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サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供
しています。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に
障害があるお客様は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs を参照し
てください。
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データ統合
データ統合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud での統合プロセスの実行
の基礎となるメカニズムです。忙しい管理者やユーザー向けに設計されたものであり、ファ
イルベース統合と直接統合のソースの定義、ソース・データを必要なターゲット・フォーマ
ットに変換するためのマッピング・ルールの作成、および定期的なデータ・ロード・プロセ
スの実行と管理が可能になります。一般的な統合タスクは、作業方法をサポートし、それに
準拠する、ナビゲートしやすいインタフェースを使用して行います。

ノート:
データ統合は、従来のデータ管理に代わるものではありません。従来の機能のサブ
セットで同じワークフローをサポートする追加機能です。データ統合は、データ管
理と 100%同等になるまで強化が続けられます。
データ統合の使用について学習するには、次の概要ビデオを参照してください。
概要: Planning and Budgeting Cloud でのデータ統合の使用.

前提条件
データ統合を使用するための前提条件は、次のとおりです。
データ統合は、次の役割が Planning、Tax Reporting および Financial Consolidation and Close
のビジネス・プロセスで使用できます:
•

サービス管理者

•

パワー・ユーザー

•

ユーザー

ノート:
Oracle Sales Planning Cloud は、データ統合のターゲット・アプリケーションとし
て使用可能です。
Account Reconciliation では、データ統合へのアクセスは、事前定義済のサービス管理者の役
割を割り当てられたユーザーのみに制限されています。
ソース・システムやターゲット・アプリケーションの登録などの設定タスクを実行するには、
データ統合をデータ管理と組み合せて使用する必要があります。データ管理は引き続き完全
にサポートされ、「ナビゲータ」メニューの選択肢として使用可能です。
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前提条件
データ統合とデータ管理の間で、統合関連のアクティビティは 双方向的に行われ、同
期されます。たとえば、データ統合でディメンションをマッピングすると、保存され
たマッピングはすべて 自動的にデータ管理に移入されます。
EPM 統合エージェントを使用するお客様については、EPM 統合エージェントを参照し
てください。
データ統合を使用する際の特別な考慮事項は、次のとおりです。
機能

データ統合の特別な考慮事項/特筆事項

役割

データ統合は、次の役割が Planning、Tax
Reporting および Financial Consolidation
and Close のビジネス・プロセスで使用できま
す:
Account Reconciliation では、データ統合への
アクセスは、事前定義済のサービス管理者の役
割に割り当てられたユーザーのみに制限され
ています。
サービス管理者は、次のようなカスタム役割を
設定することもできます:
管理 - フル・アクセスを持ち、すべてのタ
スクを実行できます。
•
統合の作成 - 統合および関連する設定を
定義し、統合を実行します
•
統合の実行 - 統合を実行し、マッピングを
表示します
Profitability and Cost ManagementOracle
Hyperion Public Sector Planning and
Budgeting および Oracle Enterprise Data
Management Cloud では、データ管理にアク
セスできません

•

サポートされるサービス

Planning、Tax Reporting、Financial
Consolidation and Close、Account
Reconciliation

接続

データ統合の接続の構成オプションを使用し
て、次のソースへの直接接続情報を登録、管理
および削除します:
•
•
•

アプリケーション

インポート・フォーマット

Oracle ERP Cloud
Oracle HCM Cloud
Netsuite

「アプリケーション」オプションは、データ管
理の「ターゲット・アプリケーション」オプシ
ョンの既存の機能を共有し、最新のルック・ア
ンド・フィールおよびレスポンシブ・デザイン
によってエクスペリエンスを 強化します。「ア
プリケーション」という名前が付いているの
は、異なるソース・システムとターゲット・ア
プリケーションの間でデータを統合するため
のプライマリ・ゲートウェイとして使用される
ためです。
固定長のファイル(「固定幅 - 数値データ」およ
び「固定幅 - すべてのデータ 型」
)はサポートさ
れていません。
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前提条件

機能

データ統合の特別な考慮事項/特筆事項

ワークベンチ

•
•

•
•
•
•
•
「マップ・メンバー」ページ

•
•

オプション
統合の実行

検証エラーの表示は使用できません。
ターゲット・アプリケーションのディメン
ションのみが表示されます。通貨や属性
などの列を追加する機能は使用できませ
ん。
「マッピングの表示」は使用できません。
「ソースとターゲット」ビューのみが使用
可能です。「ソース」、「ターゲット」など
の他のビューは使用できません。
「Excel にエクスポート」は使用できませ
ん。
「Excel からインポート」は使用できませ
ん。
「仕訳のインポート」は使用できません。
「列のインデックス」(列名)は「処理順序」
に変更されました。
マッピング・スクリプトは使用できませ
ん。

複数期間ロードで列ヘッダーは使用できませ
ん。
「スケジュール」は使用できません。

データ統合で作業する際には、次の用語変更に注意してください:
データ管理での名前

データ統合での名前

ターゲット・アプリケーション

アプリケーション

インポート・フォーマット

ディメンションのマッピング

データ・ロード・マッピング

メンバーのマッピング

データ・ロード・ルール/データ・ロード・ルール 統合
名
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データ統合の起動
データ統合を起動するには:
1.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

2.

オプションで、
をクリックして「データ統合」を起動し、「アプリケーション」から
を選択できます。
ホーム・ページ以外の場所からホーム・ページに戻るには、

をクリックします。

データ統合ホーム・ページの表示
サービス管理者は、データ統合のホーム・ページですべての 統合を確認できます。
機能は次のとおりです。
機能

説明

検索

いずれかのフィールドで選択したテキストに基づ
いて、統合のリストを検索します。
たとえば、File と入力した場合、「名前」、「ロケー
ション」、
「ソース」または「ターゲット」フィール
ドに"File"という名前が含まれるすべての 統合が返
されます。

(ソート)

条件に基づいて統合のリストをソートします。
使用可能な条件:
•
•
•
•
•
•

名前
ロケーション
ソース
ターゲット
最終実行
結果

ソート結果は、昇順
(A から Z)または降順
(Z から A)で表示できます。
「統合の作成」プロセスを起動して、統合を追加し
ます。
詳細は、データ統合の定義を参照してください。
ホーム・ページをリフレッシュします。
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機能

説明
次のような主要なデータ統合機能にすばやくアク
セスできます:
•
•

•

•

•

•

プロセスの詳細
プロセス詳細の表示を参照してください
アプリケーション: ソース・システムとターゲ
ット・アプリケーションの間でデータを統合
し、ビジネス・ルールを適用するためのゲート
ウェイ。Oracle Enterprise Performance
Management Cloud データ統合の管理のアプ
リケーションの登録を参照してください。
期間マッピング: ビジネス要件および法的要件
に基づき、各種のカレンダ(たとえば、月、週、
また日のカレンダ)を定義および管理します。
期間マッピングの管理を参照してください。
カテゴリ・マッピング: ソース・システムのデ
ータを分類してターゲット・シナリオ・ディメ
ンション・メンバーにマップできるようにす
る、カテゴリ・マッピングを定義および管理し
ます。カテゴリ・マッピングの定義を参照して
ください。
「エージェント」、「問合せ」および「エージェ
ントのダウンロード」オプション(EPM 統合エ
ージェント)。EPM 統合エージェントを参照
してください。
ファイル・ブラウザ: inbox、outbox に移動し
てファイルを選択できるファイル・ブラウザを
起動します。

統合の実行時に使用される POV 期間を選択して保
存できます。POV 期間が選択されていない場合
は、ブラウザのキャッシュに基づき、最後に使用さ
れた期間にデフォルト設定されます。
別の期間の横にロック解除アイコン
(

)が表示されている場合、その期間を選択できます。
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機能

説明

(データ統合の詳細)

次のような各統合の詳細を表示します:
•

ステータス - 各統合のステータスを示します。
統合のプロセス詳細を表示するには、「ステー
タス」アイコンをクリックします。
–

- 統合は正常に実行されました。

–

- 統合の実行に失敗しました。

–

- 新規統合

- 統合は処理されましたが、警告があ
ります。
(データ統合)名前
(データ統合)ロケーション
ソース
ターゲット
最終実行
アクション - 次のようなワークフロー・プロセ
スに移動します:
–
全般
–
ディメンションのマッピング
–
メンバーのマッピング
–
オプション
–
プロセスの詳細
–
ワークベンチ

–
•
•
•
•
•
•

データ統合ワークフローの操作
データ統合ワークフロー・バーは、次のタスクで構成されます。

ワークフロー・バーのタスクをクリックするだけで、異なるタスク間を移動できます。
タスク

説明

詳細情報

全般

ファイルベース統合および直接
統合のソースの統合を追加また
は編集します。

データ統合の定義

ディメンションのマッピング

データ・ソースの列をターゲッ ディメンションのマッピング
ト・アプリケーションのディメン
ションにマッピングします。

メンバーのマッピング

ディメンションをマッピングし メンバーのマッピング
て、ソース・フィールドの値をタ
ーゲット・ディメンション・メン
バーに変換する方法を指定しま
す。
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タスク

説明

詳細情報

オプション

データをインポートおよびエク データ統合オプションの設定
スポートするためのオプション
を定義します。また、ソース・フ
ィルタおよびビジネス・ルールを
定義します。

また、データ統合ホーム・ページのすべてのタスクには 、統合の右側にある
ックしてタスクを選択することにより、アクセスできます。

をクリ

統合を実行してソースからデータを抽出し、全般およびフィルタ条件に基づいてター
ゲットにロードするには、
をクリックします。
詳細は、: 統合の実行を参照してください。
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アプリケーションの登録
統合を定義する際にソースおよびターゲット・アプリケーションを登録するには、
「アプリケ
ーション」オプションを使用します。ローカルの Oracle Enterprise Performance
Management Cloud アプリケーション、ビジネス・プロセス間統合(Planning と Financial
Reporting の間など、クラウド・アプリケーション間)、ファイルへのデータ・エクスポート・
アプリケーションおよび汎用データ・ソース・エンティティを 既存の EPM ポートフォリオに
登録できます。
アプリケーションを登録するプロセスにより、データの可視性、整合性および検証システム
が提供されます。
「アプリケーション」オプションを選択すると、アプリケーション・ページ
が表示され、新しいアプリケーションを登録できます。また、既存のアプリケーションを選
択し、アプリケーション・オプションの更新、アプリケーションの削除またはアプリケーシ
ョン定義のリフレッシュを行うこともできます。
データ統合で登録されたアプリケーションは、全般ページでソースおよびターゲットを選択
するときにすぐに選択できるようになります。また、データ管理でも使用できるようになり
ます。

ノート:
「アプリケーション」オプションは、
「データ統合」ホーム・ページの「アクション」
ドロップダウンで管理者のみが使用できます。
アプリケーションの各行の横にある「アクション」ドロップダウンを使用して、アプリケー
ション・タイプに関連付けられている、アプリケーション関連の次のような様々なタスクを
選択できます:
•

ディメンションの表示

•

アプリケーション・オプションの変更

•

データ・ソース・アプリケーションの値の追加、更新または削除。

•

Oracle NetSuite および Oracle ERP Cloud アプリケーションの更新(再初期化)。

アプリケーション・オプションの起動
ノート:
管理者のみがアプリケーションを登録および変更できます。
アプリケーション・オプションを起動するには、
「データ統合」ホーム・ページの「アクショ
ン」から、「アプリケーション」を選択します。
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アプリケーションのナビゲート
サービス管理者は、アプリケーション・ページで次の基準によって、すべての 登録済
アプリケーションを表示できます:
•

名前

•

カテゴリ

•

タイプ

•

システム名

表示アイテムの右側にある
をクリックして、前述の各表示アイテムをアルファベッ
ト順に並べ替えることができます。
機能は次のとおりです。
機能

説明
新規アプリケーションが作成されます。
アプリケーションを削除します。
「削除確認」メッセージが次のメッセージとと
もに表示されます: このターゲット・アプリケ
ーションにはルールが関連付けられている可
能性があります。このアプリケーションを削
除すると、そのすべてのルールが 削除されま
す。それでも続行しますか?
ターゲット・アプリケーションを削除すると、
そのアプリケーションには削除のマークが付
き、インポート・フォーマット・オプションや
ロケーション作成オプションを含むメタデー
タや統合の処理に使用できなくなります。ま
た、そのターゲット・アプリケーションに関連
する既存のルールもすべて 削除されます。
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機能

説明

名前

Oracle Enterprise Performance
Management Cloud で、すべての 入力キュー
ブ・アプリケーションを登録すると、このフィ
ールドにはサービス・アプリケーション名
(Planning や Financial Consolidation and
Close など)が一意の接頭辞とともに表示され
ます。
EPM Cloud では、個別のキューブを登録する
と、このフィールドにはアプリケーション名、
キューブ名および接頭辞が表示されます。
Oracle NetSuite アプリケーションでは、この
フィールドにはユーザーにわかりやすい、アプ
リケーションの検索名が表示されます。
その他のすべてのアプリケーションでは 、この
フィールドにはアプリケーションの名前が接
頭辞とともに表示されます。

カテゴリ

アプリケーションが属するクラスまたは区分
が表示されます。
使用可能なアプリケーション・カテゴリ:
•

EPM ローカル。次のものが含まれます:

•

–
入力キューブ(BSO)
–
レポート・キューブ(ASO/Essbase)
EPM Cloud。次のものが含まれます:

•

–
入力キューブ
–
レポート・キューブ
データ・ソース。次のものが含まれます:
データ・ソース・アダプタ・タイプ =
ソースまたは両方
–
Oracle Financials Cloud、Oracle
Human Capital Management
Cloud、Oracle NetSuite および増分
ファイル。
–
SQL 問合せのデータ・ソース
–
データ・ソース・アダプタ = ターゲッ
ト
ターゲットへのデータ・エクスポート。フ
ァイルへのデータ・エクスポート・アプリ
ケーション・タイプが含まれます
ディメンション(メタデータのロード用)
–

•
•
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機能

説明

タイプ

登録済アプリケーションのタイプを示します:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

システム名

EPM ローカルおよび EPM Cloud アプリ
ケーション
Oracle ERP Cloud
Oracle HCM Cloud
Oracle Netsuite
Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザ
クション)
オンプレミス・データベース
Peoplesoft GL 残高
Oracle ERP Cloud (試算表平均)
増分ファイル
EBS GL 残高
Oracle ERP Cloud (カスタム)
Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザ
クション)
Oracle ERP Cloud (試算表)
EPM ディメンション
ファイルへのデータ・エクスポート
オンプレミス・データベースへのデータ・
エクスポート

EPM Cloud で、すべての 入力キューブ・アプ
リケーションを登録すると、このフィールドに
はサービス・アプリケーション名(Planning や
Financial Consolidation and Close など)が接
頭辞なしで表示されます。
EPM では、個別のキューブを登録すると、こ
のフィールドには Planning、Financial
Consolidation and Close などのアプリケーシ
ョンのアプリケーション名が表示されます。
Oracle NetSuite アプリケーションでは、この
フィールドにはアプリケーションの内部名が
表示されます。
その他のすべてのアプリケーションでは 、この
フィールドにはアプリケーションの名前が接
頭辞なしで表示されます。

アクション

アプリケーションの各行の横にある「アクショ
ン」ドロップダウンによって、アプリケーショ
ンのカテゴリおよびタイプに関連付けられた
様々なアプリケーション関連タスクを選択で
きます。
EPM ローカル、EPM Cloud およびディメンシ
ョン・アプリケーションでは、「アプリケーシ
ョン詳細」オプションを使用できます。
データ・ソースおよびデータ・エクスポート・
アプリケーションでは、「アプリケーション詳
細」オプション、
「編集」オプションおよび「デ
フォルトの設定」オプションを使用できます。
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EPM ローカル・アプリケーションの登録
Planning などのプライマリ・サービス・アプリケーションから Oracle General Ledger データ
を統合する場合、
「EPM ローカル」カテゴリを使用してアプリケーションを登録します。EPM
ローカル・アプリケーションは 1 つのインスタンスで使用され、インスタンスごとに存在で
きるアプリケーションは 1 つのみです。
EPM ローカル・アプリケーションを使用すると、データまたはレポート・キューブ間で同期
したり、異なる入力キューブ間でデータを移動できます。
たとえば、Financial Consolidation and Close のお客様が Planning のデータを追加したり、
Planning のお客様が他の Planning アプリケーションを追加できます。また、この統合では、
クラウドからオンプレミス・アプリケーションまたは他の外部レポート・アプリケーション
へのライトバックも可能です。
EPM ローカル・アプリケーションを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「EPM ローカル」を選択します。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「アプリケーション」から、プライマリ・サービス・アプリケーションのアプリケーショ

ンを選択します。

5. 「キューブ」から、アプリケーションに関連付けるソース・プラン・タイプを選択します。
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ソース・キューブによって 、アプリケーションのモデルまたはプラン・タイプ間の
データのフローが定義されます。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

EPM Cloud アプリケーションの登録
リモート・サービスで Planning などのビジネス・プロセス・インスタンスを使用して、
Financial Consolidation and Close などの別のビジネス・プロセス・インスタンスとデ
ータを統合する場合、EPM Cloud アプリケーションを作成して登録します。この場合、
2 つのビジネス・プロセス・サービス・インスタンス間の接続情報を選択する必要があ
ります。
この機能を使用して、EPM のお客様はクラウド・デプロイメントを次のような既存の
EPM ポートフォリオに適用できます:
•

Planning

•

Essbase

•

Financial Consolidation and Close

•

Tax Reporting

•

Account Reconciliation

EPM Cloud アプリケーションを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「EPM Cloud」を選択しま
す。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「URL」で、サービスへのログオン時に使用するサービス URL を指定します。
5. 「ユーザー名」で、クラウド・サービス・アプリケーションのユーザー名を指定し

ます。

6. 「パスワード」で、クラウド・サービス・アプリケーションのパスワードを指定し

ます。

7. 「ドメイン」で、クラウド・サービス・アプリケーションに関連付けられたドメイ

ン名を指定します。

アイデンティティ ・ドメインは、サービス・インスタンスへのアクセスを必要とす
るユーザーのアカウントを制御します。また、権限を持つユーザーがアクセスでき
る機能を制御します。サービス・インスタンスはアイデンティティ ・ドメインに属
します。
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ノート:
管理者はユーザーに表示されるドメイン名を更新できますが、データ統合は、
お客様がサービスの契約をした際に指定された元のドメイン名を必要としま
す。データ統合から Oracle Enterprise Performance Management Cloud 接続を
設定するときに、ドメイン別名を使用することはできません。
8. 「アプリケーション」から、アプリケーションのタイプを選択します。
9. 「OK」をクリックします。

データ・ソース・ベースのアプリケーションの使用
データ・ソースによって 、汎用ソースおよびターゲット・エンティティ (Oracle Netsuite な
ど、EPM に依存せず、データベース・サーバーへの接続をカプセル化するエンティティ )に適
用される統合フレームワークが提供されます。データ・ソースは、ソース・エンティティの
特定のデータ・モデルを参照してデータを抽出およびロードします。
データ統合で使用可能なデータ・ソースベースのアプリケーションは 次のとおりです:
•

Oracle ERP Cloud - General Ledger。General Ledger からの実績のロードと予算および
実績の修正仕訳のライトバック

•

Oracle ERP Cloud - Budgetary Control。契約、債務および支出のロードと予算のライト
バック

•

Oracle ERP Cloud - Sub-Ledgers。補助元帳トランザクション・データのロード

•

Oracle NetSuite - Oracle NetSuite からの実績およびメタデータのロード

•

Oracle Human Capital Management Cloud - 従業員属性、給与およびその他の関連ジョブ
情報のロード

•

Oracle E-Business Suite - EPM 統合エージェントを使用して、一般会計から実績をロー
ドします

•

Oracle Peoplesoft - EPM 統合エージェントを使用して、一般会計から実績をロードしま
す

Oracle ERP Cloud アプリケーションの登録
Oracle ERP Cloud からの Oracle General Ledger データを Oracle Enterprise Performance
Management Cloud アプリケーションと統合する場合、「アプリケーション」を使用して
Oracle ERP Cloud アプリケーションをデータ・ソース・アプリケーション・タイプとして指
定し、アプリケーションをインポートして、EPM Cloud ターゲット・アプリケーションでソ
ースとして使用できるようにします。アプリケーションをインポートすると、ソースの
Oracle General Ledger データが EPM Cloud システムに Essbase キューブとして取り込まれ
ます。それぞれの Essbase アプリケーションは、ソースの Oracle General Ledger の勘定体
系定義を表します。
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ノート:
データ管理の「ソース・システム」オプションを使用して、Oracle ERP Cloud
ソース・システムを設定し、接続情報を指定する必要があります。詳細は、
Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のソ
ース接続の構成を参照してください。

Oracle ERP Cloud アプリケーションをデータ・ソースとして定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud を選択します。
5. 「接続」から、
「Fusion」を選択します。
6. 「アプリケーション・フィルタ」で、ロードのフィルタを指定します。

Essbase キューブのすべてのディメンションを 含むデフォルト・フィルタが用意さ
れています。キューブには重複するメンバーが含まれていることがあるため、完全
修飾されたメンバー名が必要です。Essbase キューブにより Oracle General
Ledger セグメントが減り、Oracle General Ledger で勘定体系と元帳は 1 対多の関
係になります。ルールの作成時、データ統合でフィルタが作成されます。必要に応
じてフィルタを変更できますが、削除はできません。
7. 「アプリケーションのインポート」をクリックしてアプリケーションを登録し、

Oracle ERP Cloud アプリケーションを初期化します。

Oracle NetSuite アプリケーションの登録
Oracle NetSuite を「データ・ソース」アプリケーション・タイプとして登録し、Oracle
NetSuite の保存された検索アプリケーションをインポートして、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud でソースとして使用できるようにします。インポー
ト中に、「ソース・システム」オプションで作成および初期化された Oracle NetSuite
の保存された検索結果がロードされます。インポートの後、Oracle NetSuite ソース・
システムで登録されたユーザー名のもとで Oracle NetSuite の保存された検索結果そ
れぞれについてアプリケーション・レコードが作成されます。

ノート:
データ管理の「ソース・システム」オプションで Oracle NetSuite ソース・シ
ステムを設定し、接続情報を指定し、初期化プロセスを実行して、ユーザー
が所有する保存された検索すべての 定義をインポートする必要があります。
詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管
理 の Oracle NetSuite へのソース接続の構成 を参照してください。

Oracle NetSuite アプリケーションをデータ・ソースとして定義するには:
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1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、
「NetSuite」を選択します。

5. 「接続」から、
「NetSuite」を選択します。

Oracle NetSuite ソース・システムおよび接続の設定の詳細は、NetSuite 接続の構成を参
照してください。
6. 「アプリケーション」から、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索の名前を選択します。

メタデータの保存された検索には保存された検索名に「メタデータ」が含まれ、データの
保存された検索には保存された検索名に「データ」が含まれます。
7.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。

8. 「アプリケーションのインポート」をクリックしてアプリケーションを登録し、Oracle

NetSuite アプリケーションを初期化します。

Oracle NetSuite の検索結果は、アプリケーション・タイプ「データ・ソース」に登録さ
れます。初期化中に、Oracle NetSuite ソース・システムで登録されたユーザー名のもと
で使用可能な保存された検索の結果に基づき、データ・ソースが自動的に作成されます。
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索は次のとおりです:
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保存された検索名

ID

タイプ

PBCS 全転記トランザクシ
ョン最終期間

サマリー

PBCS 全転記トランザクシ
ョン最終期間

詳細

PBCS 全転記トランザクシ
ョン最終期間 - 試算表

試算表

PBCS - トランザクション
のサマリー

customsearch_nspbcs_all_transac トランザクション
tions_sum

PBCS - トランザクション
の詳細

customsearch_nspbcs_all_transac トランザクション
tions_det

PBCS - 試算表

customsearch_nspbcs_trial_balan トランザクション
ce

PBCS 同期(データ)損益計
算書トランザクション
[.csv]

customsearch_pbcs_sync_is_csv

トランザクション

PBCS 同期(データ)貸借対
照表トランザクション
[.csv]

customsearch_pbcs_sync_bs_csv

トランザクション

PBCS 同期(データ)期首残
高[.csv]

customsearch_pbcs_sync_begbal_ トランザクション
csv

PBCS 同期(データ)損益計
算書トランザクション

customsearch_nspbcs_sync_is

トランザクション

PBCS 同期(データ)貸借対
照表トランザクション

customsearch_nspbcs_sync_bs

トランザクション

PBCS 同期(データ)期首残
高

customsearch_nspbcs_sync_begb
al

トランザクション

PBCS 同期(データ)連結為
替レート

customsearch_nspbcs_sync_fx

連結為替レート

PBCS 同期(メタデータ)損
益計算書勘定科目

customsearch_nspbcs_sync_acct_i 勘定科目
nc_stmt

PBCS 同期(メタデータ)貸
借対照表勘定科目

customsearch_nspbcs_sync_acct_ 勘定科目
bs

PBCS 同期(メタデータ)ク
ラス

customsearch_nspbcs_sync_class

クラス

PBCS 同期(メタデータ)カ
スタマ

customsearch_nspbcs_sync_cust

カスタマ

PBCS 同期(メタデータ)部
門

customsearch_nspbcs_sync_dept

部門

PBCS 同期(メタデータ)ア
イテム

customsearch_nspbcs_sync_item

アイテム

PBCS 同期(メタデータ)ロ
ケーション

customsearch_nspbcs_sync_loc

ロケーション

PBCS 同期(メタデータ)プ
ロジェクト

customsearch_nspbcs_sync_prj

プロジェクト

PBCS 同期(メタデータ)カ
スタマ・プロジェクト

customsearch_nspbcs_sync_cprj

プロジェクト

PBCS 同期(メタデータ)子
会社

customsearch_nspbcs_sync_sub

子会社
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保存された検索名

ID

タイプ

PBCS 同期(メタデータ)ベ
ンダー

customsearch_nspbcs_sync_vend ベンダー

9. 「OK」をクリックします。

増分ファイル・アプリケーションの定義
増分ファイル・アダプタ機能を使用すると、ソース・データ・ファイルを前のバージョンの
ソース・データ・ファイルと比較して、新しいレコードや変更されたレコードを特定し、そ
のデータ・セットのみをロードできます。
増分ファイル・アダプタ機能を使用するには、初期ソース・データ・ファイルを増分ファイ
ル・アダプタのデータ・ソースとして登録します。この初期ソース・データ・ファイルは、
テンプレートとして使用されます。実際の統合は、統合の実行プロセスで指定されたファイ
ルから実行され、初期ソース・データ・ファイルと後続のファイルの間でファイル比較が実
行されます。それ以降は、1 回、2 回または何回でもロードできます。最後に実行されたファ
イルが、後続のロードの評価基準となります。このデータ・ソースでは差異のみがロードさ
れるため、ファイル・インポート中のロードが高速になります。残りのデータ・インポート・
プロセスは、ファイルの標準データ・ロードの場合と同じです。

ノート:
増分ファイル・アダプタ機能の使用の詳細は、 Oracle Enterprise Performance
Management Cloud データ管理の管理 の 増分ファイル・アダプタを使用したデータ
のロード を参照してください。

増分ファイル・データ・ソースを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「データ・ソース」を選択します。
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4. 「タイプ」から、増分ファイルを選択します。
5. 「ファイル」で、テンプレートとして使用する初期ソース・データ・ファイルを指

定します。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
ファイルを選択するときには、次のことに注意してください:

6.

•

ソース・データ・ファイルは、区切りデータ・ファイルである必要がありま
す。

•

使用されるデータ・ファイルには、区切り列を説明する 1 行のヘッダーが含ま
れる必要があります。

•

数値データと数値以外のデータの両方をロードできます。

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックします。

オンプレミス・データ・ソース・アプリケーションの定義
EPM 統合エージェントを使用して、オンプレミス・データ・ソースからデータを抽出
し、そのデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud に直接ロードす
る必要がある場合、オンプレミス・データ・ソース・アプリケーションを作成します。
EPM 統合エージェントでは、オンプレミス・リレーショナル・データベースに対して
問合せを実行し、データを EPM Cloud にロードします。
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抽出用に作成されたオンプレミス・データ・ソース・アプリケーションを作成して登録する
には、サンプル・データおよび 1 つのヘッダー・レコードのみが含まれたファイルを作成す
る必要があります。このファイルにアプリケーション名や SQL 問合せなどを含めることは
できません。ファイル名はアプリケーション名である必要があります。

ノート:
詳細は、オンプレミス・データ・ソースからのデータの抽出を参照してください。

オンプレミス・データ・ソース・アプリケーションを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「データ・ソース」を選択します。

4. 「タイプ」から、オンプレミス・データベースを選択します。
5. 「ファイル」で、オンプレミス・アプリケーションに使用する、サンプル・データおよび

1 つのヘッダー・レコードのみが含まれたファイルを指定します。

ヘッダー行は、ターゲット・ディメンションのディメンション 名と完全に一致する必要が
あります。ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できます。
をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
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接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。
7. 「OK」をクリックします。

Oracle ERP Cloud アプリケーションの登録
Oracle ERP Cloud データ・ソースから一般会計以外のデータを抽出して、Oracle
Enterprise Performance Management Cloud にロードできます。このようなタイプの
データ・ソースを使用すると、データ管理で参照される Oracle Business Intelligence
Publisher データ抽出を定義して、Oracle ERP Cloud ソースから、買掛/未払金、売掛/
未収金、固定資産、サプライ・チェーンなどのデータを直接抽出できます。
データ管理には、次のように、Oracle ERP Cloud ソースに対する事前パッケージ化済
問合せが用意されています:
•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

また、BI Publisher データ抽出に対するカスタム問合せを作成して実行できます。この
場合、データ管理で Oracle ERP Cloud (カスタム)データ・ソース・アダプタを使用し
て、BI Publisher からソース CSV ファイルをインポートし、使用するレポート・パラ
メータを設定します。

ノート:
Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割およびすべての ERP
元帳へのデータ・アクセス権が必要です。
システム・タイプ「Oracle ERP Cloud」を使用して Oracle ERP Cloud デー
タ・ソースのソース・システムを登録し、ユーザー資格証明を指定する必要
があります。このステップには、接続の詳細の指定および接続のテストが含
まれます。詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud デー
タ管理の管理 の Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構成を
参照してください。

Oracle ERP Cloud アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud の事前パッケージ化済問合せのタイプを選択し

ます。

使用可能な Oracle ERP Cloud タイプは次のとおりです:
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•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

「アプリケーション」に表示される事前パッケージ化済アプリケーションの名前は、この
フィールドで選択した Oracle ERP Cloud の事前パッケージ化済問合せのタイプによっ
て異なります。

5.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。

6. 「OK」をクリックします。

Oracle ERP Cloud カスタム・アプリケーションの定義
カスタム問合せを使用して Oracle ERP からデータをインポートして、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud にロードできます。カスタム問合せは、CSV フォーマット
済データ・ファイルを作成する Oracle Business Intelligence Publisher のレポートに対して実
行されます。そのデータが EPM Cloud にロードされます。この場合、データ統合ではレポー
トを実行してデータを抽出し、そのデータを EPM Cloud にロードします。データ管理で
Oracle ERP Cloud (カスタム)データ・ソース・アダプタを使用して、Oracle Business
Intelligence Publisher からソース CSV ファイルをインポートし、使用するレポート・パラメ
ータを設定します。
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ノート:
Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割および統合されるすべ
ての ERP 元帳へのデータ・アクセス権が必要です。詳細は、 Oracle ERP
Cloud 統合のセキュリティ役割の要件 を参照してください。
システム・タイプ「Oracle Financials Cloud」を使用して Oracle ERP Cloud
データ・ソースのソース・システムを登録し、ユーザー資格証明を指定する
必要があります。このステップには、接続の詳細の指定および接続のテスト
が含まれます。詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud
データ管理の管理 の Oracle ERP Cloud ソース・システムのソース接続の構
成を参照してください。

カスタム Oracle ERP Cloud アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud (カスタム)を選択します。

5. 「ファイル」で、データのロード元の Oracle Business Intelligence Publisher レポー

トに関連付けられた CSV ファイルの名前を指定します。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
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接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
7. 「OK」をクリックします。

Oracle HCM Cloud アプリケーションの登録
Oracle Human Capital Management Cloud の人事データを Oracle Hyperion Workforce
Planning の Planning モジュールまたは Oracle Strategic Workforce Planning Cloud のビジネ
ス・プロセスと統合する場合、Oracle HCM Cloud 抽出をデータ・ソース・アプリケーショ
ン・タイプとして登録します。
データ統合で提供される即時利用可能なソリューションによって、お客様は Oracle HCM
Cloud データ・モデルから Workforce Planning または Strategic Workforce Planning のターゲ
ット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用できます。
データ管理と Oracle HCM Cloud では、データを抽出するためにユーザーが Oracle HCM
Cloud インスタンスにロードする必要があるテンプレートが提供されます。
Oracle HCM Cloud 抽出を使用して、大量のデータが Oracle HCM Cloud から抽出されます。
Oracle HCM Cloud の事前定義された抽出はそれぞれ、データ管理でデータ・ソースとして定
義されます。
データ管理で統合のデータ抽出部分が実行されるとき、事前定義された各 Oracle HCM Cloud
抽出がデータ・ソース・エンティティとして 指定されます。次に、これらのデータ・ソース
が Planning モジュールの要員プランニングまたは Strategic Workforce Planning のデータ・モ
デルに直接マップされます。

ノート:
人材管理の抽出を管理するには、人材管理統合スペシャリストのジョブ役割が必要
です。人材管理統合スペシャリスト(ジョブ役割)は、人材管理情報システムの統合
に関連するすべてのアクティビティを 計画、調整および監督する責任を負う個人で
す。
詳細は、人材管理統合スペシャリスト(ジョブ役割)を参照してください。

Oracle HCM Cloud アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

を

2.

