、表示および編集されます。
ノート・マネージャにアクセスするには :
1.

ノート・マネージャにアクセスするには、Narrative Reporting ホーム・ページで

をクリックします。
2.

ノート・テンプレート・ウィンドウが表示されます。

ノート・マネージャのナビゲート
ノート・マネージャにナビゲートするには:
1.

ノート・テンプレート・ウィンドウでは、すべてのノート ・テンプレートと、
「デ
ータ・ソース」、「合計使用」, 「ユーザー情報」およびノート作成日などの情報を
表示できます。
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2.

次のようにして、ノート・テンプレート名で検索し、データ・ソース別にリストをフィル
タ処理できます。
• 「検索」にノート・テンプレートを入力し、
をクリックします。
•

データ・ソース別にリストをフィルタ処理するには、検索の横にある

を選択します。
3. 「処理」

メニューをクリックして、ビューの「リフレッシュ」、別名メンバー名または両方として
の「メンバー・ラベル」の表示、「ノート・フォーマット・マネージャ」のオープンを実
行できます。詳細は、ノート・フォーマット・マネージャへのアクセス を参照してくださ
い。

4.

ノート・テンプレートの「処理」
メニューをクリックするか、複数のノート・テンプレートを選択し、ノート・マネージャ

10-31

第 10 章

ノート・マネージャの使用
の「処理」メニューを選択して、使用可能なノート・テンプレートの処理にアクセ
スできます。

5.

ノート・テンプレート名の横にある

をクリックして、POV ディメンションを表示します。

6.

ノート・テンプレートの「ノート」を表示してアクセスするには、ノート・テンプ
レート名をクリックしてノート・ビューアをオープンします。

7.

ノート・ビューアで、ノートの「処理」メニューをクリックするか、複数の「ノー
ト」を選択し、「ノート」の「処理」メニューを選択して、使用可能な「ノート」
の処理にアクセスできます。.
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8.

ノート・テンプレート・ウィンドウに戻るには、
「ノート」リスト上部のブレッドクラム
をクリックします。

ノート・マネージャの操作
ノート・マネージャでは、次のタスクを実行できます。
ノート・テンプレート 実行するサブタスク
におけるタスク
ノート・テンプレート •
からのソース・レポー
トの表示
•

詳細

ノート・テンプレートからのソー ノート・テンプレートからのソース・レ
ス・レポートを表示します。
ポートの表示
その後、選択したレポートをオー
プンまたは編集できます。

データ・ソースの変更 ノート・テンプレートをポイントして ノート・テンプレートのデータ・ソース
いるデータ・ソースを変更できます。 の変更
ノート・テンプレート ノート・テンプレートへのアクセス権 ノート・テンプレートへのアクセス権の
へのアクセス権の付 を付与できます。
付与
与
ノート・テンプレート ノート・テンプレートおよび関連付け ノート・テンプレートの削除
の削除
られたノートを削除できます。
環境間でのノート・ア ノート・マネージャを使用してノー 環境間でのノート・アーティファクトの
ーティファクトの移 ト・テンプレート、ノートおよびノー 移行
行
ト書式をある環境から別の環境に移
行できるようになりました。
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ノートにおけるタスク

実行するサブタスク

ノートからのソース・レポート •
の表示
•

詳細

ノートからのソース・レポ ノートからのソース・レポート
ートを表示します。
の表示
その後、選択したレポート
をオープンまたは編集で
きます。

ノートへのアクセス権の付与

ノートへのアクセス権を付与
できます。

ノートへのアクセス権の付与

ノートの削除

ノートを削除できます。

ノートの削除

ノート・テキストの表示

ノート・テキストを表示できま ノート・テキストの表示と編集
す。

ノート・テキストの編集

ノート・テキストを編集できま ノート・テキストの編集
す。

ノート・テキストのクリア

ノート・テキストをクリアでき ノート・テキストのクリア
ます。

ノートのエクスポート

ノートをエクスポートできま
す。

ノートのエクスポート

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、レポートでノート・テンプレートを作成お
よび管理する方法を学習します。
-- ノート・テンプレートの作成および管理.
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、レポートでノートを使用する方法を学習し
ます。
-- レポートでのノートの作成.

ノート・テンプレートからのソース・レポートの表示
ノート・テンプレートからのソース・レポートを表示するには:
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートを強調表示してから、
クして「ソース・レポートの表示」を選択します。

をクリッ
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3.

オプション: 「ソース・レポート」ダイアログで、ノート・テンプレートを選択し、「処
理」を選択してから、
「編集」をクリックします。

4.

オプション: 「ソース・レポート」ダイアログで、ノート・テンプレートを選択し、「処
理」を選択してから、「オープン」をクリックします。

ノート・テンプレートのデータ・ソースの変更
データ・ソースを変更するには:
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートを強調表示してから、
「データ・ソースの変更」を選択します

をクリックして
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3. 「モデルの選択」ダイアログでデータ・ソースを選択してから、
「OK」をクリック

します。

ノート・テンプレートへのアクセス権の付与
ノート・テンプレートへのアクセス権を付与するには:
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートを強調表示してから、
クして「アクセス」を選択します。

をクリッ
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3.

ノート・テンプレート・アクセス・ウィンドウで、
をクリックし、アクセス権を割り当てるユーザーを次のように選択します。
a.

ユーザー・タイプを選択します。
•

ユーザー

•

グループ

•

ユーザーおよびグループ

b. 「ユーザーの選択」ダイアログ・ボックスで、テキスト・ボックスにユーザー名の最

初の数文字を入力し、
「検索」
をクリックして名前のリストを表示します。すべて
のユーザーとグループを表示するには、「検索」フィールドにワイルドカードとして
アスタリスク(*)を入力します。
c.

4.

アクセス権を割り当てるユーザーとグループを選択し、
「OK」をクリックします。

ノート・テンプレート・アクセス・ウィンドウで、適切な列のチェック・ボックスをクリ
ックすることによって各ユーザーまたはグループにアクセスのレベルを 割り当てるか、ユ
ーザーまたはグループの「処理」

から「権限の付与」を選択します。

•

ノートを作成し、ノート・テンプレートおよびノートのユーザー割当を追加、表示、
編集、削除するには、「管理」を選択します。

•

ノートを作成し、ノート・テンプレートを削除、更新、表示するには、
「書込み」を
選択します。すべてのノートがノート ・テンプレートを使用して作成されます。
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•
5.

ノート・テンプレートおよびノートを表示するには、「表示」を選択します。

オプション: 「除去」を選択すると、選択したユーザーまたはグループがリストか
ら削除されます。名前をハイライトして「X」をクリックすると、名前および関連
付けられている権限が削除されます。

6. 「クローズ」をクリックします。

ノート・テンプレートの削除
ノート・テンプレートを削除するには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートを強調表示してから、
クして「削除」を選択します。

をクリッ

3. 「警告」ダイアログ・ボックスで、選択した「ノート定義」および関連付けられた

「ノート」の削除を確認するよう促され、
「はい」をクリックします。
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ノートからのソース・レポートの表示
ノートからのソース・レポートを表示するには:
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を強調表
示してから、
をクリックして「ソース・レポートの表示」を選択します。

3.

オプション: 「ソース・レポート」ダイアログで、ノート・テンプレートを選択し、「処
理」を選択してから、「編集」をクリックします。

4.

オプション: 「ソース・レポート」ダイアログで、ノート・テンプレートを選択し、「処
理」を選択してから、「オープン」をクリックします。
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ノートへのアクセス権の付与
ノートへのアクセス権を付与するには:
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を
をクリックして「アクセス」を選択します。
強調表示してから、

3. 「ノート」アクセス・ウィンドウで、

をクリックし、アクセス権を割り当てるユーザーを次のように選択します。
a.

ユーザー・タイプを選択します。
•

ユーザー

•

グループ

•

ユーザーおよびグループ

b. 「ユーザーの選択」ダイアログ・ボックスで、テキスト・ボックスにユーザー

名の最初の数文字を入力し、
「検索」
をクリックして名前のリストを表示し
ます。すべてのユーザーとグループを 表示するには、「検索」フィールドにワ
イルドカードとしてアスタリスク(*)を入力します。
c.

アクセス権を割り当てるユーザーとグループを選択し、
「OK」をクリックしま
す。
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4. 「ノート」アクセス・ウィンドウで、適切な列のチェック・ボックスをクリックすること

によって各ユーザーまたはグループにアクセスのレベルを 割り当てるか、ユーザーまたは
グループの「処理」

5.

から「権限の付与」を選択します。

•

ノートを作成し、ノート・テンプレートを削除、更新、表示するには、「書込み」を
選択します。すべてのノートがノート ・テンプレートを使用して作成されます。

•

ノート・テンプレートおよびノートを表示するには、「表示」を選択します。

オプション: 「除去」を選択すると、選択したユーザーまたはグループがリストから削除
されます。名前をハイライトして「X」をクリックすると、名前および関連付けられてい
る権限が削除されます。
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6. 「クローズ」をクリックします。

ノートの削除
ノートを削除するには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を
強調表示してから、
をクリックして「削除」を選択します。

3. 「警告」ダイアログ・ボックスで、選択したノートの削除を確認するよう促され、

「はい」をクリックします。
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ノート・テキストの表示と編集
ノート・テキストを表示および編集するには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を強調表
をクリックして「テキストの表示」を選択します。
示してから、
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3. 「編集」をクリックして「ノート」のテキストを変更し、書式設定を適用してから、

「保存」をクリックします。

4.

オプション: ノート・テンプレートエディタ・ウィンドウで「ノート」のテキスト
を表示するには、
「ポップ・アウト」をクリックします。

5.

オプション: ノート・テンプレート・エディタで、「ノート」のテキストを編集し
てから「保存」をクリックできます。

ノート・テキストの編集
ノート・テキストを編集するには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を
強調表示してから、
をクリックして「テキストの編集」を選択します。
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3.

ノート・テンプレート・エディタで、「ノート」テキストを表示でき、必要な「ノート」
テキストを入力し、書式設定を適用してから、
「保存」をクリックします。

4. 「情報」ダイアログ・ボックスで、ノート・コンテンツが正常に更新された旨のメッセー

ジが表示されるため、
「OK」をクリックします。

5. 「クローズ」をクリックします。

ノート・テキストのクリア
ノート・テキストをクリアするには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting にログインします。ホーム・ページで、

を選択します。
2.

ノート・マネージャで、ノート・テンプレートをダブルクリックし、「ノート」を強調表
示してから、
をクリックして「テキストのクリア」を選択します。

3. 「警告」ダイアログ・ボックスで、選択した「ノート」のコンテンツをクリアするよう促

され、「はい」をクリックします。
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ノートのコピー
ノート・マネージャで、1 つ以上のノートを別の POV ディメンション選択にコピーで
きます。
たとえば、Q1 にすべての部門に作成したノートを Q2 にコピーし、Q2 でのノートの
入力の開始点として使用できます。コピーしたノートの宛先 POV 選択を指定し、宛先
POV の各ディメンションに 1 つ以上のメンバー、代替変数、ユーザー変数、リストお
よびメンバー関数を選択できます。
1 つ以上のノートをコピーするには、これらのステップを実行します。
1.

Narrative Reporting ホーム・ページから、

を選択します
2.

ノート・マネージャで、「ノート・テンプレート」を選択してノートをコピーしま
す。

3.

次のいずれか:
•

単一の「ノート」を選択してから

•

複数の「ノート」を選択してから

をクリックし、「コピー」を選択します。
をクリックし、「コピー」を選択します。

4. 「ノートのコピー」ダイアログで、
「ソース POV」がコピーする正しいノートを反

映していることを確認します。

5. 「ターゲット POV」で、目的の POV ディメンションをクリックして 「メンバー・

セレクタ」ダイアログをオープンし、ターゲット POV を定義します。1 つ以上の
メンバー、「代替変数」、「ユーザー変数」、「リスト」およびメンバー関数を選択し
ます。「OK」をクリックして、「ソース POV」から「ターゲット POV」にノート
をコピーします。
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ノート:
選択したノートに既存のターゲット POV がすでにある場合、「スキップ」また
は「上書き」のいずれかを選択できます。
• 「スキップ」を選択した場合、競合するノートは無視されます。
• 「上書き」を選択した場合、既存のノートは最新に置換されます。
6. 「OK」をクリックして続行します。

次の例で、選択したノートは選択したソース POV からターゲット POV にコピーされます。
残りのディメンション POV は固定されたままです。
表 10-2 ソースＰＯＶおよびターゲット POV
ディメンション

ソース POV

ターゲット POV

Fiscal Calendar

Dec

1月

年

FY17

FY18

Entities

合計エンティティ

合計エンティティの 子(包含)

環境間でのノート・アーティファクトの 移行
ノート・マネージャを使用してノート・テンプレート、ノートおよびノート書式をある環境
から別の環境に移行できます。1 つ以上のノート・テンプレートをエクスポートでき、必要に
応じて、そのテンプレートから作成されたノートを含めるように選択できます。エクスポー
トする 1 つ以上のノートを選択することもでき、選択したノートとともに関連するノート・
テンプレートもエクスポートされます。ノート書式は、ノート・フォーマット・マネージャ
からエクスポートされます。
関連トピック:
•

ノート・テンプレートのエクスポート

•

ノートのエクスポート

•

ノート書式のエクスポート

•

ノートのインポート
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ノート・テンプレートのエクスポート
1 つ以上のノート・テンプレートを ZIP ファイルにエクスポートするには:
1.

Narrative Reporting のホーム・ページから、「ノート」を選択してノート・マネー
ジャをオープンします。

2.

次のいずれかを実行します。
•

単一の「ノート・テンプレート」を選択してから「処理」アイコンをクリック
し、
「エクスポート」を選択します。

•

複数の「ノート・テンプレート」を選択してから歯車アイコンをクリックし、
「エクスポート」を選択します。

3.

エクスポート・ファイルの宛先フォルダを選択します。

4.

必要に応じて、
「ノート・テンプレート」に関連するすべての 「ノート」を含める
には、
「ノートを含める」オプションを選択します

5. 「OK」をクリックします。

エクスポート・プロセスは、バックグラウンドで実行されます。エクスポートが完
了したら、「メッセージ」をチェックして通知を確認します。

Note:
エクスポート後に「マイ・ライブラリ」フォルダに生成される" Export
Process Status <date/time>.txt "ファイルに、各「ノート・テンプレ
ート」および「ノート」のエクスポートのステータスがリストされます。
例:
管理が開始したエクスポート・プロセスが Jun 11, 2021 9:13:37 AM に開始して Jun 11,
2021 9:13:38 AM に完了しました。
詳細は次のとおりです。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Performance Summary が正常にエクス
ポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にエ
クスポートされました。
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タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Variance Summary が正常にエクスポートされ
ました。
6.

エクスポート・ファイル名をクリックして、エクスポート・ファイルをライブラリからロ
ーカル・ファイル・システムにダウンロードします。

ノートのエクスポート
1 つ以上のノートを ZIP ファイルにエクスポートするには:
1.

Narrative Reporting のホーム・ページから、
「ノート」を選択してノート・マネージャを
オープンします。

2. 「ノート・テンプレート」をクリックして、関連する「ノート」を表示します。
3.

4.

次のいずれかを実行します。
•

単一の「ノート」を選択してから「処理」アイコンをクリックし、「エクスポート」
を選択します。

•

複数の「ノート」を選択してから歯車アイコンをクリックし、「エクスポート」を選
択します。

エクスポート・ファイルの宛先フォルダを選択します。

5. 「OK」をクリックします。

エクスポート・プロセスは、バックグラウンドで実行されます。エクスポートが完了した
ら、「メッセージ」をチェックして通知を確認します。

Note:
エクスポート後に「マイ・ライブラリ」フォルダに生成される" Export Process
Status <date/time>.txt "ファイルに、各「ノート・テンプレート」および「ノ
ート」のエクスポートのステータスがリストされます。
例:
管理が開始したエクスポート・プロセスが Jun 11, 2021 9:13:37 AM に開始して Jun 11, 2021
9:13:38 AM に完了しました。
詳細は次のとおりです。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にエクスポー
トされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にエクスポー
トされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にエクスポー
トされました。
タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Performance Summary が正常にエクスポート
されました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にエクスポー
トされました。
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タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にエ
クスポートされました。
タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Variance Summary が正常にエクスポ
ートされました。
6.

エクスポート・ファイル名をクリックして、エクスポート・ファイルをライブラリ
からローカル・ファイル・システムにダウンロードします。

ノート書式のエクスポート
1 つ以上のノート書式を ZIP ファイルにエクスポートするには:
1.

ノート・フォーマット・マネージャにアクセスします 。ノート・フォーマット・マ
ネージャへのアクセス を参照してください

2.

次のいずれかを実行します。

3.

•

単一の「ノート書式」を選択してから「処理」アイコンをクリックし、「エク
スポート」を選択します。

•

複数の「ノート書式」を選択してから歯車アイコンをクリックし、「エクスポ
ート」を選択します。

エクスポート・ファイルの宛先フォルダを選択します。

4. 「OK」をクリックします。

エクスポート・プロセスは、バックグラウンドで実行されます。エクスポートが完
了したら、「メッセージ」をチェックして通知を確認します。

Note:
エクスポート後に「マイ・ライブラリ」フォルダに生成される" Export
Process Status <date/time>.txt "ファイルに、各「ノート書式」のエ
クスポートのステータスがリストされます。
例:
管理が開始したエクスポート・プロセスが Jun 11, 2021 9:16:20 AM に開始して Jun 11,
20219:16:20 AM に完了しました。詳細は次のとおりです。タイプ「ノート書式」のアーティ
ファクト Note Format 1 が正常にエクスポートされました。
5.

エクスポート・ファイル名をクリックして、エクスポート・ファイルをライブラリ
からローカル・ファイル・システムにダウンロードします。

ノートのインポート
ライブラリを使用してノート・テンプレートまたはノート書式をインポートするには:
1.

Narrative Reporting のホーム・ページから「ライブラリ」を選択します。

2. 「ライブラリ」の右上隅にある

す。

メニューを選択し、「インポート」を選択しま
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3. 「インポート」ダイアログで「ローカル」を選択し、インポートするエクスポート ZIP フ

ァイルを参照します。

4.

既存のアーティファクトを 、インポートした新しいアーティファクトに 置き換えるには、
「既存のオブジェクトの上書き」を選択します。

5.

インポートしたアーティファクトに 対してすでに定義済のアクセス権限を既存のものに
含めるには、「アクセス権限を含める」を選択します。

6. 「OK」を選択します。

インポート・プロセスは、バックグラウンドで実行されます。インポートが完了したら、
「メッセージ」をチェックして通知を確認します。

Note:
インポート後に「マイ・ライブラリ」フォルダに生成される" Import Process
Status <date/time>.txt "ファイルに、インポートした各アーティファクトの
エクスポートのステータスがリストされます。
例:
管理が開始したインポート・プロセスが Jun 11, 2021 9:23:59 AM に開始して Jun 11, 2021
9:24:00 AM に完了しました。
詳細は次のとおりです。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にインポート
されました。
タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Performance Summary が正常にインポートさ
れました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にインポート
されました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にインポート
されました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,TV が正常にインポート
されました。
タイプ「ノート・テンプレート」のアーティファクト Variance Summary が正常にインポートされま
した。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,DV が正常にインポート
されました。
タイプ「ノート」のアーティファクト Jan,340000,FY18,Total Entities,AS が正常にインポート
されました。

ノートに対するアクセス権限のレビュー
アクセス権限グループ(APG)を使用して、レポート・ユーザーへのノートおよびノート・テン
プレートに対する権限を定義できます。
4 タイプの権限を定義できます:
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•

ノート読取り

•

ノート書込み

•

ノート・テンプレート読取り

•

ノート・テンプレート書込み

ノート管理者は APG をロックできます。APG がロックされると、ノート書込み権限
を持つユーザーは、APG に定義された権限を上書きできません。

ノート:
•

ノート書込み権限はノート読取り権限を継承します

•

ノート・テンプレート読取り権限はノート書込み権限を継承します

•

ノート・テンプレート書込み権限はノート・テンプレート読取り権限を
継承します

シナリオ 1
表 10-3 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込
み操作の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するア 読取りおよび書込み操作
クセス権限
ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

いいえ

有効
ノート・テンプレート読取り

いいえ

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、他のユーザーが作成したノートを読み取ることができ
ます。
上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

新規ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新
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シナリオ 2
表 10-4 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込み操作
の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するアク
セス権限

読取りおよび書込み操作

ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

有効
ノート・テンプレート読取り

いいえ

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み

•

ノートの作成

•

ノートの編集

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新

シナリオ 3
表 10-5 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込み操作
の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するアク
セス権限

読取りおよび書込み操作

ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

いいえ

無効
ノート・テンプレート読取り

いいえ

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、他のユーザーが作成したノートを読み取ることができます。
上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

新規ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用
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•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新

シナリオ 4
表 10-6 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込
み操作の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するア 読取りおよび書込み操作
クセス権限
ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

無効
ノート・テンプレート読取り

いいえ

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み

•

ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノート・テンプレートの更新

•

ノート・テンプレートに対して APG に定義された権限の更新

シナリオ 5
表 10-7 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込
み操作の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するア 読取りおよび書込み操作
クセス権限
ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

有効
ノート・テンプレート読取り

はい

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み
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•

ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

シナリオ 6
表 10-8 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込み操作
の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するアク
セス権限

読取りおよび書込み操作

ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

無効
ノート・テンプレート読取り

はい

ノート・テンプレート書込み

いいえ

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み

•

ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できません。
•

ノート・テンプレートの更新

•

ノート・テンプレートに対して APG に定義された権限の更新

シナリオ 7
表 10-9 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込み操作
の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するアク
セス権限

読取りおよび書込み操作

ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

有効
ノート・テンプレート読取り

はい
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表 10-9 (続き) ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書込
み操作の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するアク
セス権限

読取りおよび書込み操作

ノート・テンプレート書込み

はい

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み

•

ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

上記の権限を持つユーザーは、ノートについて APG に定義された上書き権限を実行で
きません。
シナリオ 8
表 10-10 ノートおよびノート・テンプレートに対するアクセス権限。読取りおよび書
込み操作の例を示します。
ノートおよびノート・テンプレートに対するア 読取りおよび書込み操作
クセス権限
ロック
ノート読取り

はい

ノート書込み

はい

無効
ノート・テンプレート読取り

はい

ノート・テンプレート書込み

はい

上記の権限を持つユーザーは、次のステップを実行できます。
•

ノートの読込み

•

ノートの作成

•

ノートの編集

•

ノート・テンプレートの表示または再利用

•

ノート・テンプレートの更新

•

APG に定義された権限の更新

•

ノートについて APG に定義された権限の上書きまたは更新

10-56

第 10 章

ノート・テキスト関数の使用

ノート・テキスト関数の使用
ノート・テキスト関数を使用すると、データ・ソース対応テキスト・ボックスでレポートに
ノートを表示できます。次のことが可能です。
•

ノート・フォーマットを作成して、出力コンテンツ、レイアウトおよび書式設定を定義し
ます。ノート・フォーマットは複数のレポート間で使用できます。詳細は、「ノート・フ
ォーマットの操作」を参照してください。

•

レポートを作成し、レポート内で名前付き POV を作成します。これにより、ノート・テ
キスト関数で取得するディメンションとメンバー、ノートの取得を操作するレポート
POV ディメンション、およびテキスト・ボックスにセカンダリ POV を使用して表示する
ディメンションを定義します。セカンダリ POV を表示してレポート POV 選択を調整
し、子、子孫または最下部レベルのディメンションのレポート POV 選択をユーザー選択
に基づいて表示できます。
名前付き POV は、それが作成されたレポートにのみ適用されます。詳細は、レポートで
の名前付き POV の操作を参照してください。

•

レポートにテキスト・ボックスを挿入し、データ・ソースに対応するようテキスト・ボッ
クスを設定して、データ・ソースを選択します。これにより、ノート・テキスト関数を使
用してノートで集計およびレポートを行う際に、POV を制御できます。レポートには、
テキスト・ボックスのみを含めるか(その独自の POV を使用)、またはグリッドおよびチ
ャートを含めることもできます。

ノート:
ノート・テキストを表示するテキスト・ボックスは、同じレポート内のグリッ
ドを必要としません。
•

ノート・テキスト関数をテキスト・ボックスまたはグリッド行、列またはセルに挿入し、
ノート・フォーマット、名前付き POV および表示するノートを選択します。詳細は、
「レ
ポートでのノート・テキスト関数の挿入」を参照してください。

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ノート・テキスト関数を使用する方法を学習しま
す。
-- ノート・テキスト関数の使用.
ノート・テキスト関数を使用すると、レポート内のデータ・ソース対応テキスト・ボックス
にノートを表示できます。このプロセスには、出力コンテンツ、レイアウトおよび書式設定
を定義するノート・フォーマットの作成、ノート・テキスト関数で取得するディメンション
およびメンバーを定義する、レポート内の名前付き POV の作成、およびノート・テキスト関
数を含むデータ・ソース対応テキスト・ボックスのレポートへの挿入が含まれます。

ノート・フォーマットの操作
次も参照:
•

ノート・フォーマットの概要

•

ノート・フォーマット・マネージャへのアクセス
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•

ノート・フォーマットの作成

•

ノート・フォーマット・テキスト関数の使用

•

ノート・フォーマットの作成に関する制限事項

•

ノート・フォーマット・テキスト関数の理解

ノート・フォーマットの概要
ノート・フォーマットはノート・テキスト関数の出力コンテンツ、レイアウトおよび
書式を定義します。ノート・マネージャでノート・フォーマットを作成および保守で
き、複数のレポート間でノート・フォーマットを使用できます。
ノート・フォーマットでは、次のことが可能です。
•

テキスト関数でセクション(行)を追加して、ノート・コンテンツの上にノート情報
およびメタデータを表示します。

•

各関数に適用されるテキスト書式設定を定義します。

•

セクションを並替えおよび移動します。

•

出力およびセクション・レベルのインデント・レベルを定義します。

ノート・フォーマット・マネージャでノート・フォーマットを作成します。これには、
ノート・マネージャを介してアクセスできます。ノート・フォーマット・マネージャ
へのアクセスを参照してください。

たとえば、このノート・フォーマットには複数のセクションがあり、最後のセクショ
ンに定義されているように、ノート・コンテンツを表示する前にノート・メタデータ
を返すように書式設定されたテキスト関数があります。
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3 つのノートが 2 つのノート・テンプレートに入力された、ノート・テキスト関数があるテキ
スト・ボックスでこのノート・フォーマットを使用した結果。次のイメージを参照してくだ
さい。Performance Summary および Variance Summary などの 2 つのノート名と、その後に
続くそれぞれのノート作成者、ノート POV ディメンション、およびノート・コンテンツをプ
レビューできます。
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ノート:
•

すべての Narrative Reporting ユーザーには、すべてのノート ・フォーマ
ットに対する表示権限があります。

•

レポート管理者ロールを持つユーザーは、ノート・フォーマットを編集
できます。

ノート・フォーマット・マネージャへのアクセス
「ノート・フォーマット・マネージャ」にアクセスするには:
1.

次のいずれかのステップを実行します。
•

ノート・マネージャの処理
メニューで、「ノート・フォーマット・マネージャ」を選択します。

•

レポートの編集中にレポート・デザイナで、
および「ノート・フォーマット・マネージャ」を選択します。
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2. 「ノート・フォーマット・マネージャ」ダイアログ・ボックスが表示されます。

次のことが可能です。
•

新規ノート・フォーマットを「作成」します。

•

既存のノート・フォーマットを「編集」します。

•

選択したノート・フォーマットを「削除」します。

•

ノート・フォーマット・ビューを「リフレッシュ」します。

•

ノート書式を「エクスポート」します。

ノート・フォーマットの作成
ノート・フォーマットを作成するには:
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1.

Narrative Reporting ホーム・ページから、

2.

ノート・マネージャの処理
を選択します。

を選択します。

メニューで、「ノート・フォーマット・マネージャ」

3. 「ノート・フォーマット・マネージャ」で、

を追加します。

をクリックして新規フォーマット

4. 「ノート・フォーマットの追加」で:

•

ノート・フォーマットの一意の「名前」を入力します。

ノート:
ノート・フォーマットを作成すると、その名前は変更できなくなりま
す。
•

オプションの「説明」を入力します。

• 「インデント」のサイズを選択します。これは、ノート・フォーマットでセク
ションをインデントするときに使用されます。
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5.

をクリックして、ノート・フォーマットにセクションを追加します。

セクションの「処理」メニューをクリックして、該当する場合は「上に追加」を選択でき
ます。

ノート:
デフォルトの NoteContent()セクションは、ノート・フォーマットの最後にの
み表示でき、その後ではなく上にのみセクションを追加できます。
「ノート・フォーマット・セクションの追加」エディタが表示されます。
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6. 「ノート・フォーマット・セクションの追加」エディタで、テキストを手動で入力

し、
ボタンをクリックしてテキスト関数を選択することでセクションに含める
テキスト関数を選択できます。選択したテキストに、フォント・タイプ、サイズ、
色などの書式設定を適用できます。

ノート・フォーマット・セクションに使用可能なテキスト関数の詳細は、ノート・
フォーマット・テキスト関数の使用を参照してください。

7. 「検証」をクリックして、テキスト関数の構文を確認し、
「OK」をクリックして「ノ

ート・フォーマット・セクションの追加」ダイアログをクローズします。

ノート:
必要に応じて、ステップ 5 から 7 を繰り返して他のセクションを追加し
ます。
8.

セクションを選択して、次のことが可能です。
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• 「処理」メニューを使用して、各セクションを「編集」します。
• 「上へ移動」
または「下へ移動」
ボタンをクリックしてセクションを移動、ま
たは「処理」メニューを使用して同じ操作を実行できます。
•

をクリックするか、「処理」メニューを使用して、各セクションを「除去」しま
す。

• 「処理」メニューを使用して、該当する場合は「インデントの追加」または「インデ
ントの削減」を実行します。

ノート:
インデントの量は、「ノート・フォーマットの追加」ダイアログで指定され
たインデントに基づきます。

9. 「保存」をクリックし、
「クローズ」を選択してノート・フォーマットを保存します。

例 10-1 セグメント・メンバー名に基づいたグループ化およびソート
デフォルトでは、ノート・フォーマットに、各ノートのテキストを返す NoteContent()テキ
スト関数のある 1 つのセクションがあります。NoteContent()セクションの上に追加のノー
ト・メタデータを表示する追加のセクションを挿入できます。
レポート・プレビューでは、結果のノート出力に基づいて、ノート・フォーマットのセクシ
ョンの結果が返され、グループ化およびソートされます。特定のセクションの出力は、コン
テンツが一意の場合は繰り返されません。
たとえば、次のイメージについて説明します。ここではテキスト関数にタイムスタンプが含
まれておらず、その情報はすべてに 適用されるため 3 つのノートでは繰り返されません。
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ノート:
3 つのセグメントのすべてのノートは 、セグメント・メンバー名に基づいて
アルファベット順にソートされます。

ノート名は" Performance Summary "であり、ユーザー、日付および日付スタンプ詳細
は" Administrator on 11/09/20 "です。

例 10-2 一意のタイムスタンプに基づいたグループ化およびソート
たとえば、次のイメージについて説明します。ここではテキスト関数にタイムスタン
プが含まれており、ノートが異なる時間に作成されたため、ユーザー詳細、日付およ
びタイムスタンプが繰り返されます。
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ノート:
3 つのセグメントのすべてのノートは 、一意のタイムスタンプに基づいてソートさ
れ、セグメント・メンバー名ではソートされません。

ノート名は" Performance Summary "であり、ユーザー、日付およびタイムスタンプ詳細は"
Administrator on 11/09/20 10:54 AM "です。

ノート・フォーマット・テキスト関数の使用
このトピックでは、ノート・フォーマットで使用可能なテキスト関数の使用方法および構文
に関する情報を示します。
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表 10-11 この表は、ノート・フォーマットで使用可能なテキスト関数の使用方法およ
び構文に関する情報を示しています。
関数

必要なパラメータ

摘要

NoteAuthor

N/A

ノート作成者のユーザー名を
返します。

NoteCreatedOn

日付書式および時間書式。日 ノートが作成された日時を返
時に希望の書式を選択します。 します。
必要に応じて、いずれかのパラ
メータに「なし」を選択するこ
ともできます。

NoteModifiedBy

N/A

NoteModifiedOn

日付書式および時間書式。日 ノートが最後に変更された日
時に希望の書式を選択します。 時を返します。
必要に応じて、いずれかのパラ
メータに「なし」を選択するこ
ともできます。

NoteName

N/A

ノート・テンプレート名を返し
ます。

NotePOVDimension

デリミタ – テキスト関数の結
果の後に表示するデリミタ文
字を選択します。
ノート: 空白、NewLine または
NewLineIndent を選択する
こともできます。
序数 – レポートの名前付き
POV のディメンション位置を
表す数字を選択します。

レポートの名前付き POV のデ
ィメンションの位置に基づい
て、ノートの指定されたディメ
ンション名を返します。

NotePOVMemberLabel

デリミタ – テキスト関数の結
果の後に表示するデリミタ文
字を選択します。
ノート: 空白、NewLine または
NewLineIndent を選択する
こともできます。
序数 – レポートの名前付き
POV のディメンション位置を
表す数字を選択します。

レポートの名前付き POV のデ
ィメンションの位置に基づい
て、ノートの指定されたディメ
ンションのメンバー・ラベルを
返します。

ノートを最後に変更したユー
ザーのユーザー名を返します。

表示されるラベルは、(「レポー
ト処理」メニューから)ユーザ
ーが指定したメンバー・ラベ
ル・プリファレンスによって異
なります。これは、「メンバー
名」、
「別名」または「両方」が
ノート・テキスト関数の出力に
表示されるかどうかを決定し
ます。

ノート・フォーマットの作成に関する制限事項
ノート・フォーマットの作成に関する次の制限事項に注意してください。
•

NoteContent 関数は、ノート・フォーマットの同じセクション内の他の関数と一緒
に使用できません。

•

NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel 関数は、ノート・フォーマットの
同じセクション内の他の関数と一緒に使用できません。
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これらの関数のいずれかが使用されているセクションには、他のテキストまたは文字を追
加できません(スペース 以外)。
関数の結果を分割するためにデリミタを選択できます。

ノート・フォーマット・テキスト関数の理解
このトピックでは、いくつかのノート・フォーマット・テキスト関数の使用方法および対応
する結果を示します。
2 つのノート・テンプレート"Performance Summary"および"Variance Summary"があり、そ
れぞれに 3 つのノート(3 つのセグメントのそれぞれに 1 つずつ)があります。
例 10-3 名前付き POV 定義
次の名前付き POV が、ノート・テキスト関数を含むレポートに作成されました。リストされ
ている 2 つのディメンションは「Segments」および「Fiscal Calendar」です。両方のディ
メンションに、表示するテキスト関数をフィルタするためのメンバー選択が含まれています。
「Segments」が最初にリストされているディメンション、「Fiscal Calendar」が 2 番目にリ
ストされているディメンションであるため 、NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel
関数で使用される序数パラメータは、名前付き POV での順序に基づいて、Segments に対し
て"1"、Fiscal Calendar に対して"2"となります。

例 10-4 ノート・フォーマット定義
ノート・フォーマットには次のセクションおよびテキスト関数があり、各セクションに異な
るフォント書式設定が適用されています。最後の 2 つのセクションはインデントされていま
す。

テキスト関数パラメータについての注意すべき点:
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•

2 番目のセクション Created by NoteAuthor() on NoteCreatedOn(short, none)
で、NoteCreatedOn 関数に short 日付パラメータがある場合、US ロケールでは書
式が MM/DD/YY であることを意味します。時間パラメータは none であり、時間が
表示されないことを意味します。

•

NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel 関数は 4 番目のセクションにあり
ます。
–

各関数のセットの序数パラメータに注意してください。最初のセットは序数
パラメータ"1"を持ち、名前付き POV の最初のディメンション(
「Segments」)
です。2 番目のセットは序数パラメータ"2"を持ち、名前付き POV の 2 番目の
ディメンション(
「Fiscal Calendar」)です。

–

関数の両方のセットに指定されたデリミタ・パラメータの結果、次の表示にな
ります: Dimension1: Member1, Dimension2: Member2

例 10-5 ノート・テキスト・ボックスのあるレポートのプレビュー
前述のセクションに表示された名前付き POV およびノート・フォーマットの例を使用
すると、ノート・テキスト関数があるテキスト・ボックスを含むレポートをプレビュ
ーできます。

ノート・フォーマットで対応するテキスト関数があるテキスト・ボックス出力の一部
を表示できます。
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レポートでの名前付き POV の操作
次も参照:
•

名前付き POV の概要

•

名前付き POV の作成

•

例: 名前付き POV および POV ディメンション・オプションの使用

名前付き POV の概要
名前付き POV により、レポートのノート・テキスト関数で取得するディメンションおよびメ
ンバー、ノートの取得を操作するレポート POV ディメンション、およびテキスト・ボックス
にセカンダリ POV を使用して表示するディメンションを定義します。名前付き POV は、名
前付き POV マネージャで作成および保守されます。

ノート:
レポート・デザイナでは、名前付き POV を作成する場合、その特定のレポートのみ
に制限されます。名前付き POV はレポート間で共有できません。

名前付き POV の作成
名前付き POV を作成するには:
1. 「ノート」テキスト関数を挿入する場合、既存の「レポート」を選択するか、新しい「レ

ポート」を作成します。

ノート:
名前付き POV を作成するには、レポートに定義済のグリッドは必要はありませ
ん。

2.

レポート・デザイナで、「処理」
選択します。

メニューをクリックし、「名前付き POV の管理」を
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「名前付き POV の管理」ダイアログが表示されます。

新しい名前付き POV を「作成」できます。
3. 「名前付き POV の管理」の「処理」 -

メニューでは、次のことが可能です。

• 「POV 関数の選択」を行って、ノート・テキスト・ボックスのセカンダリ POV
にこれらのメンバー選択関数を表示します。
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「セカンダリ POV 関数」ダイアログで、メンバー選択関数を選択または選択解除でき
ます。
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ノート:
これらの選択は、レポートのすべてのディメンションおよびすべての
名前付き POV に適用されます。
•

既存の名前付き POV を「編集」します。

•

選択した名前付き POV を「削除」します。

• 「名前付き POV の管理」ビューを「リフレッシュ」します。
4. 「名前付き POV の管理」で、

す。

をクリックして新しい名前付き POV を追加しま

5. 「名前付き POV の作成」で:

•

名前付き POV の「名前」を入力します。

ノート:
名前付き POV を作成すると、その「名前」は変更できなくなりま
す。
•

オプションの「説明」を入力します。

•

ドロップダウン・メニューから「データ・ソース」を選択します。
定義済のすべてのレポート・データ・ソースがリストされます。データ・ソー
ス内のすべてのディメンションに 対して POV バーが移入されます。

ノート:
データ・ソース選択は、レポート内のグリッドまたはチャートに依存し
ません。
6.

デフォルトでは、すべてのディメンションで「選択なし」と表示され、これは、メ
ンバーが選択されておらず、そのディメンションのメンバーのすべてのノートが 表
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示されることを意味します。ディメンション・ラベルをクリックして、そのディメンショ
ンのメンバー・セレクタをオープンします。
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストから「メンバー」、
「最近」、「代替変数」、「関数」または「リスト」を選択して、メンバーを選択されている
ディメンションに割り当てます。
メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
•

親メンバーにドリルするには、「展開」

をクリックします。

•

メンバーを選択および選択解除するには、「選択」

をクリックします。

ノート:
青色のチェック・マークは、メンバーが現在選択されていることを示しま
す。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェック・マーク
は、そのメンバーが現在選択されていないことを示します。

•

関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」
クします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。

•

メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」

をクリッ

をクリックします。

• 「OK」をクリックします。

ノート:
追加のディメンションに対して前述のステップを繰り返します。
7.

メンバーのフィルタに使用しないディメンションについては 、選択を「選択なし」のまま
にするか、ディメンションをディメンション ・レイアウトから除去できます。
ディメンションを除去するには:
• 「名前付き POV の作成」で、「POV 処理」メニューをクリックし、「ディメンション
の変更」を選択します。
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• 「ディメンション・レイアウト」で、ディメンションの横にある
をクリック
します。必要に応じて、他のディメンションについて繰り返します。

• 「OK」をクリックして「ディメンション・レイアウト」をクローズし、「名前
付き POV の作成」に戻ります。

ノート:
選択しない不要なディメンションをディメンション ・レイアウトから除
去することをお薦めします。
これにより、NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel 関数の序数
パラメータの指定が簡単になります。詳細は、
「ノート・フォーマット・
テキスト関数の使用」を参照してください。

ノート:
「ディメンションの追加」ボタンを使用して、ディメンションをいつでも
追加して戻せます。

8.

NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel 関数で序数パラメータを使用する
と、ディメンションを並べ替えて参照を容易にすることもできます。
たとえば、名前付き POV で、「Segments」が最初のディメンション、「Fiscal
Calendar」が 2 番目のディメンションである場合、序数パラメータの"1"は最初の
ディメンション(Segments)を参照し、序数パラメータの"2"は 2 番目のディメンシ
ョン(Fiscal Calendar)を参照します。
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詳細は、「ノート・フォーマット・テキスト関数の使用」を参照してください。
名前付き POV のディメンションを並べ替えるには:
• 「名前付き POV の作成」で、「POV 処理」メニューをクリックし、「ディメンション
の変更」を選択します。

• 「ディメンション・レイアウト」で、ディメンションをクリックして必要な場所まで
ドラッグ・アンド・ドロップします。必要に応じて、他のディメンションについて繰
り返します。
• 「OK」をクリックして「ディメンション・レイアウト」をクローズし、「名前付き
POV の作成」に戻ります。
9.

オプションでテキスト・ボックスのセカンダリ POV を使用して、ノート・テキスト関数
の表示を制御する 1 つ以上のレポート POV ディメンションを指定するには:
ディメンションの「POV ディメンション処理」

をクリックします。

• 「テキスト POV による制御」を選択します。これにより、ディメンションのレポート
POV でノート・テキスト関数の表示を制御できます。
•

テキスト・ボックスのセカンダリ POV にディメンションを表示するには、
「セカンダ
リ POV に表示」を選択します。

•

オプションで、ユーザーがレポートをプレビューしたときに表示されるデフォルトの
メンバー選択オプションを設定するには、
「POV メンバー関数」を選択し、使用可能
なメンバー選択オプションのいずれかを選択します。
「セカンダリ POV 関数」ダイア
ログでの選択に応じて、ユーザーはその他のメンバー選択オプションを引き続き使用
でき、レポートのプレビュー時にデフォルト・オプションが表示されます。
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10. 名前付き POV の定義が終わったら、
「OK」をクリックして変更内容を保存しま

す。

例: 名前付き POV および POV ディメンション・オプションの使用
この例では、データ・ソースに対応したテキスト・ボックスとそこに挿入されたノー
ト・テキスト関数を含むレポートを使用します。

名前付き POV の設計設定
レポートに次のような名前付き POV があります。
• 「Segments」ディメンションには「Children of Seg01」のメンバー選択がありま
す。これは、ノート・テキスト関数を含むテキスト・ボックスに表示されるノート
が、常に選択された「Segments」メンバーのみを含むことを意味します。
• 「Fiscal Calendar」ディメンションには、定義済のメンバー選択はありません(
「選
択なし」が表示されます)。ディメンション POV オプションでは、
「テキスト POV
による制御」が選択されています。これは、このディメンションのレポート POV
選択が、テキスト・ボックスに表示されるノートを制御することを意味します。
• 「Entities」ディメンションには、定義済のメンバー選択はありません(
「選択なし」
が表示されます)。ディメンション POV オプションでは、
「テキスト POV による制
御」が選択されています。これは、このディメンションのレポート POV 選択が、
テキスト・ボックスに表示されるノートを制御することを意味します。また、POV
オプション「セカンダリ POV に表示」も有効な場合、セカンダリ POV がテキス
ト・ボックスの上に表示され、
「Entities」のノートを制御します。
•

残りのディメンションは、ノートのフィルタリングに使用されなかったため、名前
付き POV から削除されています。
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「Fiscal Calendar」の POV ディメンション・オプション

「Entities」の POV ディメンション・オプション
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「Entities」の POV ディメンション・オプションの「POV メンバー関数」で、
「メンバ
ーの下位メンバー」が選択されています。これは、セカンダリ POV のデフォルト選択
です。

「名前付き POV の管理」の「処理」 メニューにある「POV 関数の選択」を使用
して、ノート・テキスト・ボックスのセカンダリ POV にリストされるメンバー選択関
数を選択できます。

Note:
これらの選択は、レポートのすべてのディメンションおよびすべての 名前付
き POV に適用されます。

たとえば、セカンダリ POV に表示されるメンバー選択関数のリストから 4 つのみ選択
済です。
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ノート・テキスト関数があるテキスト・ボックスのレポート出力
異なる POV 選択でのレポート出力を見てみましょう。ノートは、6 月に対してのみ存在して
います。他の月には、ノートは入力されていません。
1 月が選択された最初のレポート・プレビューでは、ノートはテキスト・ボックスに表示され
ません。
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レポート POV で 6 月が選択されているレポート・プレビュー。
「Total Entities の下位
メンバー」のノートが表示されています。これは、レポート POV で「Total Entities」
が選択され、かつ下位メンバーがセカンダリ POV のデフォルト選択であるためです。

レポート POV で Entities E01 が選択され、セカンダリ POV で「Entities の子」が選
択されているレポート・プレビュー。表示される結果が前述のレポート・プレビュー
の例と部分的に重複していることに注意してください。
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レポートでのノート・テキスト関数の挿入
ノート・マネージャでノート・フォーマットを作成し、レポートで名前付き POV を作成した
後、テキスト・ボックスまたはテキスト行、列あるいはセルにノート・テキスト関数も挿入
できます。条件付きテキスト定義でノート・テキスト関数を挿入することもできます。
ノート・フォーマットおよび名前付き POV の詳細は、ノート・フォーマットの操作およびレ
ポートでの名前付き POV の操作を参照してください。
テキスト・ボックス、グリッド・テキスト行、列およびセル、および条件付きテキストの操
作の詳細は、次のリンクを参照してください。
•

テキスト・ボックスの追加

•

行および列の挿入

•

条件付き書式設定、テキストおよび抑制の操作

ノート・テキスト関数を挿入するには:
1.

テキスト・ボックス、テキスト・セルまたは条件付きテキスト定義のいずれかで
を選択します。

2. 「テキスト関数」で、
「関数」ドロップダウン・メニューの「ノート」を選択します。
3.

必要な名前付き POV およびノート・フォーマットを選択し、テキスト関数で使用するノ
ート・テンプレートを選択します。
「ノート・テンプレート」フィールドを空白のままにして、すべてのノート ・テンプレー
トを使用することもできます。

10-83

第 10 章

ノート・テキスト関数の使用

ノート:
•

ノート・フォーマットがリストされていない場合、ノート・マネージ
ャのノート・フォーマット・マネージャで作成する必要があります。
詳細は、ノート・フォーマットの操作を参照してください。

•

名前付き POV がリストされていない場合、レポートの名前付き POV
マネージャで作成する必要があります。詳細は、レポートでの名前付
き POV の操作を参照してください。

•

レポートの編集中にノート・フォーマット・マネージャに簡単にアク
セスするには、
および「ノート・フォーマット・マネージャ」を選択します。

4. 「選択」をクリックして「ノート」テキスト関数を挿入します。
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例 10-6 テキスト・ボックスのノート・テキスト関数のレビュー
次の例は、レポートのテキスト・ボックスに挿入される名前付き POV、ノート・フォーマッ
トおよびテキスト関数を示しています。
「Segments」および「Fiscal Calendar」ディメンション、およびそれぞれのメンバー選択が
ある Sample_Report1_Named_POVs。残りのディメンションは、選択が必要ではないためデ
ィメンション・レイアウトから除去されました。

それぞれ「Segments」および「Fiscal Calendar」ディメンションを参照する序数パラメー
タ"1"および"2"を持つ NotePOVDimension および NotePOVMemberLabel テキスト関数があ
る Note Format 1。

Sample_Report1_Named_POVs、Sample Note Format 1 および Performance Summary ノ
ート・テンプレートが選択されたテキスト関数セレクタ。
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テキスト・ボックスに挿入されたノート・テキスト関数:
Notes("Sample_Report1_Named_POVs", "Note Format 1", "Performance Summary")
結果のレポート・プレビューは、ユーザーの「メンバー・ラベル」プリファレンスが
「別名」に設定されているので、NotePOVMemberLabel 関数が「Segments」および
「Fiscal Calendar」メンバーのメンバー別名を返します。
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セキュリティ - ノート・テンプレートとノートのロー
ルおよびアクセス権
一般に、システム管理者ロールではすべてのノート ・テンプレートおよびノートを参照およ
び保守できます。ノート・テンプレートおよびノートへのアクセス権限はノート・マネージ
ャで設定されます。ノート・テンプレートに割り当てることができる 3 つのタイプの権限に
基づきます：
表 10-12 ノート・テンプレートに対するユーザー・ロールとそのタスクの定義
ユーザー・ロール

ユーザー・タスク

管理

•
•
•
•

ノートの作成
ノート・テンプレート、ならびにノート・テ
ンプレートを使用して作成されたすべてのノ
ートの削除、更新および表示
ノート・テンプレートおよびノートに対する
ユーザー割当の追加、表示、編集、削除
デフォルトにより、ノート・テンプレートの
作成者にはノート・テンプレートに対する管
理権限があります。

書込み

•
•

ノートの作成
ノート・テンプレート、ならびにノート・テ
ンプレートを使用して作成されたすべてのノ
ートの削除、更新、表示

表示

•
•

ノート・テンプレートの表示
ノートの表示

レポート管理者ロールまたはシステム管理者ロールでは、レポート・デザイナで新規ノート・
テンプレートを作成できますが、ノート・マネージャでは作成できません。
•

レポートに対するユーザー・ロールおよびレポート管理者権限では、新規ノート・テンプ
レートを作成できませんが、作成した既存のノート・テンプレートを挿入できます。

•

レポートの設計中、レポート管理者ロールを持つユーザーは、ノート・テンプレートに対
して「表示」権限を持つ場合、ノート・テンプレートの表示およびレポートへの挿入のみ
可能です。ただし、ノート・テンプレートに対して「管理」または「書込み」権限を持つ
場合は、ノート・テンプレートの挿入および編集が可能です。

ノート
ノートに割り当てることができる権限には、次の 2 つのタイプがあります。
表 10-13 ノートに対するユーザー・ロールとそのタスクの定義
ユーザー・ロール

ユーザー・タスク

書込み

ノートにテキストを送信できます。デフォルトに
より、ノートの作成者にはノートに対する書込み
権限があります。

表示

テキストの表示のみ可能であり、ノートへのテキ
ストの送信はできません。
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ユーザーにノートに対する最低限の表示アクセス権限しかない場合、ノートはレポー
ト・プレビューでのみ表示可能です。ユーザーがノートの更新を許可されるのは、ノ
ートへの書込み権限がある場合のみです。ノートでは、
「権限をノート・テンプレート
から継承」がデフォルトで設定されています。ノートに対する書込み権限を持つユー
ザーのみがこの設定を変更できます。
表 10-14 「権限をノート・テンプレートから継承」に対するユーザー・ロールとその
タスクの定義
ユーザー・ロール

ユーザー・タスク

「権限をノート・テンプレートから継承」が有 テンプレートに対するユーザーの権限はノー
効
トにも適用されます
「権限をノート・テンプレートから継承」が無 ノートには権限が個別に格納され、ノートはノ
効
ート・テンプレート権限にリンクされません

ベスト・プラクティス
全般:
•

ノート・テンプレートの作成後は名前を変更できません。

•

ノート・テンプレートの「編集可能」プロパティを使用して、1 つのテンプレート
に基づいたすべてのノートの 編集をロックダウンできます。

レポートで「ノート」ボックスを挿入してノート・テンプレートを使用する場合:
•

すべてのノートおよびその 他のレポート・オブジェクト・コンテンツを 1 つのペー
ジに保持するには、ノート・テンプレートのサイズを「固定」に設定し、文字制限
を設定します。

•

個別のノート・テンプレートを作成するケースは次のとおりです。
–

レポートに表示される様々なタイプのナラティブについて、特にグリッドおよ
びチャートなどのその他レポート・オブジェクトで分割されている場合は、個
別のノート・テンプレートを作成する必要があります。

–

可能な場合は、異なる POV を使用して、ノート・テンプレートを別のレポー
トでナラティブ収集のために再利用できます。

POV の使用方法:
•

ノート・エントリまたはノート・テンプレート・ディメンション・レイアウトによ
るレポートに使用されない POV ディメンションは除外できます。

•

ただし、ノート・テンプレートからノートを作成した後は、ディメンション・レイ
アウトを変更できません。

レポートで「ノート」ボックスを挿入してノート・テンプレートを使用する場合:
•

POV 選択を使用して、期間ごとに特定の期間およびその他のディメンションへの
エントリを制限または許可します。

•

1 つのディメンションに対して複数のメンバーを選択し、ユーザーはメンバーを選
択してそれぞれにノートを入力できます(例: エンティティ・ディメンション、部門
ディメンション)。
–

ユーザーがリストにあるメンバー以外のメンバーを選択できないよう、POV
ディメンションで「提案のみ表示」を使用できます。
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–

ロールフォワード時に、ユーザーが現在のレポート期間のノートのみ入力するよう、
時間関連ディメンションの POV 選択を変更できます
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11
ブックの操作
次も参照:
•