アプリケーション・ページで、Workforce Planning アプリケーションの右側にある
クリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

3.

アプリケーション詳細ページで、Planning のシード済ディメンションの分類を割り当て
ます。
シード済ディメンションの分類には、
「従業員」、
「ジョブ」、
「プロパティ」および「組合」
が含まれます。
詳細は、アプリケーションのディメンションの詳細の定義を参照してください。
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4. 「保存」をクリックした後、
「戻る」をクリックします。
5.

データ統合を起動します。

6. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

7.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

8. 「アプリケーションの作成」の「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択しま

す。

9. 「タイプ」から、
「Oracle HCM Cloud」を選択します。
10. 「接続」から、Oracle HCM Cloud タイプへの接続の名前を選択します。

Oracle HCM Cloud ソース・システムを設定し、接続の構成オプションで接続情報
を指定します。Oracle HCM Cloud 接続の構成を参照してください。
11. 「ファイル」で、データ・ソースとして登録するソース・エンティティのファイル

名(XML フォーマット)を指定します。

ファイルは、受信ボックス に事前にアップロードされた Oracle HCM Cloud 抽出ア
プリケーション名/定義です。

12. 「OK」をクリックします。
13. アプリケーション・ページで、作成した Oracle HCM Cloud アプリケーションの名

前を選択し、
「アクション」メニューで、HCM 抽出のダウンロードをクリックしま
す。
データ統合によりアプリケーション・ページで次の抽出定義がロードされます。こ
れらのファイルは、Planning モジュール・アプリケーションに抽出およびロード
できるデータのサブセットです。
•

EPBCS Assignment_<Release>.xdoz
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ノート:
EPBCS Assignment_<Release>.xdoz は、Oracle HCM Cloud ではなく、BI
Publisher の/Custom フォルダにインポートする必要があります。

ノート:
英語以外の文字が必要な場合は、EPBCS HCM Extract.zip ファイルをダウ
ンロードして zip を解凍します。次に、BI Publisher ドキュメント・リポジ
トリに移動して、EPBCS Assignment.xdoz ファイルをインポートします。
•

EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml

•

EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml

•

EPBCS Position Metadata_<Release>.xml

•

EPBCS Location Metadata_<Release>.xml

•

EPBCS Job Metadata_<Release>.xml

•

EPBCS Initialize.xml

ノート:
いずれの場合も、必ず EPBCS Initialize.xml を Oracle HCM Cloud にインポ
ートする必要があります。
.

ノート:
すべての 抽出は、国別仕様グループなしでインポートする必要があります。
つまり、国別仕様グループを空白にする必要があります。
•

EPBCS Component Salary Metadata.xml

•

EPBCS Assignment Data.xml

•

EPBCS Account Merit Metadata.xml

データ管理からは、抽出に必要なテンプレートが、Oracle HCM Cloud アプリケーション
にアップロードされるコンテンツとして出荷されます。このコンテンツは Oracle HCM
Cloud でシードされないので、データ管理から提供されます。
Oracle HCM Cloud 抽出がアプリケーション・ページにロードされたら、抽出の右側にあ
をクリックし、
「アプリケーションの更新」を選択して特定の抽出を更新できます。
る
HCM Cloud アプリケーションの更新ページでは、「選択済」をクリックして選択した抽
出を更新するか、「すべて 」をクリックしてすべての 抽出を更新します。
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Peoplesoft GL 残高アプリケーションの登録
EPM 統合エージェントを使用すると、事前シード済の問合せを使用して Peoplesoft ソ
ースから一般会計残高をインポートし、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud ターゲット・アプリケーションにロードできるアプリケーションを作成して登録
できます。Peoplesoft General Ledger の GL データ・ソースには、選択したチャート
フィールドの組合せに基づいて元帳要約および詳細な元帳情報が含まれます。
これにより、EPM Cloud からオンプレミスの Peoplesoft データへの直接接続が可能に
なります。
EPM 統合エージェントを使用した Peoplesoft GL 残高アプリケーションの登録の詳細
は、事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタの使用を参照してください。
Peoplesoft GL 残高アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、Peoplesoft GL 残高を選択します。
5.

このページで「OK」をクリックすると、
「アプリケーション」に表示されているア
プリケーションが作成され、登録されます。
「アプリケーション詳細」の「オプション」タブで Peoplesoft データ・ソース・ア
プリケーションの接続情報を指定します。

6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。
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7. 「OK」をクリックします。

E-Business Suite アプリケーションの登録
EPM 統合エージェントを使用すると、事前シード済の問合せを使用して Oracle E-Business
Suite ソースから一般会計残高をインポートし、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud ターゲット・アプリケーションにロードできるアプリケーションを作成して登録できま
す(EPM 統合エージェントのインストールと構成を参照)。
これにより、EPM Cloud からオンプレミスの E-Business Suite データへの直接接続が可能に
なります。詳細は、事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタの使用を参照してください。
E-Business Suite アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、EBS GL 残高を選択します。
5.

このページで「OK」をクリックすると、
「アプリケーション」に表示されているアプリケ
ーションが作成され、登録されます。
「アプリケーション詳細」の「オプション」タブで E-Business Suite データ・ソース・ア
プリケーションの接続情報を指定します。

6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
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接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックします。

E-Business Suite および Peoplesoft データ・ソースへの接続
事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタを使用して、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud からオンプレミス・データ・ソースへの直接接続が
可能です。これらのアダプタを使用すると、次からデータをインポートできます:
•

EBS GL 残高

•

Peoplesoft GL 残高

事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタを使用してデータをロードするには:
1.

Oracle E-Business Suite または Peoplesoft データ・ソース・アプリケーションを
登録します。
E-Business Suite データ・ソース・アプリケーションの登録の詳細は、E-Business
Suite アプリケーションの登録を参照してください。
Peoplesoft データ・ソース・アプリケーションの登録の詳細は、Peoplesoft GL 残
高アプリケーションの登録を参照してください。

2.

アプリケーション・ページで、E-Business Suite または Peoplesoft データ・ソー
ス・アプリケーションの右側にある
を選択します。

をクリックし、「アプリケーション詳細」

3. 「アプリケーション・フィルタ」タブを選択します。
4. 「オプション」タブをクリックします。
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5. 「区切り文字」で、ファイルで使用する区切り文字のタイプを選択します。

使用可能な区切り記号:

6.

•

カンマ(,)

•

感嘆符(!)

•

該当なし(NA)

•

セミコロン(;)

•

コロン(:)

•

垂直棒(|)

資格証明ストアで、接続に使用する資格証明ストアのタイプを指定します。
資格証明ストアの使用可能なタイプ:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パスワー
ド/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、JDBC URL、ユーザー名およびパスワー
ドを格納するためにオンプレミス環境にファイルを作成します。ファイル名は
appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する必要があります。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

ノート:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されている必要
があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパスワー
ドを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗号化され格納
されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリティを 使
用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する必要がありま
す。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化
を参照してください。
7.

Peoplesoft のみ: 「JDBC ドライバ」で、データベース管理システム(DBMS)への接続時
に使用する JDBC ドライバのタイプを選択します。
JDBC ドライバの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

Microsoft SQL Server

•

Oracle
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JDBC ドライバは、Java アプリケーションとデータベースの通信を可能にするソ
フトウェアです。JDBC ドライバは、データベースへの接続情報を通信し、クライ
アントとデータベース間で問合せや結果を転送するのに使用されるプロトコルを
送信します。
8.

JDBC URL で、JDBC ドライバ URL 接続文字列を指定します。
JDBC ドライバ URL 接続文字列により、Java を使用してリレーショナル・データ
ベースに接続できます。
Oracle Thin JDBC ドライバの場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
SQL Server の場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname

9. 「ユーザー名」で、オンプレミス・データベースのユーザー名を指定します。
10. 「パスワード」で、オンプレミス・データベースのパスワードを指定します。
11. 「フェッチ・サイズ」で、問合せに対する各データベースのラウンド・トリップで

フェッチされる(ドライバで処理される)行数を指定します。

次に、「オプション」タブの PeopleSoft 接続オプションを示します。

次に、「オプション」タブの E-Business Suite 接続オプションを示します。

12. 「保存」をクリックします。

オンプレミス・ファイルの登録
EPM 統合エージェントを使用したファイルの直接ロードを使用する場合、オンプレミ
ス・ファイル・アプリケーションを登録します。このタイプのアダプタを使用すると、
非常に大きいファイルをオンプレミス・ファイル・データ・ソースから EPM Cloud に
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ロードできます。これにより、直接ロード方法が拡張され、ステージングおよび処理のため
に EPM Cloud データベースがバイパスされて、パフォーマンス・ボトルネックが解消され、
ロード・プロセスのパフォーマンスとスケーラビリティが向上します。
オンプレミス・ファイル・アダプタには、接続パラメータや問合せは必要ありません。ただ
し、ロードには、インポート・フォーマットで使用されるヘッダーを含む区切りファイルが
必要です。
オンプレミス・ファイル・データ・ソースの使用の詳細は、エージェント・ファイル・アダ
プタの使用を参照してください。
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」からオンプレミス・ファイルを選択します。

5. 「ファイル」で、テンプレートとして使用するソース・データ・ファイルを指定します。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
ファイルを選択するときには、次のことに注意してください:
•

ソース・データ・ファイルは、区切りデータ・ファイルである必要があります。

•

使用されるデータ・ファイルには、区切り列を説明する 1 行のヘッダーが含まれる必
要があります。

•

数値データと数値以外のデータの両方をロードできます。
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6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックします。

Oracle ERP Cloud アプリケーションの更新
「アプリケーションの更新」オプションを使用して Oracle ERP Cloud を再初期化しま
す。アプリケーションを再初期化すると、ソース・システムによって 新規の追加(元帳
や勘定体系など)がすべてフェッチされます 。
アプリケーションを更新するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、再初期化する Oracle ERP Cloud アプリケーション
を選択します。

3. 「アクション」メニューから、
「アプリケーションの更新」を選択します。
4.

アプリケーションの更新ページの「タイプ」で、
「Oracle ERP Cloud」を選択しま
す。

5. 「接続」ドロップダウンから、データ・ソースに関連付けられる接続の名前を選択

します。

6. 「アプリケーション・フィルタ」から、アプリケーションのアプリケーション・フ

ィルタを指定します。

アプリケーション・フィルタの詳細は、Oracle ERP Cloud データ・ソースへのア
プリケーション・フィルタの適用を参照してください。
7. 「予算管理」を有効にして、アプリケーションを予算管理データ・ソースとして登

録します。

8. 「アプリケーションの更新」をクリックしてアプリケーションを再初期化します。

Oracle NetSuite アプリケーションの更新
「アプリケーションの更新」オプションを使用して Oracle NetSuite アプリケーション
を再初期化します。この方法で、最新の会計レポートを NSPB Sync SuiteApp の保存
された検索から抽出し、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・
プロセスとの統合で使用できます。
Oracle NetSuite アプリケーションを更新するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、再初期化する Oracle NetSuite アプリケーションを
選択します。

3. 「アクション」メニューから、
「アプリケーションの更新」を選択します。
4.

アプリケーションの更新ページの「タイプ」で、Oracle NetSuite を選択します。
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5. 「接続」ドロップダウンから、Oracle NetSuite アプリケーションに関連付けられる接続の

名前を選択します。

6. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
7. 「アプリケーションの更新」をクリックしてアプリケーションを再初期化します。

ディメンション・クラスまたはディメンション・タ
イプのアプリケーションの登録
1 つのディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのみを含むタイプのアプリケー
ションを登録できます。このようなタイプのアプリケーションは、メタデータをロードする
ために使用され、システムによって 自動的に作成される次のアプリケーションを含みます:
•

勘定科目

•

エンティティ

•

カスタム

•

シナリオ

•

バージョン

•

スマートリスト

ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのアプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「ディメンション」を選択します。

「追加」アイコン)をクリックします。
(
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4. 「アプリケーション」から、プライマリ・サービス・アプリケーションのアプリケ

ーションを選択します。

5.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

6. 「OK」をクリックします。

次の例では、KS_Vision アプリケーションのアプリケーション(KS_Vision Account、KS_Vision - Custom、KS_Vision - Entity、KS_Vision - Scenario、KS_Vision
- Smartlist および KS_Vision - Version)が自動的に作成されています。
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データ・エクスポート・ファイル・アプリケーショ
ンの登録
Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータをエクスポートする必要があ
る場合、データ・エクスポート・ファイルのアプリケーションを作成します。

ノート:
詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のデ
ータ・エクスポート・ファイルの作成を参照してください。

ノート:
オンプレミス・データベースへのデータ・エクスポート・アプリケーション・タイ
プの詳細は、 オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションの登録を
参照してください。
データ・エクスポート・ファイルのアプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「データ・エクスポート」を選択し
ます。

「追加」アイコン)をクリックします。
(
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4. 「タイプ」から、ファイルへのデータ・エクスポートを選択します。
5. 「ファイル」から、アプリケーションの作成元のソース・ファイルの名前を選択し

ます。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックします。

クイック・モード統合用のデータ・エクスポート・ファイ
ル・アプリケーションの登録
クイック・モード統合でデータが書き込まれるデータ・エクスポート・ファイル・ア
プリケーションを作成して登録できます。

ノート:
クイック・モードの詳細は、データをエクスポートするためのクイック・モ
ードを参照してください
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ノート:
オンプレミス・データベースへのデータ・エクスポート・アプリケーション・タイ
プの詳細は、 オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションの登録を
参照してください。
クイック・モード統合で使用するデータ・エクスポート・ファイル・アプリケーションを登
録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「データ・エクスポート」を選択し
ます。

4. 「タイプ」から、登録するデータ・エクスポート・ファイルのタイプを選択します。

データ・エクスポート・ファイル・アプリケーションの使用可能なタイプ:
•

ファイルへのデータ・エクスポート

•

オンプレミス・データへのデータ・エクスポート

•

Oracle Autonomous Database へのデータ・エクスポート

•

EPM データ・ファイル

5. 「ファイル」から、アプリケーションの作成元のソース・ファイルの名前を選択します。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
EPM データ・ファイル・タイプではファイルは選択できません。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
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7. 「OK」をクリックします。

アプリケーションのディメンションの詳細の定義
アプリケーション・ディメンション・ページには、選択したアプリケーションのディ
メンションのリストが表示されます。ディメンションは、ユーザーが業務上の質問に
回答できるようにするためにデータを分類する構造です。通常、それぞれのディメン
ションには関連するメンバーをグループ化した階層が含まれます。よく使用されるデ
ィメンションは、顧客、製品および時間です。
たとえば、Planning には、7 つの標準ディメンション(勘定科目、エンティティ 、シナ
リオ、バージョン、期間、年、通貨)があります。さらに、汎用 Planning アプリケーシ
ョンには、最大 25 個のカスタム・ディメンションを含めることができます。
ディメンションの詳細は、アプリケーション・タイプごとに異なります。選択したア
プリケーション・タイプに対して、必要に応じてディメンションを再分類し、ディメ
ンション・クラスを変更できます。
ディメンションの詳細を定義するには:
1.

アプリケーション・ページで、アプリケーションの右側にある
「アプリケーション詳細」を選択します。

をクリックし、

2. 「ディメンション」タブを選択します。
3.

Essbase および Profitability and Cost Management アプリケーションの場合の
み: アプリケーション詳細ページで、「ドリル領域の作成」をクリックして、ドリ
ル・スルー機能を使用して表示できる、Oracle Enterprise Performance
Management Cloud アプリケーションのデータ交差の名前付き領域を作成します

3-32

第3章

アプリケーションのディメンションの詳細の定義
ドリル領域を作成するディメンションを選択すると、ドリル可能領域の粒度を設計できま
す。たとえば、年ディメンションのみを選択した場合は、少なくとも年が null ではないセ
ルにドリルできます。
ドリル領域のデータ・スライス定義にディメンションを含める場合は、「ドリル領域の作
成」オプションを選択します。データ・ロード・プロセス中にディメンションを選択する
と、ディメンションごとに一意の値リストを含めることによって、データ・スライスが作
成されます。

ノート:
ドリル領域では、単に、データ・フォームおよび SmartView でドリル・アイコ
ンが有効になるセルが定義されます。ドリル領域は最小限の一連のディメンシ
ョンを使用して定義することをお薦めします。多数のディメンションをドリル
領域に含めると、ドリル領域のサイズが大きくなり、フォームがレンダリング
されるたびにシステム・リソースが消費されます。Planning アプリケーション
については、シナリオ、年、期間、バージョンなど、メンバー数が少ないディ
メンションを使用してドリル領域を定義します。Financial Consolidation and
Close アプリケーションについては、データ・ソースのみをドリル領域の定義に
使用します。
複数のディメンションを含む、より粒度の高いドリル領域を定義する場合は、Calculation
Manager のドリル領域ページを使用して、領域の定義を編集します。「子孫(含む)」など
のメンバー関数を使用して、個々のメンバーではなく、領域を定義できます。アクセスす
るには、「ナビゲート」、「ルール」の順に選択します。次に、「データベース・プロパテ
ィ」をクリックし、アプリケーションを展開して、キューブを選択します。右クリック
し、「ドリル・スルー定義」を選択します。「領域」定義のみを編集し、XML コンテンツ
は変更しないでください。ドリル領域を手動で編集する場合は、「アプリケーション・オ
プション」で「ドリル領域」オプションを「いいえ」に設定します。
4.

アプリケーションで定義されていないそれぞれのディメンション名について、「追加」
( )をクリックし、「ターゲット・ディメンション・クラス」ドロップダウンからターゲ
ット・ディメンション・クラス名を選択します。
ディメンション・クラスは、ディメンション・タイプによって定義されるプロパティで
す。たとえば、期間(Period)ディメンションがある場合、そのディメンションのクラスも
Period となります。Essbase アプリケーションの場合は、勘定科目、シナリオおよび期
間の各ディメンションに対して適切なディメンション・クラスを指定する必要がありま
す。Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting アプリケーションの場合は、
従業員、職階、ジョブ・コード、予算アイテムおよび要素の各ディメンションに対してデ
ィメンション・クラスを指定する必要があります。

5. 「データ表列名」には、ディメンション値が格納されるステージング表(TDATASEG)の列

の表列名が表示されます。

「データ表列名」は情報フィールドであり、変更できません。
6. 「マッピング・シーケンス」で、マップが処理される順序を指定します。

たとえば、
「勘定科目」が 1、
「製品」が 2、
「エンティティ 」が 3 に設定されているとき、
データ統合では、まず「勘定科目」ディメンションのマッピングが処理された後、
「製品」、
「エンティティ 」の順に処理されます。
7.

データ・エクスポート・アプリケーションのみ: 「シーケンスの表示」で、データ・エク
スポート・ファイル内の各列の順序を指定します。
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たとえば、「勘定科目」が 1、「製品」が 2、「エンティティ 」が 3 に設定されてい
るとき、データ統合では、
「勘定科目」が最初に表示され、
「製品」が 2 番目に表示
され、「エンティティ 」が 3 番目に表示されます。
データ統合では、順序の最初の列として「勘定科目」ディメンションがデフォルト
で割り当てられます。
8. 「保存」をクリックします。

アプリケーションがデータ統合で使用できるようになります。

ヒント:
ディメンションの詳細を編集するには、アプリケーションを選択し、必要に
応じてアプリケーションまたはディメンションの詳細を編集します。

参照ディメンションの追加
参照ディメンションは、ターゲット・アプリケーションに対して作成し、データ列を
割り当てることができます。マッピングおよび参照に使用されます。
ターゲット・アプリケーション内に対応するディメンションを持たない参照ディメン
ションをデータ統合で追加できます。このようなタイプのディメンションは、別の列
を変換する方法を決定するコンテンツを追加する必要がある場合に便利です。メンバ
ー・マッピング機能とともに使用して、複数のソース・セグメントやチャートフィー
ルドをクロス参照し、ターゲット値を割り当てることができます。
参照ディメンションを追加するには:
1.

アプリケーション・ページから、Oracle Hyperion Workforce Planning アプリケー
ションの右側にある

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

2. 「ディメンション」タブを選択します。
3. 「追加」(

)をクリックし、
「ターゲット・ディメンション・クラス」ドロップダウ
ンからターゲット・ディメンション・クラス名を選択します。

「参照」ディメンション・エントリが「ターゲット・ディメンション・クラス」ド
ロップダウンに追加されます。
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4. 「ディメンション名」に参照ディメンションの名前を入力して、
「保存」をクリックしま

す。

参照ディメンションが、ターゲット・ディメンション・クラス名「参照」で、ディメンシ
ョン詳細リストに追加されます。参照ディメンションをソース・ディメンションとして使
用するには、参照ディメンションをインポート・フォーマットでマッピングします。

アプリケーション詳細オプションの定義
ソース・アプリケーションをターゲット・アプリケーションに統合するとき、ロード方法、
日付フォーマット、バッチ、パージ・オプションを含めて、日付をロードする方法をサポー
トするオプションを選択できます。

ノート:
Oracle ERP Cloud データ・ソースのアプリケーション詳細の詳細は、Oracle ERP
Cloud データ・ソースのアプリケーション詳細の定義を参照してください。
ターゲット・オプションを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、アプリケーションの右側にある
リケーション詳細」を選択します。

をクリックし、「アプ

3. 「オプション」タブを選択します。
4.

オプションを選択し、必要なアクションを選択します。
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オプション

説明

ロード方法

データをターゲット・アプリケーションにロ
ードするための方法を選択します。
使用可能な方法:
•
•

•

バッチ・サイズ

数値 - 数値データのみをロードします。
この方法では、Planning データ・セキ
ュリティは適用されません。
ライン・アイテムの自動増分を含むすべ
てのデータ型 - この方法では、データと
ドライバのディメンション、および
Planning アプリケーションの一意の識
別子を定義する必要があります。下の
「自動増分のライン・アイテムのデータ・
ディメンション」フィールドと「自動増
分のライン・アイテムのドライバ・ディ
メンション」フィールドで、データ・ロ
ードとドライバ・ディメンションを定義
します。
置換モードは、ロード方法「ライン・ア
イテムの自動増分を含むすべてのデー
タ型」ではサポートされていません。
セキュリティ保護されたすべてのデー
タ型 - 数値、テキスト、スマートリス
ト、日付のデータ型をロードします。
Planning 管理者がデータをロードする
場合、Planning データ・セキュリティ
は適用されません。Planning の管理者
以外のユーザーがデータをロードする
場合、Planning データ・セキュリティ
は適用されます。Planning の管理者以
外のユーザーがロードできるデータは、
500,000 セルのみです。

ファイルからメモリーに一度に読み込まれ
る行数を指定します。
このパラメータは主にパフォーマンスのた
めに使用されます。データがロードされる
とき、この設定により、キャッシュに格納さ
れるレコード数が決まります。たとえば、
1000 を指定すると、1,000 件のレコードがキ
ャッシュに格納されます。同様に、5000 を
指定すると、5,000 件のレコードがキャッシ
ュに格納されてコミットされます。
この設定をサーバー・メモリーによって決定
し、必要に応じて調整します。
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オプション

説明

ドリル領域

スライダをタップしてオンにし、ドリル領域
を有効にします。
このオプションが有効になっている場合、ド
リル・スルー機能を使用するためのドリル可
能領域が作成されます。
データのロード時に、ドリル領域が
Planning データにロードされます。
シナリオごとのドリル領域が作成されます。
どのキューブ(Planning キューブまたは
Planning データベース)でも、ドリル領域の
名前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名
前>になります。ドリル領域を作成する場
合、ディメンションがドリルに対して有効か
どうかが確認されます。
データ・ロードで選択された有効なディメン
ションのメンバーは、ドリル領域フィルタに
含まれます。ディメンションが有効になっ
ていない場合、シナリオ、バージョン、年お
よび期間のディメンションがデフォルトで
有効になります。追加のディメンションを
有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規
に有効化されたディメンションのメンバー
が考慮されます。ドリルの作成に使用され
たドリル領域に以前に含まれていたディメ
ンションを無効化する場合、それらのディメ
ンションのメンバーは後続のデータ・ロード
時に削除されません。必要に応じて、古いメ
ンバーを手動で削除できます。
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オプション
サマリーからのドリルを有効にします

説明
「はい」を選択すると、Planning データ・フ
ォームまたはレポートでサマリー・メンバー
からドリルダウンし、数字を構成する詳細ソ
ース・データを表示できます。
このオプションを有効にし、「ドリル領域の
作成」オプションを「はい」に設定した状態
でデータをロードすると、「ドリル」アイコ
ンがサマリー・レベルで有効になります。1
つのディメンションに対して、ドリルできる
下位メンバーの数は 1000 に制限されていま
す。

ノート:
サマリー・ドリルが有効な場合、
ドリル領域定義で親メンバーから
ドリルするディメンションは含め
ないでください。このディメンシ
ョンを含める必要がある場合、自
動ドリル領域の作成を無効にし、
Calculation Manager ユーザー・
インタフェースを使用してドリル
領域を手動で保持します。
Descendants などの Essbase メ
ンバー関数を使用して、ドリル領
域に含めるメンバーを列挙しま
す。
サマリー・ドリルは、ローカル・
サービス・インスタンスでのみ使
用可能です。異なるサービス・イ
ンスタンス間またはハイブリッ
ド・デプロイメントでは使用でき
ません。

データ・ファイルのパージ

ファイルベースのデータ・ロードが成功した
場合、スライダをタップしてオンにし、デー
タ・ファイルをアプリケーションの outbox
ディレクトリから削除します。
ファイルを削除する場合はスライダをタッ
プしてオンにし、ファイルを保持する場合は
スライダをタップしてオフにします。

日付データの日付フォーマット

日付データのロードに使用するフォーマッ
トを選択します。
ロケールのロケール設定に基づいた日付形
式を使用します。たとえば、米国の場合、
MM/DD/YY という形式を使用して日付を入
力します。
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オプション

説明

自動増分のライン・アイテムのデータ・ディ Planning で指定したデータ・ディメンショ
メンション
ンに一致するデータ・ディメンションを選択
します
このオプションは、LINEITEM フラグを使用
して増分データをロードする場合に使用し
ます。LINEITEM フラグを使用した増分デ
ータのロードを参照してください。
自動増分のライン・アイテムのドライバ・デ Planning で指定したドライバ・ディメンシ
ィメンション
ョンに一致するドライバ・ディメンションを
選択します
この設定は、LINEITEM フラグを使用して増
分データをロードする場合に使用します。
LINEITEM フラグを使用した増分データの
ロードを参照してください。
メンバー名にはカンマを使用できます

メンバー名にカンマが含まれており、次のい
ずれかのサービスにデータをロードしてい
る場合は、このオプションを「はい」に設定
してデータをロードします。
•
•
•
•

Planning モジュール
Planning
Financial Consolidation and Close
Tax Reporting
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オプション

説明

ワークフロー・モード

データ・ワークフロー・メソッドを選択しま
す。
使用可能なオプション:
•

完全 — データは TDATASEG_T 表で処
理されてから、TDATASEG 表にコピー
されます。
4 つのワークベンチ・プロセスがすべて
サポートされています(インポート、検
証、エクスポートおよび確認)。データ
はワークベンチに表示できます。
ドリルダウンがサポートされています。

•

「完全」ワークフロー・モードがデフォ
ルト・モードです。
完全、アーカイブなし — データは
TDATASEG_T 表で処理されてから、
TDATASEG 表にコピーされます。
4 つのワークベンチ・プロセス(インポー
ト、検証、エクスポートおよび確認)が
すべてサポートされています 。データ
はワークベンチに表示できますが、表示
できるのはインポート・ステップが完了
した後のみです。データはワークフロ
ー・プロセスの終了時に TDATASEG か
ら削除されます。

•

ドリルダウンはサポートされていませ
ん。
単純 — データは TDATASEG_T で処理
された後、TDATASEG_T 表から直接エ
クスポートされます。
すべてのデータ・ロードに、インポート
とエクスポート両方のステップが含ま
れます。
データは検証されず、マップされていな
いデータはロード失敗の原因となりま
す。
マップは TDATAMAPSEG にアーカイ
ブされません。
データはワークベンチに表示できませ
ん。
ドリルダウンはサポートされていませ
ん。
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オプション

説明

管理ユーザーに対してデータ・セキュリティ 管理ユーザーがデータをロードする際に、デ
を使用可能にする
ータ検証を有効にします。この場合、データ
のロード中にデータ入力フォーム内のすべ
てのデータ検証が実施されます。強化され
た検証のために、データ・ロードのパフォー
マンスは低下します。
「管理ユーザーに対してデータ・セキュリテ
ィを使用可能にする」が「いいえ」(デフォ
ルト値)に設定されていると、管理者による
データ・ロードはアウトライン・ロード・ユ
ーティリティ (OLU)を使用して実行されま
す。この場合、パフォーマンスは向上します
が、なんらかの理由で無視された行の詳細な
エラー・レポートは取得できません。
このオプションが「はい」に設定されると、
管理者および非管理者のデータ・ロードに対
して同じ方法でデータが検証されます。検
証には、セキュリティ・チェック、交差検
証、読取り専用セル、動的計算セルなどが含
まれます。
また、拒否または無視された行の詳細なエラ
ー・リストを使用でき、追加の Planning 権
限は必要ありません。ただし、管理者の場合
であってもパフォーマンスが 低下すること
があります。
検証失敗の理由を表示

データ検証レポートで、データをロードする
際に拒否されたデータ・セルおよび拒否理由
をレポートできるようにします。
拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレ
ポートするには、「はい」を選択します。
レポートされる拒否数の制限は 100 です。
データ検証レポートは、プロセスの詳細ペー
ジから、「出力」リンクをクリックしてダウ
ンロードできます。また、エラー・ファイル
のコピーが Outbox フォルダに格納されま
す。
拒否されたデータ・セルおよび拒否理由をレ
ポートしない場合は、「いいえ」を選択しま
す。
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オプション

説明

Smart View からのビューのドリル

Oracle Smart View for Office のドリルス
ルー・レポートでカスタマイズされた属性デ
ィメンション・メンバー名を表示するとき
に、ワークベンチから列のカスタム・ビュー
を指定します。
カスタム・ビューは、データ統合のワークベ
ンチ・オプションで作成および定義します。
カスタム・ビューが定義され、Smart View
からのビューのドリル・フィールドで指定さ
れている場合、Smart View でドリルスル
ー・セルをクリックして「新規シートとして
開く」を選択すると、ワークベンチで定義さ
れているビューに基づいてドリルスルー・レ
ポートが開きます。
アプリケーション・オプション・ページでビ
ューが定義されていない場合は、デフォル
ト・ビューが使用されます。つまり、属性デ
ィメンションではカスタマイズされたメン
バー名が Smart View に表示されません。
詳細は、次を参照してください ワークベンチ
のカスタム・ビューの定義

非管理者用ロード方法の場合は「置換」

管理者以外のユーザーが Planning アプリケ
ーションにデータをロードするときの置換
方法を選択します。
使用可能な方法:
• なし - 置換を実行しません。
• 数値データのみ - ロード方法が数値データ
のみの場合に置換を実行します。
• すべてのロード 方法 - すべてのロード 方法
について置換を実行します。

子孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリ 子孫が 1,000 を超える場合にサマリー・ドリ
ルがどのように機能するかを選択します。
ル動作
使用可能なオプション:
•
無視
•
制限
サマリー・ドリルの子孫数が 1,000 を超え、
「子孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリ
ル動作」オプションが「無視」の場合、シス
テムはフィルタのディメンションを 無視し、
他のディメンションのフィルタに基づいて
ドリルされたデータを返します。最大 3 つ
のディメンションを無視できます。
サマリー・ドリルの子孫数が 1,000 を超え、
「子孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリ
ル動作」オプションが「制限」の場合、シス
テムはデータ行を返すときにディメンショ
ンの最初の 1,000 メンバーのみを考慮しま
す。
5. 「保存」をクリックします。
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Oracle ERP Cloud データ・ソースのアプリケーション
詳細の定義
Oracle ERP Cloud データ・ソース・アプリケーションを登録した後、アプリケーションに関
連付けられている選択した詳細を管理できます。
Oracle ERP Cloud のアプリケーション詳細を定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、Oracle ERP Cloud データ・ソース・アプリケーションの
右側にある

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

3.