ブックについて

•

ブックの作成に関する制限事項

•

ブック作成ウィンドウへのアクセス

•

ブックの作成

•

ブック・デザイナについて

•

ブック視点の設定

•

ブックでの文書の管理

•

レポート・プロンプト選択の定義

•

レポート、ブックおよびセクションの視点選択の操作

•

ブックでの目次の表示

•

セクションの操作

•

複数のデータ・ソースの操作

ブックについて
ブックを使用すると、1 つ以上のレポート、ブックおよび他の文書をグループ化して、単一の
PDF 出力を生成できます。オプションで、目次(TOC)定義を挿入した Word 文書、共通マージ
ン、ページ・ヘッダーとフッターを使用して、カスタマイズされた目次を含めることができ
ます。
レポートは、複数メンバー選択に対して実行できます。たとえば、複数の部門またはエンテ
ィティに対して 1 つ以上のレポートを実行できます。セクションを挿入して、複数のレポー
トおよびメンバー選択をループできます。また、セクションを使用して、目次表示用に複数
のレポートを 1 レベルにグループ化できます。

ノート:
抑制されたグリッドがあるレポートは、ブックの PDF 出力に含まれません。レポー
トでは、レポートの本文のテキスト・ボックスやイメージなど、他のレポート・オ
ブジェクトがないグリッド全体に対して抑制が有効化されている必要があります。

次の高レベル機能を備えています。
•

Narrative Reporting で、レポート、他のブック、Word 文書および PDF 文書をブックに挿
入できます。Word 文書および PDF 文書はライブラリにアップロードする必要がありま
す。
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Oracle Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントの場合、文書を
「文書」タブからアップロードして、
「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブ
ラリ」カード)を選択できます。
•

ローカル・ファイル・システムからは挿入できません。

•

目次の書式設定とレイアウトに加えて、ブック内の文書ごとに表示される情報もカ
スタマイズできます。

•

レポートまたはセクションごとにカスケードする視点(POV)メンバーを選択でき
ます。

•

ブックの実行時に POV を選択できます。

•

階層レベルおよびディメンション・セクションを編成するためにカスケードする、
複数レベルのセクションを作成できます。

• 「ページ設定」を使用して、ページ番号、マージンおよびヘッダーとフッターを定
義できます。
•

複数のデータ・ソースを持つブックをプレビューするとき、単一の POV ディメン
ション選択で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソース全体で共
通のディメンションが組み合されます。

次の概要ビデオを視聴して、ブックの詳細を学習します。
-- 概要: Narrative Reporting のブック.
このビデオでは、ブックを作成および管理する方法について説明します。ブックを使
用して、レポート、その他のブックおよび文書を 1 つの Excel または PDF 提出物(すべ
ての部門の財務レポートの会計帳簿など)にコンパイルし、レポートや分析をより適切
に編成および合理化します。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブックを作成する方法を学習します。
-- Narrative Reporting でのブックの作成.
ブックを使用すると、1 つ以上のレポート、ブックおよび他の文書をグループ化して、
単一の Excel または PDF 出力を生成できます。このビデオでは、Narrative Reporting
でブックを作成する方法を学習します。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブック・セクションを操作する方法を学習
します。
-- Narrative Reporting でのブック・セクションの操作.
ブックのセクションを使用して、複数のレポートおよびメンバー選択をループし、目
次表示用にレポートを 1 レベルでグループ化できます。このビデオでは、Narrative
Reporting でブック・セクションを操作する方法を学習します。

ブックの作成に関する制限事項
現在のリリースでは、ブックには次の制限があります。
•

ブック・デザイナからプロンプトを設定する必要があります。ブックの実行時には
応答できません。

•

ブック・デザイナの"ツリー"で許可されるノードの最大数は 50 です。
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•

許可されるカスケード展開の最大数は 600 です。カスケード展開は、各アーティファク
トの POV メンバーの数に基づいて決定されます。例:
–

CascadeElement に"Jan"、"Feb"、"Mar"がある場合、3 つの CascadeExpansion にな
ります。

–

CascadeElement に"Jan"、"Feb"、"Mar" (時間ディメンション)があり、"TVs"、
"Computers" (製品ディメンション)もある場合、6 つの CascadeElement が生成され
ます。

•

実行可能な CascadeExpansion (レポートまたはブック)の許可されている最大数は、425
です。

•

許可されている最大文書(Word または PDF)サイズは、5 MB です。

ブック作成ウィンドウへのアクセス
Narrative Reporting デプロイメントの場合:
次の方法でブック作成ウィンドウにアクセスします。
1. 「ブック」システム・フォルダまたはシステム以外のフォルダから、
「追加」 -

ックし、メニューから「ブック」を選択してブックを作成できます。

をクリ
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2. 「ブック」ペインから「追加」 -

3.

をクリックします。

ホーム・ページから、「作成」をクリックし、
「ブック」を選択します。

11-4

第 11 章

ブック作成ウィンドウへのアクセス

ノート:
「ブック」ペインで、既存のブックのリストを「最近」、「お気に入り」および
「すべて 」でフィルタ処理できます。
Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントの場合:
ブック作成ウィンドウにアクセスします。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスから、

「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)を選択します。
Enterprise Profitability and Cost Management、フリーフォーム、Planning および Planning モ
ジュールで、左ペインから「レポート」アイコンを選択します。
Financial Consolidation and Close および Tax Reporting で、水平タブから「レポート」を選
択します。コンテンツ・ペインの上部にある「作成」ドロップダウン・メニューをクリック
し、「ブック」をクリックしてブック作成ウィンドウを起動します。
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詳細は、次のリンクを参照してください。
•

次の概要ビデオを視聴して、ブックの詳細を学習します。
-- ブックの概要.
このビデオでは、ブックを作成および使用する方法について説明します。ブックを
使用して、管理レポート、その他のブックおよび文書を 1 つの PDF 提出物(すべて
の部門の財務レポートの会計帳簿など)にコンパイルし、レポートや分析がより適
切に編成および合理化されます。

•

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブックを作成する方法を学習します。
-- Narrative Reporting でのブックの作成.
ブックを使用すると、1 つ以上のレポート、ブックおよび他の文書をグループ化し
て、単一の PDF 出力を生成できます。このビデオでは、Narrative Reporting でブ
ックを作成する方法を学習します。

•

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブック・セクションを操作する方法を学
習します。
-- Narrative Reporting でのブック・セクションの操作.
ブックのセクションを使用して、複数のレポートおよびメンバー選択をループし、
目次表示用にレポートを 1 レベルでグループ化できます。このビデオでは、
Narrative Reporting でブック・セクションを操作する方法を学習します。

•

ブックについて

•

ブックの作成

•

ブック・デザイナについて

ブックの作成
ブックを作成するには、次のステップを実行します。
1. 「ブックの作成」の「フォルダの選択」で、目的の「ライブラリ」フォルダを選択

して、左側の「使用可能」ペインにリストされている文書を選択します。
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ノート:
レポート、他のブック、Word 文書および PDF 文書がサポートされています。

2.

左ペインの「使用可能」リストから 1 つ以上の文書を選択し、
「右へ移動」ボタン をクリックして、右側の「選択済」ペインに目的の文書を移動します。

ノート:
「右へ移動」 および「左へ移動」 ボタンを使用して、右側の「選
択済」文書ペイン内の文書を追加または削除できます。

•

最初に文書を選択した後に、必要に応じて同じ文書を複数回追加できます。

• 「データ・ソース」セクションには、選択したレポートおよびブックのデータ・ソー
スが表示されます。
3.

オプション: 「セクション詳細」で、「デフォルト・セクションの作成」を選択し、次に、
選択したすべての 文書をグループ化するセクションの「名前」を入力します。

4.

オプション: POV ディメンションをデータ・ソースに追加するには、「データ・ソース」
ドロップダウンから必要なデータ・ソースを選択し、
「ディメンションの選択」をクリッ
クして「ディメンション・レイアウト」をオープンし、「セクション」の目的の POV デ
ィメンションを選択します。

ノート:
「ディメンションの選択」または「ディメンション・レイアウト」で使用可能な
ディメンションは、
「データ・ソース」ドロップダウンの選択肢に基づきます。
セクションを使用して、複数の文書を 1 つの共通目次エントリにグループ化し、共通の視
点に対してレポートを実行できます。
5. 「OK」をクリックします。ページがブック・デザイナ・ウィンドウに移動します。

•

ブック・デザイナを使用して、追加のセクションを作成できます。

•

デフォルト・セクションの POV は、後でブック・デザイナで定義できます。
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ノート:
ブックに複数のデータ・ソースが含まれる場合は、ブック・デザイナで、
「処理」メニューから「データ・ソースの管理」を選択してデータ・ソー
スを手動で追加する必要があります。そうしないと、追加のデータ・ソ
ースがあるレポートまたはブックに対して、データ・ソース<data source
name>は使用可能なデータ・ソースではありませんという検証エラーが発
生します。データ・ソースの管理を参照してください。

たとえば、次のイメージでは、文書「Sample Report 1」と「Sample Report 4」
が選択され、「Segments」というデフォルト・セクションがユーザー・インタフ
ェースに定義されています。

レポートを選択した後に、ブック・デザイナ・ウィンドウを表示できます。
その結果、ブック・デザイナのレイアウトには、「Segments」というセクション
に、2 つのサンプル・レポートが子ノードとして表示されます。
ブック・デザイナで、
「Segments」というデフォルト・セクションの POV を定義
できます。

ノート:
文書をブックに追加すると、その文書はライブラリへのリンクを参照し
ます。実際の文書はブックにコピーされません。
ただし、目次定義はブックにコピーされ、ライブラリのソース文書には
リンクされません。
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次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブックを作成する方法を学習します。
-- Narrative Reporting でのブックの作成.
ブックを使用すると、1 つ以上のレポート、ブックおよび他の文書をグループ化して、単
一の PDF 出力を生成できます。このビデオでは、Narrative Reporting でブックを作成す
る方法を学習します。

ブック・デザイナについて
ブック・デザイナには、次の内容を表示できます。
•

視点(POV)バー。ブックに対して実行するメンバーを選択できます。

•

コンテンツ・ペイン。文書の追加、削除および移動に加えて、セクションおよびレポート
の POV を定義できます。
ブックには次の文書タイプを挿入できます: レポート、他のブック、Microsoft Word 文書
および PDF 文書。

•

ブック・デザイナ・ツールバーを使用して、編集モードとプレビュー・モードの切替え、
ブックの保存、
「ページ設定」のオープン、およびブックのコンテンツの検証を実行でき
ます。

• 「プロパティ」ペインを使用して、文書またはセクションの情報を表示し、文書またはセ
クションの目次表示を設定できます。
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ブック・デザイナ・ウィンドウ内の移動
次の表に、ブック・デザイナ・ウィンドウの一般的なレイアウトを説明します。画面
の番号付き要素は、「イメージ内のポインタ」列の番号に対応します。

表 11-1 ブック・レイアウト情報
イメージ ブック・レイアウト情報
内のポイ
ンタ

摘要

1

ブック視点

ブック視点(POV)は、レポート・グリッ
ド、およびブックやセクション POV に定
義されていないディメンションのメンバ
ーを指定します。

2

ブック内のセクション

セクションを使用して、複数の文書を 1
つの共通目次エントリにグループ化し、
オプションで共通の POV に対してレポ
ートを実行できます。

3

セクション内の文書

セクション内に文書を追加できます。た
とえば、Sample Report 3 文書が追加さ
れます。

4

セクションの視点

セクションの POV ディメンションを表
示できます。

5

文書の視点

Sample Report 1 文書には、文書のセグ
メント POV が表示されます。

6

「プロパティ」ペイン内の一般情報

選択したレポートまたはブックの情報を
表示できます。

7

「プロパティ」ペイン内の目次

文書またはセクションの目次表示を設定
できます。テキスト関数を使用して、1 行
以上の見出しを定義し、選択した文書ま
たはセクションに表示できます。

8

「プロパティ」ペイン内のプロンプト

ブックにプロンプトを使用するレポート
が含まれる場合は、プロンプトに対する
応答を設定します。

11-10

第 11 章

ブック・デザイナについて

表 11-1 (続き) ブック・レイアウト情報
イメージ ブック・レイアウト情報
内のポイ
ンタ

摘要

9

ブック・デザイナ・ツールバー

次の処理を実行できます: ブックの編集
またはプレビュー、ページ設定、データ・
ソースの管理、検証、保存または別名保
存、およびクローズ。

10

ブック名

ブック名が表示されます。

ブック・デザイナ・ツールバーについて
ブック・デザイナ・ツールバーでは、次の操作を実行できます。
編集/プレビュー 「編集」および「プレビュー」を使用して、ブック・デザイナと、
「PDF」または「Excel」書
式のブック出力のプレビューを切り替えます。
プレビュー・モードでは、

- 「処理」メニューを使用して、次の操作を実行できます。

• 「Excel」または「PDF」書式間でプレビュー・モードを切り替えます。
•

PDF としてダウンロード - ブックを「PDF」としてダウンロードできます。

•

Excel 形式でダウンロード - ブックを「Excel」形式でダウンロードできます。

ブックの PDF プレビューには次の機能があります。
•

サムネイル・サイドバーの切替え

•

文書内のテキストの検索

•

前/次のページへの移動

•

入力されたページ番号への移動

• 「ズーム・イン」/「ズーム・アウト」ボタン
•

ズーム・レベルの選択(例: %s、自動、「ページ幅」など)

•

プレゼンテーション・モードに切替え

•

文書の印刷

•

文書のダウンロード

•

他のナビゲーションおよび表示ツール

処理 「処理」を使用して、次を行えます:
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• 「ページ設定」にアクセスして、ページ番号、マージンおよびヘッダーとフッター
を定義できます。
•

ブックのコンテンツを検証できます。

•

ブックのデータ・ソースを管理できます。

保存 / 別名保存 -

ブック定義をライブラリに保存します。

ブック・プロパティについて
ブック・プロパティ・ペインには、次の 3 つのセクションがあります。
•

一般。文書またはセクション情報(レポート、ブックまたはセクションのデータ・
ソースを含む)を表示できます。

•

目次見出し。文書またはセクションの目次表示を設定できます。テキスト関数を
使用して、1 行以上の見出しを定義し、選択した文書またはセクションに表示でき
ます。

•

プロンプト。ブックにプロンプトを使用するレポートが含まれる場合は、プロンプ
トに対する応答を設定します。

ブック・デザイナの操作
ブック視点について
ブック視点(POV)は、レポート・グリッド、レポート、ブックまたはセクション POV
に定義されていないディメンションのメンバーを指定します。
ブック設計者は、次の操作を実行して、ブック参照者の POV を設定できます。
•

ブックの実行時にブック参照者が選択するように、各ディメンションに 1 つ以上の
POV メンバーを定義できます。

•

ブック参照者に対して、ディメンションの任意のメンバーの選択を許可できます。

•

ブック参照者に対して、ディメンションの選択を単一のメンバー選択にロックでき
ます。

•

ブック参照者に対して、1 つ以上のディメンションを非表示にできます。
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ブックのプレビュー時に、POV を変更して、特定のメンバー選択に対してブックを実行でき
ます。
ブック視点の設定
デフォルト設定: POV ディメンションに対してメンバー選択またはオプションが設定されて
いない場合のディメンションのデフォルト状態です。
複数のメンバーの選択: ブック編集モードでは、ディメンションに複数のメンバーを選択でき
ます。関数を使用して、ブック参照者がブック実行時に選択するメンバーのリストを定義で
きます。たとえば、「Total Entities の子」です。
ユーザー選択のロックまたは制限: 「提案のみ表示」または「すべてのメンバーの 許可」オプ
ションを使用して、ブック参照者が他のメンバーを選択できないように選択肢をロックする
か、定義したメンバー以外のメンバーをブック参照者が選択できるようにします。
ディメンションの非表示: このオプションを使用して、ブック参照者に対して POV を非表示
にできます。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。

ブック・デザイナの「処理」メニューの操作
「処理」メニューを使用して、次の操作を実行できます。
• 「ページ設定」にアクセスして、ページ番号、マージンおよびヘッダーとフッターを定義
できます。
•

ブックのコンテンツを検証できます。

•

ブックのデータ・ソースを管理できます。

ブックのページ設定
ブックのページ設定をオープンするには:
1.

ブック・デザイナで、「処理」 -

2.

設定を確認して、必要な変更を行います。終了したら、「OK」をクリックします。

をクリックし、「ページ設定」を選択します。
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ヘッダー情報のスタンプの適用前と適用後
スタンプによって 、テキストやページ番号が重なって表示されることがあります。ブ
ック内の各コンテンツでページ・サイズが異なる場合、ヘッダーおよびフッターのコ
ンテンツの位置はページ脇のオフセットを使用してレイアウトされ、その位置は、端
からのオフセットを最小にして、PDF 内のコンテンツに基づいて動的に決定されます。

ヘッダーおよびフッターの一般プロパティの指定
ヘッダー、フッターおよびマージンに関する一般プロパティを指定するには:
1.

ブック・デザイナで、
「処理」 -

2.

デフォルトでは、ヘッダーとフッターはすべてのページに 適用されます。偶数ペー
ジと奇数ページに異なるヘッダーおよびフッターを適用する場合は、「異なる奇数
ページと偶数ページ」チェック・ボックスを選択して、「偶数ページ」および「奇
数ページ」タブを表示します。

をクリックし、「ページ設定」を選択します。

ノート:
このチェック・ボックスを選択すると、
「すべてのページ 」タブが「偶数
ページ」タブおよび「奇数ページ」タブに置き換わります。
3.

ヘッダーまたはフッターにページ番号を追加する場合、「開始ページ番号」に開始
ページ番号を入力します。

4.

文書でのスタンプの開始で、「文書の選択」をクリックして、ヘッダーとフッター
の追加を開始する文書を選択します。たとえば、目次の後からヘッダーとフッター
のスタンプを開始できます。

5. 「スタンプから除外」で、
「文書の選択」をクリックして、ヘッダーとフッターを追

加しない文書をすべて 選択します。たとえば、ヘッダーとフッターのスタンプの対
象から表紙を除外できます。
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ノート:
ブックを初めて作成するとき、選択できる文書はありません。文書を追加した
後、ブック・プロパティを編集してこのダイアログ・ボックスに戻り、スタン
プの対象から除外する文書を選択します。

マージン・サイズの指定

ページ・マージン・サイズを指定するには:
1. 「マージン」をクリックします。
2. 「上」
、「下」
、「左」および「右」のマージン・サイズを指定します。デフォルトでは、マ

ージン・サイズはインチ単位で入力されます。
「オプションの定義」で、これをセンチメ
ートルに変更できます。
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ノート:
「マージン」フィールドでは、ヘッダーとフッターのみのマージン・サイ
ズが指定されます。ソース PDF 文書自体のマージン・サイズは変更され
ません。
ヘッダーおよびフッター情報の入力
「すべてのページ 」タブまたは「偶数ページ」タブと「奇数ページ」タブを使用して、
ヘッダーとフッターに表示するテキストおよびイメージを入力します。ヘッダーとフ
ッターの左、中央または右にテキストまたはイメージを入力できます。

ヘッダーとフッターにテキストおよびイメージを入力するには:
1.

テキストを追加するヘッダーまたはフッターの枠の横にある「編集」 リックします。

2.

次の処理を実行します。
•

をク

テキストを追加するには、
「テキストの追加」をクリックし、
「コンテンツの編
集」ダイアログ・ボックスに表示するテキストを入力します。リッチ・テキス
ト・エディタを使用すると、テキストにボールド、下線、イタリックを指定
し、フォントと色を変更できます。また、
「番号」ボタン
をクリックして、
現在のページ番号を返すテキスト関数を挿入することもできます。

3.

•

テキストを追加するには、
「テキストの追加」をクリックし、
「コンテンツの編
集」ダイアログ・ボックスに表示するテキストを入力します。現在のページ番
号および合計ページ数を返すテキスト関数&[Page] of &[Pages]をクリック
して挿入することもできます。

•

イメージを追加するには、
「イメージの追加」をクリックし、
「参照」をクリッ
クして、アップロードするイメージを選択します。ローカル・コンピュータか
らイメージをアップロードする必要があります。クラウドの Narrative
Reporting ライブラリの場所は参照できません。

最初の行またはイメージの下に追加のテキストまたはイメージの行を追加するに
は、「コンテンツの編集」ダイアログ・ボックスから、「テキストの追加」または
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「イメージの追加」をクリックし、追加のテキストまたはイメージの行を入力します。
4.

テキストおよびイメージの入力が終わったら、
「OK」をクリックして変更を保存します。

5. 「OK」をクリックして保存した後でテキストまたはイメージを削除するには、削除する行

の横にある「削除」 -

をクリックします。

ノート:
テキスト行を保存した後、編集することはできません。
「削除」 して、新しいテキスト行を入力します。

をクリック

ブック設計の検証
「検証」処理によって、ブックに挿入されたレポートおよびブックがライブラリに存在するこ
と、およびブック内のすべての POV 選択が有効であることが検証されます。
ブック設計の検証を実行するには:
1.

ブック・デザイナで、
「処理」 -

2.

検証が正常に完了した場合は、「OK」をクリックします。

をクリックし、「検証」を選択します。

検証エラーが発生した場合は、ブック・デザイナ上部の赤枠のダイアログ・ボックスに、
すべての 検証エラーが表示されます。
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ノート:
すべての 検証エラーを解決して、ブックを実行する前にブックが有効で
あることを確認する必要があります。
データ・ソースの管理
「データ・ソースの管理」を使用して、ブックにデータ・ソースを追加したり、ブック
で使用する別名表を管理したり、ブックで使用するデータ・ソースを別のデータ・ソ
ースに変更したり、共通ディメンションの POV に表示するのに使用するデータ・ソー
スの優先度を設定できます。詳細は、次のリンクを参照してください。
•

データ・ソースの追加

•

データ・ソースの並替え

•

データ・ソースの変更

•

ブック内の別名表の管理

データ・ソースの追加
データ・ソースをブックに追加するには、追加のデータ・ソースを利用するレポート
またはブックを挿入するときに、次の処理を実行します。
1.

ブック・デザイナで、
「処理」 択します。

2. 「データ・ソースの管理」で、

アログをオープンします。

をクリックし、
「データ・ソースの管理」を選

をクリックして「データ・ソースの追加」ダイ
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3. 「データ・ソースの追加」で、使用可能なデータ・ソースのリストから目的のデータ・ソ

ースを選択します。

4. 「OK」をクリックして、
「データ・ソースの追加」ダイアログをクローズします。追加さ

れたデータ・ソースが「データ・ソースの管理」ダイアログに表示されます。
「OK」をク
リックします。
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データ・ソースの並替え
データ・ソースがブック内で評価される順序を変更できます。データ・ソースの順序
は、同じ名前の POV ディメンションのデフォルト・データ・ソースに影響を与え、ブ
ック、レポート、挿入されたブックまたはセクションの結合された POV メンバー・セ
レクタに表示されます。
1.

ブック・デザイナで、
「処理」 択します。

をクリックし、
「データ・ソースの管理」を選

2. 「データ・ソースの管理」で、並べ替える目的のデータ・ソースを選択します。

3.

または
クリックします。

をクリックして、データ・ソースを並べ替えます。「OK」を

データ・ソースの変更
異なるデータ・ソースをポイントするように、ブック内のデータ・ソースを変更でき
ます。
ブック内のデータ・ソースを変更するには、次の処理を実行します。
1. 「バースティング 定義」で、
「処理」

を選択します。

をクリックし、「データ・ソースの管理」
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2.

変更するデータ・ソースを選択し、

をクリックします

3. 「新規データ・ソースの選択」で、リストから目的のデータ・ソースを選択し、
「OK」を

クリックします。

ノート:
データ・ソースを変更すると、ブックのデータ・ソースのみに影響を与えます。
ブックに挿入された基礎となるレポートおよびブックは影響を受けません。
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をクリックして、データ・ソースの変更によって影響を受けるアーティファ
クトのリストを表示します。

ブック内の別名表の管理
ブック、および別名表がハードコーディングされていない挿入されたレポートまたは
ブックの MemberAlias テキスト関数で使用される別名表を変更できます。
ブックで使用される別名表を管理するには、次の処理を実行します。
1.

ブック・デザイナで、
「処理」 択します。

をクリックし、
「データ・ソースの管理」を選

2. 「データ・ソースの管理」ダイアログ・ボックスで、データ・ソースの「別名表の

管理」をダブルクリックし、ドロップダウンから目的の別名表を選択します。

3. 「OK」をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ・ボックスをクローズしま

す。
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ブック視点の設定
ブック視点(POV)は、レポート・グリッド、レポート、ブックまたはセクション POV に定義
されていないディメンションのメンバーを指定します。ブックに複数のデータ・ソースが含
まれる場合は、単一の POV 選択で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソー
ス全体で共通のディメンションが組み合されます。詳細は、
「ブック・デザイナの操作」を参
照してください。
ブック視点を設定するには:
1.

ブック・デザイナの編集モードでブックをオープンします。

2.

ブック・デザイナの上部にある POV バーでディメンションのラベルをクリックし 、その
ディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。

3.

メンバー・セレクタで、メンバー名の横にあるチェック・マークをクリックして、ディメ
ンションのメンバーを 1 つ以上選択します。個々のメンバーを選択するか、リストまたは
メンバー選択関数を使用して複数のメンバーを選択できます。

4.

ディメンションの POV オプションを設定するには、POV ディメンションの横にある「処
理」 -

5.

をクリックし、次のいずれかを選択します。

•

ディメンションの非表示 - プレビュー・モードでディメンションを非表示にします。
これは、ディメンションの複数選択が定義されていない場合にのみ使用可能になりま
す。

•

すべての 選択の許可と「提案のみ表示」の切替え — ブック参照者に対して、すべて
の選択を許可するか、または POV に指定されているメンバーのみを選択できるよう
に制限します。ブック参照者は、このディメンションに他のメンバーを選択できませ
ん。

残りの POV ディメンションに対して、メンバーの選択と POV オプションの設定を必要
に応じて続行します。

ブックでの文書の管理
表 11-2 ブック内の文書およびセクションの管理
文書の管理に関す
るタスク

実行するサブタスク

詳細

セクションの追加

セクションを追加するには、次の処 ブックへのセクションの追加
理を実行します。
• 「ブックの作成」ウィンドウを使
用して、セクションをブックに
追加できます。
ブック・デザイナ・ウィンドウ
•
を使用して、複数のセクション
をブックに追加できます。

ブック内のセクシ
ョンの移動

ブック内のセクションを再編成でき ブック内でのセクションの移動
ます。
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表 11-2 (続き) ブック内の文書およびセクションの管理
文書の管理に関す
るタスク

実行するサブタスク

詳細

文書の追加

文書を追加するには、次の処理を実 ブック・ノードの下への文書の追加
行します。
現在の選択の上または下への文書の追加
• 「ブックの作成」ウィンドウを使
用して、文書をブックに追加で
きます。
ブック・デザイナ・ウィンドウ
•
を使用して、文書をブックに追
加できます。
ブック内に目次文書を追加でき
•
ます。

複数の文書の追加

複数の文書を追加するには、次の処 ブックへの複数の文書の追加
理を実行します。
• 「ブックの作成」ウィンドウを使
用して、複数の文書をブックに
追加できます。
ブック・デザイナ・ウィンドウ
•
を使用して、複数の文書をブッ
クに追加できます。

文書の移動

ブック内で文書を移動できます。

ブック内での文書の移動

ブック内のセクシ ブック内のセクション、文書および セクションの削除
ョン、文書または目 目次文書を削除できます。
次文書の削除
ノート: セクションを削除すると、そ
のセクションの下にあるすべてのレ
ポートおよびブックが削除されま
す。

ブックへのセクションの追加
ブックにセクションを追加するには:
1.