アプリケーション詳細ページから、「オプション」タブをクリックします。

4.

アプリケーションの変更する設定を選択し、「保存」をクリックします。

Oracle ERP Cloud のアプリケーション詳細

説明

期間トークンを大文字に変換

結果の期間名が Jan や Feb のように大/小文字混
在の場合、$START_PERIODKEY$などのレポート
の期間トークンを大文字に変換できます。この設
定を有効にすると、大/小文字混在の期間が JAN や
FEB のように大文字のみに変換されます。
期間トークンの変換を有効にする場合は、「Y」を
選択します。
期間トークンを有効にしない場合は、「N」を選択
します。

通知タイプ

Oracle ERP Publisher レポートが Oracle ERP
Cloud で実行されたときに送信する通知のタイプ
を選択します。
•
•
•

通知イベント

電子メール通知
ベル通知
電子メールおよびベル通知

Oracle ERP Publisher レポートが Oracle ERP
Cloud で実行されたときに通知の送信をトリガー
するイベントを選択します:
•
•
•

常時
成功時
失敗時

オプションの編集
ユーザーが統合オプションを選択したときにデータ・ソース・アプリケーションまたはファ
イルへのデータ・エクスポート・アプリケーションに関連付けられるアプリケーション・フ
ィルタを追加および編集できます。フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定でき、さら
に戻す値も厳密に指定できます。
次の例では、フィルタ入力条件がオプションの編集ページで「事業部門」、「元帳」、「年」お
よび「期間」について定義されています。
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次に、フィルタがデータ・ソース・アプリケーションについてどのように定義されて
いるかを示します:

アプリケーション・フィルタがデータ値について明示的に定義されることもあります。
たとえば、Oracle Human Capital Management Cloud データ・ソースを操作する場合、
Oracle HCM Cloud との事前定義された統合を使用する場合はフィルタ定義を変更し
ないことをお薦めします。
データ・ソース・アプリケーションまたはファイルへのデータ・エクスポート・アプ
リケーションのフィルタを定義するには:
1.

アプリケーション・ページで、データ・ソース・アプリケーションまたはファイル
へのデータ・エクスポート・アプリケーションの右側にある
プションの編集」を選択します。

2. 「オプションの編集」で、
「追加」(

をクリックし、
「オ

)をクリックします

空白のエントリ行が表示されます。
3. 「名前」で、ユーザー・インタフェースにおける表示プロンプトの名前を指定しま

す。
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4. 「表示順」で、
「アプリケーション・フィルタ」タブのフィルタの表示順を指定します。こ

のフィールドが空白の場合、カスタム・フィルタを表示できず、デフォルト値がフィルタ
値として使用されます。
たとえば、フィルタ・リストの 99 番目にフィルタを表示するには 99 と入力します。表
示順は低い順にリストされます。

5. 「プロパティ・レベル」で、フィルタを表示する場所を選択します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです:

6.

•

アプリケーションのみ

•

アプリケーションおよび統合

•

統合のみ

参照タイプを使用してリストされる値のドロップダウンを提供するには、「検証タイプ」
で次のいずれかを選択します
•

なし

•

数値

•

参照の検証

•

参照の検証なし

•

はい/いいえ

•

日付

•

問合せ

•

選択リスト - 「検証オブジェクト」フィールドに値リストを入力できます。それぞれ
の値を新しい行に入力します。オプション・ページの値リスト(LOV)には、値がリス
トとして表示されます。

7. 「検証オブジェクト」に、タイプによって検証される参照オブジェクトのリストを入力し

ます。

前の手順で選択リスト検証タイプを選択した場合に値リストを入力するには、
をク
リックし、検証オブジェクト・ページで値リストを入力して、「OK」をクリックします。
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8. 「条件リスト」で、次のいずれかまたはすべてに 基づいて条件リストを提供します:

•

EQ (等しい)

•

含む

•

類似

条件値としては「等しい」、「類似」または「含む」が可能です。条件値はドロップダ
ウン・リストとして CONDITION_LIST フィールドに格納されます。値が EQ,IN の
場合、
「条件」ドロップダウンには Equal と In のみが表示されます。値が EQ LIKE
の場合、ドロップダウンには Equal、Like のみが表示されます。EQ、IN、LIKE の任
意の組合せがフィールドに格納されます。1 つのみの値が条件リストで提供され
る場合、条件は変更できません。デフォルト値は EQ です。複数の条件を指定する
場合は、条件の前にカンマを付けてください。たとえば、IN 条件と LIKE 条件を使
用するには、,IN,LIKE を入力します
9. 「保存」をクリックします。

デフォルト・オプションの設定
「デフォルトの設定」オプションを使用して、統合オプション・ページでアプリケーシ
ョン・フィルタとして使用するデフォルト値を定義します。
次の例では、「デフォルトの設定」オプションを使用して、QECustomAgent_2 アプリ
ケーションの「ロケーション」、「カテゴリ」および「期間」フィルタについてデフォ
ルト値が定義されています。
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ユーザーが QECustomAgent_2 に基づく統合を選択すると、
「ロケーション」、
「カテゴリ」お
よび「期間」フィルタについてデフォルト値が表示されます。

デフォルト・オプションを設定するには:
1.

アプリケーション・ページで、データ・ソース・アプリケーションまたはファイルへのデ
ータ・エクスポート・アプリケーションの右側にある
設定」を選択します。

をクリックし、「デフォルトの

2. 「デフォルトの設定」から、
「プロパティ名」に移動し、「プロパティ値」を指定します。

たとえば、プロパティ名「期間」について、プロパティ値として「Jan-10」を指定しま
す。
プロパティに下矢印ボタンがある場合は、デフォルト値として使用する値を値リストから
選択できます。

3. 「保存」をクリックします。

フリー・フォーム・アプリケーションへのデータの
ロード
フリー・フォーム・アプリケーション・タイプは、必要な分析をサポートするために、Planning
環境内にネイティブの Essbase アプリケーションを再作成するビジネス・プロセスです。フ
リー・フォームでは、任意のディメンションをキューブに 関連付けることができます。
Planning 固有の「通貨」、「エンティティ 」、「シナリオ」および「バージョン」ディメンショ
ンとそのメンバー階層は、フリー・フォーム・ビジネス・プロセスでは必要ありません。フ
リー・フォームを使用して、プラットフォーム機能をそのまま活用しながら、独自のモデリ
ングを実行したり独自のキューブを作成します。サービス管理者は、Essbase アウトライン
(OTL)ファイルを使用するか、ディメンショナリティを 手動で定義して、フリー・フォーム・
アプリケーションを作成します。詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management

3-47

第3章

フリー・フォーム・アプリケーションへのデータのロード
Cloud 管理者スタート・ガイド のフリー・フォーム・ビジネス・プロセスの作成に関
する項を参照してください。

フリー・フォーム・アプリケーションは、なんらかの用途の Essbase アプリケーショ
ンを作成するか、またはオンプレミス・アプリケーションを Oracle Enterprise
Performance Management Cloud に移行するお客様に適しています。これは、Planning
のフリー・フォーム・アプリケーションにはディメンション要件がないためです。
これらのフリー・フォーム・アプリケーションをデータ管理およびデータ統合でロー
ドできますが、いくつかの考慮事項があります:
1.

フリー・フォーム・アプリケーションには、最小限、3 つのディメンション(
「勘定
科目」、
「期間」および「シナリオ」
)が必要です。データ管理およびデータ統合内の
アプリケーション定義には、ディメンション・タイプが「勘定科目」、
「期間」およ
び「シナリオ」の 3 つのディメンションが必要です。

2.

データのロード先をシステムが認識できるように、期間マッピングを設定する必要
があります。たとえば、フリー・フォーム・アプリケーションで作成された期間メ
ンバーである Jan-20 という期間で期間マッピングを設定できます。データ管理お
よびデータ統合で期間マッピングを設定する場合、期間マッピングのユーザー・イ
ンタフェース検証に合格するように、フリー・フォーム・アプリケーションで作成
された期間および年のエントリを入力します。これは、フリー・フォーム・アプリ
ケーションで年ディメンションを定義する必要がない場合です。期間のみが必要
です。

3. 「シナリオ」ディメンションを指定する必要がありますが、Planning では、これは

どのようなものでも構いません。必要なのは、そのディメンションがデータ管理お
よびデータ統合で「シナリオ」ディメンションとして分類されることのみです。次
に、プロセスが成功するようにカテゴリ・マッピングを設定する必要があります。
•

ディメンションの 1 つにディメンション分類「勘定科目」を割り当てます。

•

ドリル・スルー機能を使用する場合は、「シナリオ」ディメンションが必要で
す。ディメンションの 1 つにディメンション分類「シナリオ」を割り当てま
す。ディメンションが「シナリオ」として分類されると、カテゴリ・マッピン
グを使用してターゲット値が割り当てられるため、データは 1 つの値にのみロ
ードできます。この要件を満たすディメンションを選択し、カテゴリ・マッピ
ングを定義します。

•

確認機能を使用する場合は、「エンティティ 」ディメンションが必要です。デ
ィメンションの 1 つにディメンション分類「エンティティ 」を割り当てます。

ASO タイプのアプリケーションは、作成時に自動登録されません。データ管理の
「ターゲット・アプリケーション」ページを使用して、
「Essbase」アプリケーショ
ン・タイプを選択し、アプリケーションを手動で登録します。
4.

ASO キューブのみを使用するフリー・フォーム・アプリケーションにメタデータ
をロードするには、ディメンション・アプリケーションを次のように登録します:
a.

キューブをすべての 入力キューブとして、新しい EPM ローカル・アプリケー
ションを追加します。
BSO アプリケーションがないため、このアプリケーションではディメンショ
ンは表示されません。

b.

新しいディメンション・アプリケーションを追加します。
詳細は、アプリケーションの登録を参照してください。
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これで、ディメンション・アプリケーションをソースとして使用して適切なソースと
の統合を定義することによって、メタデータを ASO キューブにロードできます。
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4
ソース接続の構成
接続の構成を使用して、次のソースへの直接接続情報を登録、管理および削除します:
•

Oracle ERP Cloud 接続の構成

•

Oracle HCM Cloud 接続の構成

•

NetSuite 接続の構成

Oracle ERP Cloud 接続の構成
Oracle ERP Cloud ソース接続を使用して、次のデータ・ソースを登録および管理できます:
•

Oracle ERP Cloud

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表平均)

•

Oracle ERP Cloud (カスタム)

•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

•

プロジェクト管理

•

Budgetary Control の契約、債務、支出およびデータ・ソースのライトバック。予算レビ
ューのデータ・ソース

Oracle ERP Cloud 接続を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

接続ページで、 「追加」ドロップダウン・アイコン)ドロップダウンから「Oracle
(
ERP
Cloud」を選択します。

(接続の構成アイコン)をクリックします。
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4. 「名前」に、ソース・システム名を入力します。
5. 「説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
6.

サービス URL に、Web サービスのサービス情報を入力します。

7. 「ユーザー名」に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud と Oracle ERP Cloud の間で
情報を送信するためのプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名
前を入力します。このユーザーには、"Financial Analyst"、"General Accountant"、
"General Accounting Manager"などの Oracle General Ledger のジョブ役割が割り
当てられている必要があります。
8. 「パスワード」に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必
要があります。
9. 「接続のテスト」をクリックします。

接続が正しくテストされると、[ソース・システム名]の接続に成功しましたという
情報メッセージが表示されます。
10. 「OK」をクリックします。

Oracle HCM Cloud 接続の構成
Oracle Human Capital Management Cloud と Planning モジュールとの統合を開始す
るには、最初に、タイプが Oracle HCM Cloud のソース・システムを作成して登録しま
す。
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ソース・システムと接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化します。このプロセ
スで、各 Oracle HCM Cloud 抽出に対するターゲット・アプリケーションが作成されます。
Oracle HCM Cloud 接続を構成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

接続ページで、 「追加」ドロップダウン・アイコン)ドロップダウンから「Oracle
(
HCM
Cloud」を選択します。

(接続の構成アイコン)をクリックします。

4. 「名前」に、ソース・システム名を入力します。
5. 「説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
6.

サービス URL に、Web サービスのサービス情報を入力します。

7. 「ユーザー名」に、Oracle HCM Cloud のユーザー名を入力します。
8. 「パスワード」に、Oracle HCM Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle HCM Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があ
ります。
9. 「接続のテスト」をクリックします。

接続が正しくテストされると、[ソース・システム名]の接続に成功しましたという情報メ
ッセージが表示されます。
10. 「OK」をクリックします。
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Oracle HCM Cloud と Oracle Enterprise Performance Management Cloud の統合の包
括的な説明は、Oracle HCM Cloud との統合を参照してください。

NetSuite 接続の構成
NSPB Sync SuiteApp から Oracle Enterprise Performance Management Cloud との統
合を開始するには、アプリケーション・タイプが「NetSuite」のソース・システムおよ
び接続パラメータを構成して登録します。
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索の接続を構成する前に、トークンベース認証の
トークンの詳細があることを確認してください。データ統合で接続を構成する前に、
この情報を NSPB Sync SuiteApp の保存された検索で定義する必要があります。
ソース・システムと接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化して、NSPB
Sync SuiteApp の保存された検索それぞれについてターゲット・アプリケーション・レ
コードを作成します。
トークンベース認証を使用して NSPB Sync SuiteApp システムに接続するには、次の
ステップを実行します:

ノート:
リリース 21.02 で、統合にアクセスするための NSPB Sync SuiteApp の保存
された検索のポリシーが変更され、EPM Cloud から NSPB Sync SuiteApp の
保存された検索への接続を設定するために、基本認証ではなくトークン・ベ
ースの認証が必要になりました。基本認証資格証明は、将来のリリースで読
取り専用になります。
1.

Oracle NetSuite を起動します。

2.

Oracle NetSuite ホーム・ページから、「設定」、「ユーザー/ロール」、「アクセス・
トークン」 、「新規」の順に選択します(新規トークンを作成します)。

3.

アクセス・トークン・ページから、アプリケーション名として内部 NS アプリケー
ション NS-PBCS を選択します。
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4. 「保存」をクリックし、このページからトークン ID およびトークン・シークレットをコピ

ーします。

ノート: これらの値はこのタイミングでのみ表示されます。このページから離れた後は、
これらの値にアクセスできません。

5.

NSPB Sync SuiteApp ホーム・ページで、「アプリケーション」の下にある「データ交
換」を選択します。
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6. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

7.

8.

アプリケーション・ページで、

(接続の構成アイコン)をクリックします。

接続ページで、 「追加」ドロップダウン・アイコン)ドロップダウンから
(
「NetSuite」を選択します。
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9.

接続の作成ページの「名前」に、ソース・システム名を入力します。
NSPB Sync SuiteApp アプリケーションに使用する名前を入力します(
「NetSuite ERP」な
ど)。

10. 「説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
11. コンシューマ・キー・タイプで、コンシューマ・キーのタイプを指定します。コンシュー

マ・キー・タイプでは、接続でデフォルトのカスタマ・キーを使用するか、カスタム・カ
スタマ・キーを使用するかを決定します。
使用可能なオプション:
•

デフォルト - 次に示すように、コンシューマ・キーでは、NSPB Sync SuiteApp シス
テムで生成されたトークンおよびトークン・シークレットの値が使用されます。トー
クンを作成し、内部アプリケーションを選択する必要がある場合は、「デフォルト」
オプションを選択します。

•

カスタム - 次に示すように、NSPB Sync SuiteApp システムで生成されたトークンお
よびトークン・シークレットに加えて、コンシューマ・キーの所有権を確立するため
に使用するコンシューマ・シークレット(パスワード)が必要です:
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12. 「コンシューマ・キー」で、NSPB Sync SuiteApp システムで生成され、カスタム・

コンシューマ・キー・タイプの実装で使用される、コンシューマのグローバルに一
意の識別子を指定します。

13. 「コンシューマ・シークレット」で、カスタム・コンシューマ・キー・タイプの実

装で使用されるコンシューマ・キーの所有権を確立するために使用するパスワード
を指定します。

14. 「トークン」で、NSPB Sync SuiteApp システムで生成され、ユーザーの代理で保

護されたリソースへのアクセス権を取得するために使用するトークン値を指定し
ます。

15. 「アカウント」で、Oracle NetSuite Web サービスへのアカウント ID を指定しま

す。

アカウント ID は、アカウント・タイプを識別します(たとえば、アカウントが本番
アカウントか、サンドボックス・アカウントか、またはリリース・プレビュー・ア
カウントか)。アカウント固有のドメインは、アカウントがホストされるデータ・
センターに依存しません。アカウントが別のデータ・センターに移動された場合で
も、ドメインは変更されません。
16. 「接続のテスト」をクリックします。

接続が正しくテストされると、[ソース・システム名]の接続に成功しましたという
情報メッセージが表示されます。
17. 「OK」をクリックします。

NetSuite と EPM Cloud の統合の詳細は、NetSuite の統合。を参照してください
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5
期間マッピングの管理
Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションでは、アプリケーショ
ンの要件に応じて異なるカレンダ(期間のレベルが異なるカレンダなど。たとえば、月、週、
また日のカレンダ)を使用することもできます。データ統合では ERP ソース・システムのデー
タがターゲットの EPM Cloud アプリケーションへ抽出されるため、ソース・システムの期間
とターゲットである EPM Cloud アプリケーションの期間の間の期間マッピングを定義する
ことにより、マッピング関係を確立します。
データ統合は、2 つのタイプの期間処理をサポートします:
1.

デフォルトの期間処理

2.

明示期間処理

ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションで一貫した期間定義および期間
命名を使用する場合は、デフォルトの期間処理を使用します。つまり、統合では、データ統
合で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、統合の実行時、各データ統合期
間にマップされたソース一般会計期間を判断します。たとえば、両方のシステムで月次カレ
ンダ使用され、Jan-20 のような期間の名前が両方のシステムで一致する場合、統合ではデフ
ォルトの期間マッピング・タイプを使用します。追加のマッピングは必要ありません。
ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションで期間定義または期間命名規則
が異なる場合は、明示期間処理を使用します。明示期間マッピングにより、期間が開始日お
よび終了日で定義されていない追加の Oracle General Ledger データ・ソースをサポートする
こともできます。明示マッピングは、ソース・システム・オプションのカレンダ期間を使用
して設定されます。
「カレンダ」ドロップダウンから、統合に使用する実際のカレンダを選択
します。
この場合、アプリケーション期間とソース期間のマッピングを定義する必要があります。
次の 3 つの方法で期間マッピングを定義できます:
•

グローバル・マッピング - 様々なタイプのソース・カレンダのある複数のソース・システ
ムからデータを取得するターゲット・アプリケーションが多くない場合は、グローバル・
マッピングを定義します。グローバル・マッピングを使用すると、個々のマッピングにお
いて、様々な期間を使用できます。最初のステップとして、グローバル・マッピングを定
義します。

•

アプリケーション・マッピング - 複雑な期間のタイプがある様々なソース・システムから
データを取得しているターゲット・アプリケーションが多数存在する場合は、グローバ
ル・マッピングの他にアプリケーション・マッピングを作成できます。アプリケーショ
ン・マッピングを定義すると、ターゲット期間の月を必要に応じて変更できます

•

ソース・マッピング - ファイルおよびアダプタに基づく統合のソース期間マッピングを指
定します。

グローバル・マッピング - サンプル月期間マッピング
次の表に、ソースの 1 か月ごとのカレンダと、ターゲット・アプリケーションの月ごとの期
間とのマッピングを示します。
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ノート:
グローバル・マッピングは、最も小さな粒度で定義する必要があります。た
とえば、1 か月ごとのカレンダと 1 週間ごとのカレンダがある場合は、最も
小さい粒度レベルでグローバル・マッピングを定義します。この場合、期間
キーは週レベルとなり、週を月にマッピングすることになります。粒度レベ
ルがより大きな期間に対してはアプリケーション・マッピングを作成できま
す。

表 5-1 サンプル月期間マッピング
期間キー

前期間キー

期間名

Jan 1 2021

Dec 1 2020

2021 年 1 月 1 月
1日

Q1

FY21

Feb 1 2021

Jan 1 2021

2021 年 2 月 2 月
1日

Q1

FY21

Mar 1 2021

Feb 1 2021

2021 年 3 月 3 月
1日

Q1

FY21

2021 年 4 月 4 月
1日

Q2

FY21

April 1 2021 2021 年 5 月 5 月
1日

Q2

FY21

April 1 2021 March 1
2021
May 1 2021

ターゲット
期間の月

ターゲット
期間の四半
期

ターゲット
期間の年

ターゲット
期間の日

ターゲット
年度

グローバル・マッピング - サンプル週期間マッピング
次の表に、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムの週次カレンダが
EPM Cloud アプリケーションの月次の期間にマッピングされる方法を示します。
表 5-2 サンプル週期間マッピング
期間キー

前期間キー

期間名

ターゲット
期間の月

ターゲット
期間の四半
期

ターゲット
期間の年

ターゲット
期間の日

ターゲット
年度

Jan 26 2020 Jan 19 2020 2021 年 1 月 1 月
26 日

Q1

FY20

Feb 2 2020

Jan 26 2020 2021 年 2 月 2 月
2日

Q1

FY20

Feb 9 2020

Feb 2 2020

2021 年 2 月 2 月
9日

Q1

FY20

Feb 16 2020 Feb 9 2020

2021 年 2 月 2 月
16 日

Q1

FY20

アプリケーション・マッピング - 1 か月ごとのカレンダ・ソースをソースとするターゲ
ット・アプリケーションの例
次の表に、1 か月ごとのカレンダをソースとするターゲット・アプリケーションの例を
示します。このマッピングは、「アプリケーション・マッピング」タブで実行します。
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表 5-3 アプリケーション・マッピングの例 - 1 か月ごとのカレンダ・ソースを使用したターゲット・アプ
リケーション#1
期間キー

ターゲット期間
の月

ターゲット期間
の四半期

ターゲット期間
の年

ターゲット期間
の日

ターゲット年度

Jan 1 2020

1月

Q1

FY20

Feb 1 2020

2月

Q1

FY20

Mar 1 2020

3月

Q1

FY20

アプリケーション・マッピング - 1 週間ごとのカレンダ・ソースをソースとするターゲット・
アプリケーション#2 の例
次の表に、1 週間ごとのカレンダから導出されるターゲット・アプリケーションの例を示しま
す。このマッピングは、「アプリケーション・マッピング」タブで実行します。
表 5-4 アプリケーション・マッピングの例 - 1 週間ごとのカレンダ・ソースを使用したターゲット・アプ
リケーション#2
期間キー

ターゲット期間
の月

ターゲット期間
の四半期

ターゲット期間
の年

ターゲット期間
の日

ターゲット年度

Jan 26 2020

1月

Q1

FY20

Feb 2 2020

2月

Q1

FY20

Feb 9 2020

2月

Q1

FY20

Feb 16 2020

2月

Q1

FY20

グローバル・マッピング
1 つのグローバル・マッピングを定義して、個々のマッピングに対する様々な期間をマッピン
グできます。
グローバル・マッピングを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「グローバル・マッピング」タブを選択します。
3.

をクリックします。

4. 「期間キー」で、ソースからマップする、現在の会計年度の月の最終日を指定します。こ

れは、試算表ロード・プロセス中にデータベースに格納され、試算表レコードのセットを
識別するキーの一部となる日付値です。
MM/dd/yyyy 形式で日付を指定します。

をクリックし、日付を選択して、期間キーを選択することもできます。

5-3

第5章

アプリケーション・マッピング

ノート:
統合では、データ統合で定義されている期間キーおよび前期間キーを使
用して、統合の実行時、各データ統合期間にマップされたソース一般会
計期間を判断します。
5. 「前期間キー」で、(ゴーストを回避するために)先に$0.00 を入力する必要があるか

どうかを判断するためにエクスポート中に使用される前会計期間キーを指定しま
す(YTD 値が期別カテゴリにロードされた場合、入力する必要があります。)

前期間キーは、現在の期間キーのちょうど 1 か月前です。
MM/dd/yyyy 形式で日付を指定します。

をクリックし、日付を選択して、期間キーを選択することもできます。

6.

次の日付パラメータを入力します:
a.

期間名; 2021 年 8 月など。

b.

ターゲット期間の月; 8 月など。

c.

ターゲット期間の四半期

d.

ターゲット期間の年

e.

ターゲット期間の日

f.

ターゲット年

7. 「保存」をクリックします。

アプリケーション・マッピング
特定のターゲット・アプリケーションに対して特別な期間マッピングを定義する場合
には、アプリケーション・マッピングを定義できます。ここで作成するマッピングは
個別のターゲット・アプリケーションに適用されます。エクスポート・ターゲット・
アプリケーションにアプリケーション・マッピングが選択されていない場合は、グロ
ーバル・マッピングで期間に対して定義されたグローバル・マッピングが使用されま
す。
アプリケーションに対して期間マッピングを作成するには:
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1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「アプリケーション・マッピング」タブを選択します。
3.

をクリックします。

4. 「ターゲット・アプリケーション」で、アプリケーション期間マッピングを追加または変

更するターゲット・アプリケーションを選択します。

5. 「期間キー」で、ソース・システムからマップする、現在の会計年度の月の最終日を指定

します。

MM/dd/yyyy 形式で日付を指定します。

をクリックし、日付を選択して、期間キーを選択することもできます。

ノート:
統合では、データ統合で定義されている期間キーおよび前期間キーを使用して、
統合の実行時、各データ統合期間にマップされたソース一般会計期間を判断し
ます。
6. 「前期間キー」で、ソース・システムからマップする、現在の会計の月の最終日の前日付

を指定します。

MM/dd/yyyy 形式で日付を指定します。

をクリックし、日付を選択して、期間キーを選択することもできます。

7.

次の日付パラメータを入力します:
a.

期間名; 2021 年 8 月など。

b.

ターゲット期間 - 月; 8 月など。

c.

ターゲット期間 - 四半期

d.

ターゲット期間 - 年
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e.

ターゲット期間の日

f.

ターゲット年

8. 「保存」をクリックします。

ソース・マッピング
ソース・マッピングには、明示期間マッピングと調整期間マッピングがあります。明
示期間マッピングを作成して、データ統合の期間がソース・システムのカレンダ期間
に正しくマップされるようにできます。調整期間マッピングは、統合を作成するとき
に「調整期間を含む」オプションを選択する場合にのみ使用されます。
ソース期間マッピングは、ソース・システム・タイプによって変わります。ソース・
システム・タイプに基づくソース期間マッピングの詳細は、次を参照してください:
•

ファイル・ソース・タイプのソース・マッピング

•

データ・ソースのソース・タイプのソース・マッピング

•

Oracle EPM Cloud ソース・タイプのソース・マッピング

•

Oracle ERP Cloud ソース・タイプのソース・マッピング

•

Oracle HCM Cloud ソース・タイプのソース・マッピング

ファイル・ソース・タイプのソース・マッピング
ファイルベースのソース・システムとターゲット・アプリケーションの間のソース期
間マッピングを追加する必要がある場合は、ソース・マッピングをファイルベース統
合に追加できます。

ファイル・ソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「期間マッピング」を選択し

ます。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」から、
「ファイル」を選択します。
4. 「ソース」で、ファイルの名前を選択します。
5. 「カレンダ」から、ソース期間マッピング・カレンダの名前を選択します。
6.