ブック・デザイナで次のいずれかを実行します。
をクリックし、
「子の追加」を選択した

•

最上位のブック・ノードを選択して
後、「セクション」を選択します。

•

既存のアーティファクトまたはセクションを 選択して をクリックし、
「上に
追加」または「下に追加」を選択した後、「セクション」を選択します。
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2. 「セクションの追加」ダイアログ・ボックスで、セクションの名前を入力します。

3.

オプション: 「セクション」に対して POV を設定するには、「ディメンションの選択...」
をクリックします。
「ディメンション・レイアウト」の POV バーで「追加」 をクリ
ックして、ドロップダウン・リストから必要なディメンションを選択し、
「OK」をクリッ
クします。
複数のデータ・ソースを持つレポートがセクションに含まれる場合は、セクションの「処
理」メニューでデータ・ソースを追加し、
「データ・ソースの管理」を選択します。
「ディ
メンション・レイアウト」で使用可能なディメンションは、「データ・ソースの管理」ダ
イアログに表示される最初のデータ・ソースに基づきます。

4. 「OK」をクリックして、セクションをブックに追加します。

ブック内でのセクションの移動
ブック内でセクションを移動するには:
1.

ブック・デザイナでセクションを選択して
「下」または「子として」を選択します。

をクリックし、
「移動」を選択した後、
「上」、
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2.

宛先ノードの選択ダイアログ・ボックスで、宛先の文書またはセクションを選択し
て、「OK」をクリックします。

3.

選択した宛先にセクションが移動されます。
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ノート:
セクションは別のセクションの子としてのみ移動でき、別の文書のセクション
として追加することはできません。

セクションの削除
セクションを削除するには:
1.
2.

ブック・デザイナで、削除するセクションを選択します。
をクリックし、「削除」を選択します。

ノート:
セクションを削除すると、そのセクションの下にあるすべてのレポートおよび
文書が削除されます。取り戻すことはできません。

ブック・ノードの下への文書の追加
ブック・ノードの下に文書を追加するには:
1.

ブック・デザイナで「無題のブック」ノードを選択して
選択した後、「アーティファクト 」を選択します。

をクリックし、
「子の追加」を

11-27

第 11 章

ブックでの文書の管理
2. 「OK」をクリックして、文書をブックに追加します。

ノート:
Word、PDF または Word ベースの目次などのサード・パーティ文書を挿
入するときは、文書をリポジトリにアップロードする必要があります。
Narrative Reporting デプロイメントの場合、文書を Narrative Reporting
ライブラリからアップロードします。EPM Cloud デプロイメントの場
合、文書を「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)
の「文書」タブからアップロードします。

現在の選択の上または下への文書の追加
現在の選択の上または下に文書を追加するには:
1.

ブック・デザイナで文書を選択して
をクリックし、
「上に追加」または「下に追
加」を選択した後、「アーティファクト 」を選択します。

2. 「OK」をクリックして、文書をブックに追加します。

ノート:
Word、PDF または Word ベースの目次などのサード・パーティ文書を挿
入するときは、文書をリポジトリにアップロードする必要があります。
Narrative Reporting デプロイメントの場合、文書を Narrative Reporting
ライブラリからアップロードします。EPM Cloud デプロイメントの場
合、文書を「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)
の「文書」タブからアップロードします。
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ブックへの複数の文書の追加
複数の文書をブックに追加するには:
1.

ブック・デザイナで文書またはセクションを選択して
た後、「アーティファクト 」を選択します。

をクリックし、
「複数」を選択し

2. 「アーティファクトの 選択」ダイアログ・ボックスで、左ペインの「使用可能」リストか

ら 1 つ以上の文書を選択し、
ンに目的の文書を移動します。

ボタンをクリックして、右にある「選択済」文書ペイ

ノート:
ブックに追加できる文書およびセクションの最大数は 50 です。
追加する Word 文書または PDF 文書の最大サイズは 5 MB です。
3.

オプション: 「セクション詳細」で、「デフォルト・セクションの作成」を選択し、次に、
選択したすべての 文書をグループ化するセクションの「名前」を入力します。
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4.

オプション: 「ディメンションの選択」をクリックして「ディメンション・レイア
ウト」をオープンし、次に、「セクション」に対して必要な POV ディメンション
を選択します。
ブックに複数のデータ・ソースが含まれる場合、「ディメンション・レイアウト」
で使用可能なディメンションは、ブックの「データ・ソースの管理」ダイアログに
表示される最初のデータ・ソースに基づきます。
セクションを使用して、複数の文書を 1 つの共通目次エントリにグループ化し、共
通の POV に対してレポートを実行できます。

5. 「OK」をクリックして、複数の文書をブックに追加します。

ノート:
Word、PDF または Word ベースの目次などのサード・パーティ文書を挿
入するときは、文書をリポジトリにアップロードする必要があります。
Narrative Reporting デプロイメントの場合、文書を Narrative Reporting
ライブラリからアップロードします。EPM Cloud デプロイメントの場
合、文書を「レポート」カード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)
の「文書」タブからアップロードします。

ブック内での文書の移動
ブック内で文書を移動するには:
1.

ブック・デザイナで文書を選択して
をクリックし、
「移動」を選択した後、
「上」、
「下」または「子として」を選択します。
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2.

3.

宛先ノードの選択ダイアログ・ボックスで、宛先の文書またはセクションを選択して、
「OK」をクリックします。

選択した宛先に文書が移動されます。

文書の削除
文書を削除するには:
1.

ブック・デザイナで、削除する文書を選択します。
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2.

をクリックし、「削除」を選択します。

ノート:
削除した文書は、ブックに復元できません。

レポート・プロンプト選択の定義
レポートにメンバー選択用のプロンプトが含まれている場合は、ブック・デザイナで
プロンプト選択を定義する必要があります。
プロンプト選択を定義するには:
1.
2.

ブック・デザイナの「編集」モードでブックをオープンし、プロンプトの定義が必
要なレポートを選択します。
選択したレポートについて、プロンプト選択のリストが「プロパティ」ペインの
「プロンプト」セクションに表示されます。

3. 「プロンプトの編集」 -

をクリックして、そのプロンプトの「メンバーの選択」
ダイアログ・ボックスをオープンします。
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4.

ダイアログ・ボックスで必要なメンバーを選択した後、「OK」をクリックします。
詳細は、プロンプトを使用したメンバーの割当を参照してください。

レポート、ブックおよびセクションの視点選択の操
作
レポート、ブックまたはセクションに対して POV を設定できます。レポート、ブックまたは
セクションを実行できるメンバーのリストを定義できます。
複数のデータ・ソースを持つブックをプレビューするとき、単一の POV ディメンション選択
で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソース全体で共通のディメンション
が組み合されます。ただし、共通ディメンションから選択可能なメンバーのリストは、ブッ
ク POV、レポート、挿入されたブックまたはセクション POV のブック・デザイナで定義す
る必要があります。共通 POV ディメンションの「メンバー・セレクタ」に表示されるメンバ
ーは、ブック、レポート、挿入されたブックまたはセクションの「データ・ソースの管理」
ダイアログに表示される最初のデータ・ソース用です。
•

レポートおよびブックの場合: ブック POV にリストされたディメンションは、基礎とな
るレポートおよびブックに含まれる POV ディメンションです。
たとえば、レポートで使用可能な POV ディメンションが「Periods」、「Years」および
「Entities」のみの場合(残りのディメンションはグリッド内にあるか、非表示か、または
レポート POV でロックされている)、ブック・デザイナではこれら 3 つのディメンション
のみがそのレポートに対して表示されます。

•

セクションの場合: ブックのデータ・ソースから、使用可能な POV ディメンションを選
択できます。すべてのデータ・ソース・ディメンションがリストされますが、選択したデ
ィメンションは、セクション内のレポートまたはブックで使用可能な POV ディメンショ
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ンである必要があります(残りのディメンションはグリッド内にないか、非表示か、
またはセクション POV でロックされている)。

ノート:
同じメンバー選択を使用して複数のレポートをグループ化する場合は、
セクション POV のみを定義する必要があります。

ノート:
•

ブック視点の選択として代替変数およびユーザー変数を使用する場合、
変数値は、システムがデータ・ソースに最初に接続するときに取得され
ます。メンバー・セレクタまたは POV(あるいはその両方)に変数の値が
表示されます。ブックの実行時に、ブック内のレポートに対して最新の
変数値が取得されます。ただし、ユーザーのセッション中に変数値が変
更された場合、ユーザーがログアウトしてから再度ログインして新しい
セッションに再接続するまで、変更はブックのメンバー・セレクタまた
は POV に表示される変数値に反映されません。

•

メンバー・セレクタおよび POV での変数の使用の詳細は、代替変数およ
びユーザー変数の操作を参照してください。

POV を含むセクションと、POV を含まないセクションの 2 つの例を考えてみます。
例: POV メンバー・セクションを含むセクション。セクションには「Segments」・デ
ィメンション・メンバー選択の「Seg01」と「Seg02」が含まれ、レポートには
「Segments」・ディメンション・メンバーに対する「Current POV」が含まれます。
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例: POV メンバー・セクションを含まないセクション。セクションには POV メンバー選択は
含まれず、レポートには「Segments」ディメンションに対する独自の POV 選択が含まれま
す。

ノート:
レポートでセクションの POV を使用しない場合、レポートは各レポート固有の
POV 選択に対して実行されます。
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レポートまたはブックの視点の設定
レポートまたはブックの POV を設定するには:
1.

ブック・デザイナの「編集」モードでレポートまたはブックを選択し、ディメンシ
ョンのラベルをクリックして、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープ
ンします。

ノート:
レポートまたはブックに複数のデータ・ソースが含まれる場合、共通
POV ディメンションの「メンバー・セレクタ」に表示されるメンバー
は、レポートまたはブックの「データ・ソースの管理」ダイアログに表
示される最初のデータ・ソース用で、レポートまたはブックの「処理」
メニューからアクセスできます。
2. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストから、
「メンバ

ー」、
「最近」、
「代替変数」または「関数」を選択して、選択したレポートまたはブ
ックに割り当てます。
メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
•

親メンバーにドリルするには、「展開」 -

をクリックします。

•

メンバーを選択および選択解除するには、「選択」 -

をクリックします。
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ノート:
青色のチェックは、メンバーが現在選択されていることを示します。メンバ
ーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェックは、そのメンバーが現
在選択されていないことを示します。

•

関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」 ックします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。

•

メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」 -

をクリ

をクリックします。

3. 「OK」をクリックして、
「メンバー・セレクタ」ダイアログをクローズします。
4.

残りの POV ディメンションに対して、メンバーの選択と POV オプションの設定を必要
に応じて続行できます。

5.

レポートまたはブック POV のディメンションを並べ替えるには:レポートまたはブック
POV を選択して「処理」 ます。

をクリックし、次に「ディメンションの並替え」を選択し

6. 「OK」をクリックします。

ノート:
POV ディメンションの順序は、ブックがプレビューされたときにレポート・メ
ンバーがどのようにグループ化されるかに影響します。
POV を含むセクションと、POV を含まないセクションの 2 つの例を考えてみます。
例 1: 「Entities」 POV ディメンションは、
「Segments」 POV ディメンションの前に表
示されます。出力の結果は「Entities」でグループ化されます。
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例 2: 「Segments」 POV ディメンションは、「Entities」 POV ディメンションの
前に表示されます。出力の結果は「Segments」でグループ化されます。

ノート:
レポートの目次定義では、
「Segments」の前に「Entities」が表示され
ますが、レポートは、「E01」および「E02」を使用して「Seg01」が最
初に実行され、次に「E01」および「E02」を使用して「Seg02」が実行
されます。
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セクションの視点の設定
セクションを使用して、複数の文書を 1 つの共通目次エントリにグループ化し、オプション
で共通の POV に対してレポートを実行できます。
セクションに対して選択した POV ディメンションは、複数のレポートおよびメンバー選択を
ループできます。たとえば、「Entity」ディメンションの選択したメンバーのセクション下に
あるすべてのレポートを 実行できます。
セクションの POV を設定するには:
1.

ブック・デザイナの「編集」モードで、セクションを選択します。

2.

セクションの POV ディメンションを追加または変更するには、「処理」 ンションの変更」の順に選択します。

3.

セクションの POV ディメンションを並べ替えるには、
「処理」 の並替え」の順に選択します。

4.

セクションの POV ディメンションを追加するには、「ディメンション・レイアウト」の

、「ディメ

、「ディメンション

をクリックして、ドロップダウン・リストから必要なディメン
POV バーで「追加」 ションを選択し、「OK」をクリックします。

ノート:
セクションに複数のデータ・ソースが含まれる場合、共通 POV ディメンション
の「メンバー・セレクタ」に表示されるメンバーは、セクションの「データ・
ソースの管理」ダイアログに表示される最初のデータ・ソース用で、セクショ
ンの「処理」メニューからアクセスできます。
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5.

ブック・デザイナでディメンションのラベルをクリックして、そのディメンション
のメンバー・セレクタをオープンします。

6. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストから、
「メンバ

ー」、
「最近」、
「代替変数」または「関数」を選択して、選択したセクションに割り
当てます。
メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
•

親メンバーにドリルするには、「展開」 -

•

メンバーを選択および選択解除するには、「選択」 -

をクリックします。
をクリックします。

ノート:
青色のチェックは、メンバーが現在選択されていることを示します。
メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェックは、その
メンバーが現在選択されていないことを示します。

7.

•

関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」 をクリックします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。

•

メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」 ます。

をクリックし

オプション: 「選択内容」リストで選択したメンバーの順序を変更するには、メン
バーを選択して希望の位置にドラッグするか、右クリックして「上に移動」または
「下に移動」を選択します。
「選択内容」リストからメンバーを削除するには、その
メンバーを右クリックして「削除」をクリックします。また、右クリックして「階
層で表示」を選択すると、そのメンバーの親メンバーを展開してメンバー階層で表
示できます。
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8.

オプション: 選択したメンバー関数のパラメータを編集するには、「選択内容」リストで
メンバー関数を選択し、
をクリックします。たとえば、関数にそのメンバーを含める
には、メンバー関数で「包含」を選択します。

9. 「OK」をクリックして、
「メンバー・セレクタ」ダイアログをクローズします。

「Segments」には、POV 選択が含まれたセクションが表示されます。

ブックでの目次の表示
目次の書式設定とレイアウトに加えて、ブック内の文書ごとに表示される情報もカスタマイ
ズできます。
•

目次が挿入された Microsoft Word 文書を使用して、書式設定やレイアウトを定義できま
す。

•

ブック・デザイナで、レポートのセクションまたはブックを選択した後、「プロパティ」
ペイン内の目次見出しセクションで、テキスト関数またはハード・コード化されたテキス
ト(あるいはその両方)を利用して目次を定義できます。
テキスト関数を使用すると、各レポートのブックやセクションに表示される目次を定義し
て構造化できます。

Word の目次テンプレートの設定
目次が定義された Microsoft Word 文書を挿入して、ブックの目次に必要な書式設定やレイア
ウトを反映できます。Word 文書では、カバー・ページや空白ページなど、コンテンツが含ま
れた追加ページを目次の前または後に含めることもできます。
Word の「参考資料」リボンで、使用する目次書式を選択できます。また、「ユーザー設定の
目次」をクリックして、目次をさらにカスタマイズできます。ブックへの目次の Word 文書の
挿入については、文書またはセクションの目次表示の設定を参照してください。
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ノート:
「レベルの表示」オプションの数値を変更して、目次の見出しレベルの数を調整でき
ます。

たとえば、Word から目次を挿入する場合、3 つのレベル(見出し 1、見出し 2 および見出し 3
など)が定義されています。
ブックのレベルでも 3 レベルのインデントが表示されます。
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追加レベルがあるブックの場合(たとえば、ブックにネストされたセクションが含まれ
る場合)、追加レベルを表示するように定義しないかぎり、追加コンテンツは目次に表
示されません。
「レベルの表示」オプションの値を大きくして、追加の目次コンテンツ
を表示します。
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文書またはセクションの目次表示の設定
レポート、セクションまたはブックの目次表示を変更および調整できます。ブック・デザイ
ナで、レポート、セクションまたはブックを選択し、
「プロパティ」ペイン内の目次見出しタ
ブでテキスト関数を使用して目次を定義できます。
目次見出しセクションで、各目次見出し行に含める関数を選択し、行を追加できます。目次
見出し用のテキスト関数には次が含まれます。
ArtifactName()は、文書またはセクションの名前を返します。
MemberName(<dimension>)は、指定したディメンションに対する現在の POV メンバー選択の
メンバー名を返します。
MemberAlias(<dimension>)は、指定したディメンションに対する現在の POV メンバー選択
のメンバー別名を返します。
レポート、セクションまたはブックの目次の設定
レポート、セクションまたはブックの目次見出しを設定するには:
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1.

ブック・デザイナで、レポート、セクションまたはブックを選択します。

2. 「プロパティ」ペイン内の目次見出しに、選択可能なデフォルト目次見出しが表示

されます。

デフォルト目次見出しには次が含まれます。
•

セクションの場合: ArtifactName() - セクション名を返します。セクション内
では、レポートまたはブックの名前は取得できず、セクション名のみ返されま
す。

•

レポートまたはブックの場合: ArtifactName()、MemberName()… - レポートま
たはブックの名前の後に、レポートまたはブック POV の全ディメンションの
メンバー名を返します(当初に定義された順序に基づく)。
たとえば、次に Sample Report 情報を示します。

前述のイメージの Sample Report のデフォルト目次ヘッダーには、次のテキス
ト関数が含まれています: ArtifactName()、MemberName("Entities")、
MemberName("Segments")、MemberName("Fiscal Calendar")
3.

既存のテキスト関数を編集するには、テキスト・フィールドをダブルクリックし
て、テキスト関数を手動で入力します。
テキスト・ボックスには、次のイメージに示すような黒い境界線が表示されます。

4.

テキストまたはテキスト関数をフィールドに手動で入力できます。また、
「関数」
をクリックして、使用可能またはサポート対象のテキスト関数を挿入するこ
ともできます。

5.

テキスト関数を入力した後に、[Enter]キーを押して編集モードを終了し、すべて
の更新を受け入れることができます。
をクリックして目次ヘッダー行を追加し、階層的な目次ヘッダーを定
義できます。たとえば、最初にレポート名を表示し、その後に POV メンバーを表
示します。

6. 「追加」 -
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7.

オプション : 複数の目次ヘッダー行が存在する場合は、「上へ移動」または「下に移動」
ボタンをクリックして、選択した行を上下に移動できます。

ノート:
複数の行は常に、階層表示構造で表示されます。

8.

オプション : 選択した行を削除するには、「削除」 -

をクリックします。
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セクションの操作
次のシナリオで、ブックにセクションを挿入できます。
•

1 つ以上の視点(POV)ディメンション間で共通のメンバー選択があるレポートのグ
ループの場合。たとえば、100 の異なる部門に対して 3 つのレポートを実行する必
要があります。

•

目次に表示する見出しテキストを指定します。

•

同じレベルでの目次表示のレポートのグループの場合。

ノート:
POV ディメンション階層または複数のディメンション間で異なるレポ
ートを実行するために、複数のセクションをネストできます。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、ブック・セクションを操作する方法を学習
します。
-- Narrative Reporting でのブック・セクションの操作.
ブックのセクションを使用して、複数のレポートおよびメンバー選択をループし、目
次表示用にレポートを 1 レベルでグループ化できます。このビデオでは、Narrative
Reporting でブック・セクションを操作する方法を学習します。
セクションの操作:
•

セクションを挿入するには、ブックでの文書の管理 を参照してください。

•

セクションの視点を設定するには、セクションの POV を設定するにはを参照して
ください。

•

セクションの使用例は、ブックの例を参照してください。

11-48

第 11 章

複数のデータ・ソースの操作

複数のデータ・ソースの操作
複数のデータ・ソースを持つレポート、ブックおよびセクションの場合、単一の POV 選択で
複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソース全体で共通のディメンションが
組み合されます。
「ブック処理」メニューの「データ・ソースの管理」を使用して、ブックにデータ・ソースを
追加したり、ブックで使用するデータ・ソースを別のデータ・ソースに変更したり、共通デ
ィメンションの POV に表示するのに使用するデータ・ソースの優先度を設定できます。
セクション、レポートまたは挿入されたブックの「処理」メニューの「データ・ソースの管
理」を使用して、データ・ソースを追加したり、使用するデータ・ソースを別のデータ・ソ
ースに変更したり、共通ディメンションの POV に表示するのに使用するデータ・ソースの優
先度を設定できます。
次に、共通 POV ディメンションを持つブックで複数のデータ・ソースを使用する例をいくつ
か示します。これらの例で使用されるデータ・ソースは次のとおりです。
•

Sample Model 2: 変更された Narrative Reporting サンプル・モデルで、2 つのディメン
ション(シナリオおよびエンティティ )が Planning Vision Plan1 アプリケーション/キュー
ブのディメンション名に一致するように名前が変更されています。

ノート:
Narrative Reporting サンプル・アプリケーションまたはモデルは、2020 年 7 月
で、新規の EPM Cloud Narrative Reporting 顧客に対して使用できなくなりま
す。
•

Planning Vision Plan1: Planning ビジネス・プロセスのサンプル・アプリケーションお
よびキューブ。

次の例で使用されるレポートは次のとおりです。3 つすべてのレポートには 、POV にシナリ
オおよびエンティティ ・ディメンションがあります。シナリオ・ディメンションの選択肢は
「実績」および「プラン」で、エンティティ ・ディメンションの選択肢は「エンティティ 合
計」です。両方のディメンションの POV 選択は、両方のデータ・ソースで有効です。
•

Sample Report 1 (Model 2) – 「Sample Model 2」データ・ソースを使用します

•

Sample Planning – 「Planning Vision Plan1」データ・ソースを使用します

•

Sample Multi Source Report – 2 つのグリッドがあり、1 つは「Sample Model 2」デー
タ・ソースを使用し、もう 1 つは「Planning Vision Plan1」データ・ソースを使用しま
す。

例1
このブックには、Sample Report 1 (Model 2)および Sample Planning レポートが含まれてい
ます。Sample Report 1 (Model 2)はセクション(セグメント)に含まれます。
次の点に注意してください。
•

シナリオおよびエンティティ ・ディメンションは両方ともブック POV に含まれます。
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•

両方のレポートの POV ディメンション選択は、すべて 「Current POV」に設定さ
れます。これは、ブックまたはセクション POV 選択のいずれかに対して実行され
ることを意味します(該当する場合)。

• 「セグメント」セクションのカスケード POV 選択は「Children of AllSegments,
Inclusive」です。Sample Report 1 (Model 2)は、セクション POV の各「セグメ
ント」メンバー、ブック POV の「シナリオ」および「エンティティ 」選択に対し
て実行されます。
•

Sample Planning レポートは、ブック POV の「シナリオ」および「エンティテ
ィ」選択に対して実行されます。

ノート:
ブック・プレビューで、両方のレポートは、ブック POV で選択された「プラ
ン」に対して実行されます。

「セクション」および Sample Planning レポートの目次見出しは、「シナリオ」POV
選択を表示するようにカスタマイズされました。
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例2
このブックには、Sample Report 1 (Model 2)および Sample Planning レポートが含まれて
います。両方のレポートはセクション(シナリオ)に含まれます。
次の点に注意してください。
•

セグメントおよびエンティティ ・ディメンションは両方ともブック POV に含まれ、単一
選択用にハードコーディングされています。

•

両方のレポートの POV ディメンション選択は、すべて 「Current POV」に設定されま
す。これは、ブックまたはセクション POV 選択のいずれかに対して実行されることを意
味します(該当する場合)。

• 「シナリオ」セクションのカスケード POV 選択は「実績」および「プラン」です。両方
のレポートは、セクション POV の各「シナリオ」メンバー、ブック POV の「セグメン
ト」(Sample Report 1 - Model 2 のみ)および「エンティティ 」選択に対して実行されま
す。
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ノート:
ブック・プレビューで、両方のレポートは、セクションで定義された「実績」
および「プラン」に対して実行されます。

両方のレポートの目次見出しは、
「シナリオ」POV 選択を表示するようにカスタマイズ
されました。

例3
このブックには、セクション(シナリオ)に含まれる Sample Multi-Source レポートが
含まれています。
次の点に注意してください。
•

シナリオ・ディメンションはブック POV にあり、「実績」および「プラン」が選
択されています。

•

レポートの POV ディメンション選択は、「Current POV」に設定されます。これ
は、レポートがブック POV 選択に対して実行されることを意味します(セクション
POV は定義されていないため)。
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次のイメージには、ブック POV の「実績」が選択されたブック実行が表示されています。
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バースティングの 操作
次も参照:
•

バースティングについて

•

前提条件

•

バースティング 定義を作成するための簡単なステップ

•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング 定義処理メニューの操作

•

バースティング 定義の作成に関する制限事項

•

バースティング 定義でのプロンプトの使用

•

複数のデータ・ソースでのバースティング 定義の使用

•

バースティング 定義に対するアクセス権限の設定

バースティングについて
バースティングを 使用すると、1 つのデータ・ソースの単一ディメンションの複数のメンバー
に対して単一のレポートまたはブックを実行し、各メンバーの出力を公開できます。
レポートまたはブックをバースティングすると 、「PDF」または静的な(Smart View でリフレ
ッシュ不可)「Excel」ワークブックのいずれかに公開できます
バースティングを 使用して、公開された出力ファイルを指定の受信者リストに添付して E メ
ールを送信できます。公開された出力ファイルをライブラリに保存することもできます。公
開された出力ファイルの E メール送信とライブラリへの保存の両方を実行することもできま
す。
Narrative Reporting デプロイメントの場合、
「スケジュール」機能は、Narrative Reporting Web
ユーザー・インタフェースを介してサポートされません。ただし、EPM 自動化コマンドを介
してスケジュール・タスクを実行できます。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントでは、バースティング 定
義のスケジュールは、EPM Cloud プラットフォームのジョブ・スケジューラを介して実行さ
れます。
バースティング で、New York と Houston などの 2 つのエンティティに 対して「レポート」
または「ブック」を実行し、出力に公開する例を示します。
•

場所が New York の出力ファイルを特定の E メール受信者 b.smith@example.com に送信
します。

•

同様に、場所が Houston の出力ファイルを特定の E メール受信者 m.jones@example.com
に送信します。

•

生成された出力ファイルを Narrative Reporting ライブラリに保存し、ユーザーの権限に
基づいて、公開された出力文書を表示またはアクセスできます。
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成功および失敗通知の E メールを構成し、バースティング 実行ステータスの詳細を送
信できます。
ターゲット配布ファイルを使用できます。これは、対応する E メール・アドレスおよ
びライブラリ権限に対するユーザーまたはグループとともに、バースティングするメ
ンバーのリストを定義するカンマ区切り値(CSV)ファイルです。
ターゲット配布ファイルを使用して、次のいずれかを実行できます。
•

出力ファイルをシステム・ユーザーおよびグループと、外部 E メール・アドレス
に送信します。

•

システム・ユーザーおよびグループに対するライブラリ・アクセス権限を設定しま
す。

バースティング 出力は、次の 3 つの方法で生成できます。
•

ターゲット配布ファイル(CSV)を使用して、個別の E メールおよび各メンバーの出
力ファイルに対するライブラリ・アクセス権限を送信できます。
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• 「E メール」チャネルで生成されたすべてのレポートを 1 つの E メールで送信オプション
を選択し、ターゲット配布ファイルは使用されません。

• 「バースティング POV ディメンション」を「なし」に定義できます。これにより、単一
の出力ファイルを指定のユーザーに E メールで送信し、出力ファイルをライブラリに公
開できます。

E メール・チャネルを有効にしたターゲット配布ファイルの使用
ターゲット配布ファイルを選択した後、
「E メール」のみを選択した、最初のユース・ケース
を示します。
次のイメージは、ターゲット配布ファイルです。

バースティング POV ディメンションにメンバーが選択されています。

メンバーの出力ごとに個別の E メールが送信されます。

12-3

第 12 章

バースティングについて

ライブラリ・チャネルを有効にしたターゲット配布ファイルの使用
ターゲット配布ファイルを選択した後、「ライブラリ」のみを選択した、2 つ目のユー
ス・ケースを示します。
次のイメージは、ターゲット配布ファイルです。

次のイメージは、バースティング POV ディメンションにメンバーが選択されているこ
とを示しています。

次のイメージは、Narrative Reporting ライブラリの出力ファイルを示しています。
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E メールとライブラリの両方のチャネルを有効にしたターゲット配布ファイルの使用
ターゲット配布ファイルを選択した後、
「E メール」および「ライブラリ」の両方のオプショ
ンを選択した、最後のユース・ケースを示します。
ノート: 「E メール」と「ライブラリ」の両方のチャネルを選択した場合は、生成されたすべ
てのレポートを 1 つの E メールで送信と、配布リストおよびユーザー・リストが定義されて
いる生成されたレポートへの権限の割当の両方を選択できます(逆の場合も同様です)。
オプション 1 : 生成されたすべてのレポートを 1 つの E メールで送信と、配布リストおよびユ
ーザー・リストが定義されている生成されたレポートへの権限の割当の両方のオプションを
選択します。
「E メール」で、生成されたすべてのレポートを 1 つの E メールで送信オプションを選択しま
す。

「ライブラリ」で、生成されたレポートへの権限の割当オプションを選択します。

12-5

第 12 章

バースティングについて

すべてのメンバーに 対して単一の E メールが送信されます。

出力レポートは Narrative Reporting ライブラリに配置されます。

ユーザーの権限はすべての 出力ファイルに対して設定されます。

12-6

第 12 章

バースティングについて

オプション 2 : 「ライブラリ」で、配布リストとユーザー・リストが定義されている生成され
たレポートへの権限の割当を選択します。
「E メール」チャネルで、生成されたすべてのレポートを 1 つのメールで送信を選択せずに、
「添付名」や「バースティング E メール」などの他のオプションをすべて 定義します。
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オプション 3 : 「E メール」チャネルで、生成されたすべてのレポートを 1 つの E メー
ルで送信を選択し、配布リストを定義します。
「ライブラリ」チャネルで、生成されたレポートへの権限の割当を選択せずに、「アー
ティファクト名」
、「ルート・フォルダ」
、「ユーザー・リスト」などの他のオプション
をすべて 定義します。

詳細は、次のビデオおよびチュートリアルを参照してください。
•

次の概要ビデオを視聴して、バースティングの 詳細を学習します。
-- 概要: ターゲット・レポートおよび配布のための Narrative Reporting のバ
ースティング .
このビデオは、バースティング 機能に注目します。新機能を使用して、同じディメ
ンションの複数のメンバーに対する財務または管理レポートまたはブックを迅速
に実行し、各メンバーの出力を PDF として公開し、PDF を E メールまたはライブ
ラリの文書で様々な受信者に配布できます。

•

次のチュートリアル・ビデオを視聴して、バースティング 定義を作成する方法を学
習します。
-- バースティング 定義の作成.
バースティング 定義の作成方法を学習します。必要な選択および設定をすべて 定
義し、目的の POV メンバー選択を使用してレポートまたはブックの PDF 出力を
生成および配布します。
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前提条件
バースティング 機能を使用する前に、次のことを確認する必要があります。
•

バースティング 定義で使用されるレポートまたはブックに、必要に応じてバースティング
POV ディメンションとして使用できる POV ディメンションが公開されていること(変更
可能)を確認する必要があります。

•

必要に応じて、ターゲット配布ファイルを作成します。サンプル・バースティング・ファ
イル bursting_file_empty.csv は、レポート・サンプル内にあります。詳細は、
「サンプ
ルのインストール」を参照してください。EPM Cloud デプロイメントの場合、ターゲッ
ト配布ファイルの使用で説明されている形式を使用してバースティング・ファイルを作成
します。

バースティング 定義を作成するための簡単なステッ
プ
表 12-1 バースティング 定義の作成方法
タスク

実行するサブタスク

新規バースティン
グ定義の作成

3 つの方法で新しいバースティング 定義を作成できま 新規バースティング 定義
す。
の作成
•

詳細

Narrative Reporting にログインします。
ライブラリのシステム以外のフォルダで「追加」

•

•

をクリックし、メニューからバースティング
を選択します。
Narrative Reporting ホーム・ページでバーステ
ィング
をクリックします。
Narrative Reporting の「ようこそ」パネルで「作
成」をクリックし、バースティング を選択します。

バースティング・ア レポートまたはブックを選択できます。
ーティファクトの
選択

バースティング・アーティ
ファクトの選択

バースティング 視
点の設定

バースティング 視点の設
定

レポートまたはブックのバースティング POV ディメ
ンションを設定できます。
バースティング POV を設定するには:
•
•

バースティング POV ディメンションでは、POV
ディメンションおよびバースティング 操作を実行
するために必要なメンバーを選択できます。
グローバル視点(POV)では、レポートまたはブック
内で定義されているディメンションのメンバーを
選択できます。
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表 12-1 (続き) バースティング 定義の作成方法
タスク

実行するサブタスク

詳細

ターゲット配布フ
ァイルの使用

ターゲット配布ファイルは、対応する E メール・アド ターゲット配布ファイル
レスおよびライブラリ権限に対するユーザーまたはグ の選択
ループとともに、バースティングするメンバーのリス
トを定義するカンマ区切り値(CSV)ファイルです。
ターゲット配布ファイルを使用して、次のいずれかを
実行できます。
•
•
•
•
•

PDF 出力ファイルが添付された E メールを外部
ユーザー、システム・ユーザーおよびグループに
送信します。
システム・ユーザーおよびグループに対するライ
ブラリ・アクセス権限を設定します。
ローカル・ファイル・システムから CSV ファイル
をアップロードします。
サンプルのターゲット配布ファイルを使用して、
独自のターゲット配布ファイルを作成します。
ライブラリから CSV ファイルをアップロードで
きます。ターゲット配布 CSV ファイルをバース
ティング定義とともに保存するオプションがあり
ます。それ以外の場合は、ライブラリ・ファイル
にリンクされます。

レガシー配布ファ
イルの使用

レガシー配布 CSV ファイルを使用して、Financial
レガシー配布ファイルの
Reporting で以前に使用されていたレガシー・バース 設定
Financial Reporting バ
ティング CSV ファイルを利用できます。
バースティング 定義の「レガシー配布ファイルの使用」 ースティング CSV ファイ
で、ローカル・ファイル・システムからレガシー CSV ルの詳細は、Hyperion
Financial Reporting ユ
ファイルをアップロードできます。
ーザーズ・ガイドを参照し
てください。

配布形式の選択

レポートをバースティングすると 、PDF または静的な 配布形式の選択
(Smart View でリフレッシュ不可) Excel ワークブッ
クに公開できます。Excel または PDF の配布形式を指
定します。

成功通知の定義

成功通知を使用して、バースティング 定義が正常に実 成功通知の定義
行されたことを特定の受信者に通知できます。
•
•

失敗通知の定義

システム・ユーザーおよびグループに E メールを
送信できます。
指定された受信者に外部 E メールを送信できま
す。

失敗通知を使用して、バースティング 定義の実行が失 失敗通知の定義
敗したことを特定の受信者に通知できます。
•
•

システム・ユーザーおよびグループに E メールを
送信できます。
指定された受信者に外部 E メールを送信できま
す。
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表 12-1 (続き) バースティング 定義の作成方法
タスク

実行するサブタスク

詳細

バースティング 定 生成された出力ファイルを E メールで送信するには、 E メール・チャネルの構成
義の E メール・チ これらのステップを実行します。
ャネルの構成
ターゲット配布ファイルを使用していない場合
•
は、配布リストを作成します。
•
出力ファイルが添付された E メールを送信するた
めの一意の添付名を指定します。
件名およびメッセージ本文を使用して、指定され
•
た受信者への E メールを作成します。
•
ノート: 生成されたレポート・ファイルを外部 E メ
ール・アドレスに送信できます。
バースティング 定 出力ファイルをライブラリに公開するには、これらの ライブラリ・チャネルの構
義のライブラリ・チ ステップを実行します。
成
ャネルの構成
ターゲット配布ファイルを使用していない場合
•
は、システム・ユーザー・リストを作成します。
出力ファイルをライブラリに公開するためのアー
•
ティファクト名を指定します。
ライブラリでルート・フォルダを選択します。
•
公開された出力を格納するパス階層情報を設定し
•
ます。
ユーザーの管理

次の構成設定で、システム・ユーザーおよびグループ ユーザーの管理
を追加または除去できます。
成功通知
•
失敗通知
•
•
E メール・チャネル
ライブラリ・チャネル
•
ノート: ライブラリ・チャネルには、外部 E メール・ア
ドレスを指定できません。

バースティング 定
義の保存

すべての 設定を確認し、必要な変更を追加して「保存」 バースティング 定義の保
をクリックします。
存

バースティング 定
義処理メニューの
操作

•
•
•

バースティング 定
義でのプロンプト
の使用

プロンプトが含まれているレポートまたはブックを使 バースティング 定義での
用できます。
プロンプトの使用

バースティング 定義の検証
データ・ソースの管理
バースティング 定義の実行

バースティング 定義処理
メニューの操作

複数のデータ・ソー 複数のデータ・ソースが含まれているレポートまたは 複数のデータ・ソースでの
スでのバースティ ブックのバースティング 定義を作成できます。
バースティング 定義の使
ング定義の使用
単一の POV 選択で複数のデータ・ソースが反映される 用
ように、データ・ソース全体に共通ディメンションが
組み込まれます。
サンプル・バーステ サンプルをガイドラインとして使用して、独自のバー サンプル・バースティング
ィング定義ファイ スティング定義ファイルを作成します。
定義ファイルのレビュー
ルのレビュー
バースティング 定
義に対するアクセ
ス権限の設定

バースティング 定義に対するロールおよびアクセス権 バースティング 定義に対
を設定できます。
するアクセス権限の設定
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新規バースティング 定義の作成
Narrative Reporting デプロイメントの場合:
次の方法で、新しいバースティング 定義を作成できます。
1.

Narrative Reporting システム・フォルダまたはシステム以外のフォルダから新しい
バースティング 定義を作成するには、「追加」
「バースティング 定義」を選択します。

2.

をクリックし、メニューから

ホーム・ページで「バースティング 定義」をクリックします。
「バースティング 定義」ペインで、「追加」

をクリックします。
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3.

ホーム・ページで「作成」をクリックし、
「バースティング 定義」を選択します。

Enterprise Performance Management Cloud デプロイメントの場合:
バースティング 定義にアクセスします。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスから

「レポート」カードを選択し、左ペインから「レポート」アイコンを選択し、コンテンツ・ペ
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インの上部にある「作成」ドロップダウン・メニューをクリックして、バースティン
グをクリックして「バースティング 定義」ウィンドウを起動します。

ノート:
Tax Reporting Cloud サービスの場合、
「ライブラリ」にナビゲートし、
「レポ
ート」タブを選択する必要があります。

関連トピック:
•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

詳細は、次のビデオおよびチュートリアルを参照してください。
次のチュートリアル・ビデオを視聴して、バースティング 定義を作成する方法を学習
します。
-- バースティング 定義の作成.
バースティング 定義の作成方法を学習します。必要な選択および設定をすべて 定義
し、目的の POV メンバー選択を使用してレポートまたはブックの PDF 出力を生成お
よび配布します。
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バースティング ・アーティファクトの 選択
バースティング ・アーティファクトを 選択するには、次のステップを実行します。
1.

バースティング ・デザイナ・ページで、バースティング ・アーティファクト を選択しま
す。

2. 「選択...」をクリックし、目的のブックまたはレポート・フォルダを選択します。
3. 「使用可能」ペインで文書(ブックまたはレポート)を選択し、
「OK」をクリックします。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理
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•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

バースティング 視点の設定
バースティング POV ディメンションでは、POV ディメンションおよびバースティン
グ操作を実行するために必要なメンバーを選択できます。
グローバル視点(POV)には、レポートまたはブック内で定義されているディメンション
のすべてのメンバーが 表示されます。
バースティング POV ディメンションを変更するには:
1.

POV バーで「処理」
更」を選択します。

をクリックし、「バースティング ・ディメンションの変

2. 「バースティング ・ディメンションの変更」ダイアログ・ボックスで、ドロップダ

ウン・リストからディメンションを選択します。

ノート:
必要に応じて、バースティング POV ディメンションを「なし」に設定で
きます。バースティング 定義で単一の出力ファイルが生成されます。

たとえば、レポートまたはブックの出力ファイルを自動化する場合、バ
ースティング POV ディメンションを「なし」に設定すると、EPM 自動
化コマンドを介してスケジュール・タスクを実行できます。
バースティング POV ディメンションのメンバーを選択するには:
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。
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2.

バースティング POV ディメンションでディメンションのラベルをクリックして、そのデ
ィメンションのメンバー・セレクタをオープンします。

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストから「メンバー」
、

「最近」または「関数」を選択して、選択されているレポートまたはブックに割り当てま
す。
メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
•

親メンバーにドリルするには、
「展開」

•

メンバーを選択および選択解除するには、「選択」

をクリックします。
をクリックします。

ノート:
青色のチェック・マークは、メンバーが現在選択されていることを示しま
す。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェック・マーク
は、そのメンバーが現在選択されていないことを示します。

•

関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」
クします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。

•

メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」

をクリッ

をクリックします。

ノート:
バースティング POV ディメンションのメンバー選択には、次のメンバー選択関
数を使用できます。
•

Ancestors

•

Bottom

•

Children

•

Descendants

•

Except

•

Intersect

•

Match

•

Parent

•

Range

•

RelativeMembers

•

SameGeneration

•

SameLevel

•

Siblings

•

代替変数
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ノート:
バースティング POV ディメンションのメンバー選択に、次のメンバー選
択関数は使用できません。
•

Lists

•

Generation

•

Level

各グローバル・ディメンションのメンバーを選択するには:
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。

2.

グローバル・ディメンションでディメンションのラベルをクリックして、そのディ
メンションのメンバー・セレクタをオープンします。

3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストから「メン

バー」または「最近」を選択して、選択されているレポートまたはブックに割り当
てます。
メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
をクリックします。

•

親メンバーにドリルするには、「展開」

•

メンバーを選択および選択解除するには、「選択」

をクリックします。

ノート:
青色のチェック・マークは、メンバーが現在選択されていることを示
します。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェッ
ク・マークは、そのメンバーが現在選択されていないことを示しま
す。
4. 「OK」をクリックします。

ノート:
追加のグローバル・ディメンションに対して前述のステップを繰り返し
ます。
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ノート:
•

バースティング 視点の選択として代替変数およびユーザー変数を使用する場
合、変数値は、システムがデータ・ソースに最初に接続するときに取得されま
す。メンバー・セレクタまたは POV(あるいはその両方)に変数の値が表示され
ます。バースティング 定義の実行時に、バースティング 定義内のレポートに対
して最新の変数値が取得されます。バースティング POV またはグローバル
POV で変数が使用されており、ユーザーのセッション中に変数値が変更された
場合、ユーザーがログアウトしてから再度ログインして新しいセッションに再
接続するまで、変更はブックのメンバー・セレクタまたは POV に表示される変
数値に反映されません。

•

メンバー・セレクタおよび POV での変数の使用の詳細は、代替変数およびユー
ザー変数の操作を参照してください。

バースティング 視点設定について
デフォルト設定は、POV ディメンションに対してメンバー選択またはオプションが設定され
ていない場合のディメンションのデフォルト状態です。
複数のメンバーの選択: バースティング POV ディメンションには複数のメンバーを選択でき
ます。関数を使用して、バースティング POV ディメンションのメンバーのリストを定義でき
ます。例: Children of Segments。
関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

ターゲット配布ファイルの選択
ターゲット配布ファイルは、対応する E メール・アドレスおよびライブラリ権限に対するユ
ーザーまたはグループとともに、バースティングするメンバーのリストを 定義する CSV ファ
イルです。
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ターゲット配布ファイルを有効にするには、次の手順を実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。

2. 「ターゲット配布ファイル」で、
「選択...」をクリックします。

ノート:
Narrative Reporting デプロイメントの場合、サンプル管理レポートには、
次のサンプル・ターゲット配布ファイルが含まれています。
•

bursting_file_segments.csv

•

bursting_file_empty.csv

EPM Cloud デプロイメントの場合、ターゲット配布ファイルの使用で説
明されている形式を使用してバースティング ・ファイルを作成します。
詳細は、
「サンプル・バースティング 定義ファイルのレビュー」を参照し
てください。

ノート:
CSV ファイルがすでに含まれている既存のバースティング 定義を編集す
ると、リンクにはファイル名が表示されます。
CSV ファイルを変更する場合は、ファイル名をクリックして、
「参照」を
クリックし、ローカルまたはライブラリから別の CSV ファイルをアップ
ロードし、「OK」をクリックします。
3. 「ターゲット配布ファイル」で、
「参照」をクリックし、ローカルまたはライブラリ

から CSV ファイルをアップロードし、「OK」をクリックします。
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ノート:
(オプション) ライブラリ・パスから CSV ファイルをアップロードする場合は、
「このバースティング 定義にコピー」オプションを選択できます。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

ターゲット配布ファイルの使用
次に示すサンプル・ターゲット配布(CSV)ファイルの例には、セグメント・ディメンションの
level 0 メンバー、および架空の(実際にはない)ユーザー ID と E メール・アドレスが含まれ
ています。
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次に、ターゲット配布ファイルの列見出しを示します。
表 12-2 ターゲット配布 CSV ファイル
列見出し

摘要

member

メンバー名

user_names

ライブラリ権限のあるユーザー ID

group_names

ライブラリ権限のあるグループ ID

external_emails

メーリング・リストの外部 E メール・アドレス

user_emails

メーリング・リストのユーザー ID

group_emails

メーリング・リストのグループ ID

ターゲット配布ファイルは 3 つの方法で使用できます。E メールを送信するか、出力
ファイルをライブラリに公開できます。
「E メール」と「ライブラリ」の両方のオプシ
ョンを実行できます。
詳細は、バースティングについて を参照してください。

レガシー配布ファイルの設定
バースティング 定義で「レガシー配布ファイルの使用」を選択することで、以前に
Financial Reporting (FR)で使用されていたレガシー・バースティング CSV ファイルを
利用できます。
レガシー配布ファイルを有効にするには、次の手順を実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。

2. 「レガシー配布ファイルの使用」オプションを選択します。
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3. 「レガシー配布ファイル」で、
「参照」をクリックし、ローカル・ドライブから Financial

Reporting バースティング CSV ファイルをアップロードして「OK」をクリックします。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

配布形式の選択
レポートの「配布形式」を選択するには、次を実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義を選択
します。

2. 「配布形式」で、
「PDF」または「Excel」を選択します。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択
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•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

成功通知の定義
成功通知を使用して、定義されている受信者にバースティング 実行ステータスの E メ
ール通知を送信します。
成功通知を定義するには、次のステップを実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。

2. 「成功通知」で、
「編集...」をクリックします。

3. 「成功通知」ダイアログ・ボックスで、

ダイアログ・ボックスを起動します。

をクリックして「ユーザーの管理」

システム・ユーザー、グループおよび外部 E メール・アドレスの定義の詳細は、
ユーザーの管理のトピックを参照してください。
4.

(オプション) 「件名」で、テキストを変更したり、テキスト関数を追加できます。
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「件名」フィールドでは、DateTime、ArtifactName および ArtifactDescription の関数
のみをサポートしています。
5. 「OK」をクリックして「成功通知」ダイアログ・ボックスをクローズします。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

失敗通知の定義
失敗通知を使用して、定義されている受信者にバースティング 実行ステータスの E メール通
知を送信します。
失敗通知を定義するには、次のステップを実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義を選択
します。

2. 「失敗通知」で、
「編集...」をクリックします。
3. 「失敗通知」ダイアログ・ボックスで、

ログ・ボックスを起動します。

をクリックして「ユーザーの管理」ダイア
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システム・ユーザー、グループおよび外部 E メール・アドレスの定義の詳細は、
ユーザーの管理のトピックを参照してください。
4.

オプション: 「件名」で、テキストを変更したり、テキスト関数を追加できます。
「件名」フィールドでは、DateTime、ArtifactName および ArtifactDescription
の関数のみをサポートしています。

5. 「OK」をクリックして「失敗通知」ダイアログ・ボックスをクローズします。

関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

E メール・チャネルの構成
「E メール」チャネルを使用して、添付(ファイル)名、バースティング E メールを定義
し、必要な場合は選択したユーザー、グループおよび E メール・アドレスにすべての
出力ファイルを送信するように選択できます。
E メールのオプションを設定するには、これらのステップを実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義
を選択します。

2. 「E メール」チャネル・チェック・ボックスを選択します。
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3.

必要に応じて「生成されたすべてのレポートを 1 つのメールですべての 受信者に送信」を
選択して、ターゲット配布ファイルを使用せずに選択したユーザー、グループおよびＥメ
ール・アドレスにすべての出力ファイルを送信できます。

4. 「配布リスト」で、

動します。

をクリックして「ユーザーの管理」ダイアログ・ボックスを起

システム・ユーザー、グループおよび外部 E メール・アドレスの定義の詳細は、ユーザ
ーの管理のトピックを参照してください。
5. 「添付名」を定義するには、ハード・コード化されたテキストとテキスト関数の組合せを

使用できます。
•

テキスト関数を挿入するには、
されています。
–

DateTime

–

MemberName

–

MemberAlias

–

ArtifactName

–

ArtifactDescription

をクリックします。次のテキスト関数がサポート

テキスト関数の間には、アンダースコアやハイフンなどの特殊文字をセパレータとし
て入力できます。
たとえば、ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar")を検討できま
す。
• 「選択」をクリックして「テキスト関数」ダイアログ・ボックスをクローズします。
6. 「バースティング E メール」で、
「編集...」を選択します。
7. 「バースティング E メール」ダイアログで、件名およびメッセージ本文をそれぞれのフィ

ールドに入力し、
「OK」をクリックします。

(オプション) 件名およびメッセージ本文にテキスト関数を選択できます。
DateTime、ArtifactName および ArtifactDescription のテキスト関数がサポートされて
います。
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関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

ライブラリ・チャネルの構成
ライブラリ構成を使用して、アーティファクト (ファイル)名を定義し、ライブラリ・ル
ート・フォルダおよびパス階層(フォルダ・パス)を選択し、必要に応じて、選択したユ
ーザーおよびグループに出力ファイルに対するすべての 権限を割り当てることを選択
します。
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ライブラリのオプションを設定するには、これらのステップを実行します。
1.

新しいバースティング 定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング 定義を選択
します。

2. 「ライブラリ」チャネル・チェック・ボックスを選択します。
3.

必要に応じて「生成されたレポートへのすべての 権限の割当」を選択して、ターゲット配
布ファイルを使用せずに、選択したユーザーおよびグループにすべての 出力ファイルに対
するライブラリ・アクセス権を割り当てます。

4. 「ユーザー・リスト」で、

スを起動します。

をクリックして「ユーザーの管理」ダイアログ・ボック

システム・ユーザーおよびグループの定義の詳細は、ユーザーの管理のトピックを参照し
てください。
外部 E メール・アドレスは指定できません。
5. 「添付名」および「パス階層」を定義するには、ハード・コード化されたテキストとテキ

スト関数の組合せを使用できます。
•

テキスト関数を挿入するには、
されています。
–

DateTime

–

MemberName

–

MemberAlias

–

ArtifactName

–

ArtifactDescription

をクリックします。次のテキスト関数がサポート

例:
–

添付名の場合: ArtifactDescription() - MemberAlias("Fiscal Calendar")は、
Income Statement Act vs Plan – Boom Box.pdf など、レポートの摘要と各セグ
メント・メンバーの別名を返します

–

パス階層の場合: Report/ArtifactName()は、レポートがルート・フォルダのサブ
フォルダで、レポート名がその下のサブフォルダになるフォルダ構造: Report/
Sample Report 1 を作成します

• 「選択」をクリックして「テキスト関数」ダイアログ・ボックスをクローズします。
6. 「ルート・フォルダ」でフォルダを選択し、
「OK」をクリックします。
7. 「上書き」オプションを選択して、ライブラリの既存の出力ファイルを置換します。
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関連トピック:
•

新規バースティング 定義の作成

•

バースティング ・アーティファクトの 選択

•

バースティング 視点の設定

•

レガシー配布ファイルの設定

•

ターゲット配布ファイルの選択

•

配布形式の選択

•

成功通知の定義

•

失敗通知の定義

•

E メール・チャネルの構成

•

ライブラリ・チャネルの構成

•

ユーザーの管理

•

バースティング 定義の保存

•

バースティング 定義処理メニューの操作

ユーザーの管理
検索オプション:
•

システム・ユーザーまたはグループを検索できます。
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•

関連するユーザーまたはグループを検索するには、少なくとも 1 文字を指定する必要があ
ります。

•

アスタリスク(*)を使用してワイルドカード検索を実行できます。たとえば、「検索」フィ
ールドに Ob*という 3 文字を入力して、名前に Ob が含まれているすべてのユーザーを 検
索できます。

•

外部 E メール・アドレスは、ライブラリ・チャネルでは指定できません。

リストにユーザーを追加するには、これらのステップを実行します。

1.