をクリックします。

7. 「ソース期間」に、ファイル・ベースのソース期間の日付値を入力します。

たとえば、「Jan-20」を選択します。
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Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることはできま
せん。
8. 「ソース期間の年」に、ファイル・ベースのソース期間の日付値に関連付けられた年を指

定します。

9. 「ソース期間番号」に、会計年度内の期間の番号を入力します。
10. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の月の最

終日を入力します。

をクリックし、期間を選択して、ターゲット期間キーを選択することもできます。
11. 「ターゲット期間名」で、ターゲット期間の期間名を選択します。マッピングの説明を入

力します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間の情報を選択することもできます。検索
して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースのソース・マッピ
ングで使用されないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされます。
12. 「説明」に、期間マッピングの説明を入力します。
13. 「保存」をクリックします。

データ・ソース・タイプのソース・マッピング
データ・ソース・アプリケーションと Oracle Enterprise Performance Management Cloud ア
プリケーションの間の期間を追加する必要がある場合は、データ・ソースのソース・タイプ
のソース期間マッピングを作成できます。

データ・ソースのソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」ドロップダウンから、
「データ・ソース」を選択します。
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4. 「カレンダ」から、ソース期間マッピング・カレンダの名前を選択します。
5.

をクリックします。

6. 「ソース期間」に、ソース期間名を入力します。

通常、ソース期間名は、Jan-20 などの日付値を参照します。

Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることは
できません。
7. 「ソース期間の年」に、ソース期間の日付値に関連付けられた年を指定します。
8. 「ソース期間番号」に、会計年度内の期間の番号を入力します。
9. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の

月の最終日を入力します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間名を選択することもできます。検
索して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースのソース・
マッピングで使用されないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされま
す。
10. 「ターゲット期間名」で、ターゲット期間の期間名を選択します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間名を選択することもできます。
11. 「説明」に、ソース期間マッピングの説明を入力します。
12. 「保存」をクリックします。

EPM Cloud ソース・タイプのソース・マッピング
Oracle Enterprise Performance Management Cloud のビジネス・プロセス間の期間マ
ッピングを追加する必要がある場合は、ソース・マッピングを定義できます。
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EPM Cloud ソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」ドロップダウンから、
「Enterprise Performance Management」を選

択します。

4. 「ソース・アプリケーション」から、期間マッピングの追加元のソース・アプリケーショ

ンの名前を選択します。

5. 「ターゲット・アプリケーション」から、ソース期間マッピングの追加先のターゲット・

アプリケーションの名前を選択します。

6.

をクリックします。

7. 「ソース期間キー」から、ソース・システムからマップされる現在の会計年の月の最終日

を指定します。

Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることはできま
せん。
8. 「ソース期間名」に、ソース期間の名前を指定します。
9. 「ソース期間の年」に、ソース期間の日付値に関連付けられた年を指定します。
10. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の月の最

終日を指定します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間名を選択することもできます。検索して
選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースのソース・マッピング
で使用されないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされます。
11. 「ターゲット期間名」に、ターゲット期間の期間名を指定します。
12. 「ターゲット期間 - 月」に、ターゲット期間の期間の月を指定します。
13. 「ターゲット年」に、会計年度が終了する年を指定します。

たとえば、会計年度が 2020 年に開始して 2021 年に終了する場合は、会計年度のすべて
の期間に 2021 を入力します。
14. 「説明」に、ソース期間マッピングの説明を入力します。
15. 「保存」をクリックします。
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Oracle ERP Cloud ソース・タイプのソース・マッピング
Oracle ERP Cloud と Oracle Enterprise Performance Management Cloud のアプリケ
ーション間のソース期間マッピングを定義するときは、Oracle ERP Cloud ソース・タ
イプを使用します。
たとえば、EPM Planning プロジェクト・モジュール(プロジェクト)と Oracle Fusion
Cloud Project Management (プロジェクト管理)の間の明示期間マッピングを定義する
必要がある場合があります。
EPM Cloud ソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」

を選択します。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」ドロップダウンから、
「Oracle ERP Cloud」を選択します。

4. 「接続」から、ソース期間マッピングで使用する Oracle ERP Cloud 統合に関連付

けられた接続名を選択します。

5. 「ソース・アプリケーション」から、期間マッピングの追加元のソース・アプリケ

ーションの名前を選択します。

6. 「ターゲット・アプリケーション」から、ソース期間マッピングの追加先のターゲ

ット・アプリケーションの名前を選択します。

7. 「マッピング・タイプ」から、
「明示」または「調整」を選択します。

明示 - 統合では、データ統合で定義されている明示期間マッピングを使用して、統
合の実行時に含まれる各データ統合期間にマップされたソース一般会計期間を判
断します。明示期間マッピングにより、期間が開始日および終了日で定義されてい
ない追加の General Ledger データ・ソースをサポートできます。
調整 - 統合では、通常期間と調整期間が使用されます。調整期間が存在しない場合
は、通常期間のみが処理されます。詳細は、Oracle Enterprise Performance
Management Cloud データ管理の管理の Oracle General Ledger の調整期間の処
理を参照してください。
8.

をクリックします。

9. 「ソース期間キー」から、ソース・システムからマップされる現在の会計年の月の

最終日を指定します。

10. 「ソース期間名」に、ソース期間の名前を指定します。
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Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることはできま
せん。
11. 「ソース期間の年」に、ソース期間の日付値に関連付けられた年を指定します。
12. 「ソース期間」に、ソース期間を作成する(GL)期間を指定します。
13. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の月の最

終日を指定します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間の情報を選択することもできます。検索
して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースのソース・マッピ
ングで使用されないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされます。
14. 「ターゲット期間名」に、ターゲット期間の期間名を指定します。
15. 「ターゲット期間 - 月」に、ターゲット期間の期間の月を指定します。
16. 「ターゲット年」に、会計年度が終了する年を指定します。

たとえば、会計年度が 2020 年に開始して 2021 年に終了する場合は、会計年度のすべて
の期間に 2021 を入力します。
17. 「説明」に、ソース期間マッピングの説明を入力します。
18. 「保存」をクリックします。

Oracle HCM Cloud ソース・タイプのソース・マッピング
Oracle HCM Cloud と Oracle Enterprise Performance Management Cloud のアプリケーショ
ン間のソース期間マッピングを定義するときは、Oracle Human Capital Management Cloud
ソース・タイプを使用します。
Oracle HCM Cloud ソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」ドロップダウンから、
「Oracle HCM Cloud」を選択します。

4. 「接続」から、ソース期間マッピングで使用する Oracle HCM Cloud 統合に関連付けられ

た接続名を選択します。
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5. 「カレンダ」から、データの統合に使用されるソース期間マッピング・カレンダの

名前を選択します。

6.

をクリックします。

7. 「ソース期間」に、ソース期間を作成する(GL)期間を指定します。
8. 「ソース期間の年」から、ソース・システムからマップされる現在の会計年の月の

最終日を指定します。

9. 「ソース期間名」に、ソース期間の名前を指定します。

Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることは
できません。
10. 「ソース期間番号」に、会計年度内の期間の番号を指定します。
11. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の

月の最終日を指定します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間の情報を選択することもできま
す。検索して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースの
ソース・マッピングで使用されないすべてのグローバル・マッピング期間がリスト
されます。
12. 「ターゲット期間名」に、ターゲット期間の名前を指定します。
13. 「説明」に、ソース期間マッピングの説明を入力します。
14. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite ソース・タイプのソース・マッピング
Oracle NetSuite と Oracle Enterprise Performance Management Cloud のアプリケー
ション間のソース期間マッピングを定義するときは、Oracle NetSuite ソース・タイプ
を使用します。
Oracle NetSuite ソース・タイプのソース・マッピングを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」

を選択します。

2. 「ソース・マッピング」タブを選択します。
3. 「ソース・タイプ」ドロップダウンから、
「NetSuite」を選択します。
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4. 「接続」から、ソース期間マッピングで使用する Oracle NetSuite 統合に関連付けられた接

続名を選択します。

5. 「カレンダ」から、データの統合に使用されるソース期間マッピング・カレンダの名前を

選択します。

6.

をクリックします。

7. 「ソース期間」に、ソース期間を作成する(GL)期間を指定します。
8. 「ソース期間の年」から、ソース・システムからマップされる現在の会計年の月の最終日

を指定します。

9. 「ソース期間名」に、ソース期間の名前を指定します。

Note:
バッチ・スクリプトで使用する場合、期間名にスペースを 含めることはできま
せん。
10. 「ソース期間番号」に、会計年度内の期間の番号を指定します。
11. 「ターゲット期間キー」に、ターゲット・システムにマップされる現在の会計年の月の最

終日を指定します。

をクリックし、名前を選択して、ターゲット期間の情報を選択できます。検索して選択:
期間キー・ページが表示されます。このページには、ソースのソース・マッピングで使用
されないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされます。
12. 「ターゲット期間名」に、ターゲット期間の期間名を指定します。
13. 「説明」に、ソース期間マッピングの説明を入力します。
14. 「保存」をクリックします。

期間マッピングの削除
このタスクについて
個々の期間マッピング、期間マッピングの範囲またはすべての 期間マッピングを削除できま
す。
個々の期間マッピングの削除
個々の期間マッピングを削除するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「期間マッピング」を選択します。
2. 「グローバル・マッピング」タブ、
「アプリケーション・マッピング」タブまたは「ソー

ス・マッピング」タブから、削除する個々の期間マッピングを選択します。

3.

をクリックします。
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期間マッピングの削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。

4. 「OK」をクリックします。

期間マッピングの範囲の削除
期間マッピングの範囲を削除するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「期間マッピング」を選択し

ます。

2. 「グローバル・マッピング」タブ、
「アプリケーション・マッピング」タブまたは

「ソース・マッピング」タブから、削除する期間マッピングの範囲を選択します。

3. 「アクション」メニューの「期間の削除」から、
「範囲の選択」を選択します。
4.

範囲の選択ページの「開始日」フィールドで削除する範囲の開始日を選択し、「終
了日」で削除する範囲の終了日を選択します。
日付を入力する場合は、MM/dd/yyyy のフォーマットを使用します。たとえば、
08/31/2021 と入力します。

をクリックし、カレンダから日付を選択して、日付を指定することもできます。

5. 「OK」をクリックします。
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すべての 期間マッピングの削除
すべての 期間マッピングを削除するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「期間マッピング」を選択します。
2. 「グローバル・マッピング」タブ、
「アプリケーション・マッピング」タブまたは「ソー

ス・マッピング」タブから、削除する期間マッピングを選択します。

3. 「アクション」メニューの「期間の削除」から、
「すべて 」を選択します。

すべての 期間の削除の確認ページが表示されます:

4. 「OK」をクリックします。

デフォルト POV 期間の選択
統合の実行時に使用される POV 期間を選択して保存すると、毎回 POV 期間を選択する必要
がありません。POV 期間が選択されていない場合、ブラウザのキャッシュに基づいて最後に
使用された期間にデフォルト設定されます。
POV 期間のオプションは、データ統合のホーム・ページで使用できます。

「POV 期間」ドロップダウンの横にロック解除アイコン
(
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)が表示されている場合、別の期間を選択できます。
データ管理のシステム設定でグローバル POV モードが有効になっている場合、その期
間はグローバル POV 期間にデフォルト設定され、別の期間を選択できません(Oracle
Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理のシステムレベルのプ
ロファイルの設定を参照。)この場合、次に示すように、
「POV 期間」ドロップダウンの
横にロック・アイコンが表示されます。
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カテゴリ・マッピングの定義
カテゴリ・マッピングを定義して、ソース・システムのデータを分類し、ターゲット・シナ
リオ・ディメンション・メンバーにマッピングします。たとえば、Planning アプリケーショ
ンでは、同じソース・システム・データは、シナリオ・ディメンション・メンバー「現在」
を使用して格納されます。データ統合で、シナリオ・ディメンション・メンバーに対するカ
テゴリ・マッピングを作成できます。指定されたターゲット・カテゴリ値が Planning のシナ
リオ・ディメンション下に存在することを確認します。

グローバル・マッピング
1 つのグローバル・マッピングを定義すると、個々のマッピングに対して様々なシナリオ・デ
ィメンションをマッピングできます。
グローバル・カテゴリ・マッピングでは、複数のアプリケーションにわたってマッピングを
定義できます。たとえば、ほとんどの場合、実績のソース・カテゴリを実績のターゲットに
マップするケースです。しかし、実績を現在にマップするターゲット・アプリケーションが
ある場合もあります。この場合、アプリケーションごとにグローバル・マッピングを上書き
できます。

ノート:
バッチ・スクリプトを使用する場合、特殊文字を含む名前、およびスペースを 使用
しないでください。コマンドラインから実行する場合、一部の文字は問題を発生さ
せる可能性があります。
グローバル・データ種別マッピングを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」を選択

します。

2. 「グローバル・マッピング」タブをクリックします。

3.

「追加」アイコン)をクリックします。
(
空白のエントリ行が表示されます。
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4. 「カテゴリ」ドロップダウンで、カテゴリ・マッピングに使用するディメンション

を選択します。

5. 「説明」に、カテゴリの説明を入力します。
6. 「頻度」で、カテゴリの頻度を選択します。

カテゴリは、日次、月次、四半期ごと、年次など、期間マッピングで定義された頻
度を示します。
7. 「ターゲット・カテゴリ」で、ターゲット・カテゴリを指定するか、

クしてディメンションまたはディメンション ・メンバーを選択します。

をクリッ

8.

オプション: 「カテゴリ・キー」で、カテゴリの内部キーを指定します。このキー
は、ドリルダウンまたはデータ・ロードの問題のデバッグに使用できます。

9.

ターゲット・カテゴリを入力します。
たとえば、ターゲット・カテゴリは、Planning アプリケーションのシナリオ・デ
ィメンションです。

10. 「保存」をクリックします。
11. オプション: 次のタスクを実行します:

•

•

マッピングを編集するには、マッピングを選択し、必要に応じて変更した後、
「保存」をクリックします。
マッピングを削除するには、

をクリックします。

アプリケーション・マッピング
アプリケーション・マッピングは、グローバル・マッピングとは異なり、ターゲット・
アプリケーションに対して定義できます。
アプリケーション・カテゴリのマッピングを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、
「期間マッピング」

を選択します。

2. 「カテゴリ・マッピング」で、
「アプリケーション・マッピング」タブを選択しま

す。

3. 「ターゲット・アプリケーション」から、ターゲット・アプリケーションを選択し

ます。

4. 「追加」をクリックします。

空白のエントリ行が表示されます。
5. 「カテゴリ」で、カテゴリを選択します。
6. 「ターゲット・カテゴリ」で、ターゲット・カテゴリを指定するか、

クしてディメンションまたはディメンション ・メンバーを選択します。

をクリッ

たとえば、Planning のシナリオ・ディメンションを指定します。
詳細は、ターゲット・カテゴリのメンバーの選択を参照してください。
7. 「保存」をクリックします。
8.

オプション: 次のタスクを実行します:
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マッピングを編集するには、マッピングを選択し、必要に応じて変更します。次に、
「保存」をクリックします。

•

マッピングを削除するには、「削除」をクリックします。

•

ターゲット・カテゴリのメンバーの選択
ディメンション内の特定のメンバーを含めて、ターゲット・カテゴリに含めることができま
す。
ターゲット・カテゴリのメンバーを選択するには:
1.

アプリケーション・マッピング・ページで、「ターゲット・アプリケーション」からター
ゲット・アプリケーションを選択します。
をクリックします

2.

3. 「カテゴリ」ドロップダウンから、メンバーを選択するディメンションを選択します。

4. 「ターゲット・カテゴリ」で、ディメンションまたはディメンション ・メンバーを指定す

るか、
をクリックしてディメンションまたはディメンション ・メンバーで検索するか
選択します。
5.

メンバーの選択ページで、次のことを実行します:
a. 「キューブ」から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

キューブによって 、使用可能なディメンションの構造が決まります。
b.

オプション: 「メンバーの検索」に、基準(メンバー名または別名のみ)を入力し、
「[Enter]」をクリックします。
検索では大文字と小文字は区別されません。検索できるのは、1 つの単語、複数の単
語またはワイルドカード文字です。

c.

左から 2 番目のペインには、使用可能な第 1 レベルの親ディメンションが表示されま
す。選択するには、ペイン内のマッピングする各メンバーの横にあるチェック・ボッ
クスをクリックします。
選択したディメンションのメンバーにドリルダウンし、3 番目のペインに結果を表示
するには、

d.

をクリックします。

左から 3 番目のペインには、ステップ b で選択したディメンションのメンバーまたは
兄弟が示されます。選択するには、マッピングする各メンバーの横にあるチェック・
ボックスをクリックします。
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選択したディメンションのメンバーにドリルダウンし、4 番目のペインに結果
を表示するには、
e.

をクリックします。

左から 4 番目のペインには、ステップ d で選択したメンバー/兄弟からのメン
バー(リーフ・レベル)結果が示されます。選択するには、マッピングする各メ
ンバーの横にあるチェック・ボックスをクリックします。
チェック・マークが表示された選択済のディメンション/メンバーが、「選択」
ペインに移動されます。

f. 「OK」をクリックします。

選択した内容をクリアするには、「選択」ペインからディメンション/メンバーを選択
し、

ドロップダウンから「削除」または「すべて 削除」を選択します。
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データ統合の定義
データ統合を定義するには、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムからメタ
データとデータを抽出する(直接統合)か、ファイルからデータを抽出し、それを Enterprise
Performance Management (EPM)ターゲット・アプリケーションにプッシュします。
ファイルベースのインポートは、Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・データに直接
接続できないが、テキスト・ファイルでソースのデータを使用できるユーザーのためにサポ
ートされています。すべてのファイル (区切りファイルなど)は、ターゲット EPM アプリケー
ションに容易にインポートできます。勘定科目、エンティティ 、データ値をファイルのどこ
に置くか、およびデータ・インポート時にどの行をスキップするかを選択できます。この機
能を利用すると、ビジネス・ユーザーが任意のソースのデータを容易にインポートでき、タ
ーゲット・アプリケーションにロードする際に技術的な支援がほとんど必要ありません。
ファイルベース統合の詳細は、ファイルベース統合の作成を参照してください。
他の Oracle Cloud サービス(即時利用可能な統合またはパッケージされた統合)に直接接続で
きるお客様は、ソース・データを定義し、データを必要なターゲット・フォーマットに変換
するためのマッピング・ルールを作成し、定期的なデータ・ロード・プロセスを実行および
管理します。
直接統合ベースのソースの場合、データのインポートおよびエクスポートのソースは次のい
ずれかです。
•

Oracle ERP Cloud - General Ledger。General Ledger からの実績のロードと予算および
実績の修正仕訳のライトバック

•

Oracle ERP Cloud - Budgetary Control。契約、債務および支出のロードと予算のライト
バック

•

Oracle ERP Cloud - Sub-Ledgers。補助元帳トランザクション・データのロード

•

Oracle NetSuite - Oracle NetSuite からの実績およびメタデータのロード

•

Oracle Human Capital Management Cloud - 従業員属性、給与およびその他の関連ジョブ
情報のロード

•

Oracle E-Business Suite - General Ledger からの実績のロード。EPM 統合エージェント
の使用

•

Oracle Peoplesoft - General Ledger からの実績のロード。EPM 統合エージェントの使用

•

カスタム・オンプレミス・データ・ソース - オンプレミス・データベース・アダプタおよ
び EPM 統合エージェントの使用

•

ローカル Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーション - 異なる
入力キューブ間でデータを移動する、入力キューブとレポート・キューブの間のデータ同
期

•

別のサービス・インスタンスからの EPM Cloud アプリケーション - アプリケーション間
のデータ同期は個別のインスタンスです

関連項目:
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•

EPM Cloud でのデータ統合を使用したデータのロードの詳細は、Planning and
Budgeting Cloud でのデータ統合の使用を参照してください

•

EPM Cloud での ERP Cloud データのロードの詳細は、データ管理を使用した
EPM Cloud での ERP Cloud データのロードを参照してください。

•

Oracle General Ledger から Enterprise Planning アプリケーションにデータをロ
ードするデータ統合の定義および実行方法をさらに学習するには、データ管理を使
用した Oracle Fusion Financials Cloud と Enterprise Planning Cloud の統合を参照
してください。

•

Oracle General Ledger から EPM アプリケーションにデータをロードするデータ
統合の定義および実行方法をさらに学習するには、データ管理を使用した Oracle
Fusion Financials Cloud と Enterprise Planning Cloud の統合を参照してください。

ファイルベース統合の作成
ファイルベース・データ統合の作成の詳細は、次のチュートリアルを視聴してくださ
い: Enterprise Planning Cloud でのファイルベース・データ統合の作成。
ファイルベース統合を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

「統合の作成」ビューに、「全般」ページが表示されます。
2. 「名前」および「説明」に、新しい統合の名前および説明を入力します。
3. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを

選択して、データのロード先を指定します。

ロケーションは、ソースおよびターゲットを関連するメンバー・マッピングととも
にリンクするために使用されます。異なるオプションおよびフィルタ条件を使用
して、複数の統合を同じロケーション内で定義できます。ロケーションは、主に統
合へのアクセスを制御するために使用されます。「ロケーションのセキュリティ」
を使用して、エンド・ユーザーへのアクセスを制御できます。
新しいロケーションを入力する場合は、ソースおよびターゲットを指定する必要が
あります。統合を保存すると、ロケーションは自動的に作成されます。
既存のロケーションを選択した場合、ソースおよびターゲットは自動的に入力さ
れ、変更できません。
4.

(ソースの選択)をクリックします。

5. 「ソースの選択」ページから、

「ファイル」
(
)をクリックします。

6. 「ファイル・ブラウザ」からファイルを選択し、
「OK」をクリックします。

「受信ボックス」または「送信ボックス」フォルダ、あるいは他の任意のフォルダ
をダブルクリックすると、フォルダ内のファイルのリストが表示されます。
また、「アップロード」をクリックし、ファイルに移動してアップロードすること
もできます。
オプションで、ファイルベース・ロードを作成し、実行時にロードされるファイル
を指定することもできます。ただし、列番号と列名は、ディメンションをマッピン
グするときにのみ指定します。ディメンションのマッピングを参照してください。
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7. 「キューブ」から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

データ管理でキューブが割り当てられます。カスタム・キューブを個別のアプリケーショ
ンとして登録でき、登録できるカスタム・キューブ・アプリケーションの数に制限はあり
ません。
8. 「カテゴリ」から、統合のカテゴリを選択します。

リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。
カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
9.

オプション: 統合に適したロケーション属性を選択します。詳細は、ロケーションの属性
の選択を参照してください。

10. ファイルをマッピングする場合や、ファイルに関連付けられたヘッダー列を変更する場合

は、「ファイル・オプション」をクリックします。

11. 「ファイルのインポート - ファイル・タイプのエンコード」ページで、
「タイプ」
、
「区切り

文字」および「ドリル URL」フィールドに値を入力します。次に、列名にヘッダーを使
用で、矢印キーを使用してヘッダー行を選択するか、いずれのヘッダー行も選択せずに、
「次」をクリックします。
「ファイルのインポート - ファイル・タイプのエンコード」ページの詳細は、ファイルの
マッピングを参照してください。

12. 「ファイルのインポート - ファイル列マッピング」ページで、必要に応じて列ヘッダーを

変更し、「終了」をクリックします。

詳細は、ファイル列のマッピングを参照してください。
13. 新しいロケーションの場合のみ、

(ターゲットの選択)をクリックします。

14. 「ターゲットの選択」ページから、ターゲット・アプリケーションを選択します。
15. 「保存」をクリックします。

ロケーションの属性の選択
一般的な統合オプションを選択する際、ロケーションに割り当てる属性またはプロパティを
追加または編集できます。
ロケーションの属性には次のものがあります。
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ロケーションの属性

説明

機能通貨

ロケーションの通貨を選択します。

ノート:
対象:
Financial
Consolidation
and Close およ
び Tax
Reporting のユ
ーザー: 通貨が固
定されている場
合に、エンティテ
ィ通貨ではなく
実際の通貨に対
してデータをロ
ードするには、
「ロケーション」
オプションの「機
能通貨」フィール
ドで通貨を設定
します。インポ
ート・フォーマッ
トに「通貨」行を
追加してマップ
することもでき
ます。
Financial
Consolidation
and Close では、
親入力、コントリ
ビューション入
力および換算通
貨入力をこのフ
ィールドで指定
し、仕訳を作成し
てエンティティ
通貨以外の異な
る通貨に転記す
ることもできま
す。

親グループ

ロケーションに割り当てる親を選択します。
親マッピングは他のロケーションとのマッピ
ングの共有に使用されます。親ロケーション
にマッピングを入力します。関連するロケー
ションが同じマッピングを使用できます。複
数のロケーションが親を共有できます。この
属性は、複数のロケーションが 1 つの勘定科目
表を使用する場合に役立ちます。子または親
のマッピング表を変更すると、子と親のすべて
のロケーションに適用されます。
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ロケーションの属性

説明

ロジック勘定科目グループ

ロケーションに割り当てるロジック勘定科目
グループを選択します。
ロジック・グループには、ソース・ファイルが
ロードされた後に生成される 1 つ以上のロジ
ック勘定科目が含まれます。論理勘定はソー
ス・データから導き出される計算済勘定です。

確認ルール・グループ

ロケーションに割り当てる確認ルール・グルー
プを選択します。
システム管理者は、確認ルールを使用してデー
タの整合性を強化します。確認ルールのセッ
トが確認ルール・グループ内に作成され、確認
ルール・グループがロケーションに割り当てら
れます。続いて、データがターゲット・システ
ムにロードされた後、確認レポートが生成され
ます。

確認エンティティ ・グループ

ロケーションに割り当てる確認エンティティ・
グループを選択します。
確認エンティティ・グループをロケーションに
割り当てた場合、確認レポートは、グループで
定義されているすべてのエンティティについ
て実行されます。確認エンティティ・グループ
をロケーションに割り当てない場合、確認レポ
ートは、ターゲット・システムにロードされた
エンティティごとに 実行されます。確認レポ
ートは、ターゲット・システム、ソース・デー
タまたはデータ管理の変換済データから直接
値を取得します。

ファイルのマッピング
ファイルをマッピングして、マッピング・タイプ、ドリル URL、区切り文字およびヘッダー
行を指定します。
ファイルをマッピングするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、ファイルベース統合の右側にある

「全般」を選択します。

をクリックし、

「統合の編集」ビューに、「全般」ページが表示されます。
2. 「ファイル・オプション」を選択します。
3. 「タイプ」から、ロードするファイルのデータ型を選択します。

使用可能なタイプ:
•

区切り - 区切りファイル・フォーマットから数値データをロードします。

•

複数列の数値 - 選択したディメンションの複数のディメンション・メンバーの数値デ
ータを、1 行のデータでロードします。ロードするメンバーの定義は、ロード・ファ
イルのヘッダー・レコードまたはインポート・フォーマット定義に含めることが可能
です。

•

区切り - すべてのデータ 型 - 区切りファイル・フォーマットからすべてのデータ 型を
ロードします。
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•

複数列 - すべてのデータ 型 - 選択したディメンションの複数のディメンショ
ン・メンバーのすべてのデータ 型を、1 行のデータでロードします。ロードす
るメンバーの定義は、ロード・ファイルのヘッダー・レコードまたはインポー
ト・フォーマット定義に含めることが可能です。

次のデータ型をサポートするデータ・ファイルをロードできます:
•

数値

•

テキスト

•

スマートリスト

•

日付

4. 「ドリル URL」で、ドリルスルーに使用する URL を指定します。
5. 「区切り文字」から、出力ファイルの列の区切りに使用する文字を選択します。

区切りファイルには 1 つ以上のレコードが含まれ、指定した区切り文字で各レコー
ドの間隔が設定されます。
使用可能なオプション:
•

カンマ(,)

•

パイプ(|)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)

•

コロン(:)

•

タブ

•

チルダ(~)

ノート:
ファイル・エンコーディングのオプションは、データ管理の「システム
設定」/「ユーザー設定」オプションで定義します。詳細は、 Oracle
Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のファイ
ル文字の設定を参照してください。
6. 「列名にヘッダーを使用します。
」で、矢印キーを使用してヘッダー行を選択する

か、いずれのヘッダー行も選択せずに、「次」をクリックします。

ヘッダーを指定しない場合は、列名にヘッダーを使用で「0」を選択します。
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7. 「次」をクリックします。

ファイル・オプションのプレビュー
ファイル・プレビュー・ページを使用して、ロードされるファイルの内容を表示します。

ファイル列のマッピング
区切りファイルの列名が定義されていない場合、またはターゲット・アプリケーションにマ
ッピングする列の名前を変更する必要がある場合は、
「ファイル列マッピング」ページを使用
して列名を変更します。
ファイル内の列ヘッダーを編集するには:
1. 「ファイルのインポート - ファイル・タイプのエンコード」ページでファイルベース統合

のファイル・マッピング詳細を入力した後、「次」をクリックします。
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2. 「ファイルのインポート - ファイル列マッピング」ページの「プレビュー表」で、

列ヘッダー・フィールドを選択し、必要に応じて値を編集します。

3. 「終了」をクリックします。

直接統合の作成
他の Oracle Cloud サービス(即時利用可能な統合またはパッケージされた統合)に直接
接続できるお客様は、ソース・データを定義し、データを必要なターゲット・フォー
マットに変換するためのマッピング・ルールを作成し、定期的なデータ・ロード・プ
ロセスを実行および管理します。
直接統合を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、

をクリックします。

「統合の作成」ビューに、「全般」ページが表示されます。
2. 「名前」および「説明」に、新しい直接統合の名前および説明を入力します。
3. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを

選択して、データのロード先を指定します。

ロケーションは、ソースおよびターゲットを関連するメンバー・マッピングととも
にリンクするために使用されます。異なるオプションおよびフィルタ条件を使用
して、複数の統合を同じロケーション内で定義できます。ロケーションは主に、統
合へのアクセスを制御するために使用されます。「ロケーションのセキュリティ」
を使用して、エンド・ユーザーへのアクセスを制御できます。
新しいロケーションを入力する場合は、ソースおよびターゲットを指定する必要が
あります。統合を保存すると、データ統合によってロケーションが自動的に作成さ
れます。
既存のロケーションを選択した場合は、データ統合によって「ソース」と「ターゲ
ット」の値が自動的に移入され、それらを変更することはできません。
4.

(ソースの選択)をクリックします。

5. 「ソースの選択」ページから、直接統合ソース・システムを選択します。
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直接統合用のソース・システムは、データ管理で統合され、ソースの選択ページに
アイコン付きで表示されます。
詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のソー
ス・システムの設定、Oracle Financials Cloud ソース・システムの登録または Oracle
NetSuite へのソース接続の構成を参照してください。
6.