をクリックして「ユーザーの管理」ダイアログ・ボックスを起動します。

2. 「ユーザーの管理」で、左側のペインの「使用可能」リストから 1 人以上のユーザーを選

択し、
「右へ移動」ボタン
をクリックして、目的のユーザーまたはグループを右側の
「選択済」ペインに移動します。

3.

外部 E メール・アドレスは、E メール・チャネルから指定できます。
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4.

(オプション) ユーザーを除去するには、ユーザーを選択し、

をクリックします。

5. 「OK」をクリックして「ユーザーの管理」ダイアログ・ボックスをクローズしま

す。

バースティング 定義の保存
バースティング 定義を保存するには:
1.

バースティング ・エディタで「保存」または「別名保存」をクリックします。

2. 「バースティング 定義の保存」で、名前を入力し、
「参照」をクリックしてバーステ

ィング定義をライブラリに保存します。
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3. 「保存」をクリックします。

バースティング 定義処理メニューの操作
「処理」メニューを使用して、次の操作を実行できます。
•

バースティング 定義の構成設定を検証します。

•

バースティング 定義のデータ・ソースを管理します。

•

バースティング 定義を実行します。

バースティング 定義の検証
この処理は、バースティング 定義の構成設定が有効であることを検証します。
たとえば、検証ルールでは次のことを検証します。
•

バースティング 定義のレポートまたはブックがライブラリに存在すること。

•

バースティング 定義のすべての POV 選択が有効であること。

•

E メールおよびライブラリのチャネルの構成設定がすべて 正しいこと。

バースティングの 検証を実行するには:
1. 「バースティング 定義」ページで、
「処理」

をクリックします。

2. 「検証」をクリックします。
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検証エラーが発生した場合は、バースティング 定義上部の赤枠のダイアログ・ボッ
クスに、すべての 検証エラーが表示されます。

ノート:
すべての 検証エラーを解決して、バースティング 定義を実行する前にブ
ックが有効であることを確認する必要があります。
データ・ソースの管理
「データ・ソースの管理」では、次のタスクを実行できます。
•

バースティング 定義のデータ・ソースを並べ替えます。レポートまたはブックに複
数のデータ・ソースがあるときに、データ・ソース間に一致するディメンションが
ある場合は、最初のデータ・ソースがバースティングおよびグローバル POV メン
バーの選択に使用されます。

•

バースティング 定義で使用される別名表を管理します。別名表が選択されていな
い場合は、バースティング 定義を実行するユーザーのデフォルトの別名表が使用さ
れます。

詳細は、次のリンクを参照してください。
•

データ・ソースの並替え

•

バースティング 定義での別名表の管理

バースティング 定義の実行
バースティング 定義を実行するには:
1. 「バースティング 定義」ページで、
「処理」

す。

をクリックし、
「実行」を選択しま
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2. 「情報」ダイアログ・ボックスで、
「OK」をクリックします。

3.

バースティング 定義を実行した後、成功または失敗の E メール通知を確認します。

データ・ソースの並替え
データ・ソースがバースティングで 評価される順序を変更できます。データ・ソースの順序
は、同じ名前の POV ディメンションのデフォルト・データ・ソースに影響を与え、選択した
バースティング ・アーティファクトの 結合された POV メンバー・セレクタに表示されます。
共通ディメンションの POV での表示に使用されるデータ・ソースの順序を設定できます。
データ・ソースを並替えできます。
1. 「バースティング 定義」ページで、
「処理」

を選択します。

をクリックし、「データ・ソースの管理」

2. 「データ・ソースの管理」で、並べ替える目的のデータ・ソースを選択します。

12-35

第 12 章

バースティング 定義処理メニューの操作

3.

または
クリックします。

をクリックして、データ・ソースを並べ替えます。「OK」を

バースティング 定義での別名表の管理
バースティング 、および別名表がハードコーディングされていない挿入されたレポー
トまたはブックの MemberAlias テキスト関数で使用される別名表を変更できます。
バースティング 定義で使用される別名表を管理するには、次の処理を実行します。
1. 「バースティング 定義」ページで、
「処理」

管理」を選択します。

をクリックし、
「データ・ソースの

2. 「データ・ソースの管理」ダイアログ・ボックスで、データ・ソースの「別名表の

管理」をダブルクリックし、ドロップダウン・リストから目的の別名表を選択しま
す。
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3. 「OK」をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ・ボックスをクローズします。

バースティング 定義の作成に関する制限事項
バースティング 定義の作成に関する次の制限事項に注意してください。
•

バースティング 定義では、1 つのレポートまたはブックのみがサポートされます。

•

E メールの送信については、各 E メールに 10 MB のファイル添付制限があります。

•

現在、バースティング ・ディメンション問合せのメンバーの最大制限は 1000 です。

•

Financial Reporting のバッチまたはスケジュールされたバッチからの移行は、機能および
基本的なアーキテクチャの相違により、サポートされていません。

バースティング 定義でのプロンプトの使用
レポートまたはブックにプロンプトが含まれている場合、バースティング 定義は、プロンプ
ト定義で選択されたメンバーを使用してレポートまたはブックを実行します。
•

プロンプトに「デフォルトの選択」が定義されている場合、プロンプトの実行には「デフ
ォルトの選択」の選択が使用されます。
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•

プロンプトにデフォルトの選択が定義されていない場合、プロンプトの実行には選
択リストの最初のメンバーが使用されます。

レポート・プロンプトの出力が表示されます。

• 「デフォルトの選択」または「選択リスト」のいずれかが定義されていない場合、
プロンプトの実行にはディメンションの親メンバーが使用されます。
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複数のデータ・ソースでのバースティング 定義の使
用
複数のデータ・ソースが含まれているレポートまたはブックのバースティング 定義を作成で
きます。単一の POV 選択で複数のデータ・ソースが反映されるように、データ・ソース全体
に共通ディメンションが組み込まれます。
•

バースティング POV ディメンションでは、共通メンバーを持つ共通ディメンションによ
り、共通ディメンションおよびメンバー全体の複数のデータ・ソースにバースティングが
適用されます。

•

グローバル・ディメンションでは、共通メンバー選択のある共通ディメンションにより、
複数のデータ・ソースに適用される共通 POV ディメンションのメンバー選択が保持され
ます。

共通 POV ディメンションを持つレポートで複数のデータ・ソースを使用し、出力に公開する
例を示します。例で使用されるデータ・ソースは次のとおりです。
•

Sample Model 2: 変更された Narrative Reporting サンプル・モデルで、3 つのディメン
ションが Planning Vision Plan1 アプリケーションまたはキューブのディメンション 名に
一致するように名前が変更されています。

•

Planning: Planning ビジネス・プロセスのサンプル・アプリケーションおよびキューブ。

3 つの共通ディメンションは次のとおりです。
•

シナリオ : 「実績」および「プラン」メンバーが共通です。シナリオ・ディメンション
は、バースティング POV ディメンションに使用されます。

•

エンティティ : 「エンティティ 合計」がデータ・ソース間の唯一の共通メンバーです。選
択のみ表示が有効な状態で選択されています。したがって、レポートで選択可能な POV
ディメンションやバースティング POV ディメンションではありません。

•

勘定科目 : 勘定科目には共通メンバーはありません。レポートのグローバル POV で NI
(Planning)が選択され、Sample Model 2 グリッドのローカル POV に 340000 が選択され
ています。

Multi_Source_Report というレポートを示します。
次の例で使用されるレポートは次のとおりです。
•

グリッド - Narrative レポート は、「Sample Model 2」データ・ソースを使用します

•

グリッド - Planning レポート は、「Planning」データ・ソースを使用します

•

Sample Multi Source Report には 2 つのグリッドがあり、1 つは「Sample Model 2」デ
ータ・ソースを使用し、もう 1 つは「Planning」データ・ソースを使用します。
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•

バースティング POV ディメンションは、両方のデータ・ソースのシナリオ・メン
バーごとにレポートを実行します。

•

グローバル・ディメンションは、両方のデータ・ソースの残りの POV ディメンシ
ョンのメンバー選択を定義します。

次の点に注意してください。
•

バースティング POV ディメンションの選択はシナリオに設定されており、シナリ
オ POV は実績およびプランに対して実行されます。

•

通貨およびバージョン・ディメンションは、どちらもグローバル POV ディメンシ
ョンにあります。

バースティング 定義出力が表示されます。
•

次のイメージは、シナリオ : 実績の統合された出力ファイルを示しています
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•

次のイメージは、シナリオ : プランの統合されたもう 1 つの出力を示しています
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バースティング 定義に対するアクセス権限の設定
システム管理者ロールは、すべてのバースティング 定義を表示および保守できます。
ユーザーに割り当てることができる 3 つのタイプの権限があります。
表 12-3 バースティングに 対するユーザー・ロールとそのタスクの定義
ユーザー・ロー ユーザー・タスク
ル
システムまた
はサービス管
理

•
•
•
•

バースティング 定義の作成
バースティング 定義のインポート、エクスポート、削除、更新および表示
バースティング 定義に対するユーザー割当の追加、表示、編集よび削除
バースティング 定義の作成者には管理権限があります

レポート管理
者

•
•

バースティング 定義の作成
レポートの削除、更新および表示

参照者

Narrative Reporting ライブラリでの公開された出力ファイルの表示

レポート管理者ロールおよびシステム管理者ロールは、レポートで新しいバースティ
ング定義を作成できます。
アクセス権限グループ(APG)を使用して、レポート・ユーザーの管理のためのバーステ
ィング定義に対する権限を定義できます。
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2 つのタイプの権限を定義できます。
•

読取り

•

書込み
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設計に関する考慮事項
レポートを設計する際に、いくつか考慮する要素があります。
グリッド・データ制限
グリッドによって返すことができるセルの最大数は 1,000,000 セルです。グリッドまたはレ
ポートのプレビュー時にこの制限に達すると、次のエラーが発生します: 問合せの実行中にエ
ラーが発生しました。セルの数が最大数の 1000000 を超えています。
チャート・オブジェクトのデータ・セット制限
チャート・データセットの最大限度は、50 行 X25 列、つまり 1,250 個の値です。
問合せにおける展開されるデータ・セグメントの使用と単一のデータ・セグメントの使用
データ・セグメントとは、データベースからデータを取得する行または列のことです。展開
されるデータ・セグメントとは、展開可能な行または列であるため、結果のグリッドは表示
される際に 2 つ以上の行または列に展開されます。通常、展開されるデータ・セグメントで
は、Children Of または Descendants Of などの関数が使用されます。単一のデータ・セグメ
ントとは、ビューアに表示される際に単一の行または列のままである行または列のことです。
展開されるデータ・セグメントと単一のデータ・セグメントの同じグリッドでの使用は通常
は有効ですが、大量のデータがあるグリッドを設計する際には、単一のデータ・セグメント
ではなく展開されるデータ・セグメントの使用を検討してください。展開されるデータ・セ
グメントは、パフォーマンスの点で単一のデータ・セグメントよりある程度優れています。
ただし、異なるデータ行または列で詳細な書式設定を生成する場合は、単一のデータ・セグ
メントを使用してください。
欠落ブロックの抑制

ノート:
欠落ブロックを抑制する機能は、EPM Cloud 製品でのみ使用できます。

行または列に疎ディメンションが含まれている場合は、パフォーマンスを向上させるために
欠落ブロックを抑制できます。欠落ブロックを抑制すると、大きい疎ディメンションを行に
配置できると同時に、問合せの密度が低い場合のレスポンス時間を改善できます。データを
含むブロックのみが取得されます。たとえば、数千のメンバーで構成される従業員ディメン
ションを行に配置し、ページまたは POV にエンティティを 配置すると、選択したエンティテ
ィの従業員のみが取得されます。
欠落ブロックの抑制は、90%以上など、多数の行が抑制される場合に欠落データの抑制に役
立ちます。ただし、抑制される欠落ブロックを含む行がないか少ない場合は、欠落ブロック
の抑制を選択するとパフォーマンスが低下する可能性があります。また、特定の抑制ブロッ
クでは、動的計算メンバーが無視される場合があります。
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ディメンションおよびメンバーの名前変更
データ・ソース内のディメンションまたはメンバーの名前を変更する場合は、変更を
反映するために、レポートの各レポートを手動で更新する必要があります。
その他の設計に関する考慮事項
レポートを設計する場合:
•

•

•

最適なパフォーマンスのために展開されるデータ・セグメントを使用します。
–

個別の行または列に配置されていない展開されるデータ・セグメントで関数を
使用します。

–

個別の行または列に配置されていない展開されるデータ・セグメントで複数の
メンバー選択を使用します。

–

単一のデータ・セグメントは、書式設定または計算のために必要な場合にのみ
使用します。

効率的な算式を作成します。
–

可能な場合は、セル式ではなく行式または列式を使用します。

–

参照プロパティを使用します。

–

軸間参照ではなくセル参照を使用します。

–

必要のないカッコは算式から削除します。

レポートをグリッド・オブジェクトに限定しないようにします。
–

テキスト・ボックスに、特定の領域を強調表示する関数を追加します。

–

グラフィックのみを強調表示するためにレポート内のデータのグリッドを非
表示にします。

レポートでの丸め処理および計算
概要
データ値がスケーリング済として表示(たとえば、千でスケーリングした 173,545,723
は、丸められて 173,546 と表示)されるレポート・グリッドにデータ値を表示すると、
スケーリングされた残高詳細の合計がレポート内の丸め処理された小計および合計に
ならない可能性があります。グリッド設計を変更し、差異を特定してそれを調整金額
に含める行式または列式を使用して、丸め処理された値によって発生する計算の差異
を修正できます。
このトピックでは、流動資産合計メンバーへのスケーリングおよび丸め処理された流
動資産ローリングを表示する単純なグリッドに必要な更新の例を示します。例では
Narrative Reporting サンプル・アプリケーションを使用しています。
レポートの問題
次のグリッド設計では、個々の流動資産および流動資産合計が別々の行で選択されて
います。
•

最初の列には、Q2 の元の、スケーリングされていないデータ値があります。

•

2 番目の列は、Q2 のセルの書式設定で千でスケーリングされています。
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次はグリッド・プレビューです。2 番目の列のスケーリングされた値に注意してください。ま
た、2 番目の列の値の合計は 904,569 になりますが、表示されているスケーリングされた合
計の 904,570 とは"1"のスケール差異が発生します。

レポートのソリューション
ソリューションは、グリッドに式行を作成し、差異を計算してそれを調整金額として行の既
存の勘定科目のいずれかに適用することです(例では前払費用)。調整金額の行式は前払費用
データ行を置き換え、これは非表示になります。
レポート・グリッド式では、表示されているスケーリングされた値ではなく、基礎となるス
ケーリングされていないデータ値が利用され(たとえば、最初のセルにあるスケーリングされ
ていない 173,545,723 と千でスケーリングされた 173,546)、データ値は、調整金額の行式を
適用する前に、式列を介して丸め処理を適用する必要があります。元のデータ列は非表示に
なります。
次の変更された設計では、最初の列にスケーリングされていないデータ値が含まれたままで、
2 番目の列は、次の列式を使用してデータ列の値を千で丸め処理する式列です:
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ROUND([A],-3)。また、最初のデータ列のメンバー名を表示するために、式列でテキス
ト関数が使用されていることに注意してください。

式行が前払費用データ行の直下に挿入され(メンバー名 114000)、流動資産合計メンバ
ー(110000)と、行 5 の前払費用データ値を除く流動資産勘定科目の合計の差異を特定し
ます: [7] - SUM([2:4])。カスタム算式が使用され、列または行全体ではなく、選択し
たセルにのみ式が適用されます。

また、式行ヘッダーにカスタム見出しの前払費用が指定されました。
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次に、列 A および行 5 が非表示になります。
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グリッド・プレビューでは、元の差異" 1 "が元の前払費用値 124,569 に対して調整され
て値 124,570 になり、流動資産合計金額が正しく計算されるようになりました。
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Financial Reporting からのレポートの移行
Financial Reporting で作成されたレポートをレポートに移行できます。レポートを移行する
とき、元のレポートから可能なかぎり多くの要素がレポートの同等の要素に変換されること
に注意してください。ただし、2 つのソリューションには相違があり、すべての 要素が両方の
ソリューションに存在するわけではありません。元のレポートと同等のレポートを作成する
ために、レポートが移行された後で特定の要素を変更する必要がある場合があります。
Financial Reporting とレポートの相違を参照してください
Narrative Reporting デプロイメントの場合、レポートを Financial Reporting からエクスポー
トしてレポートにインポートします。
Narrative Reporting デプロイメントでは、保存済オブジェクト(グリッド、チャート、テキス
ト・ボックスおよびイメージ)を Financial Reporting からレポートに移行できます。移行され
た各 Financial Reporting オブジェクトは、共有レポートに移行されます
EPM Cloud デプロイメントの場合、すべてまたは 個別のレポートを移行できるインプレース
移行を使用するか、または「リポジトリの検索」からローカルにエクスポートされた Financial
Reporting レポート・ファイルをインポートして移行できます。

Narrative Reporting での Financial Reporting の移行
Financial Reporting で作成したレポートおよび保存済オブジェクトを、Financial Reporting か
らエクスポートしてレポートにインポートすることにより、レポートに移行できます。レポ
ートおよびオブジェクトがレポートにインポートされると、Financial Reporting の要素はレポ
ートで使用可能な同等の要素に変換されます。Financial Reporting とレポートの相違を参照
してください。

ノート:
Financial Reporting EPM Cloud、およびオンプレミス・バージョン 11.1.2.4 以降で
作成されたレポートおよびオブジェクトを移行できます。

レポートのエクスポート
Financial Reporting のレポートおよび保存済オブジェクトは一度に 1 つずつ、または一括で
エクスポートできます。1 つのレポートをエクスポートすると、そのレポートは DES (レポー
ト用)または RPT (スナップショット用)ファイルに抽出されます。1 つの保存済オブジェクト
をエクスポートすると、オブジェクトはそのネイティブ・ファイル形式: ROG (グリッド)、
ROC (チャート)、ROI (イメージ)または ROT (テキスト・ボックス)にエクスポートされます。
複数のレポートまたは保存済オブジェクト(あるいはその両方)を抽出すると、それらは
Reports.ZIP ファイルに抽出されます。
Financial Reporting からレポートおよびオブジェクトをエクスポートするには:
1.

次の処理を実行します。
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•

Financial Reporting をサポートする Enterprise Performance Management ク
ラウド・サービス(たとえば、Planning モジュール)から、「ナビゲータ」、「リ
ポジトリの検索」の順に選択し、移行可能な Financial Reporting のレポートお
よびオブジェクトを表示します。

•

オンプレミスの Enterprise Performance Management ワークスペースのイン
スタンスから、「エクスプローラ」モジュールにナビゲートし、移行可能な
Financial Reporting のレポートおよびオブジェクトを参照します

2.

リポジトリから、「ファイル」、「エクスポート」の順に選択します。

3.

移行するレポートおよびオブジェクトを選択し、
「OK」をクリックします。

4. 「ファイルの保存」を選択し、
「OK」をクリックします。
5.

ファイルを保存する場所を参照し、「OK」をクリックします。
レポートが DES (レポート用)または RPT (スナップショット用)ファイルに保存さ
れ、オブジェクトが ROG、ROC、ROI、ROT のいずれかのネイティブ・ファイル
形式に保存され、複数レポートおよびオブジェクトの場合は Reports.ZIP に保
存されます。

レポートのインポート
Financial Reporting レポートおよびオブジェクトをレポートにインポートするには:
1.

Narrative Reporting で、ライブラリにナビゲートします。
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2. 「ライブラリ」フォルダで

をクリックし、「インポート」を選択します。

3. 「インポート」ダイアログ・ボックスで、次の処理を実行します。
a. 「ファイル」で、
「ローカル」を選択します。
b. 「参照」をクリックし、ローカル・マシン上の以前にエクスポートしたファイルを特

定します。

c.

ファイルをインポートする場所を選択します。

d. 「OK」をクリックします。

4.

インポートが実行されていることを示すメッセージに対して「OK」をクリックします。

5.

インポートの結果を参照するには、

をクリックして「リフレッシュ」を選択します。

移行されたレポートが表示されます。レポートの名前をクリックしてレポートにオープ
ンします。
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ノート:
•

レポートでは、レポート名が 80 文字に制限されます。これより長い
レポート名は切り捨てられます。

•

Financial Reporting の保存済オブジェクトがレポートの共有レポー
トに移行されます。

•

挿入済共有オブジェクトがある Financial Reporting レポートを移行
する場合、最初にソース共有オブジェクトをインポートしてから、保
存済オブジェクトを利用するレポートをインポートする必要があり
ます。

•

現在、Financial Reporting のチャート・オブジェクトをインポートす
ると、チャート・オブジェクト・エクスポート・ファイルにチャート
定義が含まれない Financial Reporting のバグのため、レポートに空
のチャート・オブジェクトができます。

EPM Cloud での Financial Reporting の移行
すべてまたは 個別のレポートを移行できるインプレース移行を使用するか、または「リ
ポジトリの検索」からローカルにエクスポートされた Financial Reporting レポート・
ファイルをインポートして移行できます。

ノート:
インプレース移行は、1 つ以上の財務レポートをレポートに単純に移行しま
す。移行された財務レポートはそれぞれのリポジトリに保持されます。

ノート:
Financial Reporting レポートをレポートに移行するには、サービス管理者ロ
ールが必要です。パワー・ユーザー・ロールには移行アクセス権がありませ
ん。

Financial Reporting からインプレース移行を実行するには:
1.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスから、「レポート」カ
ード(Tax Reporting の「ライブラリ」カード)を選択します。Enterprise Profitability
and Cost Management、フリーフォーム、Planning および Planning モジュール
で、左ペインから「Financial Reporting」アイコンを選択します。Financial
Consolidation and Close および Tax Reporting で、水平タブから「財務レポート」
を選択します。
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2.

個々のレポートを移行するには、リポジトリから移行するレポートを選択し、
「財務レポートの移行」アイコンをクリックします。
「移行」ダイアログから、オプションでファイル名を入力し、レポートを移行する宛先フ
ォルダを選択します。
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3.

すべてのレポートを 移行するには、パネルの右上にある「すべて 移行」をクリック
します。

「すべて 移行」ダイアログから、オプションでフォルダ構造も移行するための「フ
ォルダの移行」を選択し、レポートを移行する宛先フォルダを選択します。

B-6

付録 B

EPM Cloud での Financial Reporting の移行

4.

移行されたレポートがそれぞれの場所に保存されます。

「リポジトリの検索」からローカルにエクスポートされた Financial Reporting レポート・ファ
イルをインポートするには:
1.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud サービスから、
「レポート」カード(Tax
Reporting の「ライブラリ」カード)を選択します。Enterprise Profitability and Cost
Management、フリーフォーム、Planning および Planning モジュールで、左ペインから
「レポート」アイコンを選択します。Financial Consolidation and Close および Tax
Reporting で、水平タブから「レポート」を選択します。

2.

右上の「インポート」を選択します。「財務レポートのインポート」で、「ファイルの選
択」をクリックして、前にエクスポートした DES ファイルをローカル・ファイル・シス
テムから選択します。

B-7

付録 B

移行検証エラーの解決

3.

オプションで、ファイル名および摘要を入力し、レポートを移行する宛先フォルダ
を選択します。

ノート:
現在、単一の DES ファイルのみをインポートでき、複数のレポートを含
む ZIP ファイルはインポートできません。
4. 「OK」をクリックします。

移行検証エラーの解決
移行されたレポートをオープンすると、移行プロセスで発生したエラーが表示されま
す。これらのエラーは、レポートの移行を妨げるものではありません。ただし、レポ
ートを正しく表示するには、それらを解決する必要があります。
Narrative Reporting でのデータ・ソースのエラーの解決:
Narrative Reporting での最も一般的な検証エラーは、レポートのデータ・ソース名が
Financial Reporting のデータ・ソース名と異なる場合です。移行したレポートをオープ
ンすると、次のエラーが表示されます。

Financial Reporting の名前と同じ名前のレポートにデータ・ソースがない場合は、レポ
ートでデータ・ソースへの接続を作成し、そのデータ・ソースを使用するようにレポ
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ートを編集する必要があります。データ・ソース接続の作成と編集を参照してください。ラ
イブラリで同時に複数のレポートのデータ・ソースを変更できます。
レポートのデータ・ソースを変更するには:
1.

ライブラリから、データ・ソースを変更するレポートを選択します。

2.

右クリックし、「データ・ソースの変更」を選択します。

3.