(ターゲットの選択)をクリックします。
ユーザーに使用可能なターゲット・アプリケーションは、データ管理に登録されており、
ソースとして登録されている場合もあれば、ターゲット・アプリケーションとして登録さ
れている場合もあります。詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud
データ管理の管理 のターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。

7. 「ターゲットの選択」ページから、ターゲット・アプリケーションを選択します。

ターゲット・アプリケーションは、
「ターゲットの選択」ページに
示されます。

アイコン付きで表

8. 「保存」をクリックします。

ディメンションのマッピング
ソース・データをアプリケーションのターゲット・ディメンションにマップします。また、
式を使用して簡単な変換ルールを定義できます。
ファイルベース統合についてディメンションをマップする際、ソース・ファイルにヘッダー・
レコードがある場合またはプレビュー・セクションで列見出しを定義した場合は、それぞれ
のディメンションのソース 列を選択します。データ統合によって自動的に列番号が決定さ
れ、列番号が移入されます。列番号を手動で入力することもできます。
直接統合については、ソース・アプリケーションからディメンションを選択し、ターゲット・
アプリケーションのディメンションにマップできます。
ファイルベース統合と直接統合のソースについてはどちらも、ソースおよびターゲット・デ
ィメンションを操作するソースおよびターゲット式も適用できます。
ディメンションおよびメンバーのマッピングの詳細は、次のチュートリアルを視聴してくだ
さい: Enterprise Planning Cloud でのファイルベース・データ統合用のディメンションおよび
メンバーのマッピング

ディメンション・マップの作成
ディメンションをマッピングするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンのマッピング」を選択します。

をクリックし、
「ディメンショ

2. 「インポート・フォーマット」から、統合で使用するインポート・フォーマットの名前を

選択します。

ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。
3.

ファイルベース・ソースのみ: 「タイプ」から、ファイルのフォーマットを選択します。
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使用可能なオプション:
•

区切り - 区切りファイル・フォーマットから数値データをロードします。

•

複数列の数値 - 選択したディメンションの複数のディメンション・メンバーの
数値データを、1 行のデータでロードします。ロードするメンバーの定義は、
ロード・ファイルのヘッダー・レコードまたはインポート・フォーマット定義
に含めることが可能です。

ノート:
複数列フォーマット・タイプは、EPM 統合エージェントを使用して、
オンプレミス・データ・ソースからデータまたはメタデータのサブセ
ットをインポートして Oracle Enterprise Performance Management
Cloud に直接ロードする場合は使用できません。かわりに、各金額を
単一行にピボットする必要があります。ディメンションのピボット
の詳細は、データ・エクスポートのターゲット・アプリケーション・
オプションを参照してください。
•

区切り - すべてのデータ 型 - 区切りファイル・フォーマットからすべてのデー
タ型をロードします。

•

複数列 - すべてのデータ 型 - 選択したディメンションの複数のディメンショ
ン・メンバーのすべてのデータ 型を、1 行のデータでロードします。ロードす
るメンバーの定義は、ロード・ファイルのヘッダー・レコードまたはインポー
ト・フォーマット定義に含めることが可能です。

ノート:
現時点では、「固定幅 - 数値データ」および「固定幅 - すべてのデー
タ型」はサポートされていません。
4.

: 「ドリル URL」で、ドリルスルーに使用する URL を指定します。

ノート:
Oracle Enterprise Performance Management Cloud および Oracle ERP
Cloud GL のデータ・ソースには該当しません。
5.

ファイルベース・ソースのみ: 「区切り文字」から、出力ファイルの列の区切りに
使用する文字を選択します。
区切りファイルには 1 つ以上のレコードが含まれ、指定した区切り文字で各レコー
ドの間隔が設定されます。
使用可能なオプション:
•

カンマ(,)

•

パイプ(|)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)
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6.

•

コロン(:)

•

タブ

•

チルダ(~)

マッピング・グリッドで、ソース・データロード・ファイルのソース列をターゲット・ア
プリケーションのディメンションにマッピングします。
ターゲット・アプリケーションのディメンションが自動的に移入されます。
ファイルに対してインポート・フォーマットがすでに定義されている場合、ソース列とタ
ーゲット列が自動的にマッピングされます。
新規のインポート・フォーマットを追加する場合や、既存のインポート・フォーマットを
編集する場合は、次の手順を実行します:
• 「列」で、ファイルからインポートするフィールド番号を指定します。
• 「ソース・ディメンションの選択」で、ターゲット・アプリケーションに割り当てる
ソース・ディメンションの名前を指定します。
同じディメンションの複数のソース列をターゲット・ディメンションにマッピングで
きます。たとえば、4 つの"Account"ソース列をマッピングできます。
•

ソースまたはターゲットの式を追加します。ソースまたはターゲットから直接値を
操作する式を割り当てます。
ソース式の使用およびターゲット式の使用を参照してください。

7.

オプション: カンマ区切りファイルの場合、行の右側にある
をクリックし、追加する
行をドロップダウンから選択することにより、インポート・フォーマットにマッピングす
る追加行を選択します。
使用可能な行:
•

ソース期間
–

年

–

期間

–

期間番号

•

通貨

•

属性

•

説明

•

ディメンション行
–

勘定科目

–

バージョン

–

エンティティ

–

表示

行をスキップすることもできます。
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インポート定義のオプション
スキップ

説明
「スキップ」オプションは、スキップする入
力ファイル内の行を指定する場合に使用し
ます。たとえば、データがない行や負の数の
行、あるいは特定の勘定科目の行です。スキ
ップ行の指定は、データ行と同じ方法で定義
されます。システムは、入力ファイル内の指
定されたロケーションで、「式」フィールド
に入力されたテキストと完全に一致するテ
キストを検索します。
データ統合は、金額のロケーションにスペー
スや数値以外の文字がある入力ファイルの
行を自動的にスキップします。このため、ス
キップの指定が必要になるのは、入力ファイ
ルの行の金額と同じロケーションに金額以
外のデータが存在する場合のみです。たと
えば、入力ファイルに"date"という名前のラ
ベルが含まれる場合があります。エントリ
をスキップ行に追加して、テキスト"date"の
開始列、テキスト長、照合のための正確なテ
キストを指定します。
「スキップ」行オプションは、固定と区切り
のどちらのファイル・タイプでも使用できま
す。

属性

ファイルまたはその他のデータ・ソースから
最大 40 個の属性フィールドをインポートで
きます。ファイルについては、入力フィール
ドの場所を指定し、その他のデータ・ソース
については、ソース・アプリケーションから
ソース・ディメンションを指定できます。式
を使用して固定値を代入することもできま
す。
属性フィールドは、通常はドリルスルー URL
の作成や、履歴またはドキュメントのニーズ
のために使用されます。

ノート:
Financial Consolidation and
Close のソースを明示期間マッピ
ング・タイプと統合する場合、マ
ッピング年(SRCYEAR)およびマ
ッピング期間(SRCPERIOD)が
ATTR2 列に、年が ATTR3 列に格
納されます。このため、Financial
Consolidation and Close からデ
ータをインポートするときは、属
性列 ATTR2 および ATTR3 を他
のディメンション・マッピングに
使用しないでください。
同様に、増減のソース属性をター
ゲット・ディメンションにマップ
するときは、増減を ATTR1 列に
マップするための別のマップが自
動的に作成されます。
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インポート定義のオプション

説明

説明

2 つの説明列をインポートし、これらの列を
属性列と同じ方法でロードできます。説明
を含む入力行にロケーションを指定するか、
明示的な値を指定できます(マッピング表の
「式」フィールドに値を入力)。

通貨

データ統合では、選択したロケーションのデ
フォルト通貨と異なる通貨のデータをロー
ドできます。このオプションを使用すると、
入力行に、関連する金額フィールドの通貨を
指定するロケーションを指定できます。フ
ァイル・インポート・フォーマットでは、デ
ータの各行に通貨を指定するか、選択したイ
ンポート・フォーマットを使用するロケーシ
ョンに通貨を指定します。

ノート:
通貨が正しく指定されない場合
は、データをロードするときに問
題が発生することがあります。

ソース期間

期間ディメンションは、データ・ファイルの
列としてサポートされます。1 つのファイ
ルに複数期間のデータがある場合、ターゲッ
ト・アプリケーションにロードされるデー
タ・ファイルの各データ行に年と期間を含め
ることができます。インポート・フォーマッ
トからロード定義を定義し、統合の実行時に
ソース期間を選択することによって、デー
タ・ファイルから期間を列としてロードしま
す。

ディメンション行

データ統合では、ディメンション指定が同じ
行の複数のロケーションに渡るときに、イン
ポート・フォーマットで 1 つのディメンショ
ンに複数のエントリを指定できます。この
機能を使用すると、ファイルベースのデータ
のフィールドを連結できます。このオプシ
ョンを使用するには、ディメンションを選択
して、開始位置と終了位置および式を選択し
ます。

8.

オプション: インポート・フォーマットの行を複製するには、複製する行の右側にある
をクリックし、ドロップダウンから「複製」をクリックします。

9.

オプション: インポート・フォーマットから行を削除するには、削除する行の右側にある
をクリックし、ドロップダウンから「削除」をクリックします。

10. 「保存」をクリックします。

ターゲット式の使用
データをインポートする際、マップされたディメンションにターゲット式を適用できます。
ターゲット式を使用して、ソースから読み取ったソース値をターゲット・アプリケーション
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にロードするターゲット・ディメンション値に変換できます。これらの式をメンバー・
マッピングのかわりに使用して、単純なデータ変換を実行できます。インポート式を
使用する大規模なデータ・セットの場合、変換によってデータ・ロードのパフォーマ
ンスが向上します。
サポートされるターゲット式タイプは次のとおりです。
•

ソース値のコピー

•

接頭辞

•

接尾辞

•

部分文字列

•

置換

•

デフォルト

•

Rtrim

•

Ltrim

•

Rpad

•

Lpad

•

定数

•

丸め
丸め式は、金額ディメンションにのみ使用できます。

•

条件

•

分割

•

SQL

ノート:
丸め式タイプを除き、ターゲット式タイプは金額ディメンションや属性、通
貨、スキップ行に適用できません。
ターゲット式を割り当てるには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

をクリックし、
「ディメ

2.

マッピング・グリッドで、ディメンションの右にある
をクリックし、「ターゲ
ット式の編集」を選択して、ターゲット式の追加先のターゲット値を選択します。

3.

ターゲット式の編集ページで、「式タイプ」をクリックし、ターゲット式を選択し
ます。

4. 「ターゲット式の編集」画面で「式タイプ」をクリックし、ターゲット式を選択し

ます。

5.

ターゲット式に関連付けるすべてのパラメータを 選択し、「OK」をクリックしま
す。
ページに表示されるパラメータは、式タイプによって異なります。
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ターゲット式タイプを削除するには、

をクリックします。

ソース値のコピー
ソースの値をターゲットにコピーするには、ソースのコピー式タイプを使用します。
パラメータは、copysource()です。

接頭辞
固定の接頭辞を文字列に追加するには、「接頭辞」式タイプを使用します。
パラメータは、prefix です。
たとえば、接頭辞文字列 LE01 をパラメータで指定するには、式 prefix("LE01")を使用しま
す。

接尾辞
固定の接尾辞を文字列に追加するには、「接尾辞」式タイプを使用します。
パラメータは、suffix("")です。たとえば、接尾辞"East"をカスタマ・コード・ディメンショ
ンに追加するには、式として suffix("East")と指定します。

部分文字列
文字位置(開始位置)と部分文字列長(抽出する文字数)に基づいて文字列から文字を抽出して返
すには、部分文字列式タイプを使用します。
substr(Dimension, position, length)という形式に従ってパラメータを使用します。たと
えば、ソース・エンティティ 番号が"031010"の場合、2 番目の文字位置から始まり、長さが 5
の部分文字列を返すには、式として substr(Entity, 2, 5)を指定します。この例では、結果
は 31010 です。

置換
文字列を検索して特定の置換値と置き換えるには、「置換」式タイプを使用します。(置換値
は、文字列内の文字にできます。)
replace(Dimension, "x","0")という形式に従ってパラメータを使用します。たとえば、勘
定科目番号が"123x456x"で、"x"を"0"に置き換える場合、式として replace(ACCOUNT ,
"x","0")と指定します。この例では、結果は 12304560 です。

デフォルト
ソースが空白の場合にデフォルト値を割り当てるには、「デフォルト」式タイプを使用しま
す。そうでない場合は、ソース値を割り当てます。
default(Dimension, "Default Value")という形式に従ってパラメータを使用します。たと
えば、デフォルト値"Working"をユーザー定義の"Version"ディメンションに割り当てるには、
default(UD1, "Working")を式として指定します。この例では、結果は Working です。
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Rtrim
文字列の末尾(右側)の文字を削除するには、Rtrim 式タイプを使用します。
rtrim(Dimension,"0")という形式に従ってパラメータを使用し、ディメンションと削
除する文字の両方を指定します。たとえば、ソースが"123000"で、末尾の"0"をすべて
削除するには、式として rtrim(Dimension, "0")と指定します。この例では、結果は
123 です。

Ltrim
文字列の先頭(左側)の文字を削除するには、Ltrim 式タイプを使用します。
ltrim(Dimension,"0")という形式に従ってパラメータを使用し、ディメンションと削
除する文字の両方を指定します。たとえば、ソースが"000123"で、先頭の"0"をすべて
削除するには、式として ltrim(Dimension, "0")と指定します。この例では、結果は
123 です。

Rpad
文字列の右側を指定した長さまで特定の文字で埋めるには、Rpad 式タイプを使用しま
す。式の長さより短い長さの値を指定すると、Rpad によって式が指定した長さに切り
捨てられます。埋め込む文字が指定されていない場合、スペースがデフォルトの 埋込
み文字です。
rpad(Dimension, length, "characters to pad")という形式に従ってパラメータを
使用します。たとえば、勘定科目値 1234 の右側をゼロで埋めて 6 文字の長さにするに
は、式として rpad(Dimension, 6, "0")と指定します。この例では、結果は 123400
です。

Lpad
文字列の左側を指定した長さまで特定の文字で埋めるには、Lpad 式タイプを使用しま
す。式の長さより短い長さの値を指定すると、Lpad によって式が指定した長さに切り
捨てられます。埋め込む文字が指定されていない場合、スペースがデフォルトの 埋込
み文字です。
lpad(Dimension, length, "characters to pad")という形式に従ってパラメータを
使用します。たとえば、勘定科目値 1234 の左側をゼロで埋めて 5 文字の長さにするに
は、式として lpad(Dimension, 5, "0")と指定します。この例では、結果は 01234 で
す。

定数
定数値を列に割り当てるには、定数式タイプを使用します。ターゲット列の場合、ソ
ース列に関係なく定数が適用されます。
パラメータは、constant("")です。たとえば、値"P_001"を Product 列の各行に割り当
てるには、constant("P_001")と指定します。この例では、結果は P_001 です。
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丸め
丸め式タイプを使用して、金額ディメンションのターゲット式で、指定した小数の長さ(精度
値)で数字を丸めます。
丸め式では、-12 から 12 までの精度値を指定できます。
round(AMOUNT,<decimal_precision>)という形式のパラメータを使用します
この例では、丸め式 round(AMOUNT,1)により、小数点以下 1 桁で丸められます:
金額値の例:

結果

10.18

10.2

10.14

10.1

10.15

10.2

この例では、丸め式 round(AMOUNT,1)により、1 の位で丸められます:
金額値の例:

結果

10.18

10

10.5

11

10.491

10

丸めの精度値は負にできます(-2 など)。丸めの精度が負の場合、丸めは小数の右ではなく左で
行われます。
たとえば、金額が 574.194 の場合に-2 の丸め式を使用すると、結果は 600 です。
(round(574.193,-2)。

条件
if-then-else 文を指定して、条件が真と評価された場合はある値を返し、偽と評価された場合
は別の値を返すようにするには、条件式タイプを使用します。
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パラメータは、condition=()です。たとえば、勘定科目値が"1100"の場合は"Cash"を
返し、1300-101 の場合は"ShortTermRec"を返し、1300-102 の場合は"AccruedTax"を
返し、null または""の場合は"No Member"を返すには、次の式を使用します。
if (ACCOUNT == "1100") return "Cash"

else if (ACCOUNT == "1300-1else return Liability 01") return
"ShortTermRec"

else if (ACCOUNT == "1300-102") return "AccruedTax"

// if then with or/and
if (ACCOUNT == null or ACCOUNT == "") return "No Member"

分割
区切り文字に基づいてソースの値を分割し、値を分割した後の n 値を返すには、分割
式タイプを使用します。この式タイプは、文字列を区切って分割する場合に便利です
split(Dimension, "delimiter", component number)という形式に従ってパラメータ
を使用し、文字列を区切る区切り文字と返す構成要素を選択します。たとえば、ソー
スの勘定科目番号が 110-20-312300-500 で、文字列の 3 番目の構成要素が必要な場合、
split(ACCOUNT, "-", 3)と指定します。この例では、結果は 312300 です。

SQL
SQL INSERT 文で値に使用できる任意の SQL 式を割り当てるには、「SQL」式タイプ
を使用します。ソース値を使用するには、値を$ $で囲みます。たとえば、UD1 を参照
する場合、$UD1$と指定します。ソース式には 1 つのソース値のみを使用します。

ノート:
$MyAccount$などのようにディメンション名は使用することはできません。
インポート・フォーマットで使用されているディメンションのみを参照でき
ます。TDATASEG 表のどの列も参照できません。(ディメンションの列の名
前は、データ管理の「ターゲット・アプリケーション」ページの「データ表
列名」フィールドでわかります。)
パラメータは、sql("")です。たとえば、UD4 ソース値が"031010"の場合は値"S1"を返
し、それ以外の場合は値"S2"を返すには、sql("CASE WHEN $UD4$ = ’031010’ THEN
‘S1’ ELSE ‘S2’ END")という SQL 式を指定します。
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toPeriod
ソース・システムの期間名に基づいて期間ディメンション・メンバーを導出するには、toPeriod
ターゲット式タイプを使用します。
単純な Java 日付形式を使用して、ソース期間名の形式を提供します。たとえば、ソース期間
が Jan-20 の場合、期間ディメンション名を導出するには、式 toPeriod(PERIOD, "MMM-yy",
"Mon")を使用します。

toYear
ソース・システムの期間名に基づいて年ディメンション・メンバーを導出するには、toYear
ターゲット式を使用します。
単純な Java 日付形式を使用して、ソース期間名の形式を提供します。たとえば、ソース期間
が Jan-20 の場合、年ディメンション名を導出するには、式 toYear(YEAR, "MMM-yy",
"FY+YY")を使用します

ソース式の使用
データをインポートする際、ソース・ディメンションにソース 式を適用できます。ソース式
を使用して、ファイルから読み取られたソース値を拡張および変換できます。たとえば、Rpad
式タイプを使用してソース・ディメンション値の右側にパディング(文字を追加)し、特定の長
さになるようにします。
金額ソース・ディメンションの場合、次のソース式タイプを使用できます。
•

Fill: ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換(Fill)を参照してください。

•

DRCRSplit: 借方と貸方の列の表示(DRCRSplit)を参照してください。

•

Sign: 標準以外の数値符号規則の使用(Sign)を参照してください。

•

Factor: 整数係数および小数係数による乗算(Factor)を参照してください。

•

NZP: ゼロの抑制の使用不可(NZP)を参照してください。

金額ディメンションに対するソース式の適用の詳細は、金額ディメンションに対するソース
式の使用を参照してください。
金額以外のソース・ディメンションには、次のソース式タイプを使用できます。
•

接頭辞

•

接尾辞

•

部分文字列

•

置換

•

デフォルト

•

Rtrim

•

Ltrim

•

Rpad

•

Lpad

•

定数
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•

条件

•

分割

ソース式を割り当てるには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

をクリックし、
「ディメ

2. 「インポート・フォーマット」から、統合で使用するインポート・フォーマットの

名前を選択します。

ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。
3.

ファイルベースのソースのみ。オプション: 「タイプ」でファイルのフォーマット
を選択します。
ファイル・フォーマットの詳細は、ディメンション・マップの作成を参照してくだ
さい。

4.

マッピング・グリッドで、ディメンションの右にある
をクリックし、
「ソース式
の編集」を選択して、ソース式の追加先のソース値を選択します。

5. 「ソース式の編集」画面で「式タイプ」をクリックし、ソース式を選択します。

ノート:
金額ディメンションに適用できるソース式タイプは、Fill、DRCRSplit、
Sign、Factor および NZP です。複数のソース式を金額ディメンションに
適用することもできます。金額ディメンションには、定数、Lpad および
Rpad の式タイプは使用できません。
6. 「ソース式の編集」画面から、ソース式に関連付けるすべてのパラメータを 選択し、

「OK」をクリックします。

ページに表示されるパラメータは、式タイプによって異なります。
ソース式タイプを削除するには、

をクリックします。

金額ディメンションに対するソース式の使用
金額ソース・ディメンションの場合、次のソース式タイプを使用できます。
•

Fill - ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換(Fill)を参照してください。

•

DRCRSplit - 借方と貸方の列の表示(DRCRSplit)を参照してください。

•

Sign - 標準以外の数値符号規則の使用(Sign)を参照してください。

•

Factor - 整数係数および小数係数による乗算(Factor)を参照してください。

•

NZP - ゼロの抑制の使用不可(NZP)を参照してください。

ソース式タイプの適用の詳細は、ソース式の使用を参照してください。
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ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換(Fill)
数値フォーマットを変換するキーワードを使用して金額ディメンションに入力するには、Fill
式タイプを使用します。通常、Fill は、パラメータ fill=EuroToUS として使用し、(.,)から(,.)
への数値フォーマットの変換をトリガーします。
パラメータは、fill=です。たとえば、fill=EuroToUS と指定すると、10.000,00 が 10,000.00
に変換されます。

標準以外の数値符号規則の使用(Sign)
標準以外の数値符号規則を管理するには、Sign 式タイプを使用します。前後にマイナス記号
の付いた数値、およびカッコで囲まれた数値は、負数と解釈されます。他の先行文字や後続
文字を使用して負数を表すこともできます。
<>の間の数も負数として扱われます。たとえば、(100.00)および<100.00>を指定した場合、
両方とも負数として扱われます。
正数が符号なしの(1,000.00)で、負数の後に CR (1,000.00CR)が続く場合、式は Sign=,CR に
なります。
Sign=[Positive String],[Negative String]という形式に従ってパラメータを使用します。
たとえば、正数の後に DR (1,000.00DR)、負数の後に CR (1,000.00CR)が続く場合、
Sign=DR,CR と指定します。

整数係数および小数係数による乗算(Factor)
ソース・ファイルの金額にユーザー定義の値を掛けるには、Factor 式タイプを使用します。
このタイプの式を使用すると、数値因子によりファイル内のデータを拡張できます。この式
を使用すると、データを 2 倍または半分にできます。
Factor=という形式に従ってパラメータを使用し、データを乗算するためのユーザー定義の整
数または小数を指定します。たとえば、金額を 12500 から 12500000 に変換するには、
Factor=1000 を使用します。

借方と貸方の列の表示(DRCRSplit)
固定フォーマットのテキスト・ファイルの分割数値列を解析するには、DRCRSplit 式タイプ
を使用します。デフォルトでは、
「金額」フィールドの数値が借方であるとみなされます。た
だし、借方値を左側、貸方値を右側に各自配置できます。
この式を使用するには、借方の開始(たとえば、列 56)と、貸方列の終わりまでの列の長さ(た
とえば、40 文字)を指定します。中間点は 20 で、20 の左側の数字は借方、右側の数字は貸方
です。
drcrsplit=Mid Point of the DR and CR columns という形式に従ってパラメータを使用し
ます。たとえば、式 drcrsplit=16 を使用して、中間点(16)の左側の数字が借方で、中間点(16)
の右側の金額が貸方であることを指定します。
ファイルのインポート時は、貸方金額には負の符号が割り当てられ(したがって、正数として
解釈されます)、借方金額は変更されないままです(したがって、負数として解釈されます)。
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ゼロの抑制の使用不可(NZP)
データ・ロード・プロセス時にゼロの抑制を無効にする場合、NZP 式を使用します。デ
フォルトでは、データ管理はゼロ・バランスのある試算表の勘定科目をバイパスしま
す。環境によっては、勘定科目をすべてロードして 、ゼロである必要がある値を確実
に置換する必要があります。「勘定科目」フィールドの「式」列に NZP と入力すると、
ゼロの抑制を使用不可にできます。
パラメータは、NZP です。

参照ディメンションの追加
参照ディメンションは、ターゲット・アプリケーションに対して作成し、データ列を
割り当てることができます。マッピングおよび参照に使用されます。
ターゲット・アプリケーション内に対応するディメンションを持たない参照ディメン
ションをデータ統合で追加できます。このようなタイプのディメンションは、別の列
を変換する方法を決定するコンテンツを追加する必要がある場合に便利です。メンバ
ー・マッピング機能とともに使用して、複数のソース・セグメントやチャートフィー
ルドをクロス参照し、ターゲット値を割り当てることができます。
参照ディメンションを追加するには:
1.

アプリケーション・ページから、Oracle Hyperion Workforce Planning アプリケー
ションの右側にある

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

2. 「ディメンション」タブを選択します。
3. 「追加」(

)をクリックし、
「ターゲット・ディメンション・クラス」ドロップダウ
ンからターゲット・ディメンション・クラス名を選択します。

「参照」ディメンション・エントリが「ターゲット・ディメンション・クラス」ド
ロップダウンに追加されます。
4. 「ディメンション名」に参照ディメンションの名前を入力して、
「保存」をクリック

します。

参照ディメンションが、ターゲット・ディメンション・クラス名「参照」で、ディ
メンション詳細リストに追加されます。参照ディメンションをソース・ディメンシ
ョンとして使用するには、参照ディメンションをインポート・フォーマットでマッ
ピングします。
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Account Reconciliation マージ残高ディメンションの追加
データをロードするときに、Account Reconciliation のお客様は、変更された残高のみをマー
ジし、同じロケーションの既存のデータを保持できます。このオプションにより、データが
Account Reconciliation に最後にロードされたとき以降に変更された残高が少数である場合
に、データ・ファイル全体のロードを実行する必要がなくなります。このプロセスでは、お
客様は、ターゲット・アプリケーションにロードされる新しい残高ごとにマージ ID ディメン
ションを設定する必要があります。プロファイル・セグメントを構成する個別のディメンシ
ョンすべてを 通貨とともにマージ ID にマップする必要があります。

ノート:
Account Reconciliation からデータ統合への正しいドリル・バック結果を確保するに
は、ロードする新しい残高ごとに新しいマージ ID を追加する必要があります。
マージ残高ディメンションをマップするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にあり、マージ残高を追加するための

をクリックし、「ディメンションのマッピング」を選択します。

2. 「ディメンションのマッピング」から、統合に関連付けられるインポート・フォーマット

の名前を選択します。

ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。
3.

をクリックし、「マージ ID の追加」をクリックします。
空白のソース・ディメンション行がソース・タイプ「マージ ID」で追加されます。

4. 「ソース・ディメンションの選択」ドロップダウンから、プロファイル・セグメントを構

成する個別のディメンションすべてを 通貨とともにマージ ID にマップします。

たとえば、勘定科目と会社がプロファイル・セグメントを構成する場合、マージ ID 行を
3 回追加し、合計 3 行(勘定科目、会社、さらに通貨用)のマージ ID をマップします。
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5. 「保存」をクリックします。
6. 「データ統合」ホーム・ページから、統合を選択し、
7.

をクリックします。

統合の実行ページで、「オプション」タブを選択します。

8. 「インポート・モード」ドロップダウンから、
「マージ」を選択します。

「エクスポートしない」を選択しま
9. 「エクスポート・モード」ドロップダウンから、
す。

10. 必要に応じて期間を選択します。
11. 「実行」をクリックします。

メンバーのマッピング
メンバーのマッピングによって、ソース値をそれぞれのターゲット・ディメンション
の有効なメンバーに変換できます。特定のディメンションのターゲット・メンバーを
導出するターゲット式を定義している場合、メンバー・マッピングを定義する必要は
ありません。条件付きターゲット式を使用すると、条件の対象とならない残りのソー
ス値についてメンバー・マッピングを定義できます。ターゲット式を使用してデータ
変換を実行できる場合は、メンバーをマップするのではなく、それを使用することを
強くお薦めします。データ・セットが大きい場合、ターゲット式を使用した変換では
メンバー・マッピングと比べてパフォーマンスが大幅に向上します。
マッピングは、親ロケーションを使用して複数の統合で共有できます。マッピングは、
勘定科目、エンティティ 、ICP、UD1、UD2 などというデフォルトの順序で各ディメ
ンションについて処理されます。アプリケーション定義で計算シーケンスを変更する
ことによって、マッピング順序を上書きできます。

メンバー・マッピングの追加
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピングが適用される
場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含む」、マルチディメンショナ
ル、「類似」の順です。
メンバー・マッピングを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ
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2.

別の統合からマップを共有する場合は、「ロケーション参照」を選択します。
現在の統合のマップを定義する場合にロケーション参照を指定する必要があります。

3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加する先

のディメンションを選択します。

4.