データ・ソースを選択し、「OK」をクリックします。

Financial Reporting 製品とレポート製品の相違のために、検証エラーが表示される原因とな
る、その他の多くの変換要素があります。これらのエラーを理解するのに役立つ情報は、
Financial Reporting とレポートの相違を参照してください。
欠落フォントのエラーの解決:
Financial Reporting レポートを移行した後、欠落フォントに関して、または PDF プレビュー
で#(シャープ記号)などがエラーになって正しくレンダリングされないことについて、検証エ
ラーを受け取った場合、これは、Financial Reporting レポートで当初定義されたフォントが、
Financial Reporting とは異なる方法でフォントを格納している EPM Cloud サーバー・ライブ
ラリに存在しないことを意味します。この検証エラーを解決するには、欠落フォントをアッ
プロードする必要があります。
•

Narrative Reporting でフォントをアップロードするには、Narrative Reporting の管理の追
加フォントのアップロードを参照してください。

•

EPM Cloud プラットフォームでフォントをアップロードするには:
–

Planning の操作のフォントのアップロード

–

Financial Consolidation and Close の管理のフォントのアップロード

–

Tax Reporting の管理のフォントのアップロード

ドリル・スルー・コンテンツのエラーの解決
関連するコンテンツへのリンクが含まれている Financial Reporting レポートをレポートに移
行する場合は、関連するコンテンツのターゲット・ファイルが指定の場所に存在している必
要があります。元の Financial Reporting レポートで参照されている関連コンテンツのターゲ
ット・ファイル(レポートまたはサード・パーティ・ファイルのいずれか)が、Narrative Reporting
ライブラリ内の同じフォルダ・パスに存在しない場合は、レポートの移行時に検証エラーが
表示され、レポートをプレビューするユーザーには、レポートのドリル・スルー・リンクが
表示されません。検証エラーを解決するには、Narrative Reporting ライブラリ・フォルダの
正しいパスに、ターゲット文書が存在していることを確認します。
オブジェクトのサイズ変更および位置合せのエラーの解決
Financial Reporting では、ページ・サイズとマージン・サイズを比較した、オブジェクトのサ
イズ変更と位置合せの検証は実行されません。レポートはレイアウト関連の検証を実行しま
す。レポートでインポートした Financial Reporting のレポートをオープンした後に、オブジ
ェクトの重なりや適合しないという検証エラーが発生した場合は、オブジェクトを手動でサ
イズ変更するか移動して、エラーを解決します。
メンバーが見つからないエラーの解決
"メンバーが見つかりません"という検証エラーを受け取った場合、それはメンバーがソース・
キューブにすでに存在しないためです。
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エラーを解決するには、グリッド設計を編集し、問題となるメンバーをグリッドから
除去します。
共有メンバー参照に関する検証エラーを受け取った場合、それは次のためです。
•

レポートに移行された Financial Reporting (FR)レポートは、メンバーが共有メン
バーを持っていない場所で当初定義されました(メンバー選択が完全修飾メンバ
ー・プリフィクスがないベース・メンバーを参照しました)。

•

これらのメンバーの共有メンバーは、レポートが定義された後に追加されました。
Financial Reporting (FR)レポートは共有メンバーを検証しないためエラーなしで
実行できます。

•

共有メンバーのために存在するようになった完全修飾メンバーではなく、当初のメ
ンバーをレポート定義が探していたため、"メンバーが見つかりません"というエラ
ーになる余分なレイヤーの検証がレポートにあります。

•

レポートは、検証エラーを自動的に修正するためにメンバーのどの共有インスタン
スを選択するかを推測しません。顧客がそのメンバーの特定のインスタンスを必
要とする場合があるためです。

•

ユーザーは検証エラーなしで引き続きレポートを実行できますが、レポート・デザ
イナは共有メンバー検証エラーに対処する必要があります。メンバー・セレクタの
左パネルでメンバーを右クリックして「階層で表示」を選択すると、レポートが一
致を表示し("メンバーが見つかりません"というエラーが表示された後、メッセージ
をクリック・スルーすると引き続きメンバーが表示されます)、そこで再選択でき
ます。または、「メンバー・セレクタ」ダイアログでメンバーの検索を実行して、
適切な共有インスタンスを選択できます。

Financial Reporting とレポートの相違
Financial Reporting からレポートにレポート・アーティファクトを 移行すると、元のレ
ポート・アーティファクトから 可能なかぎり多くの要素がレポートの同等の要素に変
換されます。ただし、Financial Reporting とレポートには相違があり、すべての 要素が
両方に存在するわけではありません。移行されたレポート・アーティファクトは
Financial Reporting をレポートに変換するための出発点と考えて、元のレポート・アー
ティファクトと同等のレポートを作成するために、レポート・アーティファクトの 移
行後に特定の要素を変更する必要があります。このトピックは、移行されたレポート・
アーティファクトを 必要に応じて変更できるように、Financial Reporting とレポートと
の相違を理解するのに役立ちます。
Financial Reporting の関数およびその同等のレポートの関数
次の項では、Financial Reporting で使用可能な関数と、レポートで使用可能な場合のそ
の同等の関数について説明します。

ノート:
2 つの製品では、テキスト関数の構文が異なります。Financial Reporting に
は、関数を囲む<<および>>のブラケットが必要です(例: <<MemberName()>>)。
レポートではブラケットは不要です。
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表 B-1 Financial Reporting の関数および同等のレポートの関数
Financial Reporting の関数

同等のレポート

Annotation
CalcStatus
CellText

CellText

Data source
Date

DateTime

GetCell

CellValue

GetHeading

HeadingValue

GridDimension
HFMCurrency
LabeledCellText
ListOfCellDocuments
MemberName

MemberName

MemberAlias

MemberAlias

MemberDescription

MemberProperty

MemberProperty

MemberProperty

MemberQualifiedName

MemberName

Page

PageNumber

PageIndex

PageNumber

PageCount

PageCount

PlanningAnnotations
ProcessManagementStatus
ReportAuthor

ReportAuthor

ReportCreated

ReportCreateOn

ReportDesc

ReportDescription

ReportFolder

ReportLocation

ReportModified

ReportModifiedOn

ReportModifiedBy

ReportModifiedBy

ReportName

ReportName

ReportRunBy

ReportRunBy

ノート:
レポートのテキスト関数 DateTime には、日付と時間の 2 つのパラメータがあり、
Financial Reporting の Date 関数には 1 つのパラメータ書式文字列のみがあります。
移行する Financial Reporting のレポートで Date 関数を使用し、時間も指定してい
る場合は、レポートに移行された関数を変更して、パラメータ none を追加する必
要があり、そのようにしないと、時間の結果が繰り返されます。たとえば、移行さ
れた DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a")というテキスト関数は、手動で
DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a", none)に変更する必要があります
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Financial Reporting では、テキスト関数に cur、curr または current を使用して、現
在の行、列またはグリッドを示すことができます。レポートでは curr がサポートされ
ていません。かわりに、curr が使用されていた場所に、オプションのパラメータを使
用できます。
たとえば、Financial Reporting の関数<<MemberName("curr", "curr", "Product",
"curr")>>で、"curr"要素はグリッド名、行、列またはページを表しますが、"curr"要素
はレポートには必要ありません。レポートでは、MemberName("Product")が同等になり
ます。グリッドは、関数が挿入されているグリッドにデフォルト設定されます(または、
テキスト関数がテキスト・オブジェクト内にあり、グリッドが単一の場合は、その唯
一のグリッド)。複数のグリッドがあり、テキスト関数がテキスト・オブジェクト内に
ある場合は、gridname パラメータが必要です。
視点(POV)の相違
Financial Reporting とレポートでは、POV を管理する方法に相違があります。
•

Financial Reporting では、デフォルトでグリッド POV には"ユーザー視点"の値が
あります。レポートでは、デフォルト値は"デフォルト"です。

•

Financial Reporting では、グリッドとユーザー POV の両方に選択リストがありま
す。レポートでは、このリストは"提案リスト"と呼ばれます。視点の設定を参照し
てください。

•

Financial Reporting では、レポート設計者は、グリッド POV で使用する初期メン
バーを選択できます。グリッド POV のディメンションに選択がある場合、この選
択は、レポートが実行されるたびに、グリッド POV のそのディメンションの初期
メンバーとして機能します。レポートでは、レポート設計者は、レポートの実行時
にローカル POV で使用する初期メンバーを選択できません。提案リストが定義
されている場合、レポート実行時にローカル POV には、ディメンションに最後に
選択されたグローバル POV メンバーが初期メンバーとして使用されます。ただ
し、提案リストが単一メンバー選択として定義されている場合、POV ディメンシ
ョンは、レポート実行時にそのメンバーを初期メンバーとして使用し、提案が表示
されてもオプションは選択されません。

• 「ユーザー視点」が選択された Financial Reporting のグリッド POV ディメンショ
ンを移行して、レポートでグローバル POV を使用します。このレポートに複数の
データ・ソースが含まれている場合は、最初のデータ・ソースのディメンションの
みがグローバル POV に移行されます。Financial Reporting の他のすべてのグリッ
ド POV ディメンションは、レポートのローカル POV に移行されます。
•

Financial Reporting では、グリッドにページ軸を使用できます。レポートでは、ペ
ージ軸の機能は、POV のディメンションの「すべての 選択の印刷」オプションを
介してサポートされます。メンバー選択にプロンプトが含まれている場合は、レポ
ートのグローバル POV ディメンションとして移行されます。

•

Financial Reporting では、グリッド・エディタに、グリッド POV のディメンショ
ンに対するユーザー POV の値が表示されます。レポートでは、デフォルトまたは
提案リストのメンバーのみが表示されます。

グリッド・オブジェクトの相違
グリッド・オブジェクトを操作する際は、次の点を考慮してください。
•

レポートでは、グリッド・ヘッダーはデフォルトで固定されています。

•

レポートでは、エンティティ 短縮名の見出しタイプはサポートされていません。
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•

レポートには「グリッドの非表示」プロパティはありません。非表示のグリッドはすべ
て、「非表示のシート」で管理されます。Financial Reporting の非表示のグリッドは、レ
ポートでは「非表示のシート」に移動され、ここで編集および管理が可能です。
「非表示
のシート」に含まれるグリッドはすべて 、レポート出力には表示されません。

•

レポートでは、上端の前に改ページを配置する行/列プロパティはサポートされていませ
ん。行/列の改ページは、常に次のページの同じ位置に表示されます。

•

メンバー選択の「サポート詳細の表示」オプションは、レイヤーが単一で、行に勘定科目
ディメンションがある場合にのみ行軸に対して有効です。

•

Financial Reporting では、行レベルで「サポート詳細の表示」単項演算子が設定されま
す。レポートでは、グリッド・レベルで設定されます。Financial Reporting レポートで、
別の行の「サポート詳細の表示」に異なるプロパティ値が設定されている場合は、移行エ
ラーが表示されます。

•

グリッド・オブジェクトのページ軸メンバー選択が現在の視点に設定されている場合は、
選択がディメンション名メンバーで置換されます。ページ軸メンバー選択がグリッド
POV ディメンションの提案リストに移行されるため、この条件はレポートでは無効にな
ります。移行のログには、
「グリッド・オブジェクト"Grid1"で、ページ軸のメンバー選択
に有効でない"現在の視点"参照があります。」が表示されます。

•

Financial Reporting のページ軸メンバー選択に複数のプロンプトが含まれている場合、レ
ポートでは、メンバー選択が単一のプロンプトに移行されます。

•

レポートの場合、単一グリッドでは複数のデータ・ソースを参照できません。Financial
Reporting のグリッドが複数のデータ・ソースを参照している場合は、移行エラーが表示
されます。

•

レポートのグリッドにはページ軸がないため、Financial Reporting のグリッドにページ軸
でのソートが含まれていると、移行ログに移行エラーが表示されます。

•

セルのシェード付けがデフォルトで白色(FFFFFF)に設定される Financial Reporting のレ
ポートを移行した場合は、行バンディングのグリッド・プロパティを使用するために、レ
ポートのセルのシェード付けを透過に設定する必要があります。そうではない場合、セル
のシェード付けに既存の書式が適用されたと認識され、行バンディングが適用されませ
ん。

•

レポートでは、Financial Reporting の「セルのフォーマット」、
「配置」、
「世代ごとのイン
デントの幅」の条件付き書式がサポートされていません。「世代別にインデント」は、イ
ンポート後にセル・プロパティとして適用できます。

•

ユーザーが Financial Reporting で見出しセルとデータ・セルをマージした場合に、この
レポートをレポートにインポートすると、インポートにより、マージされたセルがマージ
された見出しセルとマージされたデータ・セルに分割されます。これにより、レポートの
外観と動作が変わるため、ユーザーはレポートを変更する必要があります。

•

レポートでは、グリッド内の空の式行または列がサポートされておらず、空の式行または
列を含む Financial Reporting (FR)レポートをインポートすると、警告メッセージが表示
されます。レポート設計者は、何も表示する必要がない場合、レポートのグリッド式を編
集して、式を設定し「0」と入力するか、式行または列をセパレータ行または列で置き換
える必要があります。

•

隣接する見出しセルへの浮動見出しセル値はサポートされていません。Financial
Reporting レポートの視点でルック・アンド・フィールのために、セルのマージなど、手
動によるすべての 調整が必要な可能性があります。

•

Financial Reporting では、グリッド・レベルのプロパティ・シートを使用すると、ユーザ
ーは"欠落/エラー/ゼロの抑制"を有効化できました。ただし、このプロパティをグリッド・
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レベルで有効化すると、グリッドのすべての 行および列のプロパティが有効化され
ました。
プロパティの有効化はグリッドに適用されたのではなく、すべての 行を選択してプ
ロパティを有効にしてから、すべての 列を選択してプロパティを有効にすることの
ショートカットでした。
•

レポートでは、グリッド・レベルのプロパティを使用すると、ユーザーは"データ
なし/エラー/ゼロの抑制"プロパティを有効化でき、これらのプロパティはグリッ
ド・レベルで設定および保存されます。1 つ以上の行/列を選択して、グリッド・レ
ベルの設定にデフォルト設定するのではなく、それらの行/列に対する抑制プロパ
ティを有効化/無効化することもできます。これが、行/列のレベルで抑制プロパテ
ィが 3 つのオプション: "グリッド設定"、True および False を持つ理由です。グリ
ッド設定プロパティ値は、グリッド・レベルでのプロパティ設定に従います。
Financial Reporting にはこの機能がありませんでした。
これらの相違のために、Financial Reporting (FR)レポートをレポートに移行する
と、Financial Reporting (FR)レポートのすべての 行および列で抑制プロパティが有
効化されていないかぎり、Financial Reporting (FR)レポートの行および列レベルの
プロパティのみがレポートに移行されます。グリッド・レベルのプロパティは、す
べての行および列で同じ抑制プロパティが有効化されていない場合は、デフォルト
(False)のまま保持されます。

•

Financial Reporting では、相対的な世代が単一の設計時の行からのすべてのメンバ
ー組合せに対するものとなるように、セグメントごとに"相対的な世代別にインデ
ント"が計算されました。レポートでは、"相対的な世代別にインデント"は軸全体に
基づいて計算されます。つまり、相対的なインデントの計算時にすべての行メンバ
ーの組合せの相対的な世代が使用されます。
以前 Financial Reporting で使用可能であった結果をレポートで達成するには、特
定の世代(世代 3 など)に条件付き書式設定の式を設定し、書式設定は特定の金額に
よってインデントします。次に、別の特定の世代(世代 4 など)に別の条件付き書式
設定を定義し、書式設定で別の金額によるインデントを行います。

イメージ・オブジェクトの相違
Financial Reporting では、イメージの伸縮オプションがサポートされています。レポー
トでは、伸縮やクロップはサポートされていません。かわりに、イメージのサイズは
正しい縦横比になります。
テキスト・オブジェクトの相違
Financial Reporting では、テキスト・オブジェクトに AutoSize プロパティがあります。
レポートでは、高さのサイズ・オプションは次のとおりです。
•

固定(AutoSize=Off に相当)

•

合せる(AutoSize=On に相当)

•

最小

チャート・オブジェクトの相違
Financial Reporting の次のチャート・プロパティは、レポートのチャートではサポート
されていません。
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ノート:
コンボ・チャートを含む Financial Reporting のレポートをインポートすると、レポ
ートのチャート線の色が Financial Reporting の色と一致しません。

•

フォントの角度: チャートの書式設定ダイアログ・ボックスのテキストのフォント設定す
べてに対するフォントの角度

•

チャートの書式設定:
–

–

–

–

外観:
*

タイトル・ボックスの色

*

タイトル・ボックスの境界線の色、タイプおよび幅

*

グリッドの深さ

凡例:
*

繰返しラベルの抑制

*

背景の境界線のタイプおよび幅

軸:
*

X 軸の背景色

*

X 軸の境界線の色、タイプおよび幅

*

Y 軸の背景色

*

Y 軸の境界線の色、タイプおよび幅

*

Y 軸の数値の上書き書式

*

Y2 軸のタイトル・ボックス

*

Y2 軸の数値の上書き書式

円のオプション:
*

円ラベルの位置

*

円スライスの角度

位置合せおよびレイアウトの相違
•

Financial Reporting では、オブジェクトを上/左/下および左/右/中央に位置合せできます。
ただし、オブジェクトはページの適切な端に(マージンおよびヘッダー/フッターの高さを
考慮して)位置合せされます。レポートでは、同じ位置合せオプションがサポートされて
います。ただし、オブジェクトは適切な端からの一定の距離に位置合せできます。これ
は、「インデント」位置合せプロパティを介してサポートされています。

•

Financial Reporting では、ページ・サイズとマージン・サイズを比較した、オブジェクト
のサイズ変更と位置合せの検証は実行されません。レポートはレイアウト関連の検証を
実行します。レポートでインポートした Financial Reporting のレポートをオープンした
後に、オブジェクトの重なりや適合しないという検証エラーが発生した場合は、オブジェ
クトを手動でサイズ変更するか移動して、エラーを解決します。
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メンバー選択の相違
グリッド・オブジェクトを操作する際は、次の点を考慮してください。
•

同じセグメントでメンバーの重複は許可されず、削除されます。

•

Financial Reporting の AND、UNION、OR および NOT などの拡張メンバー選択演算
子は、レポートのメンバー選択関数 Intersect (複数のメンバーおよび関数を結
合、Financial Reporting の以前の AND 演算子)および Except (メンバーまたは関数
を別の関数から除外、Financial Reporting の以前の NOT 演算子)に変換されます。
Financial Reporting の OR および UNION 演算子は同じ操作を実行し、メンバー選択
のデフォルトであるため、この 2 つの演算子については、レポートに追加で何も指
定する必要はありません。NOT 演算子には、移行の相違が 2 つあります。
–

レポートのメンバー選択では、ネストされた Not 文の移行はサポートされてい
ません。たとえば、"member-selection1 and not member-selection2"は移行さ
れますが、"member-selection1 and not not member-selection2"は移行されませ
ん。

–

レポートのメンバー選択では、最初のメンバー選択での Not 文の移行はサポー
トされていません。たとえば、"member-selection1 and not memberselection2"は移行されますが、"not member-selection1 and memberselection2"は移行されません。

•

Financial Reporting では、メンバー選択で SuppressSharedMembers がサポートさ
れています。レポートでは、共有メンバーの抑制は既存のメンバー選択のオプショ
ン(メンバー選択メニューから追加)としてサポートされています。

•

レポートでは、Financial Reporting でサポートされているような、ユーザー定義の
ユーザー・メンバー・リストはサポートされていません。

•

Financial Reporting の次のメンバー選択関数は、レポートではサポートされていま
せん。

•

–

MatchEX

–

TopOfHierarchy

–

LSiblings

–

RSiblings

–

Top

–

AllMembers

Financial Reporting では、system-member-list は名前付きラベルまたは名前付き世
代のいずれかです。基礎となるデータ・ソースでは、デフォルトで
Lev<n>,<dimension name>または Gen<n>,<dimension name>の形式でこれらの
名前を提供します。ただし、データ・ソース管理者がレベルまたは世代にユーザー
指定の名前を指定することもできます(たとえば、SKU や国)。system-member-list
がデフォルト名の 1 つである場合は、LevelMembers または GenerationMembers
メンバー選択関数に変換されます。system-member-list にデフォルト以外の名前
が指定されている場合は、データ・ソースに接続しないと使用可能な名前のリスト
を判断できません。そのため、移行エラーが表示され、メンバー選択がディメンシ
ョン親メンバーに変換されます。
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•

メンバーの移行時には、$ (代替変数を意味する)のプリフィクスが付いた Financial
Reporting のメンバー名が、代替変数に変換され、レポートでは&のプリフィクスが付き
ます。

•

Financial Reporting Web Studio では、グリッド内の重複したプロンプト・ラベルが許可
されています。レポートでは、重複したプロンプト・ラベルは許可されていません。複数
の場所におけるプロンプト定義の再利用が必要である場合、プロンプトに対して保存済選
択を作成する必要があり、複数の場所から「保存済選択」を選択します。Financial
Reporting Web Studio レポートに重複したプロンプト・ラベルが含まれ、あるプロンプト
定義において複数のメンバーの選択が許可されており、同じラベルを持つ別のプロンプト
定義がメンバー選択関数で単一の選択(子(プロンプト)など)として使用されている場合、
レポートへの移行時に、レポート設計者は、検証エラーが発生した重複するプロンプト・
ラベルを手動で調整する必要があります。

•

Financial Reporting Web Studio では、プロパティ・メンバー選択関数は、メンバー名、
メンバーの別名、属性メンバーおよび UDA に対して機能します。レポートでは、メンバ
ー名および別名の使用はサポートされていません

条件付き書式と抑制の違い
Financial Reporting Web Studio では、条件付き書式設定と抑制条件により、#missing データ
値がゼロであるかのように評価されます。
たとえば、条件式'value == 0'の場合、これはゼロ値と#missing 値の両方に対して true にな
ります。
レポートでは、条件は#missing データ値のみをデータなしとして評価します。
たとえば、条件式'value == 0'の場合、これはゼロ値に対してのみ true で、#missing 値に対
して true ではありません。
したがって、レポートでは、ゼロまたは#missing のいずれかをチェックするときは、個別の
条件を定義する必要があります。
グループ化および自動計算の相違
Financial Reporting の自動計算(Auto-Calc)は、同等のレポート・グループに移行され、次の
考慮事項および相違があります。
•

Financial Reporting では、Auto-Calc 式は固定で、ダイアログ・ボックスで定義されまし
た。これらは、同等の式行または式列に移行されます。

•

Financial Reporting の Auto-Calc が指定されたディメンション・レイヤーは、レポートの
グループ化されたディメンション・レイヤーと異なります。

•

–

Financial Reporting のレイヤー 0 は、計算の総計タイプと見なされていました。これ
は、単にすべての Auto-Calc ディメンション組合せの合計であるため、実際の値は追
加されません。レポートでは、これは、グループ化された行または列を参照する、グ
ループ化されていない行/列と同等です。このようにして、レイヤー 0 Auto-Calc が移
行されます。

–

レイヤー 1+ Auto-Calc は、レポートでは、Financial Reporting のレイヤー– 1 のグル
ープに移行されます。したがって、レイヤー 1 の Auto-Calc はグループ・レイヤー 0
のようになります。

Financial Reporting では、「自動計算の後に改ページを許可」プロパティが、該当するデ
ィメンションのグリッド・レベルの「グループ改ページ」プロパティに移行されます。た
だし、Financial Reporting では、このプロパティは各 Auto-Calc で指定でき、グリッド内

B-17

付録 B

Financial Reporting とレポートの相違

で変更できました。これは、レポートのグリッド・レベルのプロパティで、グリッ
ド内の特定ディメンションのすべてのグループに 適用されます。
•

Financial Reporting では、「改ページの挿入の許可」プロパティがグリッド・レベ
ルの「グループ内の改ページなし」プロパティに移行されます。これは、レポート
のグリッド・レベルのプロパティで、グリッド内の特定ディメンションのすべての
グループに適用されます。

•

Financial Reporting では、Auto-Calc の非データ・セグメントの書式設定は条件付
き書式設定を使用して実行されました。レポートでは、グループ内の非データ・セ
グメントはグリッドに含まれ、直接書式設定できるため、これは不要です。
Financial Reporting レポートの条件付き書式設定は、レポートの同等のセグメント
に移行されます。

レポートで使用できない機能
Financial Reporting の次の機能は、レポートではサポートされていません。
•

プランニング・ユニットの注釈

•

注釈

•

行/列のテンプレート

フォントの相違
Financial Reporting のフォントがカスタム・フォントとしてアップロードされている場
合を除き、Financial Reporting の次のデフォルト・フォントは同等のレポートのフォン
トに変換されます。
表 B-2 Financial Reporting のフォントおよび同等のレポートのフォント
Financial Reporting のデフォルト・フォント 同等のレポートのフォント
Microsoft Sans Serif

Liberation Serif

Arial

Liberation Sans

Times New Roman

Liberation Serif

Courier

Liberation Mono

ノート:
Financial Reporting Web Studio には、追加のロケール(レポートでは表示され
なかった特定のフォント)が含まれます。

Narrative Reporting でフォントをアップロードするには、Narrative Reporting の管理の
追加フォントのアップロードを参照してください。
EPM Cloud プラットフォームでフォントをアップロードするには:
•

Planning の操作のフォントのアップロード

•

Financial Consolidation and Close の管理のフォントのアップロード

•

Tax Reporting の管理のフォントのアップロード
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その他の相違
レポートの移行時には、次の点を考慮してください。
•

MemberOverride はレポートでサポートされていません

•

コンテンツへのドリルを使用して、Essbase のリンク・レポート・オブジェクトまたは
Narrative Reporting のセル・ファイル添付をソースとするセル・ファイル添付にドリルで
きません。

•

リンクされたローカル・オブジェクトは、グリッドやチャートなどのレポート・オブジェ
クトであり、リポジトリに保存されてレポートに挿入されますが、レポートではサポート
されていません。移行対象の Financial Reporting のレポートにリンクされたオブジェク
トが見つかった場合は、移行エラーが表示されます。

•

勘定科目タイプによる条件付き書式設定または抑制(たとえば、勘定科目タイプが収益の
行を抑制)を使用して EPM Cloud のレポート(たとえば、Planning モジュール)を移行する
場合は、正しく適用されるために条件式を更新する必要があります。これは、Financial
Reporting では、タイプが費用または費用外の場合にのみ勘定科目タイプの条件式がチェ
ックされ、レポートでは、勘定科目タイプが資産、負債、資本、収益、費用または費用外
であるかどうかがチェックされます。結果的に、実際の勘定科目タイプを確認するために
条件式を更新する必要があります。たとえば、レポートの移行後に収益の実際の勘定科目
タイプを抑制するために、収益勘定科目タイプ(Financial Reporting では費用外とみなさ
れる)を抑制する式を更新する必要があります。

•

レポートでは、カスタム用紙フォーマットのサイズがサポートされていません。移行で、
このサイズはレターに変換されます。

•

レポートでは、スーパー A3 用紙フォーマットのサイズがサポートされていません。移行
で、このサイズはレターに変換されます。

•

Financial Reporting では、ユーザーは MemberOverride を CellText 関数に追加できます。
レポートでは、これは現在サポートされていません。

•

Financial Reporting のライブラリ・フォルダへの関連コンテンツのリンクは、レポートへ
のインポート中に削除されます。
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レポートと Excel にインポートされたレポー
トの相違
このトピックは、レポートと Excel にエクスポートまたはインポートされたレポートの相違
を理解するのに役立ちます。
•

レポート・デザイナでは、「境界スタイル」および「境界線の幅」プロパティの組合せを
使用して、境界線書式設定スタイルを定義できます。
「境界スタイル」には、
「実線」、
「点
線」、
「破線」および「二重」があります。
「境界線の幅」は 1 から 5 の値を取ることがで
きます。Excel にインポートすると、Excel では別の幅の設定がサポートされていないた
め、境界スタイルは次のようにマップされます:
レポート

Excel

実線、Width_1

細線

実線、Width_2

実線

実線、Width_3、Width_4、Width_5

太線

点線、任意の幅

点線

破線、Width_1

破線

破線、Width2、Width3、Width_4、Width5

中線(破線)

二重、任意の幅

二重線

•

セルが透過のフォント色で定義されている場合、Excel ではサポートできません。レポー
トでの回避策は、「テキストの置換」プロパティを使用し、空の値に置換テキストを設定
することです。

•

レポートが Excel にインポートされると、行バンディングはサポートされません。

•

プリフィクス/サフィクス位置合せ: %を他の文字またはスペースと 組み合せることはで
きません。そのように書式設定すると、Excel に正しくない数値が表示されることがあり
ます。プリフィクスを位置合せすると、Excel では、セルの左端にプリフィクスの文字が
配置されます。負数のサフィクスを指定し、正数のサフィクスを指定せず、サフィクスの
位置合せを設定した場合、余分なスペースが 正数の後に表示されることがあります。

•

レポートに、異なる列数または異なる列幅(あるいはその両方)の垂直に積み上げられた複
数のグリッドがある場合、エクスポートしたレポートの Excel での列幅は、レポートの最
初のグリッドの列幅に基づきます。その結果、残りのグリッドは、Web 内のレポートと
比較して、同じようには整列しないか、異なる列幅を持つ可能性があります。これは、
Excel では、スプレッドシートのすべての 行に対して列幅が一定のままであるためです。