をクリックして、新しいメンバー・マッピングを追加します。
また、マッピングを選択して「編集」アイコン
をクリックすると、新しいマッピン
グを追加せずに、必要に応じて既存のマッピングを編集することもできます。

5. 「メンバー・マッピングの追加」の「ソース」で、
「マッピング・タイプ」ドロップダウン

からメンバー・マッピング・タイプを選択し、ソース値を指定します。

メンバー・マッピングのタイプ:
マッピングのタイプ

説明

関連項目

ソース値をターゲット値と照合 「明示」マッピングの使用
して、完全一致したターゲット
値で置換します。
明示マッピングは、1 対 1 のマ
ッピングです。たとえば、ソー
ス値"ABC"はターゲット値
"123"に置換されます。
連続したソース値範囲を 1 つの 「範囲」マッピングの使用
ターゲット値で置換します。
たとえば、「001」から「010」
までの範囲が 1 つの値に置換さ
れます。
別の例として、300000 から
3001999 までの勘定科目を利
益剰余金にマッピングするが、
勘定科目 310000 を資本拠出ま
たは配当にする必要があるとし
ます。
1 つのターゲット値にマッピン 「含む」マッピングの使用
グする非シーケンシャルな(連
続しない)ソース値をリストし
ます。
この場合、1 つのマッピング内
で複数の値が 1 つの値にマッピ
ングされるため、(明示マップで
は必要な)複数のルールを作成
する必要がなくなります。
たとえば、ソース勘定科目
1503、1510 および 1515 をター
ゲット勘定科目 15000010 にマ
ッピングできます。
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マッピングのタイプ

説明

関連項目

特殊文字を使用して、ソース値 「類似」マッピングの使用
の文字列を照合し、それをター
ゲット値にマッピングします。
類似マッピングでは、アスタリ
スク(*)および疑問符(?)のワイ
ルドカード文字を使用します。
アスタリスクは、任意の数の文
字を表すプレースホルダです。
たとえば、1190*と指定すると、
勘定科目 1190、1190100 およ
び 1190-200 が現金ターゲット
勘定科目にマッピングされま
す。
疑問符は、1 文字を表すプレー
スホルダです。たとえば、119?
というソース勘定科目は、119
で始まる 4 文字を含むソース勘
定科目のみにマッピングされま
す。
マルチディメンション・マッピ マルチディメンショナル・マッ
ングを使用すると、ソース列値 ピングの使用
の特定の組合せに対してターゲ
ット値を割り当てることができ
ます。
この機能を使用すると、ターゲ
ット・アプリケーションで使用
可能でないディメンションにデ
ータをロードできます。
たとえば、勘定科目ディメンシ
ョンのマッピングは、エンティ
ティ、製品およびプロジェクト
のソース値に基づいて定義でき
ます。
さらに、ターゲット・アプリケ
ーション登録に追加された参照
ディメンションを選択できま
す。これらのディメンション
は、ターゲット・アプリケーシ
ョンに存在しないソース・ディ
メンションを含みます。これら
により、マルチディメンショ
ン・フィルタの作成の柔軟性が
増します。これで、条件付きの
データ・ロードが容易になりま
す。

ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピング
が適用される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含
む」、マルチディメンショナル、
「類似」の順です。
「範囲」タイプと「類
似」タイプ間ではマッピングが重複する場合があります。
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6. 「ターゲット」に、ディメンション・メンバー名のターゲット値を入力します。

個々のメンバーをターゲットとして入力することも、
クタを使用して値を選択することもできます。

をクリックし、メンバー・セレ

7. 「処理順序」で、マッピングの順序を指定します。

マッピング・タイプ内の優先度レベルは、処理順序により決定されます。マッピングは、
マッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理されます。「数字」も順序付けに
使用できます。たとえば、十単位または百単位で採番する場合は、既存の値の間に新しい
値を挿入できます。マッピングに 10、20 および 30 の番号が付いている場合は、25 から
開始するマッピングを追加でき、他のマッピングの名前を変更する必要はありません。
8. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
9.

指定したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、「符号の変更」を選択します。
このオプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の試算表の符号が
負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。EPM アプリケーションでは、正数
は貸方としてロードされることが多く、負数はすべて 借方としてロードされます。その結
果、符号を反転させることができます。

10. 「OK」をクリックします。

オプションで、マッピングを選択して
編集できます。
マッピングを選択して

をクリックすると、メンバー・マッピングを

をクリックすると、メンバー・マッピングを削除できます。

「明示」マッピングの使用
「明示」メンバー・マッピングを使用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

をクリックし、
「マップ・メン

2. 「編集」をクリックします。
3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加する先

のディメンションを選択します。

4.

をクリックして、新しいメンバー・マッピングを追加します。
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また、新しいマッピングを追加せずに、必要に応じて既存のマッピングを編集する
こともできます。
5. 「ソース」で、
「マッピング・タイプ」ドロップダウンから

ス値を指定します。

をクリックし、ソー

ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピング
が適用される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含
む」、マルチディメンショナル、「類似」の順です。
6. 「ターゲット」に、ディメンション・メンバー名のターゲット値を入力します。
7. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
8.

指定したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、
「符号の変更」を選択し
ます。
このオプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の試算表の
符号が負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。Oracle Enterprise
Performance Management Cloud アプリケーションでは、正数は貸方としてロード
されることが多く、負数はすべて 借方としてロードされます。その結果、符号を反
転させることができます。

9. 「保存」をクリックします。

「範囲」マッピングの使用
「範囲」メンバー・マッピングを使用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

2. 「編集」をクリックします。
3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加

する先のディメンションを選択します。

4.

をクリックして、新しいメンバー・マッピングを追加します。
また、新しいマッピングを追加せずに、必要に応じて既存のマッピングを編集する
こともできます。

5. 「ソース」で、
「マッピング・タイプ」ドロップダウンから

ース値を指定します。

をクリックし、ソ

ソース値はカンマで区切り、100,199 のように指定します。「範囲」マッピングで
は、アスタリスクなどの特殊文字はサポートされていません。
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ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピングが適用
される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含む」、マルチデ
ィメンショナル、「類似」の順です。
6. 「ターゲット」に、ディメンション・メンバー名のターゲット値を入力します。
7. 「処理順序」で、マッピングの順序を指定します。

マッピング・タイプ内の優先度レベルは、処理順序により決定されます。マッピングは、
マッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理されます。「数字」も順序付けに
使用できます。たとえば、「数値」を処理に使用する場合、処理順序は英数字のソート順
です。10、20、30、100 が順序としてある場合、処理順序は 10、100、20、30 になりま
す。処理順序に数値を使用する場合は、すべてのマップについて 同じ桁数を使用してくだ
さい。
8. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
9.

指定したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、
「符号の変更」を選択します。
「符号の変更」オプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の試算表
の符号が負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。EPM アプリケーションで
は、正数は貸方としてロードされることが多く、負数はすべて 借方としてロードされま
す。その結果、符号を反転させることができます。

10. 「保存」をクリックします。

「含む」マッピングの使用
「含む」メンバー・マッピングを使用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

をクリックし、
「マップ・メン

2. 「編集」をクリックします。
3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加する先

のディメンションを選択します。

4.

をクリックして、新しいメンバー・マッピングを追加します。
また、新しいマッピングを追加せずに、必要に応じて既存のマッピングを編集することも
できます。

5. 「ソース」で、
「マッピング・タイプ」ドロップダウンから

指定します。

をクリックし、ソース値を

ソース値はカンマで区切り、100,199 のように指定します。「範囲」マッピングでは、ア
スタリスクなどの特殊文字はサポートされていません。
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ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピング
が適用される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含
む」、マルチディメンショナル、「類似」の順です。
6. 「ターゲット」に、ディメンション・メンバー名のターゲット値を入力します。
7. 「処理順序」で、マッピングの順序を指定します。

マッピング・タイプ内の優先度レベルは、処理順序により決定されます。マッピン
グは、マッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理されます。「数字」
も順序付けに使用できます。たとえば、「数値」を処理に使用する場合、処理順序
は英数字のソート順です。10、20、30、100 が順序としてある場合、処理順序は
10、100、20、30 になります。処理順序に数値を使用する場合は、すべてのマッ
プについて同じ桁数を使用してください。
8. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
9.

指定したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、「符号の変更」を選択し
ます。
「符号の変更」オプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の
試算表の符号が負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。Oracle
Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションでは、正数は貸方と
してロードされることが多く、負数はすべて 借方としてロードされます。その結
果、符号を反転させることができます。

10. 「保存」をクリックします。

「類似」マッピングの使用
「類似」メンバー・マッピングを使用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

2. 「編集」をクリックします。
3.

をクリックして、新しいメンバー・マッピングを追加します。
また、新しいマッピングを追加せずに、必要に応じて既存のマッピングを編集する
こともできます。

4. 「ソース」で、
「マッピング・タイプ」ドロップダウンから

ース値を指定します。

をクリックし、ソ

「類似」マッピングのソース値を指定する場合、パラメータとして特殊文字を使用
できます。「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用を参照してくださ
い。
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ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピングが適用
される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含む」、マルチデ
ィメンショナル、「類似」の順です。
5. 「ターゲット」に、ディメンション・メンバー名のターゲット値を入力します。
6. 「処理順序」で、マッピングの順序を指定します。

マッピング・タイプ内の優先度レベルは、処理順序により決定されます。マッピングは、
マッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理されます。「数字」も順序付けに
使用できます。たとえば、「数値」を処理に使用する場合、処理順序は英数字のソート順
です。10、20、30、100 が順序としてある場合、処理順序は 10、100、20、30 になりま
す。処理順序に数値を使用する場合は、すべてのマップについて 同じ桁数を使用してくだ
さい。
7. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
8.

指定したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、
「符号の変更」を選択します。
「符号の変更」オプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の試算表
の符号が負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。EPM アプリケーションで
は、正数は貸方としてロードされることが多く、負数はすべて 借方としてロードされま
す。その結果、符号を反転させることができます。

9. 「保存」をクリックします。

「類似」マッピングのソース値式での特殊文字の使用
ソース値およびターゲット値の式には、1 つ以上の特殊文字を指定できます。特殊文字は、
「類
似」マッピングでのみサポートされています。
•

アスタリスク(*)
アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字以上の接頭辞また
は接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処理されます。ワイ
ルド・カードは、ソース内に存在するものは何でも取得し、それをターゲット列に、通常
は接頭辞を追加して入れます。

•

疑問符(?)
疑問符(?)は、ソース値から 1 文字を削除します。1 つ以上の疑問符(?)を式で使用できま
す。また、疑問符と他の式を組み合せて使用することもできますたとえば、A??は、A で
始まり、その後に 2 文字が続くメンバーを検索し、そのメンバーを選択するか、2 文字を
取り除きます。

•

<1>、<2>、<3>、<4>、<5>
連結された値を含む行を処理し、対応する値を抽出します。ソース・メンバーでは、区切
り文字としてアンダースコア (_)記号を使用する必要があります。

ノート:
<1>、<2>、<3>、<4>、<5>は疑問符(?)とは併用できますが、アスタリスク(*)
とは併用できません。
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•

<空白>
空白文字(スペース )を含む行のみを処理します。
ソース・メンバーが' 'である場合にのみ式が<BLANK>として読み込まれます。こ
の場合、一重引用符が単一のスペース 文字を囲みます。ソースに NULL があり、,,
のように、または" "で囲まれるスペースとして 表示される場合は、<BLANK>とし
ての NULL は解釈されません。'<space char>式のみ解釈されます。

ノート:
<BLANK>表記はソースとターゲットの両方の式で使用できます。ター
ゲット式で使用する場合は、ターゲットに空白が書き込まれます。

表 7-1 特殊文字を使用した式の例
使用する特殊文
字

マッピング・タイ ソース値
プ

ターゲット値

結果

*

データのロード

1000

1000 の戻り値は この例では、すべ
ての行が処理さ
1000

*

ノート

れ、ソース値がデ

WXYZ の戻り値は フォルト値 1000
1000
で上書きされま
す。

この式では、WXYZ
も 1000 を返しま
す。ソース値にア
スタリスクを 1
つ入力したため、
すべてのソース 値
がターゲット値
1000 に置き換わ
ります。
*

データのロード

*

*

1000 の戻り値は この例では、すべ
ての行が処理さ
1000

れ、ソース値は同

WXYZ の戻り値は じ値に置き換わり
WXYZ
ます。
*

ストリップ

*

A*

101 の戻り値は
A101

すべてのソース ・
メンバーを処理
し、前に「A」を
追加します。

*

ストリップ

*_DUP

*

1000_DUP の戻り 「_DUP」で終わる
ソース値のみを処
値は 1000
理して、それを除
去します。

?

ストリップ

?*

*

A1000 の戻り値
は 1000
B2000 の戻り値
は 2000

この結果、1 文字
以上のソース値の
みが処理されま
す。
最初の文字を取り
除きます。
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表 7-1 (続き) 特殊文字を使用した式の例
使用する特殊文
字

マッピング・タイ ソース値
プ

ターゲット値

結果

?

ストリップ

*

1000_DUP の戻り この結果、4 文字
以上のソース値の
値は 1000

*????

A1000 の戻り値
はA
<1>, <2>, <3>,
<4>, <5>

データのロード

<1>

*

<1>, <2>, <3>,
<4>, <5>

データのロード

<2>

*

<1>, <2>, <3>,
<4>, <5>

データのロード

<3>

*

01_420_AB_CC1
_001 の戻り値は
AB

<1>, <2>, <3>,
<4>, <5>

ストリップ

?<1>

*

A01_420 の戻り
値は 01

<BLANK>

データのロード

<BLANK>

[None]

' 'の戻り値は
[None]

ノート

みが処理されま
す。

末尾の 4 文字を
取り除きます。

01_420 の戻り値

は 01

01_420 の戻り値

は 420

一重引用符は説明
用です。

'01_ 'の戻り値
は[None]

ターゲット値式での特殊文字の使用
アスタリスク(*)はターゲット式でのみ使用でき、アスタリスク(*)文字には任意の数の接頭辞
または接尾辞を追加できます。統合を実行すると、アスタリスク(*)は結果のソース値に置き
換えられます(独自のソース式がある場合とない場合があります)。ターゲット・アプリケーシ
ョンで指定した接頭辞または接尾辞に連結されます。
例:
ターゲット値:
A*
結果:
1000 = A1000
ターゲット値:
*_DUP
結果:
1000 = 1000_DUP
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マルチディメンショナル・マッピングの使用
マルチディメンショナル・マッピングを使用する場合、ソースは 75 文字以下である必
要があります。
マルチディメンショナル・マッピングを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

をクリックします。

2.

3. 「メンバー・マッピングの追加」画面の「ソース」で、
「複数ディメンション」を選

択します。

4. 「ディメンション」をクリックし、ソース列値のディメンションを選択します。
5.

メンバー・マッピング・タイプ・アイコンをクリックし、ソース列値のマッピング
に使用する方法を選択します。
使用可能なタイプは次のとおりです。
•

明示

•

範囲

•

類似

•

含む

•

複数ディメンション

これらのタイプの詳細は、メンバー・マッピングの追加を参照してください。
6.

入力ボックスで、ソース値文字列を指定します。

7.

をクリックして、マルチディメンショナル条件に新規のメンバー・マッピング・
タイプを追加します。

8. 「ターゲット」に、マップを定義するターゲット・ディメンション・メンバーを入

力します。

「メンバーの選択」画面で、
をクリックすることもできます。
マルチディメンショナル・マッピングのターゲット値は、明示的なメンバー名であ
る必要があります。ワイルドカードまたは特殊文字はサポートされません
9. 「処理順序」で、マップの処理が発生する順序を指定します。

順序は、アルファベットまたは数値で指定できます。アルファベット順を指定した
場合、マッピングは、マッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理され
ます。
アルファベット順を使用した場合、統合名を使用してマップを処理できるため、マ
ップはマッピング・タイプ内の名前のアルファベット順に処理されます。「数字」
も順序付けに使用できます。たとえば、十単位または百単位で採番する場合は、既
存の統合の間に新しい統合を挿入できます。たとえば、統合に 10、20、30 の番号
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が付いている場合は、25 から開始する統合を追加すると、他の統合の名前を変更する必
要がありません。

ノート:
変換用のソース値を処理する場合、特定のソース値に複数のマッピングが適用
される場合があります。優先度の順位は、「明示」、「範囲」、「含む」、マルチデ
ィメンショナル、「類似」の順です。「範囲」タイプと「類似」タイプ間ではマ
ッピングが重複する場合があります。
10. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
11. 選択したターゲット勘定科目の符号を反転させる場合は、
「符号の変更」を選択します。

「符号の変更」オプションは、多くの場合、収益および負債/資本ソース勘定科目の試算表
の符号が負数の場合に一般会計ソース・データで使用します。EPM アプリケーションで
は、正数は貸方としてロードされることが多く、負数はすべて 借方としてロードされま
す。その結果、符号を反転させることができます。
12. 「適用先」で、選択したマッピングを適用する統合を選択します。

デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングは、そのロケーションに関連
付けられたすべて の統合に適用可能です。

13. 「保存」をクリックします。

マルチディメンショナル・マッピングでの特殊文字の使用
ソース値とターゲット値の式では、特殊文字を使用できます。これらの文字(通常は?および*)
には、1 文字以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフ
ィルタ処理されます。
特殊文字は次のとおりです。
•

アスタリスク(*) - アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字
以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処
理されます。ワイルド・カードまたはストリップ(ライトバックに対するデータ・ロード)
は、ソース内に存在するものは何でも取得し、それをターゲット列に、通常は接頭辞を追
加して入れます。アスタリスク(*)は、ソース値を表します。アスタリスク(*)には、1 文字
以上の接頭辞または接尾辞を追加でき、その接頭辞または接尾辞でソース値がフィルタ処
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理されます。ワイルド・カードは、ソース内に存在するものは何でも取得し、それ
をターゲット列に、通常は接頭辞を追加して入れます。
•

疑問符(?) - 疑問符(?)は、ソース値から 1 文字を削除します。1 つ以上の疑問符(?)
を式で使用できます。また、疑問符と他の式を組み合せて使用することもできます
たとえば、A??は、A で始まり、その後に 2 文字が続くメンバーを検索し、そのメ
ンバーを選択するか、2 文字を取り除きます。

複数のディメンションの場合、ソース・ディメンションは引き渡される値であり、ワ
イルド・カードはその値にのみ適用されます。ディメンションは複数ディメンション・
ルールに存在でき、ワイルド・カードを使用できます。接頭辞/接尾辞は、ターゲット・
ディメンション(ルールが置かれているディメンション )に等しいソースにのみ適用さ
れます。

ターゲット値のフォーマット・マスク・マッピング
フォーマット・マスクを使用して、ソース・メンバー詳細とオプションのユーザー定
義テキストの組合せに基づいてターゲット・メンバーを定義します。たとえば、フォ
ーマット・マスクを使用して、ソース・メンバーの一部、追加の接頭辞、接尾辞、ま
たはターゲットの置換テキストに基づいてターゲット・メンバーを指定します。
フォーマット・マスクは、明示以外のすべてのマッピング ・タイプのターゲット・メ
ンバー指定で使用できます。このマッピング・タイプの一般的な用法は、ソースから
のセグメントの置換、文字列操作でのセグメントの置換、接頭辞または接尾辞を使用
した文字列演算でのセグメントの置換の 3 つのカテゴリに分けられます。

#FORMAT マッピング・タイプのコンポーネント
#FORMAT タイプ・マッピングは、次のコンポーネントで構成されます:
表 7-2 #Format マッピング・タイプのコンポーネント
コンポーネント

説明

#FORMAT

FORMAT マッピング・タイプがターゲット・
メンバーに指定されたことを示します。
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表 7-2 (続き) #Format マッピング・タイプのコンポーネント
コンポーネント

説明

<format mask>

ユーザー定義のフォーマット・マスク。フォー
マットの定義には次の文字が使用されます:
•
? — ソース・メンバーまたはメンバー内の
セグメントで特定位置にある文字を含み
ます。
•
# — ターゲット・メンバーを作成するとき
にソースの 1 文字をスキップ(削除)しま
す。
•
文字 - ユーザー定義の文字をターゲット
にそのまま含めます。接頭辞、接尾辞、固
定文字列または必要な文字のために使用
されます。これは、特別なフォーマット・
マスク文字と組み合せて使用できます。
•
* — ソース・セグメントまたはソースのす
べての文字を含めます。セグメントの唯
一のフォーマット・マスク文字として*を
使用すると、セグメント全体の値がソース
からコピーされます。
#または?記号と組み合せて*を使用する
と、残りの未使用の文字すべてが 引き継が
れます。
*は、ワイルドカード文字で、?または#で
指定されていない残りの文字を採用しま
す。たとえば、ソースが abcd の場合に*
を使用すると、ターゲットは abcd になり
ます。ターゲットが?#*の場合、結果は
acd になります。
セグメント内に*が検出されると、フォー
マットに指定された文字を除き、*の後の
指定はすべて 無視されます。

<segment delimiter>

オプションのセグメント区切り記号は、ソー
ス・メンバーとターゲット・メンバーのセグメ
ントを区切るために使用される文字を定義し
ます。この統合タイプでは、ソースとターゲッ
トの区切り文字を同じにする必要があります。
セグメント・デリミタが指定されていない場
合、フォーマット・マスクはセグメント指定ま
たはデリミタに依存せずにメンバー全体に適
用されます。

#FORMAT マッピングの例
次に、#FORMAT のすべてのオプションを 使用する例を示します:
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表 7-3 #Format マッピング・タイプの例
ソース

ターゲット

結果

12345-6789-012-3456ABC-001

#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?
123-6789-GROUP-5ABCX-GROUP
#*X-GROUP","-")
説明: 最初のセグメントの最初の 3
文字を採用し、2 番目のセグメント全
体を採用し、3 番目のセグメントをテ
キスト「GROUP」で置換し、4 番目
のセグメントに接頭辞として AA を
付けて、3 番目と 4 番目の文字を削除
し、5 番目の文字は保持し、6 番目の
文字を削除し、ABC は保持して接頭
辞「X」を付けて、5 番目のセグメン
トをテキスト「GROUP」で置換しま
す。

セグメントの置換
ソース・メンバーのフォーマットをターゲット・メンバーの定義として使用する際に、
ソースの値を再利用するかわりに、ソース・セグメントの一部を置換できます。たと
えば、ソースを 4 番目のセグメントでフィルタリングし、7 番目のセグメントを明示的
な値で置換して、その他のセグメントの値を次のように保持する必要があるとします:
ソース:
??????-??????-?-012000000-??????-???-???????-??????-??????-??????-?
??
ターゲット:
??????-??????-?-012000000-??????-???-GROUP-??????-??????-??????-???

文字列演算を伴うセグメントの置換
置換するセグメントに文字列演算を適用できます。たとえば、値 11002293 があり、セ
グメントを書き込むときに、下 4 桁または上 6 桁だけを使用する必要があるとします。
メンバー 11002293 を使用する例:
•

最初の 2 文字を無視すると、結果は 002293 になります。#FORMAT("##*")を使用
します。

•

最後の 3 文字を切り捨てると、結果は 11002 になります。#FORMAT("?????")を
使用します。

•

最初の 2 文字を無視し、最後の 3 文字を切り捨てると、結果は 002 になります。
#FORMAT("##???")を使用します。

文字列演算と接頭辞および接尾辞を使用するセグメントの置換
ソースのセグメント値をターゲットの対応セグメントでそのまま使用できます。たと
えば、ソースが A100 の場合、この値をターゲットの値としてマッピングできます。こ
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の場合、ソースに対してワイルドカードを使用し、ターゲットの該当セグメントにソースに
基づいて明示的な値を指定します。

メンバーの選択
「メンバーの選択」ページを使用して、ディメンションのメンバーを表示および選択します。
メンバーを選択するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

をクリックし、
「マップ・メン

2. 「編集」をクリックします。
3. 「ターゲット」で、

をクリックします。

4. 「メンバーの選択」ページで、次のタスクを実行します:
a. 「キューブ」から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

キューブによって 、使用可能なディメンションの構造が決まります。
b.

オプション: 「メンバーの検索」に、基準(メンバー名または別名のみ)を入力し、
「[Enter]」をクリックします。
検索では大文字と小文字は区別されません。検索できるのは、1 つの単語、複数の単
語またはワイルドカード文字です。

c.

左から 2 番目のペインには、使用可能な第 1 レベルの親ディメンションが表示されま
す。選択するには、ペイン内のマッピングする各メンバーの横にあるチェック・ボッ
クスをクリックします。
選択したディメンションのメンバーにドリルダウンし、3 番目のペインに結果を表示
するには、

d.

をクリックします。

左から 3 番目のペインには、ステップ b で選択したディメンションのメンバーまたは
兄弟が示されます。選択するには、マッピングする各メンバーの横にあるチェック・
ボックスをクリックします。
選択したディメンションのメンバーにドリルダウンし、4 番目のペインに結果を表示
するには、

e.

をクリックします。

左から 4 番目のペインには、ステップ c で選択したメンバー/兄弟からのメンバー(リ
ーフ・レベル)結果が示されます。選択するには、マッピングする各メンバーの横に
あるチェック・ボックスをクリックします。

チェック・マークが表示された選択済のディメンション/メンバーが、
「選択」ペインに移
動されます。
選択した内容をクリアするには、「選択」ペインからディメンション/メンバーを選択し、
ドロップダウンから「削除」または「すべて 削除」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
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メンバーのフィルタ処理
フィルタを適用して、特定のメンバーを表示できます。
「含む」または「等しい」オペ
ランドと特定の値を使用して、1 つ以上のディメンションに基づくフィルタ条件を作成
します。
メンバー・フィルタを適用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

2. 「フィルタの追加」をクリックします。
3.

フィルタの適用先として、「ソース」
、「ターゲット」または「処理順序」のいずれ
かの値を選択します。

4. 「オペランド」ドロップダウンから、フィルタのオペランドと値を選択します。

使用可能なオペランドは次のとおりです。
•

含む — 「値」フィールドに文字列文字を含む値を返します。

•

等しい — 「値」フィールドに文字列文字に等しい値を返します。

5. 「値」で、フィルタに使用する特定の値を指定します。

メンバー・マッピングのインポート
選択した CSV ファイルおよび TXT ファイルから現在のディメンションまたはすべて
のメンバー・マッピングをインポートし、マッピングを作成できます。メンバー・マ
ッピングのインポートでは、ターゲット・メンバーに対する検証または検証なしオプ
ションとともに、マージ・モードまたは置換モードもサポートします。
メンバー・マッピングをインポートするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、ファイルベース統合の右側にある

ックし、「マップ・メンバー」を選択します。

をクリ

2. 「編集」をクリックします。
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3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加する先

のディメンションを選択します。

4. 「アクション」ドロップダウンから、
「インポート」、
「現在のディメンション」の順に選択

します。

すべてのディメンションをインポートするには 、「すべてのディメンション 」を選択しま
す。
5. 「メンバー・マッピングのインポート」の「ファイル名」で、メンバー・マッピングのイ

ンポート元のファイルの名前を指定します。

6. 「インポート・モード」から、インポート・モードを選択します:

•

マージ - 既存のマップを更新します。既存のマップは、「ソース値」、「処理順序」お
よび「統合名」(指定されている場合)に基づいて識別されます。マップが存在しない
場合は、新しいマップが作成されます。

•

置換 - 既存のマップを削除し、ファイルから新しいマップを作成します。

7. 「検証」から、メンバー・マッピングを検証することを選択します。

検証では、インポートされた一般会計におけるすべてのデータに 対応するマッピングがあ
ることが確認されます。
8. 「実行モード」で、インポートを実行するモードを選択します:

•

オンライン - インポートを即時に処理します。

•

オフライン - インポートをバックグラウンドで実行します。

9. 「OK」をクリックします。

Excel マッピングのインポート
インポート・オプションを選択し、Excel マッピングを選択して、Excel マッピングをインポ
ートできます。
Excel マッピングをインポートするには:
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1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

2. 「アクション」ドロップダウンから、
「インポート」、
「Excel からインポート」の順

に選択します。

3. 「メンバー・マッピングのインポート」の「ファイル名」で、メンバー・マッピン

グのインポート元の Excel .XLS ファイルの名前を指定します。

をクリックして、.XLS ファイルに移動することもできます。

4. 「メンバー・マッピングのインポート」の「ファイル名」で、メンバー・マッピン

グのインポート元のファイルの名前を指定します。

5. 「OK」をクリックします。
6. 「インポート・モード」から、インポート・モードを選択します:
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•

マージ - アプリケーション内のデータをデータ・ロード・ファイル内のデータで上書
きします。

•

置換 - データ・ロード・ファイルのディメンションの値をクリアし、既存ファイルの
値で置換します。

7. 「検証」から、メンバー・マッピングを検証することを選択します。

検証では、インポートされた一般会計におけるすべてのデータに 対応するマッピングがあ
ることが確認されます。
8. 「実行モード」で、インポートを実行するモードを選択します:

•

オンライン - インポートを即時に処理します。

•

オフライン - インポートをバックグラウンドで実行します。

9. 「OK」をクリックします。

Excel テンプレート(マッピング・テンプレート)のダウンロード
Maploader テンプレートをダウンロードし、データ統合またはデータ管理によって入力する
のではなく、これを使用して Excel からマッピング表をアップロードします。この機能を使
用すると、Excel マッピングからメンバーを選択してインポートすることにより、それらをマ
ップできます。マッピングをマージまたは置換できます。これにより、マップが更新される
わけではありません。単に新しいエントリがデータベースに追加されます。適切にフォーマ
ットされた Excel マッピング・テンプレートは、EPM_ORACLE_HOME/products/
FinancialDataQuality/templates ディレクトリに保存されます。
マッピング・テンプレートには、接続するターゲット・アプリケーションから Oracle Hyperion
Financial Management ディメンションを直接取り出すマクロ・スクリプトも含まれます。
Excel テンプレートを データ管理サーバーにアップロードし、統合を実行するとき、または
ファイル名が空白のままの場合にシステムによって 要求されたときに、ロードするファイル
として Excel ファイルを選択する必要があります。処理されるファイルが Excel ファイルか
どうかはシステムによって 判断され、ファイルのロードに必要なフォーマットが読み取られ
ます。
Excel でマッピング・テンプレートを使用する場合:
•

マップ・テンプレートに空白行を含めないでください。

•

テンプレートに行を挿入することは可能ですが、新しい行は指定された領域に保持する必
要があります。

•

各テンプレートでサポートされうのは、1 つのディメンションです。

Excel テンプレートをダウンロードするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

2.

をクリックし、
「マップ・メン

マップ・メンバー・ページのドロップダウンから、
「アクション」、
「インポート」、
「Excel
テンプレートのダウンロード」の順に選択します。
Maploader.xls を開いていますページが表示されます。

3.

MaploaderTemplate.xls を開くか、ハード・ドライブに保存します。

4.

MaploaderTemplate.xls を開きます。
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5. 「マップ」タブを選択します。
6.
7.

セル B1 に「ロケーション」、セル B2 に「ロケーション ID」と入力し、セル B3 の
「ディメンション」ドロップダウンからディメンションを選択します。
次の各フィールドに入力します:
a. 「ソース」に、ソース・ディメンション値を入力します。

ソース・ディメンションを入力するときにワイルドカードと範囲を指定できま
す。
•

無制限の文字に対応するワイルドカード — 無制限の文字を示すためにア
スタリスク(*)を使用します。たとえば、「548*」または「*87.8」と入力し
ます。

•

1 文字プレースホルダーに対応するワイルドカード — 1 文字のプレース
ホルダーを示すために疑問符(?)を使用します。たとえば、

•

–

548??98

–

??82???

–

??81*

範囲 — カンマ(,)を使用して範囲を示します(ワイルドカード文字は使用で
きません)。たとえば、「10000,19999」のように範囲を指定します。
(この範囲では、10000 から 19999 までのすべての 値が評価されます。
)
この場合、データ管理で 10000 から 19999 までのすべての 値が対象にな
ります。

• 「含む」マップ — カンマ(,)を使用してエントリを区切ります(ワイルドカー
ド文字は使用できません)。少なくとも 3 つのエントリを指定する必要が
あります。そうしないと、マップが「範囲」マップを示します。たとえば、
「10,20,30」のように「含む」マップを指定します。
•

b.

マルチディメンション・マッピング — #MULTIDIM を使用して、マルチディ
メンション・マッピングを指定します。DIMENSION NAME=[VALUE]と値を入
力します。値は、ワイルドカード、範囲および「含む」マップと同様に指
定します。次の例の検索基準は、77 で開始し UD1 が 240 のすべての 勘定
科目です。たとえば、#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]です。

ソースの説明に、ソース値の説明を入力します。

c. 「ターゲット」に、ターゲット・ディメンション値を入力します。
d. 「符号の変更」に True を入力して、
「勘定科目」ディメンションの符号を変更

します。「勘定科目」ディメンションの符号を保持する場合は、「False」を入
力します。この設定を使用できるのは「勘定科目」ディメンションをマッピン
グするときだけです。

e.

マッピングを特定のデータ・ルール名に適用する際は、
「ルール名」に統合名
を入力します。

ノート:
明示マッピングを追加する場合、ルール名はソース値と同じにする必
要があります。
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8. 「保存」をクリックします。

メンバー・マッピングの復元
メンバー・マッピングの復元では、現在のセッションで行われたマッピングが削除され、視
点に基づいてマッピングが復元されます。
メンバー・マッピングは、POV の最後のデータ・ロードからのみ復元できます。
メンバー・マッピングを復元するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

をクリックし、
「マップ・メン

2.

マップ・メンバー・ページのドロップダウンから、「アクション」、「マッピングの復元」
の順に選択します。

3.

マッピングの復元の確認ページで、「OK」をクリックします。

メンバー・マッピングのエクスポート
メンバー・マッピングを、選択したファイル(Excel ファイル)にエクスポートできます。

現在のディメンションまたはすべてのディメンションのマップのエ
クスポート
現在のディメンションまたはすべてのディメンションのメンバー ・マッピングをエクスポー
トするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

バー」を選択します。

をクリックし、
「マップ・メン

2. 「編集」をクリックします。
3. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加する先

のディメンションを選択します。
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4. 「エクスポート」ドロップダウンから、
「現在のディメンション」または「すべての

ディメンション」を選択します。

5. 「ファイル・ロケーションの指定」から、マッピングをエクスポートするファイル

名を指定します。

6. 「エクスポート」をクリックします。
7.

オプション: 「アップロード」をクリックし、エクスポートするファイルに移動し
て、「OK」をクリックします。

Excel へのマップのエクスポート
Excel にエクスポートすると、その形式で再インポートすることはできません。
Excel にメンバー・マッピングをエクスポートするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

プ・メンバー」を選択します。

をクリックし、「マッ

2. 「ディメンション」ドロップダウンから、メンバー・マッピングを編集または追加

する先のディメンションを選択します。

3. 「アクション」ドロップダウンの「エクスポート」ドロップダウンから、
「Excel に

エクスポート」を選択します。

「Excel にエクスポート」方法の場合、マッピングは Microsoft Excel スプレッドシ
ートにエクスポートされます。スプレッドシートでは、スプレッドシートの名前に
ロケーション名が使用されます。
4.

XLS ファイルを開くか、ハード・ドライブに保存します。

5.

スプレッドシートを開きます。

6. 「マップ」タブを選択します。
7.
8.

セル B1 に「ロケーション」、セル B2 に「ロケーション ID」と入力し、セル B3 の
「ディメンション」ドロップダウンからディメンションを選択します。
次の各フィールドに入力します:
a. 「ソース」に、ソース・ディメンション値を入力します。

ソース・ディメンションを入力するときにワイルドカードと範囲を指定できま
す。
•

無制限の文字に対応するワイルドカード — 無制限の文字を示すためにア
スタリスク(*)を使用します。たとえば、「548*」または「*87.8」と入力し
ます。
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•

•

1 文字プレースホルダーに対応するワイルドカード — 1 文字のプレースホルダ
ーを示すために疑問符(?)を使用します。たとえば、
–

548??98

–

??82???

–

??81*

範囲 — カンマ(,)を使用して範囲を示します(ワイルドカード文字は使用できませ
ん)。たとえば、「10000,19999」のように範囲を指定します。
(この範囲では、10000 から 19999 までのすべての 値が評価されます。
)
この場合、データ管理で 10000 から 19999 までのすべての 値が対象になります。

• 「含む」マップ — カンマ(,)を使用してエントリを区切ります(ワイルドカード文字
は使用できません)。少なくとも 3 つのエントリを指定する必要があります。そ
うしないと、マップが「範囲」マップを示します。たとえば、
「10,20,30」のよう
に「含む」マップを指定します。
•

b.

マルチディメンション・マッピング — #MULTIDIM を使用して、マルチディメンシ
ョン・マッピングを指定します。DIMENSION NAME=[VALUE]と値を入力します。値
は、ワイルドカード、範囲および「含む」マップと同様に指定します。次の例の
検索基準は、77 で開始し UD1 が 240 のすべての 勘定科目です。たとえば、
#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]です。

ソースの説明に、ソース値の説明を入力します。

c. 「ターゲット」に、ターゲット・ディメンション値を入力します。
d. 「符号の変更」に True を入力して、
「勘定科目」ディメンションの符号を変更します。

「勘定科目」ディメンションの符号を保持する場合は、「False」を入力します。この
設定を使用できるのは「勘定科目」ディメンションをマッピングするときだけです。

e.

マッピングを特定のデータ・ルール名に適用する際は、「ルール名」に統合名を入力
します。

ノート:
明示マッピングを追加する場合、ルール名はソース値と同じにする必要があ
ります。

9. 「エクスポート」をクリックします。
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データ統合オプションの設定
「オプション」を使用して、期間処理の全般オプション、データをインポートするため
のフィルタ、およびターゲット・アプリケーションにロードするときのデータの処理
方法に関するオプションを定義します。
全般オプション・セクションでは、データをロードするカテゴリと、ソース期間を決
定するために使用される期間マッピング・タイプを指定します。ファイルベース統合
については、オプションを使用してデフォルトのフォルダおよびファイル名を指定す
ることもできます。
ターゲット・オプション・セクションでは、特定の方法を選択して、データをターゲ
ットにロードする方法や処理のバッチ・サイズを定義したり、アプリケーション・タ
イプに応じてドリル領域の作成やその他の処理オプションを有効にすることができま
す。
直接統合については、ソースからデータを抽出するためのフィルタを指定できます。
Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケーションと一般会計アプ
リケーションのフィルタは、ディメンションおよびメンバー・フィルタを使用してデ
ータ・スライスに関して指定されます。他のデータ・ソースについては、それぞれの
フィルタ・パラメータのソース・フィルタを指定できます。

ファイルベース・オプションの定義
ファイルベース統合については、ファイル名とファイルを格納するために使用する受
信ボックス・フォルダを指定できます。ファイルを使用して、1 つの期間または複数の
期間にデータをロードできます。複数の期間にデータをロードするには、いくつかの
方法があります。1 つの方法は、複数の列がある 1 つのファイルを使用する方法で、ヘ
ッダー・レコードまたは期間マッピングを使用して各列を期間にマップできます。オ
プションは、期間ごとに 1 つのファイルを使用することです。期間ごとに 1 つのファ
イルを使用するには、特定のファイル名形式を使用して期間を識別できます。
ファイルに関連付けるカテゴリおよび期間の設定では、事前定義された値を使用でき
ます。この設定によって、選択内容の編集時に使用可能なオプションが制限されるこ
とがあります。
ファイルベース・データ統合オプションの設定の詳細は、次のチュートリアルを視聴
してください: Enterprise Planning Cloud でのファイルベース・データ統合オプション
および統合の実行の設定。
ファイルベース・オプションを選択するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、ファイルベースの統合の右側にある

リックし、「オプション」を選択します。

をク

2. 「ファイル名」から、ソース・システム・ファイルの名前を選択します。

7-48

第7章

データ統合オプションの設定
データ統合ホーム・ページで選択されているファイル名が、「ファイル名」フィールドに
デフォルトで設定されます。
ファイル名のみを指定した場合、統合の実行ページで単一の期間に対してデータを入力す
る必要があります。
複数の期間をロードするには、各期間用のファイルを作成し、期間名または期間キーをフ
ァイル名に追加します。複数の期間に対して統合を実行する場合、各期間のファイル名が
作成され、適切な POV にアップロードされます。
3. 「ディレクトリ」で、ファイルを配置するフォルダを指定します。
4.

データを複数の期間にロードするには、「ファイル名の接尾辞タイプ」から、「期間名」
か「期間キー」のどちらかを選択します。
接尾辞がファイル名に追加され、接尾辞の追加後にファイル拡張子が追加されます。ファ
イル名を空白にすると、接尾辞付きのファイルが検索されます。ファイル名の接尾辞タイ
プを指定すると、ファイル名はオプションになり、統合の実行ページでは必要ありませ
ん。
ファイル名の接尾辞タイプが期間キーの場合、接尾辞インジケータと期間の日付フォーマ
ットがファイル名で(接尾辞セットとして)必要となり、有効な日付フォーマットとして検
証される必要があります。
たとえば、次のように指定します:
a.

1_Jan-2018.txt

b.

1_Feb-2018.txt

c.

1_Mar-2018.txt

この場合、統合を実行するときに、
「ファイル名フィールドに 1_.txt を入力し、接尾辞イ
ンジケータとして「期間名」を選択します。次に、1 月から 3 月の期間について統合を実
行します。
5. 「期間キーの日付フォーマット」で、JAVA 日付フォーマット(SimpleDateFormat)でファ

イル名に追加する期間キーのデータ・フォーマットを指定します。

6. 「カテゴリ」から、カテゴリを選択します。

リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)です。
カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
7. 「キューブ」から、データをロードするプラン・タイプを指定します
8. 「保存」をクリックします。

直接統合オプションの定義
直接統合を操作するとき、直接統合のソースおよびターゲット・システムに固有のパラメー
タを指定できます。たとえば、Planning ソース・システムの場合、キューブと期間マッピン
グ・タイプを選択できます。
直接統合オプションを選択するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、直接統合の右側にある

ン」を選択します。

をクリックし、
「オプショ

2. 「全般オプション」の「カテゴリ」から、カテゴリを選択します。
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リストされているカテゴリは、データ管理の設定時に作成したカテゴリ(実績など)
です。カテゴリ・マッピングの定義を参照してください。
3. 「キューブ」から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

データ管理でキューブが割り当てられます。カスタム・キューブを個別のアプリケ
ーションとして登録でき、登録できるカスタム・キューブ・アプリケーションの数
に制限はありません。

ノート:
ASO キューブに対して置換モードで統合を実行する際に、シナリオ・メ
ンバーが共有メンバーである場合、数値データ・ロードのみが実行され
ます。階層が完全に含まれた完全修飾名でメンバー名を指定してくださ
い。シナリオ・メンバーが共有メンバーである場合、すべてのデータ 型
のロード方法は機能しません。
4. 「期間マッピング・タイプ」から、期間のマッピング・タイプを選択します。

使用可能なオプション:
•

デフォルト - 統合では、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キ
ーを使用して、統合の実行時、各データ管理期間にマップされたソース一般会
計期間を判断します。

•

明示 - 統合では、データ管理で定義されている明示期間マッピングを使用し
て、各期間にマップされたソース一般会計期間を判断します。明示期間マッピ
ングでは、期間が開始日および終了日で定義されていない場合、追加の一般会
計データ・ソースがサポートされます。

5. 「カレンダ」から、ソース・システム・カレンダを選択します。
6. 「統合オプション 1」-「統合オプション 4」にフリー・フォーム・テキストまたは

値を指定します。

「統合オプション 1」-「統合オプション 4」に指定した値は、ビジネス・ルールで
ランタイム・パラメータを指定するときに使用できます。詳細は、ビジネス・ルー
ルの使用を参照してください。
7.

(Planning のみ): 「データの抽出オプション」で、抽出するメンバー・データのタ
イプを選択します。
メンバーは、計算に対してどのようなフラグが設定されているかに応じて、抽出で
きます。メンバーに「保管済」のフラグが設定されている場合、計算後、計算され
たデータ値はそのメンバーと一緒にデータベースに保管されます。メンバーに「動
的計算」のタグが付いている場合、そのメンバーのデータ値は取得時に計算されま
す。
使用可能なオプション:
•

すべてのデータ - 保管されている値と、密ディメンションと疎ディメンション
の両方について動的に計算された値が抽出されます。
「すべてのデータ 」抽出オプションは、サービス・インスタンスからサービス・
インスタンスへのデータの同期ではサポートされておらず、ターゲット・ビジ
ネス・プロセスで統合を設定し、リモート・ビジネスからデータを抽出するこ
とはできません。サービス・インスタンスからサービス・インスタンスへのデ
ータの同期については、ソース環境で「すべてのデータ 」オプションを使用し
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て統合を設定し、そこからデータを抽出して、リモート・ターゲット・システムにプ
ッシュします。
Financial Consolidation and Close のお客様は、
「すべてのデータ 」オプションを選択
して、動的計算値を抽出できます。さらに、データ統合を使用して動的計算値を抽出
するには、Financial Consolidation and Close の「累計ビューの保管の管理」設定を
有効にすることが前提条件となります。詳細は、累計ビューの管理オプションの使用
を参照してください。
•

保管された動的算出データ - 疎ディメンションは除き、密ディメンションについての
み、保管されている動的に計算された値が抽出されます。

•

保管済データのみ - 保管されているデータのみを抽出します。動的に計算された値
は、このタイプの抽出には含まれません。

ノート:
密としての期間オプションを Financial Consolidation and Close で有効にする
場合、Financial Consolidation and Close インスタンスでデータ統合をプッシュ
として設定する必要があります。統合をサービス・インスタンスで設定し、リ
モートの Financial Consolidation and Close インスタンスから取得することは
できません。密としての期間オプションの詳細は、Financial Consolidation and
Close の管理の期間および増減ディメンションの密ディメンションへの変換を
参照してください。これは、すべてのデータの 抽出オプションに適用されます。
8.

(Planning のみ): 「データの精度」で、エクスポートする数値に表示される小数点以下の
桁数を指定します。
データ精度とは、精度(正確さ)を重視した数値データのことです。データ値のサイズおよ
び小数点以下の桁数に応じて、数値フィールドによっては 指数形式(678123e+008 など)で
書き込まれることがあります。非常に大きい値から非常に小さい値までデータに幅があ
る場合、データ精度の使用もあり得ます。通常、出力ファイルは小さめであり、データ値
の正確さは高めです。
このオプションのデフォルト値は 16 です。

9.

(Planning のみ): 「データの小数点以下の桁数」で、エクスポートする小数点以下の最大
桁数を指定します。
0 から 16 の値を指定します。値を指定しないと、エクスポートするデータの小数点以下
の桁数(最大 16 桁)が使用されるか、
「データの精度」オプションに値が指定されている場
合はそれによって決まる値が使用されます。
このパラメータは、読みやすさを重視して使用します。出力データはストレート・テキス
ト形式です。データの小数点以下の桁数に関係なく、指定した数値が出力されます。特に
データの範囲が非常に大きい値から非常に小さい値に及ぶ場合、データが(整数部および
小数部で)正確さを失う可能性があります。
デフォルトでは、数値データには 16 桁がサポートされています(小数部の桁を含む)。
「デ
ータの精度」と「データの小数点以下の桁数」オプションをどちらも指定すると、「デー
タの精度」オプションが無視されます。

10. (一般会計のみ): 「調整期間を含む」から、調整期間を処理するための次のいずれかのオ

プションを選択します。
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•

いいえ - 調整期間は処理されません。システムでは通常期間マッピング(
「デフ
ォルト」および「明示的」として設定されたマッピング)のみが処理されます。
「いいえ」は調整処理のデフォルト・オプションです。

•

はい - 「はい」を選択すると、通常期間と調整期間が含まれます。調整期間が
存在しない場合は、通常期間のみが処理されます。

•

はい(調整のみ) - 「はい(調整のみ)」を選択すると、調整期間のみが処理されま
す。ただし、調整期間が存在しない場合は、かわりに通常期間が取得されま
す。

11. (Planning および Oracle General Ledger の非管理者のみ)「非管理者用ロード方法

の場合は「置換」」から、管理者以外のユーザーの Planning アプリケーションにデ
ータをロードするときの置換方法を選択します。
使用可能な方法:

•

なし—置換を実行しません。

•

数値データのみ—ロード方法が数値データのみの場合に置換を実行します。

•

すべてのロード 方法—すべてのロード 方法について置換を実行します。

12. 「保存」をクリックします。

ターゲット・オプションの定義
ソース・アプリケーションをターゲット・アプリケーションに統合するとき、ロード
方法、日付フォーマット、バッチ、パージ・オプションを含めて、日付をロードする
方法をサポートするオプションを選択できます。
ターゲット・オプションを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ョン」を選択します。

2.

をクリックし、
「オプシ

アプリケーション・オプションを選択します。
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ターゲット・オプション

説明

ロード方法

データをターゲット・アプリケーションにロー
ドするための方法を選択します。
使用可能な方法:
•
•

•

バッチ・サイズ

数値 - 数値データのみをロードします。こ
の方法では、Planning データ・セキュリテ
ィは適用されません。
ライン・アイテムの自動増分を含むすべて
のデータ型 - この方法では、データとドライ
バのディメンション、および Planning アプ
リケーションの一意の識別子を定義する必
要があります。下の「自動増分のライン・
アイテムのデータ・ディメンション」フィ
ールドと「自動増分のライン・アイテムの
ドライバ・ディメンション」フィールドで、
データ・ロードとドライバ・ディメンショ
ンを定義します。
置換モードは、ロード方法「ライン・アイ
テムの自動増分を含むすべてのデータ 型」
ではサポートされていません。
セキュリティ保護されたすべてのデータ 型
- 数値、テキスト、スマートリスト、日付の
データ型をロードします。Planning 管理
者がデータをロードする場合、Planning デ
ータ・セキュリティは適用されません。
Planning の管理者以外のユーザーがデー
タをロードする場合、Planning データ・セ
キュリティは適用されます。Planning の
管理者以外のユーザーがロードできるデー
タは、500,000 セルのみです。

ファイルからメモリーに一度に読み込まれる行
数を指定します。
このパラメータは主にパフォーマンスのために
使用されます。データがロードされるとき、こ
の設定により、キャッシュに格納されるレコー
ド数が決まります。たとえば、1000 を指定する
と、1,000 件のレコードがキャッシュに格納され
ます。同様に、5000 を指定すると、5,000 件の
レコードがキャッシュに格納されてコミットさ
れます。
この設定をサーバー・メモリーによって決定し、
必要に応じて調整します。
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ターゲット・オプション

説明

ドリル領域

スライダをタップしてオンにし、ドリル領域を
有効にします。
このオプションが有効になっている場合、ドリ
ル・スルー機能を使用するためのドリル可能領
域が作成されます。
データのロード時に、ドリル領域が Planning デ
ータにロードされます。
シナリオごとのドリル領域が作成されます。ど
のキューブ(Planning キューブまたは Planning
データベース)でも、ドリル領域の名前は、
FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>になりま
す。ドリル領域を作成する場合、ディメンショ
ンがドリルに対して有効かどうかが確認されま
す。
データ・ロードで選択された有効なディメンシ
ョンのメンバーは、ドリル領域フィルタに含ま
れます。ディメンションが有効になっていない
場合、シナリオ、バージョン、年および期間の
ディメンションがデフォルトで有効になりま
す。追加のディメンションを有効にでき、後続
のデータ・ロードでは新規に有効化されたディ
メンションのメンバーが考慮されます。ドリル
の作成に使用されたドリル領域に以前に含まれ
ていたディメンションを無効化する場合、それ
らのディメンションのメンバーは後続のデー
タ・ロード時に削除されません。必要に応じて、
古いメンバーを手動で削除できます。

データ・ファイルのパージ

ファイルベースのデータ・ロードが成功した場
合、スライダをタップしてオンにし、データ・
ファイルをアプリケーションの outbox ディレ
クトリから削除します。
ファイルを削除する場合はスライダをタップし
てオンにし、ファイルを保持する場合はスライ
ダをタップしてオフにします。

日付データの日付フォーマット

日付データのロードに使用するフォーマットを
選択します。
ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を
使用します。たとえば、米国の場合、MM/DD/YY
という形式を使用して日付を入力します。

自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメ
ンション

Planning で指定したデータ・ディメンションに
一致するデータ・ディメンションを選択します
このオプションは、LINEITEM フラグを使用し
て増分データをロードする場合に使用します。
LINEITEM フラグを使用した増分データのロー
ドを参照してください。

自動増分のライン・アイテムのドライバ ・ディ
メンション

Planning で指定したドライバ・ディメンション
に一致するドライバ・ディメンションを選択し
ます
この設定は、LINEITEM フラグを使用して増分
データをロードする場合に使用します。
LINEITEM フラグを使用した増分データのロー
ドを参照してください。

メンバー名にはカンマを使用できます

メンバー名にカンマが含まれている場合にデー
タをロードするには、「はい」を選択します。
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ターゲット・オプション

説明

子孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリル動 子孫が 1,000 を超える場合にサマリー・ドリル
作
がどのように機能するかを選択します。
使用可能なオプション:
•
無視
•
制限
サマリー・ドリルの子孫数が 1,000 を超え、
「子
孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリル動
作」オプションが「無視」の場合、システムは
フィルタのディメンションを無視し、他のディ
メンションのフィルタに基づいてドリルされた
データを返します。最大 3 つのディメンション
を無視できます。
サマリー・ドリルの子孫数が 1,000 を超え、
「子
孫が 1000 を超える場合のサマリー・ドリル動
作」オプションが「制限」の場合、システムは
データ行を返すときにディメンションの最初の
1,000 メンバーのみを考慮します。
3. 「ロード方法」から、データをターゲット・アプリケーションにロードする方法を選択し

ます。

使用可能な方法:
•

数値 - 数値データのみをロードします。この方法では、Planning データ・セキュリテ
ィは適用されません。

•

ライン・アイテムの自動増分を含むすべてのデータ 型 - この方法では、データとドラ
イバのディメンション、および Planning アプリケーションの一意の識別子を定義す
る必要があります。下の「自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメンション」
フィールドと「自動増分のライン・アイテムのドライバ・ディメンション」フィール
ドで、データ・ロードとドライバ・ディメンションを定義します。

ノート:
置換モードは、ロード方法「ライン・アイテムの自動増分を含むすべてのデ
ータ型」ではサポートされていません。
•

セキュリティ保護されたすべてのデータ 型 - 数値、テキスト、スマートリスト、日付
のデータ型をロードします。Planning 管理者がデータをロードする場合、Planning デ
ータ・セキュリティは適用されません。Planning の管理者以外のユーザーがデータを
ロードする場合、Planning データ・セキュリティは適用されます。Planning の管理者
以外のユーザーがロードできるデータは、500,000 セルのみです。

4. 「バッチ・サイズ」で、ファイルからメモリーに一度に読み込まれる行数を指定します。

このパラメータは主にパフォーマンスのために使用されます。データがロードされると
き、この設定により、キャッシュに格納されるレコード数が決まります。たとえば、1000
を指定すると、1,000 件のレコードがキャッシュに格納されます。同様に、5000 を指定
すると、5,000 件のレコードがキャッシュに格納されてコミットされます。
この設定をサーバー・メモリーによって決定し、必要に応じて調整します。
5. 「ドリル領域」で、スライダをタップしてオンにし、ドリル領域を有効にします。

このオプションが有効になっている場合、ドリル・スルー機能を使用するためのドリル可
能領域が作成されます。
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データのロード時に、ドリル領域が Planning データにロードされます。
シナリオごとのドリル領域が作成されます。どのキューブ(Planning キューブまた
は Planning データベース)でも、ドリル領域の名前は、FDMEE_<シナリオ・メン
バーの名前>になります。ドリル領域を作成する場合、ディメンションがドリルに
対して有効かどうかが確認されます。
データ・ロードで選択された有効なディメンションのメンバーは、ドリル領域フィ
ルタに含まれます。ディメンションが有効になっていない場合、シナリオ、バージ
ョン、年および期間のディメンションがデフォルトで有効になります。追加のディ
メンションを有効にでき、後続のデータ・ロードでは新規に有効化されたディメン
ションのメンバーが考慮されます。ドリルの作成に使用されたドリル領域に以前
に含まれていたディメンションを無効化する場合、それらのディメンションのメン
バーは後続のデータ・ロード時に削除されません。必要に応じて、古いメンバーを
手動で削除できます。
6.

ファイルベースのデータロードが成功した場合、
「データ・ファイルのパージ」で、
スライダをタップしてオンにし、データ・ファイルをアプリケーションの outbox
ディレクトリから削除します。
ファイルを削除する場合はスライダをタップしてオンにし、ファイルを保持する場
合はスライダをタップしてオフにします。

7. 「日付データの日付フォーマット」で、日付データのロードに使用するフォーマッ

トを選択します。

ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場
合、MM/DD/YY という形式を使用して日付を入力します。
8. 「自動増分のライン・アイテムのデータ・ディメンション」から、Planning で指定

したデータ・ディメンションに一致するデータ・ディメンションを選択します。

このオプションは、LINEITEM フラグを使用して増分データをロードする場合に使
用します。LINEITEM フラグを使用した増分データのロードを参照してください。
9. 「自動増分のライン・アイテムのドライバ ・ディメンション」から、Planning で指

定したドライバ・ディメンションに一致するドライバ・ディメンションを選択しま
す。
この設定は、LINEITEM フラグを使用して増分データをロードする場合に使用しま
す。LINEITEM フラグを使用した増分データのロードを参照してください。

10. 「メンバー名にはカンマを使用できます」から、
「はい」を選択すると、メンバー名

にカンマが含まれているときにデータをロードします。

11. 「ワークフロー・モード」から、データ・ワークフロー・モードを選択します。

使用可能なモード:
•

完全 — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、TDATASEG 表にコピー
されます。
4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)
がすべてサポートされており 、データはワークベンチに表示できます。
ドリルダウンがサポートされています。

•

完全、アーカイブなし — データは TDATASEG_T 表で処理されてから、
TDATASEG 表にコピーされます。
4 つのワークベンチ・プロセス(インポート、検証、エクスポートおよび確認)
がすべてサポートされています 。データはワークベンチに表示できますが、表
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示できるのはインポート・ステップが完了した後のみです。データはワークフロー・
プロセスの終了時に TDATASEG から削除されます。
ドリルダウンはサポートされていません。
•

単純 — データは TDATASEG_T で処理された後、TDATASEG_T 表から直接エクスポ
ートされます。
すべてのデータ ・ロードに、インポートとエクスポート両方のステップが含まれま
す。
データは検証されず、マップされていないデータはロード失敗の原因となります。
マップは TDATAMAPSEG にアーカイブされません。
データはワークベンチに表示できません。
ドリルダウンはサポートされていません。
「単純」ワークフロー・モードがデフォルト・モードです。

12. 「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」で、選択して管理ユー

ザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にします。

管理ユーザーがデータをロードする際に、データ検証を有効にします。この場合、データ
のロード中にデータ入力フォーム内のすべてのデータ 検証が実施されます。強化された
検証のために、データ・ロードのパフォーマンスは低下します。
「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを使用可能にする」が「いいえ」(デフォル
ト値)に設定されていると、管理者によるデータ・ロードはアウトライン・ロード・ユー
ティリティ (OLU)を使用して実行されます。この場合、パフォーマンスは向上しますが、
なんらかの理由で無視された行の詳細なエラー・レポートは取得できません。
このオプションが「はい」に設定されると、管理者および非管理者のデータ・ロードに対
して同じ方法でデータが検証されます。検証には、セキュリティ・チェック、交差検証、
読取り専用セル、動的計算セルなどが含まれます。
また、拒否または無視された行の詳細なエラー・リストを使用でき、追加の Planning 権
限は必要ありません。ただし、管理者の場合であってもパフォーマンスが 低下することが
あります。
13. 「検証失敗のメッセージを表示」から、データをロードしたときに拒否されたデータ・セ

ル、交差および拒否理由を示す出力ファイルを作成します。

レポートされる拒否数の制限は 100 です。データ検証レポートは、プロセスの詳細ペー
ジから、「出力」リンクをクリックしてダウンロードできます。また、エラー・ファイル
のコピーが Outbox フォルダに格納されます。
詳細は、プロセス詳細の表示を参照してください
14. (Planning および Oracle General Ledger の非管理者のみ)「非管理者用ロード方法の場合

は「置換」」から、管理者以外のユーザーの Planning アプリケーションにデータをロード
するときの置換方法を選択します。
使用可能な方法:
•

なし—置換を実行しません。

•

数値データのみ—ロード方法が数値データのみの場合に置換を実行します。

•

すべてのロード 方法—すべてのロード 方法について置換を実行します。
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ノート:
ASO キューブに対して置換モードで統合を実行する際に、シナリオ・メ
ンバーが共有メンバーである場合、数値データ・ロードのみが実行され
ます。階層が完全に含まれた完全修飾名でメンバー名を指定してくださ
い。シナリオ・メンバーが共有メンバーである場合、すべてのデータ 型
のロード方法は機能しません。
15. Oracle Smart View for Office のドリルスルー・レポートでカスタマイズされた属性

ディメンション・メンバー名を表示するときに、Smart View からのビューのドリ
ルで、ワークベンチの列のカスタム・ビューを指定します。

カスタム・ビューが定義されている場合、Smart View のドリルスルー・セルをク
リックして「新規シートとして開く」を選択すると、ワークベンチで定義されてい
るビューに基づいてドリルスルー・レポートが開きます。
アプリケーション詳細ページでビューが定義されていない場合は、デフォルト・ビ
ューが使用されます。つまり、属性ディメンションではカスタマイズされたメンバ
ー名が Smart View に表示されません。
カスタム・ビューの定義の詳細は、ワークベンチのカスタム・ビューの定義を参照
してください。
16. 「保存」をクリックします。

カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成
カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成して、ファイルベース統合または直
接統合のソースからデータを抽出し、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud アプリケーションにロードするのではなくフラット・ファイルにデータをプッシ
ュします。
カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成するときは、データ管理で必要なデ
ィメンションを使用してカスタム・ターゲット・アプリケーションを作成し、データ
統合でカスタム・ファイルのターゲット・オプションを選択します。
データ統合は、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートするかわりに、
カスタム・プロセスを使用して外部システムにロードできるデータ・ファイルを生成
します。カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成するときは、次の点に注意
してください:
•

データは、勘定科目、エンティティ 、UD1、UD2 から UD20、金額という定義済の
順序でファイルに書き込まれます。

•

カスタム・アプリケーション定義を作成するときに指定したシーケンスが、マッピ
ング処理の順序として使用されます。スクリプトに依存関係の処理順序が含まれ
る場合は、シーケンスに注意してください。

•

メンバー・マッピング — カスタム・アプリケーションの場合、ターゲット値は検
証されません。

•

統合の実行 — POV カテゴリは検証されません。

•

統合の実行 — データ・ファイルをエクスポートするオプションが有効な場合、デ
ータ管理では出力データ・ファイルが作成されます。データ・ファイルの名前は
Target App Name Process ID.dat です。これは、APPL ROOT FOLDER/outbox ディ
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レクトリに書き込まれます。データ・ファイルには、
「プロセスの詳細」ページの OUTPUT
file 列からアクセスできます。
•

確認ルールはカスタム・ターゲット・アプリケーションから作成できます。確認ルールを
ターゲット値に基づいて作成することはできません。

•

ライトバックは、カスタム・ターゲット・アプリケーションからは適用されません。

カスタム・ターゲット・アプリケーションにデータをロードするには:
1.

データ管理で、カスタム・ターゲット・アプリケーションを作成します。
カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成の詳細は、カスタム・ターゲット・アプ
リケーションの作成を参照してください。

2.