•

セル・プロパティにインデントが指定されている場合、インデントのサイズは、設定され
ている書式設定ユーザー・プリファレンスに応じて(例: "0.25"は"インチ"でインデント)、
レポート・デザイナによってインチまたはセンチメートルで定義されます。レポートを
Excel にダウンロードすると、Excel で同等のインデントの作成が試行されます。Excel で
のインデントは、標準フォントおよびフォントサイズのスペース 文字の幅を計算すること
によって行われます
詳細は、Microsoft のトラブルシューティングのページを参照してください。
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インデントの量を計算する様々な方法は、レポートと Excel の間で同一ではない場
合があります。この結果、レポート・プレビュー(PDF または HTML)では折り返し
ていなかったセル内のテキストが、Excel 文書では折り返す場合があります。
Excel 文書の列幅が、その列のセルに値を表示するには十分ではなくなる場合もあ
ります。例: セルに表示するにはセル値が大きすぎるため、Excel がセル値に"#"を
表示する場合があります。
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サンプル・レポート・コンテンツの操作
Related Topics
•

サンプル・レポートのレビュー

•

サンプル・ブックのレビュー

•

サンプル・バースティング 定義ファイルのレビュー

サンプル・レポートのレビュー
ノート:
この項は Narrative Reporting デプロイメントにのみ適用されます。

サービス管理者によってサンプル ・ファイルがインストールされ、サンプル・レポートをレ
ビューした後(サンプルのインストールを参照)、次のサンプル・レポートを操作できます。
表 D-1 すべてのサンプル ・レポートのリスト
レポート名

摘要

Sample Report 0 (エグゼクティブ・サマリー)

棒グラフおよびドーナツ・グラフの基準となる 2
つの非表示のグリッドと、いくつかの勘定科目の
要約済データ・ポイントを返すテキスト・ボック
スのテキスト関数が含まれています。例としてテ
キスト・ボックスに静的ナラティブが表示され、
この目的のためにノートを使用することもできま
す。

Sample Report 1

損益計算書勘定科目を示す行、Scenarios を示す列
のあるグリッドが含まれ、行の勘定科目ごとに"純
売上高に対する割合(%)"を表示する 2 つの式列も
示されます。

Sample Report 2a (基本チャート)

非表示のグリッドの基準となる円、棒および折れ
線グラフが含まれています。

Sample Report 2b (拡張チャート)

非表示のグリッドの基準となるウォーターフォー
ル、バブル、ツリーマップおよびサンバースト・
チャートが含まれています。

Sample Report 3

グリッドおよびチャートが含まれ、グリッドの行
に Entities、列に Scenarios が示されます。この
チャートは、表示されるグリッドによって決まり
ます。
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表 D-1 (続き) すべてのサンプル ・レポートのリスト
レポート名

摘要

Sample Report 4a (RelativeMember)

行に損益計算書勘定科目、列に Scenarios ディメ
ンションと Fiscal Calendar ディメンションが示
されるグリッドが含まれています。グリッドに
は、Range および RelativeMember メンバー選択
関数の組合せを使用した、Scenarios 全体のローリ
ング・レポートが表示されます。
•
•
•
•

Sample Report 4b (PeriodOffset)

行に貸借対照表勘定科目、列に Years ディメンシ
ョンと Fiscal Calendar ディメンションが示され
るグリッドが含まれています。グリッドには、
Range および PeriodOffset メンバー選択関数の
組合せを使用した、Years 全体の 12 か月のローリ
ング・レポートが表示されます。
•
•

Sample Report 5 (プロンプト)

Years は現在の POV に基づきます。
Fiscal Calendar は、"CurrentPOV – 5 の
PeriodOffset"で始まり"CurrentPOV – 6 の
PeriodOffset"で終わる Range 関数に基づき
ます。

次の指定を求めるプロンプトが表示されるグリッ
ドが含まれています。
•
•
•

Sample Report 6 (条件付き書式と抑制)

実績データの POV には、FY17 年 1 月から現
在選択されている月(デフォルトでは 6 月)が
含まれています。
プラン・データには、FY18 年現在の POV + 1
(デフォルトでは 7 月)から 12 月が含まれてい
ます。
POV を変更して、別の月を選択できます。こ
れらの列では、現在の POV、範囲および相対
メンバー選択関数を組み合せて使用します。
POV に 12 月が選択されたときに実際のデー
タのみを表示するために、列 B および C の条
件付き抑制定義に使用される 3 つ目の非表示
データ列(C)があり、POV 選択が 12 月の場合
にプラン・データが抑制されます。

行の 1 つ以上のセグメント
列で選択した四半期の子
印刷可能ページが有効になっている POV の 1
つ以上のエンティティ 。

行に Entities および列に Scenarios があり、次の
内容が適用されたグリッドが含まれています。
•
•

•

セルの背景色がセル値によって赤、緑または
黄になる、実績とプランの差異列に対する条
件付き書式設定。
評価されている正または負のデータ値に基づ
いて指示的な語句とともにメンバー名とデー
タ値を返す、前述の赤および緑の条件付き書
式に基づく条件付きテキスト。
値が 1,000,000 未満のすべての 行を抑制する、
エンティティ 行に対する条件付き抑制。
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表 D-1 (続き) すべてのサンプル ・レポートのリスト
レポート名

摘要

Sample Report 7 (ズームとドリル)

行に Accounts および列に Scenarios があり、次の
ズームおよびドリル定義が設定されたグリッドが
含まれています。
•

"Gross Profit"および"Net Income"の子に対
するズーム。
•
対応する Wikipedia ページへのリンクがあ
る、総利益および純利益の行ヘッダーの URL
へのドリル
実績列の総利益および純利益のデータ・セル
•
に対するサンプル・レポート 3 へのドリル。
勘定科目の POV はターゲット・レポートに渡
されます。
ノート: "Sample Report 3"へのドリル定義によっ
て、このレポートが"Samples\Reports"フォルダに
存在することが要求されます。サンプル管理レポ
ートを別のフォルダに移動する場合は、ドリル・
リンクが正常に機能するように、ドリル定義を新
しい場所に更新する必要があります。

Sample Report 8 (グループ化)

行に Accounts、Entities および Segments、列
に Scenarios が示されるグリッドが含まれていま
す。
グループ化は、勘定科目ディメンションおよ
びエンティティ ・ディメンションに対して定
義されています。
グループの見出しおよび合計または小計を表
•
示するために、グループ内に追加のテキスト、
式およびセパレータの行があります。
詳細は、このレポートの簡易バージョンを利用し
てレポート設計の詳細と手順を示している複数の
グループ化を使用したグループ化の例を参照して
ください。
•

Sample Report 9a (ノート・ボックス入力)

Performance Summary および Variance
Summary の 2 つのノート・テンプレートが挿入
されている簡単なグリッドおよびチャートが含ま
れています。Entities および Segments ディメ
ンションは POV で変更可能であり、一部のサンプ
ル・ノートは両方のノート・テンプレートに入力
されています。このレポートの目的は、様々な
POV 選択でレポートのノート・エントリに使用さ
れるノート・テンプレート/ボックスの例を提供す
ることです。
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表 D-1 (続き) すべてのサンプル ・レポートのリスト
レポート名

摘要

Sample Report 9b (ノート・テキスト・ボック
ス)

簡単なグリッドと、ノート・テキスト関数を含む
データ・ソース対応のテキストボックスが含まれ
ています。テキスト関数では、Entities ディメン
ションが「テキスト POV による制御」に設定され
ている名前付き POV (Named POV 1)と、ノート・
フォーマット(Text Box Note Format)を使用しま
す。Entities ディメンションは POV で変更可能
であり、次の処理を許可するセカンダリ POV がテ
キスト・ボックス内にあります。
レポートのグローバル POV での Entities メ
ンバーの選択。
•
レポートのグローバル POV で選択された
Entities メンバーに適用されるメンバー選択
関数(例: 下位、子など)の選択。
このレポートの目的は、POV 選択に基づくノート
を表示および集計する例を提供することです。
•

Sample Report 9c (インライン・グリッド・ノー Entity Variance Description ノート・テンプレ
ートを使用するノート列セグメントが示される簡
ト・エントリ)
単なグリッドが含まれています。Segments ディ
メンションは POV で変更可能です。いくつかの
サンプル・ノートがノート・テンプレートに入力
されています。このレポートの目的は、エンド・
ユーザーがグリッドにノートをインラインで入力
する方法を示すことです。
Sample Report 9d (GridNotes Text Function) GridNotes テキスト関数を含むテキスト列が示さ
れる簡単なグリッドが含まれています。テキスト
関数は列 A に添付されているノードを参照し、ノ
ート・フォーマット(Grid Cell Note Format)を使
用して、Performance Summary ノート・テン
プレートのノートを返します。Entities ディメン
ションは POV で変更可能です。
Sample Report 10 (バタフライ・レポート)

行に Accounts、列に Fiscal Calendar があるグリ
ッドが含まれています。
「前に行見出し」グリッ
ド・プロパティが列 C に対して設定され、ここで
勘定科目行のラベルが列 B と C の間に表示され、
バタフライ・レポートになります。また、勘定科
目メンバー・ラベルは表示目的で中央揃えされま
す。

Sample Report 11 (保存済選択)

列に Fiscal Calendar ディメンションがある 2 つ
の列が含まれています。ここで、メンバー選択は
保存済選択を基準とします。保存済選択には月の
プロンプトが含まれています。最初のグリッドに
は、月、月の QTD および月の YTD の列がありま
す。2 つ目のグリッドには、「シナリオ」選択の
Actual、Plan および Variance の 3 つの列があり
ます。3 つの列はすべて 、Fiscal Calendar の月の
選択によって決まります。
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表 D-1 (続き) すべてのサンプル ・レポートのリスト
レポート名

摘要

Sample Report 12a (共有レポート)

2 枚のシートにわたる 2 つのグリッドおよび 1 つ
のチャートが含まれており、ヘッダーに 3 つのテ
キスト・ボックスおよび 1 つのイメージ・オブジ
ェクトも含まれています。レポートは共有レポー
トとして保存されます。共有レポート内のすべて
のオブジェクトは、他のレポートへの挿入に使用
できます。sample reports 12b および 12c には、
このレポートから挿入された共有オブジェクトが
あります。

Sample Report 12b (サブスクライブ・レポート Sample Report 12a からのすべての 共有ヘッダ
ー・オブジェクトおよび 1 つの共有グリッドが含
1)
まれています。ソース共有レポートでオブジェク
トに加えられた変更は、このサブスクライブ・レ
ポート内の挿入済共有オブジェクトにも反映され
ます。
Sample Report 12c (サブスクライブ・レポート Sample Report 12a からのすべての 共有ヘッダ
ー・オブジェクト、1 つの共有グリッドおよび 1 つ
2)
の共有チャートが含まれています。ソース共有レ
ポートでオブジェクトに加えられた変更は、この
サブスクライブ・レポート内の挿入済共有オブジ
ェクトにも反映されます。

サンプル・ブックのレビュー
ノート: この項は Narrative Reporting デプロイメントにのみ適用されます。
レポート、セクション、ページ設定の操作を練習し、レポートおよびセクションの様々な目
次定義を調べるために、ブック・サンプルが用意されています。この項では、サンプルおよ
びブック出力プロセスについて説明します。
サービス管理者によってサンプル ・コンテンツがデプロイされた後、サンプル・ブックをレ
ビューできます。詳細は、「サンプルのインストール」を参照してください。
サンプルをガイドラインとして使用して、独自のブックおよびレポート構造を作成します。
表紙と目次の概要
文書をブックに追加すると、その文書はライブラリへのリンクを参照します。実際の文書は
ブックにコピーされません。Word 文書には、架空の例である Vision コーポレーション用の静
的な表紙があります。目次は、Word のテンプレートに目次定義として挿入されています。挿
入された目次定義は、最初は文書に空白で表示されますが、ブック出力が実行されるか、ブ
ックがプレビューされると値が移入されます。
「ページ設定」オプションについて
すべてのブック ・サンプルには、ヘッダーやフッターなどの共通のページ設定定義が含まれ
ています。
ヘッダーとフッターのスタンプは、レポートの最初のページで始まるように定義されており、
ブックの各レポートに表示されます。
「ページ設定」オプションを使用して、ヘッダーとフッターの定義を変更できます。
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Sample Book 1.1、1.2 および 1.3
Sample Book 1.1、1.2 および 1.3 には、同じ POV 設定を持つ同じレポートが含まれ
ていますが、各レポートは、ブック内の各レポートにセクションや異なる TOC ヘッダ
ー定義を使用することにより、表示が異なります。
Sample Book 1.1 について
このブックには、「Segment Reports」というセクションがあり、「Sample Report
1」、
「Sample Report 3」および「Sample Report 4」の各レポートが含まれています。
•

Sample Report 1:
「POV」の「Segments」に「Seg01」および「Seg02」が選択されています。
目次ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
レポート名の後に、セグメント POV のメンバーの別名が続いています。

•

Sample Report 3:
「POV」の「Segments」に「Children of Seg01」および「Children of Seg02」
が選択されています。
目次ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")

•

Sample Report 4:
「POV」の「Entities」に「E01」および「E02」が、
「Segment」に「AllSegments」
が選択されています。
「Fiscal Calendar」ディメンションには「Current POV」が
選択されており、これはブック POV で定義されていることを意味します。
TOC ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Entities"),
MemberAlias("Segments")

D-6

Appendix D

サンプル・ブックのレビュー

Sample Book 1.2 について
このブックには、「Sample Report 1」、「Sample Report 3」および「Sample Report 4」の
各レポートが含まれています。このブックは Sample Book 1.1 に似ていますが、セクション
がありません。
•

Sample Report 1:

D-7

Appendix D

サンプル・ブックのレビュー
「POV」の「Segments」に「Seg01」および「Seg02」が選択されています。
目次ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
レポート名の後に、セグメント POV のメンバーの別名が続いています。
•

Sample Report 3:
「POV」の「Segments」に「Children of Seg01」および「Children of Seg02」
が選択されています。
目次ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")

•

Sample Report 4:
「POV」の「Entities」に「E01」および「E02」が、
「Segment」に「AllSegments」
が選択されています。
「Fiscal Calendar」ディメンションには「Current POV」が
選択されており、これはブック POV で定義されていることを意味します。
TOC ヘッダー: ArtifactName(): MemberAlias("Entities"),
MemberAlias("Segments")
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Sample Book 1.3 について
このブックには、「Sample Report 1」、「Sample Report 3」および「Sample Report 4」の
各レポートが含まれています。このブックは Sample Book 1.2 に似ていますが、レポート名
の後に POV 選択を表示するための、複数の目次ヘッダー定義レベルが含まれています。
•

Sample Report 1:
「POV」の「Segments」に「Seg01」および「Seg02」が選択されています。
目次ヘッダー:
ArtifactName():
MemberAlias("Segments")
レポート名の後に、セグメント POV のメンバーの別名が続いています。

•

Sample Report 3:
「POV」の「Segments」に「Children of Seg01」および「Children of Seg02」が選択
されています。
目次ヘッダー:
ArtifactName():
MemberAlias("Segments")

•

Sample Report 4:
「POV」の「Entities」に「E01」および「E02」が、「Segment」に「AllSegments」が
選択されています。
「Fiscal Calendar」ディメンションには「Current POV」が選択され
ており、これはブック POV で定義されていることを意味します。
目次ヘッダー:
ArtifactName():
MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")
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Sample Book 2.1 について
このブックには、「Sample Report 1」および「Sample Report 4」が含まれる、
「Segments」というセクションがあります。
セクションには、
「Seg01」および「Seg02」のセグメント POV 定義が含まれる一方、
2 つのレポートのセグメント POV 選択は「Current POV」です。これは、両方のレポ
ートに定義されたセクション POV が、基本的に各セグメント・メンバーにカスケード
され、それに対して各レポートが実行されることを意味します。
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「Sample Report 4」には、「Entities」に「E01」および「E02」が、「Fiscal Calendar」デ
ィメンションに「Current POV」が選択された POV があります。
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Sample Book 2.2 について
このブックは Sample Book 2.1 に似ていますが、セクション POV が「Children of
Current POV」に設定され、「Sample Report 1」および「Sample Report 4」が含ま
れています。ブック POV 選択は、
「Segments」ディメンションのいくつかの親メンバ
ーに設定されています。
このブック・サンプルは、ブック POV 選択によってレポートのカスケードがどのよう
に決まるかを示しています。
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Sample Book 3 について
このブックには、
「Segments」、
「SKU」および「Item」という名前のネストされたセクショ
ンがあります。
レポートの目次ヘッダーは次のとおりです。
Sample Report 1: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Sample Report 3: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Sample Report 4: ArtifactName(): MemberAlias("Entities"),
MemberAlias("Segments")
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Sample Book 4 について
このブックには、「Segment Summary」および「Summary and Closing comments」とい
う名前の 2 つのセクションがあります。
レポートおよびブックの目次ヘッダーは次のとおりです。
Sample Report 1: ArtifactName()
Segment Summary Introduction: ArtifactName()
Sample Book 1.2: ArtifactName()
ブック・デザイナ・ビュー:
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目次表示:

Sample Book 5 について
このブックでは、すべてのサンプル ・レポートが 1 つのブックに含まれています。こ
こには、2 つの異なるタイプのサンプル・レポートをグループ化する、
「Management
Reports」および「Notes Reports」という 2 つのセクションがあります。
レポートの目次ヘッダーには、主に、ArtifactName()関数によるレポート名が表示さ
れます。一部のレポートでは、レポート・ディメンションの 1 つまたは 2 つのメンバ
ー別名も表示されます。
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ブック・デザイナ・ビュー:
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目次表示:
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サンプル・バースティング 定義ファイルのレビュー
ノート: この項では、サンプル・バースティング CSV ファイルへの参照は、Narrative
Reporting デプロイメントでのみ使用できます。
サービス管理者によってサンプル ・コンテンツがデプロイされた後、サンプル・バースティ
ング定義をレビューできます。詳細は、「サンプルのインストール」を参照してください。
サンプルをガイドラインとして使用して、独自のバースティング 定義を作成します。
サンプル・バースティング ・ファイルには、次のものがあります。
•

サンプル・ターゲット配布ファイル:
–

bursting_file_segments.csv
サンプル・バースティング 定義 1 で使用されるこのターゲット配布 CSV ファイルに
は、セグメント・ディメンションの level 0 メンバー、および最初の 5 つのメンバー
の架空の(実際にはない)ユーザー ID と E メール・アドレスが含まれています。
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–

bursting_file_empty.csv
このターゲット配布 CSV ファイルには列見出しのみが含まれているため、新
しいターゲット配布ファイルを作成するための開始ポイントとして使用でき
ます。

•

サンプル・バースティング 定義ファイル:
–

サンプル・バースティング 定義 1

–

サンプル・バースティング 定義 2

–

サンプル・バースティング 定義 3

サンプル・バースティング 定義
これらのサンプル・バースティング 定義は、成功および失敗を伝える通知に架空の(実
際にはない)E メール・アドレスを使用し、ライブラリに公開されるすべての 出力ファ
イルのルート・フォルダとして Samples フォルダを利用します。
すべてのサンプル・バースティング 定義ファイルは、フォルダ・パスに ArtifactName()
というテキスト関数を使用し、ファイルはルート・フォルダの下に作成され、すべて
の出力ファイルが格納されます。
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サンプル・バースティング 定義 1
サンプル・バースティング 定義 1 には、セグメント・ディメンション全体でレポートの出力
をバースティングするための ターゲット配布ファイルが含まれており、出力ファイルをそれ
ぞれのユーザーに E メールで送信し、出力ファイルをライブラリに公開します。
このバースティング 定義は、Sample Report 1 をバースティング ・アーティファクトとして
使用し、bursting_file_segments.csv ファイルをターゲット配布ファイルとして利用し、バ
ースティング POV ディメンションで 5 つのセグメント・メンバーが選択されています。
サンプル・バースティング 定義 1 の選択を示した、次のイメージを確認してください。

次の例を見てみましょう。
•

会計カレンダ・ディメンションはグローバル・ディメンションで、「6 月」が選択されて
います

• 「E メール」と「ライブラリ」の両方のチャネルが選択され、次の情報が指定されていま
す
– 「E メール」の「添付名」フィールドに、ArtifactDescription() MemberAlias("Segments")というテキストが表示されています。
– 「ライブラリ」の「アーティファクト 名」フィールドに、ArtifactDescription() MemberAlias("Segments")というテキストが表示されています。
•

結果の PDF ファイル名は、レポートの摘要とセグメント・メンバー名に基づいて表示さ
れます。例: Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf

サンプル・バースティング 定義を実行すると、次のようになります。
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•

バースティング POV ディメンションで選択されている 5 つのセグメントについ
て出力ファイルが生成されます。

• 「E メール」チャネルでは、external_emails と user_emails の両方の列の各メン
バーにリストされている配布ファイルの E メール・アドレスで、それぞれのユー
ザーに、対応する出力ファイルが E メールで送信されます。
たとえば、BAS メンバーの場合は、jane.q.public@example.com および user0001
に結果の出力が E メールで送信されます。
• 「ライブラリ」チャネルでは、5 つの出力ファイルはすべて「アーティファクト
(
名」
および「パス階層」で使用されるテキスト関数の結果として)ルート・フォルダ Samples の Sample Report 1 サブフォルダの下のライブラリに公開されます。
ライブラリへのアクセス権限は、user_names 列の配布ファイルに基づいて出力ご
とに付与されます。たとえば、BAS メンバーの場合は、user0001 に結果の出力へ
のアクセス権が付与されます。
• 「成功通知」に指定されている E メール・アドレス(jaime.sommers@example.com)
に、バースティング 定義の成功した実行の情報が記載された E メールが送信され
ます。

サンプル・バースティング 定義 2
このサンプル・バースティング 定義は、ターゲット配布ファイルなしでセグメント・
ディメンション全体でレポートの出力を生成し、出力ファイルを指定のユーザーに E
メールで送信し、出力ファイルをライブラリに公開します。
このバースティング 定義では、Sample Report 1 をバースティング ・アーティファク
トとして使用し、バースティング POV ディメンションで 5 つのセグメント・メンバー
が選択されています。
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サンプル・バースティング 定義 2 の選択を示した、次のイメージを確認してください。

次の例を見てみましょう。
•

会計カレンダ・ディメンションはグローバル・ディメンションで、「6 月」が選択されて
います

• 「E メール」と「ライブラリ」の両方のチャネルが選択され、次の情報が指定されていま
す
– 「E メール」の「添付名」フィールドに、ArtifactDescription() MemberAlias("Segments")というテキストが表示されています。
– 「ライブラリ」の「アーティファクト 名」フィールドに、ArtifactDescription() MemberAlias("Segments")というテキストが表示されています。
•

結果の出力ファイル名は、レポートの摘要とセグメント・メンバー名に基づいて表示され
ます。例: Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf

サンプル・バースティング 定義を実行すると、次のようになります。
•

バースティング POV ディメンションで選択されている 5 つのセグメントについて出力
ファイルが生成されます。

• 「E メール」チャネルでは、
「生成されたすべてのレポートを 1 つのメールですべての 受信
者に送信」オプションが選択され、
「配布ファイル」は使用されず、
「配布リスト」に指定
されている 2 人のユーザーの E メール(zachary.smith@example.com と
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jane.q.public@example.com の両方)に、5 つの出力ファイルすべてが 添付された
E メールが送信されます。
• 「ライブラリ」チャネルでは、
「生成されたレポートへのすべての 権限の割当」オプ
ションが選択され、
「配布ファイル」は使用されません。
「ユーザー・リスト」に指
定されているユーザーにのみ、結果の出力ファイルへの権限が付与されます。

ノート:
これはサンプル・バースティング ・ファイルであり、各顧客のシステム
には異なるユーザーがいるため、
「ユーザー・リスト」にシステム・ユー
ザーはいません。
5 つの出力ファイルはすべて「アーティファクト
(
名」および「パス階層」で使用さ
れるテキスト関数の結果として)ルート・フォルダ - Samples の Sample Report 1
サブフォルダの下のライブラリに公開されます。
• 「成功通知」に指定されている E メール・アドレス(jaime.sommers@example.com)
に、バースティング 定義の成功した実行の情報が記載された E メールが送信され
ます。

サンプル・バースティング 定義 3
このサンプル・バースティング 定義は、ディメンション全体でのバースティングなし
でブックの単一の出力を生成し、指定されたユーザーに結果の出力ファイルを E メー
ルで送信し、出力ファイルをライブラリに公開します。

D-24

Appendix D

サンプル・バースティング 定義ファイルのレビュー

このバースティング 定義では、Sample Book 1.1 をバースティング ・アーティファクトとし
て使用し、バースティング POV ディメンションを「なし」に設定しているため、1 つの出力
ファイルのみが生成され、ターゲット配布ファイルは使用されません 。
サンプル・バースティング 定義 3 の選択を示した、次のイメージを確認してください。

次の例を見てみましょう。
•

会計カレンダ・ディメンションはグローバル・ディメンションで、「6 月」が選択されて
います

• 「E メール」と「ライブラリ」の両方のチャネルが選択され、次の情報が指定されていま
す
– 「E メール」の「添付名」フィールドに、ArtifactName() - MemberName("Fiscal
Calendar")というテキストが表示されています。
– 「ライブラリ」の「アーティファクト 名」フィールドに、ArtifactName() MemberName("Fiscal Calendar")というテキストが表示されています。
•

結果の出力ファイル名は、ブック名と会計カレンダ・メンバー名に基づいて表示されま
す。例: Sample Book 1.1 – June.pdf

サンプル・バースティング 定義を実行すると、次のようになります。
• 「バースティング POV ディメンション」が「なし」に設定され、複数のメンバー間での
バースティングが 使用できないため、1 つの出力ファイルが生成されます。
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• 「E メール」チャネルでは、「配布ファイル」は使用されないため、「配布リスト」
に指定されている 2 人のユーザーの E メール(zachary.smith@example.com と
jane.q.public@example.com の両方)に、1 つの出力ファイルのみが添付された E
メールが送信されます。
• 「ライブラリ」チャネルでは、
「配布ファイル」は使用されず、
「ユーザー・リスト」
に指定されているユーザーにのみ、結果の出力ファイルへの権限が付与されます。

ノート:
これはサンプル・バースティング ・ファイルです。各顧客のシステムに
は異なるユーザーがいるため、
「ユーザー・リスト」にシステム・ユーザ
ーはいません。
出力ファイルは(
「アーティファクト 名」および「パス階層」で使用されるテキスト
関数の結果として)ルート・フォルダ - Samples の Sample Book 1.1 サブフォル
ダの下のライブラリに公開されます。
• 「成功通知」に指定されている E メール・アドレス(jaime.sommers@example.com)
に、バースティング 定義の成功した実行の情報が記載された E メールが送信され
ます。
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