データ統合を起動し、ファイルベース統合または直接統合のソース、およびカスタム・タ
ーゲット・アプリケーションを作成または編集します。

統合の作成または編集の詳細は、データ統合の定義を参照してください。
3.

オプション: 必要に応じて、ディメンションをマップし、メンバーをマップします。
ディメンションのマッピングの詳細は、ディメンションのマッピングを参照してくださ
い。メンバーのマッピングの詳細は、メンバーのマッピングを参照してください。

4. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

を選択します。

5.

をクリックし、「オプション」

オプション: 必要に応じて、全般オプションを指定します。
ファイルベース・オプションの詳細は、ファイルベース・オプションの定義を参照してく
ださい。直接統合オプションの詳細は、直接統合オプションの定義を参照してください。

6. 「ターゲット」の「ファイルへのエクスポートを使用可能にする」で「はい」を選択して、

データ管理でカスタム・ターゲット・アプリケーションの出力データ・ファイルが作成さ
れるようにします。

サーバーの outbox フォルダに、<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat という名前形式のファ
イルが作成されます。たとえば、ロケーションの名前が「Texas」で次のシーケンスが
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「16」の場合、ファイル名は Texas_15.dat になります。ファイルはワークフロー・
プロセスのエクスポートのステップで作成されます。「ファイルへのエクスポート
を使用可能にする」オプションを「いいえ」に設定した場合、実行ウィンドウで
「ターゲットにエクスポート」オプションは使用できません。
7. 「ファイルの文字セット」でファイルの文字セットを選択します。

ファイルの文字セットによって、テキストを作成、保管および表示するためにビッ
ト組合せを文字にマッピングする方法が決まります。各エンコード方式には
UTF-8 などの名前が付けられています。各エンコード方式では、それぞれの値は特
定のビット組合せにマッピングされています。たとえば、UTF-8 では大文字の A
は HEX41 にマッピングされています。
8. 「列の区切り記号」で、出力ファイルの列を区切るために使用される記号を選択し

ます。

使用可能な列の区切り記号:

9.

•

,

•

|

•

!

•

;

•

:

ダウンロードするファイル名に、コピーするファイル名を入力します。
その後、EPM 自動化を使用してファイルをダウンロードできます。EPM 自動化ユ
ーティリティを 使用すると、サービス管理者は Planning のタスクをリモートで実
行できます。

10. 「保存」をクリックします。

データ・エクスポートのターゲット・アプリケーション・オプション
ファイルへのデータ・エクスポート・アプリケーションのターゲット・アプリケーシ
ョン・オプションを定義するときに、次のオプションを使用できます:
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オプション

説明

ダウンロード・ファイル名

出力ファイルの名前を入力します。
出力ファイルのダウンロードには EPM 自動化を
使用できます。EPM 自動化ユーティリティを 使用
すると、サービス管理者は Oracle Enterprise
Performance Management Cloud のタスクをリ
モートで実行できます。
詳細は、メタデータおよびデータのエクスポート
およびダウンロードを参照してください。

列の区切り

出力ファイルの列を区切るために使用する文字を
選択します。
使用可能な列の区切り記号:
•
,
•
|
•
!
•
;
•
:
デフォルトの区切り文字はカンマ(,)です。

ファイルの文字セット

ファイルの文字セットを指定します。
ファイルの文字セットによって、テキストを作成、
保管および表示するためにビット組合せを文字に
マッピングする方法が決まります。各エンコード
方式には UTF-8 などの名前が付けられています。
UTF-8 がデフォルトのファイルの文字セットで
す。

行末文字

行末(EOL)文字に関連するサーバーのオペレーテ
ィング・システムを選択します。
有効なオプションは、次のとおりです
•
Windows
•
Linux
EOL は行の末尾を示します。Notepad など一部
のテキスト・エディタでは、Linux の EOL を使用
してファイルが正しく表示されません。
EPM Cloud の場合、データ統合では、Linux の
EOL 文字がデフォルトとして使用されます。
お客様が Windows でエクスポート・ファイルを
表示すると、EOL は 1 行で表示されます。

ヘッダーを含める

出力ファイルにヘッダー・レコードを含めるか/含
めないかを決定します。
ヘッダー・レコードにディメンション名を含める
には、「はい」を選択します。デフォルトは「は
い」です。
ヘッダー・レコードを除外するには、
「いいえ」を
選択します。

属性列のエクスポート

含める静的値がエクスポートまたはファイルにあ
る場合は、属性列を含めます。属性列は、ソース
値のマップが不要な場合も使用できます。この設
定によって、データ・ロード・マッピングを定義
する必要性が最小限に抑えられます。
属性列を含めるには、「はい」を選択します。
属性列を除外するには、「いいえ」を選択します。
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オプション

説明

データの累計

勘定科目データをエクスポート前に要約し、結果
を 1 つ以上の列にグループ化します。
結果を 1 つ以上の列にグループ化するには、「は
い」を選択します。
結果を 1 つ以上の列にグループ化しない場合は、
「いいえ」 を選択します。
デフォルト値は「はい」です。

データのソート

データを列の順序に基づいてソートするかどうか
を決定します。
列を含めるには、「はい」を選択します。
列を除外するには、「いいえ」を選択します。

ディメンションのピボット

ピボットではエクスポート・ファイル内のデータ
の方向が変更されるため、結果を集約して行から
列に回転できます。行と列の間でピボットする
と、選択したディメンションが反対の軸の最も外
側の行または列に移動します。
この機能を使用するには、エクスポート・ファイ
ルからディメンション名を 1 つ指定します。
数値インポート・フォーマットにのみ適用可能で
す。数値以外のインポート・フォーマット・タイ
プではサポートされていません。
ディメンションのピボットを指定した場合、デー
タの累計は強制的に「はい」になります。
ピボット・ディメンションに含まれる値のピボッ
ト列は、SQL Insert 文内で~~で囲む必要がありま
す。
ピボット機能は、カスタム SQL Insert 文を使用す
る場合にのみ機能し、SQL Insert 文がないと機能
しません。
データ・エクスポート・アプリケーションに
ACCOUNT、PERIOD および AMOUNT がディメン
ション名として含まれている場合、ディメンショ
ンのピボットで PERIOD を指定すると、PERIOD
ディメンションに含まれるすべての 期間が個別の
列 Jan、Feb、Mar などにピボットされます。
たとえば、SQL INSERT 文は次のようになります:
INSERT INTO TABLE (ACCOUNT,JAN,FEB,MAR,
……,DEC) VALUES
(~ACCOUNT~,~Jan~,~Feb~,~Mar~,,,,,,,,~Dec~)

Oracle General Ledger ターゲット・オプションの定義
ソース・アプリケーションをターゲット・アプリケーションに統合するとき、ロード
方法、日付フォーマット、バッチ、パージ・オプションを含めて、日付をロードする
方法をサポートするオプションを選択できます。
ターゲット・オプションを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ョン」を選択します。

をクリックし、
「オプシ
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2.

ファイルベースのデータ・ロードが成功した場合、「ターゲット・オプション」の「デー
タ・ファイルのパージ」で、スライダをタップしてオンにし、データ・ファイルをアプリ
ケーションの outbox ディレクトリから削除します。
ファイルを削除する場合はスライダをタップしてオンにし、ファイルを保持する場合はス
ライダをタップしてオフにします。

3. 「残高タイプ」で、データのロード先の残高のタイプを選択します。

使用可能な残高タイプ:
•

実績

•

予算

4. 「仕訳ソース」で、Oracle ERP Cloud で定義された仕訳ソースと一致する仕訳ソースの説

明を入力します。

5. 「仕訳カテゴリ」で、Oracle ERP Cloud の仕訳カテゴリと一致する仕訳カテゴリの説明を

入力します。

6. 「保存」をクリックします。

Budgetary Control アプリケーションのターゲット・オプションの定義
ソース・アプリケーションと Budgetary Control ターゲット・アプリケーションを統合する場
合、データのロード方法に関するオプションを選択できます。
ターゲット・オプションを定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Budgetary Control 統合の右側にある

し、「オプション」を選択します。

2.

をクリック

アプリケーション・オプションを選択します。
ターゲット・オプション

説明

データ・ファイルのパージ

ファイルベースのデータ・ロードが成功した場
合、スライダをタップしてオンにし、データ・
ファイルをアプリケーションの outbox ディレ
クトリから削除します。
ファイルを削除する場合はスライダをタップし
てオンにし、ファイルを保持する場合はスライ
ダをタップしてオフにします。

予算タイプ

予算のタイプを選択します。
使用可能なオプション:
•
•

実績
予算

仕訳ソース

Oracle ERP Cloud の仕訳ソースと一致する仕
訳ソースの説明を入力します。

仕訳カテゴリ

Oracle ERP Cloud の仕訳カテゴリと一致する
仕訳カテゴリの説明を入力します。
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ターゲット・オプション

説明

ソース予算タイプ

予算管理アプリケーションのソース予算名のデ
ィメンションに基づいて予算タイプを選択しま
す。
使用可能なオプション:
•
•

EPM Financials モジュール
Hyperion Planning

3. 「保存」をクリックします。

Financial Consolidation and Close のアプリケーション・オプションの
定義
Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーションに仕訳またはデータ
をロードする場合、仕訳情報のレベルなど、ロードするデータの多くの側面を制御で
きます:
Financial Consolidation and Close のアプリケーション・ターゲット・オプションを定
義するには:
1.

データ統合ホーム・ページで、Financial Consolidation and Close ターゲット・ア
プリケーションとの統合の右側にある
クします。

をクリックし、「オプション」をクリッ

2. 「オプション」の「ターゲット・オプション」から、ターゲット・アプリケーショ

ン設定を選択し、「保存」をクリックします。

使用可能な Financial Consolidation and Close ターゲット・アプリケーション・オ
プションを次の表に示します。
表 7-4 Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説明
オプション

説明

ロード・タイプ

Financial Consolidation and Close アプリケ
ーションにプッシュするロードのタイプを選
択します。
使用可能なオプション:
•
•

仕訳ステータス

データ - 数値データのみをロードします。
これはデフォルトのロード・オプションで
す。
仕訳 - 仕訳をロードします。

仕訳ステータスは、仕訳の現在の状態を示しま
す。仕訳ステータスは、仕訳を作成、送信、承
認、却下、転記すると変わります。
使用可能なオプション:
•

•

作業中 - 仕訳が作成されています。保存
はされていますが、完了していない場合が
あります。たとえば、状況によっては他の
ライン・アイテムを追加する必要がありま
す。
転記済 - 仕訳の調整がデータベースに転
記されました。
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

仕訳の種類

ロードする仕訳のタイプを選択します。
使用可能なオプション:
•

•

次として仕訳転記

自動逆仕訳 - 次の期間に逆仕訳する必要
のある調整が含まれている自動逆仕訳を
ロードします。つまり、借方と貸方を逆仕
訳して、次の期間に仕訳を転記します。
通常 - 置換モードで仕訳をロードし、これ
により、新しい仕訳データがロードされる
前に、仕訳ラベルのデータすべてがクリア
されます。

仕訳を転記する方法を選択します:
使用可能なオプション:
•

•

•

仕訳累計 - 仕訳累計仕訳は、介在する年度
末間の繰越しを含めて、仕訳の最初のイン
スタンスから期間から期間へ繰り越しま
す。仕訳累計仕訳と年次累計仕訳の唯一
の違いは、各年の最初の期間に、前年の最
後の期間の仕訳累計仕訳のデータが逆仕
訳されることです。年次累計仕訳の場合、
年の最初の期間での逆仕訳はありません。
期別 - ビュー・メンバー FCCS_Periodic を
選択し、仕訳が転記されると、行詳細に入
力されたデータが要約され、行詳細 POV
に基づいて連結キューブに転記されます。
転記された仕訳のデータは、他の転記され
た仕訳から書き込まれたデータを上書き
しません。
年次累計 - ビュー・メンバー
FCCS_YTD_Input を選択すると、行詳細の
借方/貸方フィールドに年次累計額を入力
できます。年次累計仕訳には、すべての 詳
細行の年次累計仕訳が含まれる必要があ
ります。
年次累計仕訳が転記されると、仕訳間の
POV に対する適切な期間の影響が計算さ
れ、転記された期別仕訳からの累計に累計
されます。年度の最初の期間、年次累計ビ
ュー・データは期別データと同じです。
年度の最初の期間、年次累計ビュー・デー
タは期別データと同じです。
後続の期間では、一意の POV ごとに期別
ビュー・メンバーに転記された期別計算済
データは、すべての 年次累計仕訳から累計
された現在の期間の年次累計仕訳から、す
べての年次累計仕訳から累計された前期
間の年次累計仕訳を差し引いたデータと
等しくなります。
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

ドリル領域の作成

スライダをタップしてオンにし、ドリル領域を
有効にします。
このオプションが有効になっている場合、ドリ
ル・スルー機能を使用するためのドリル可能領
域が作成されます。
データをロードすると、ドリル領域が
Financial Consolidation and Close データに
ロードされます。
シナリオごとのドリル領域が作成されます。
どのキューブ(Planning キューブまたは
Planning データベース)でも、ドリル領域の名
前は、FDMEE_<シナリオ・メンバーの名前>に
なります。ドリル領域を作成する場合、ディメ
ンションがドリルに対して有効かどうかが確
認されます。
データ・ロードで選択された有効なディメンシ
ョンのメンバーは、ドリル領域フィルタに含ま
れます。ディメンションが有効になっていな
い場合、シナリオ、バージョン、年および期間
のディメンションがデフォルトで有効になり
ます。追加のディメンションを有効にでき、後
続のデータ・ロードでは新規に有効化されたデ
ィメンションのメンバーが考慮されます。ド
リルの作成に使用されたドリル領域に以前に
含まれていたディメンションを無効化する場
合、それらのディメンションのメンバーは後続
のデータ・ロード時に削除されません。必要に
応じて、古いメンバーを手動で削除できます。

ゼロのロードを使用可能にする

「はい」を選択すると、複数期間ロード中に 0
値がロードされます。
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

管理ユーザーに対してデータ・セキュリティを 管理ユーザーがデータをロードする際に、デー
使用可能にする
タ検証を有効にします。この場合、データのロ
ード中にデータ入力フォーム内のすべてのデ
ータ検証が実施されます。強化された検証の
ために、データ・ロードのパフォーマンスは低
下します。
「管理ユーザーに対してデータ・セキュリティ
を使用可能にする」が「いいえ」(デフォルト
値)に設定されていると、管理者によるデータ・
ロードはアウトライン・ロード・ユーティリテ
ィ(OLU)を使用して実行されます。この場合、
パフォーマンスは向上しますが、なんらかの理
由で無視された行の詳細なエラー・レポートは
取得できません。
このオプションが「はい」に設定されると、管
理者および非管理者のデータ・ロードに対して
同じ方法でデータが検証されます。検証には、
セキュリティ・チェック、交差検証、読取り専
用セル、動的計算セルなどが含まれます。
また、拒否または無視された行の詳細なエラ
ー・リストを使用でき、追加の Planning 権限
は必要ありません。ただし、管理者の場合であ
ってもパフォーマンスが 低下することがあり
ます。
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション
サマリーからのドリルを有効にします

説明
「はい」を選択すると、Planning データ・フォ
ームまたはレポートでサマリー・メンバーから
ドリルダウンし、数字を構成する詳細ソース・
データを表示できます。
このオプションを有効にし、「ドリル領域の作
成」オプションを「はい」に設定した状態でデ
ータをロードすると、「ドリル」アイコンがサ
マリー・レベルで有効になります。1 つのディ
メンションに対して、ドリルできる下位メンバ
ーの数は 1000 に制限されています。

ノート:
シナリオ・ディメ
ンション、年ディ
メンションおよ
び期間ディメン
ションでは、サマ
リー・レベルのド
リルダウンは使
用できません。
これらのディメ
ンションでは、リ
ーフ・メンバーに
対してドリル・ス
ルーを実行する
必要があります。
サマリー・ドリル
は、ローカル・サ
ービス・インスタ
ンスでのみ使用
可能です。異な
るサービス・イン
スタンス間また
はハイブリッ
ド・デプロイメン
トでは使用でき
ません。
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

増減

階層およびシステム計算を介して使用される、
自動化されたキャッシュ・フロー・レポート・
ディメンションを示す増減ディメンションを
指定します。
デフォルトでは、システムは増減ディメンショ
ンのメンバーを使用して様々なタイプのキャ
ッシュ・フロー・データおよび FX から CTA の
計算を保持します。
増減がない場合は、FCCS_No Movement と
して指定します。そうでない場合は、必要な増
減メンバーを選択します。
増減ディメンション・メンバーの例:
•
•
•
•

複数 GAAP

FCCS_No Movement
FCCS_Movements
FCCS_OpeningBalance
FCCS_ClosingBalance

ローカル GAAP と IFRS の両方、または他の
GAAP での財務諸表のレポートに使用する複
数 GAAP ディメンションを指定します。
このディメンションは、ローカル GAAP データ
入力と他の GAAP 調整を追跡します。

データ・ソース

データ・ソース・ディメンションを指定しま
す。
デフォルト値は、"FCCS_Managed Source"で
す。

データ・ファイルのパージ

Essbase へのファイルベースのデータ・ロード
が正常に終了したときに、データ・ファイルを
アプリケーションの outbox ディレクトリから
削除するかどうかを指定します。「はい」を選
択するとファイルが削除され、「いいえ」を選
択するとファイルが保存されます。

メンバー名にはカンマを使用できます

メンバー名にカンマが含まれており、次のいず
れかのサービスにデータをロードしている場
合は、このオプションを「はい」に設定してデ
ータをロードします。
•
•
•
•

Planning モジュール
Planning
Financial Consolidation and Close
Tax Reporting
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表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

ワークフロー

データ・ワークフロー・メソッドを選択しま
す。
使用可能なオプション:
•

完全 — データは TDATASEG_T 表で処理
されてから、TDATASEG 表にコピーされ
ます。
4 つのワークベンチ・プロセス(インポー
ト、検証、エクスポートおよび確認)がす
べてサポートされており 、データはワーク
ベンチに表示できます。
ドリルダウンがサポートされています。

•

「完全」ワークフロー・モードがデフォル
ト・モードです。
完全、アーカイブなし — データは
TDATASEG_T 表で処理されてから、
TDATASEG 表にコピーされます。
4 つのワークベンチ・プロセスがすべてサ
ポートされています(インポート、検証、
エクスポートおよび確認)。データはワー
クベンチに表示できますが、表示できるの
はインポート・ステップが完了した後のみ
です。データはワークフロー・プロセスの
終了時に TDATASEG から削除されます。

•

ドリルダウンはサポートされていません。
単純 — データは TDATASEG_T で処理さ
れた後、TDATASEG_T 表から直接エクス
ポートされます。
すべてのデータ・ロードに、インポートと
エクスポート両方のステップが含まれま
す。
データは検証されず、マップされていない
データはロード失敗の原因となります。
マップは TDATAMAPSEG にアーカイブ
されません。
データはワークベンチに表示できません。
ドリルダウンはサポートされていません。

7-70

第7章

データ統合オプションの設定

表 7-4 (続き) Financial Consolidation and Close アプリケーション・オプションと説
明
オプション

説明

Smart View からのビューのドリル

Oracle Smart View for Office のドリルスル
ー・レポートでカスタマイズされた属性ディメ
ンション・メンバー名を表示するときに、ワー
クベンチから列のカスタム・ビューを指定しま
す。
カスタム・ビューは、データ統合のワークベン
チ・オプションで作成および定義します。カス
タム・ビューが定義され、Smart View からの
ビューのドリル・フィールドで指定されている
場合、Smart View でドリルスルー・セルをク
リックして「新規シートとして開く」を選択す
ると、ワークベンチで定義されているビューに
基づいてドリルスルー・レポートが開きます。
アプリケーション・オプション・ページでビュ
ーが定義されていない場合は、デフォルト・ビ
ューが使用されます。つまり、属性ディメンシ
ョンではカスタマイズされたメンバー名が
Smart View に表示されません。
カスタム・ビューの定義の詳細は、ワークベン
チのカスタム・ビューの定義を参照してくださ
い。

フィルタの定義
フィルタを使用すると、ソース・システムからの結果を絞り込むことができます。たとえば、
Planning ソース・システムに対してフィルタを指定する場合、ディメンションを選択してか
ら、各ディメンションのフィルタ条件を入力します。

Planning フィルタの定義
フィルタ・オプションを定義して、Planning アプリケーションから抽出するデータのサブセ
ットを指定できます。
Planning フィルタを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Planning 統合の右側にある

ション」を選択します。

をクリックし、
「オプ

2. 「フィルタ」タブをクリックします。
3.

をクリックします。
オプションで、フィルタにすでに割り当てられている別のディメンションを選択し、「デ
ィメンション名」ドロップダウンから別のディメンションを割り当てるか、フィルタ条件
を変更します。
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4. 「ディメンション名」ドロップダウンから、フィルタの追加先のディメンションの

名前を指定します。

5. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite フィルタの定義
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索で定義される検索基準は、アプリケーション・
フィルタとして自動的に登録されます。必要に応じて、これらのフィルタを編集しま
す。たとえば、デフォルト値を割り当てたり、エンド・ユーザーに対してフィルタを
非表示にします。
選択した条件を満たすレコードのみが返されるように、NSPB Sync SuiteApp の保存さ
れた検索結果にフィルタ条件を適用します。フィルタ条件は 1 つのみ、または複数選
択でき、完全な値を指定することもできます。
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索で定義される検索基準は、アプリケーション・
フィルタとして自動的に登録されます。必要に応じて、これらのフィルタを編集しま
す。たとえば、デフォルト値を割り当てたり、エンド・ユーザーに対してフィルタを
非表示にできます。
NSPB Sync SuiteApp フィルタを適用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Oracle NetSuite 統合の右側にある

ックし、「オプション」を選択します。

をクリ

2. 「フィルタ」タブをクリックします。
3.

フィルタ条件の名前を選択します。
使用可能なフィルタは次のとおりです:
•

Postingperiod
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ノート:
特定の期間(特定の月など)に基づいてデータをロードする必要がある場合、
期間 ID を含む NSPB Sync SuiteApp 転記期間フィルタを使用します。期
間 ID は転記期間フィルタ内に作成され、データのフィルタ処理に使用され
る NSPB Sync SuiteApp の保存された検索によって戻されます。
Oracle NetSuite では、いくつかのタイプのデータ・フィルタが用意されて
います。名前付き期間(前会計年度など)、特定の開始日と終了日で定義され
たカスタム日付範囲、および数日前、数週間前、数か月前、数四半期前、数
年前または現在から数日後、数週間後、数か月前、数四半期後または数年後
までとして定義された相対的な日付範囲です。フィルタの設定の詳細は、
NetSuite の検索ガイドを参照してください。
•

Mainline

•

Posting

4. 「条件」ドロップダウンから、適用可能な条件を選択します。

フィルタによる適用可能条件は、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から導出されま
す。
5. 「値」ドロップダウンから、フィルタを適用する値を選択します。
6. 「保存」をクリックします。

Oracle General Ledger フィルタの定義
Oracle General Ledger からのデータのインポートに使用するデータ統合については、フィル
タを使用して結果を制限します。
統合が作成されると、フィルタが自動的に定義されます。必要に応じてフィルタを変更でき
ますが、削除はできません。(フィルタが削除されると、デフォルト値が再作成されます。)
Oracle General Ledger ディメンション

フィルタ

シナリオ

実績

残高

期末残高

金額タイプ

YTD

通貨タイプ

合計

その他のすべてのディメンション

'@ILvl0Descendants("All '||
TARGET_DIMENSION_NAME||' Values")'

Oracle General Ledger フィルタを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Oracle General Ledger 統合の右側にある

ックし、「オプション」を選択します。

をクリ

2. 「フィルタ」タブをクリックします。
3.

をクリックします。
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オプションで、フィルタにすでに割り当てられている別のディメンションを選択
し、「ディメンション名」ドロップダウンから別のディメンションを選択するか、
フィルタ条件を変更します。

4. 「ディメンション名」ドロップダウンから、フィルタの追加先のディメンションの

名前を指定します。

5. 「フィルタ条件」で、フィルタを指定します。
6. 「保存」をクリックします。

Budgetary Control フィルタの定義
Budgetary Control データ・ソースからの統合が作成されると、フィルタが自動的に定
義されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタ
が削除されると、デフォルト値が再作成されます。)
Budgetary Control からのデータのインポートに使用するデータ統合については、フィ
ルタを使用して結果を制限します。
Budgetary Control データ・ソースからの統合が作成されると、フィルタが自動的に定
義されます。必要に応じてフィルタを変更できますが、削除はできません。(フィルタ
が削除されると、デフォルト値が再作成されます。)
Budgetary Control のデータ・ロード・フィルタを使用して操作する場合は、次のこと
に注意してください。
•

管理予算 - このディメンションを追加し、消費平衡のロード元の管理予算を選択し
ます。

•

金額タイプ予算管理ディメンション - Budgetary Control からロードされる明細ア
イテムの勘定科目は通常、損益計算書タイプであると想定して、PTD を選択しま
す。

•

残高金額予算管理ディメンション - Planning アプリケーションにロードする消費
金額タイプに対するビジネス要件に応じて、契約、債務、その他の見込支出、支出
などの残高金額を選択します。

•

その他の予算管理ディメンションについては 、Planning アプリケーションでデー
タをロードする適切なレベルからメンバーを選択します。

Budgetary Control フィルタを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Budgetary Control 統合の右側にある

リックし、「オプション」を選択します。

をク
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2. 「フィルタ」タブをクリックします。

をクリックします。

3.

オプションで、フィルタにすでに割り当てられている別のディメンションを選択し、「デ
ィメンション名」ドロップダウンから別のディメンションを割り当てるか、フィルタ条件
を変更します。
4. 「ディメンション名」ドロップダウンから、フィルタの追加先のディメンションの名前を

指定します。

5. 「フィルタ条件」で、フィルタを指定します。
6. 「保存」をクリックします。

Oracle HCM Cloud フィルタの定義
データ・ソースに関連付けられる Oracle Human Capital Management Cloud ソース・フィル
タはいずれも、統合中に自動的に作成されます。
「統合の編集」ページで、結果をフィルタ処
理するための特定の基準を選択できます。
Oracle HCM Cloud から Planning モジュールまたは要員へのデータのインポートに使用する
データ統合については、フィルタを使用して結果を制限します。
データ・ソースに関連付けられるソース・フィルタはいずれも、統合中に自動的に作成され
ます。「統合の編集」ページで、結果をフィルタ処理するための特定の基準を選択できます。
Oracle HCM Cloud メタデータ・カテゴリに応じて、次のソース・フィルタが自動的に移入さ
れます:
•

発効日 - ツリーを有効にする日付を選択します。

•

国別仕様データ・グループ - 国別仕様データ・グループは、給与および関連データをパー
ティション化する手段の 1 つです。企業が営業する国ごとに、少なくとも 1 つの法規制
データ・グループが必要です。各法規制データ・グループには、1 つ以上の給与法定単位
が関連付けられます。

•

ツリー・コード - Oracle HCM Cloud 内の階層のツリー・コード(組織や職階のように階層
を持つオブジェクトの場合)

•

ツリー・バージョン - Oracle HCM Cloud 内の階層のツリー・バージョン

•

変更のみ - 抽出モードを制御します。有効なオプションは、「N」または「Y」です。
次の表に、各種の抽出モードとその参照値、および説明を示します:
モード

参照値

説明

N

すべての 属性

抽出にはすべての 値が含められ
ます。完全な抽出が実行され、
その時点での完全なデータ出力
が生成されます。アーカイブさ
れたデータは、ベースラインと
して利用されます。

Y

変更された属性

この抽出実行が以前の抽出実行
と比較され、ベースラインと比
較(それにより増分データを特
定)することにより、変更された
データのみが表示されます。

Oracle HCM Cloud フィルタを編集するには:
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1. 「データ統合」ホーム・ページから、Oracle HCM Cloud 統合の右側にある

リックし、「オプション」を選択します。

をク

2. 「フィルタ」タブをクリックします。
3.

編集するフィルタの名前を選択します。

4. 「値」で、フィルタ条件を指定します。

5. 「保存」をクリックします。

領域のクリアの定義
データ統合の「領域のクリア」オプションを使用すると、Planning モジュール・アプ
リケーションに置換モードでデータをロードする前にクリアするデータ・スライスを
選択できます。また、Oracle General Ledger に予算をロードする場合、新しい予算を
ロードする前に、オプションで前予算をクリアできます。この機能は、Oracle
Financials Cloud 20C 以上でのみ使用できます。
領域のクリアを定義するには、ディメンションのメンバー選択基準(メンバーの静的リ
スト、メンバー関数の選択、データから派生したメンバーなど)を指定します。デフォ
ルトでは、データ・ロードに含まれるエンティティ 、シナリオ、バージョン、年、期
間の値に基づいて、デフォルトのクリア・スクリプトが定義されます。Oracle
Financials Cloud の場合、メンバー関数は指定できません。親メンバーを選択でき、最
下位レベルのすべての 子のデータが自動的にクリアされます。統合またはデータ・ロ
ード・ルールが実行されると、
「領域のクリア」で定義されたディメンションの組合せ
がデータのロード前にクリアされます。
Planning の場合、期間、年およびシナリオ・ディメンションがデータに基づいて自動
的に派生し、これらのディメンションに対してフィルタを指定する必要はありません。
これらのディメンションに対してメンバーを指定した場合、それらは無視されます。
Oracle General Ledger の場合、元帳、シナリオおよび会計期間ディメンションがデー
タに基づいて自動的に派生し、これらのディメンションに対してフィルタを指定する
必要はありません。これらのディメンションに対してメンバーを指定した場合、それ
らは無視されます。

ノート:
「アプリケーション・オプション」の非管理の置換設定によって、管理者以外
のユーザーが使用できる置換方法が決まります。これらの方法には、
「なし」、
「数値データのみ」および「すべてのロード 方法」があります。詳細は、直接
統合オプションの定義を参照してください。
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ノート:
「領域のクリア」機能は、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account
Reconciliation および Profitability and Cost Management ビジネス・プロセスには使
用できません。

ノート:
ASO キューブに対して置換モードで統合を実行する際に、シナリオ・メンバーが共
有メンバーである場合、数値データ・ロードのみが実行されます。階層が完全に含
まれた完全修飾名でメンバー名を指定してください。シナリオ・メンバーが共有メ
ンバーである場合、すべてのデータ 型のロード方法は機能しません。
「領域のクリア」を定義するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Planning アプリケーションの右側にある

ックし、「オプション」を選択します。

2.

オプション・ページで、「領域のクリア」タブをクリックします。

3. 「ディメンション名」から、

を追加します。

ディメンションの右側にある
選択することもできます。
4.

をクリ

をクリックして、領域のクリアの追加元のディメンション
をクリックして、ドロップダウンからディメンションを

領域をクリアする方法を選択します。
ターゲット・アプリケーションにエクスポートできるデータに基づいてメンバー・リスト
を作成することで領域をクリアするには、手順 5 に進みます。
メンバー(収益の子孫など)を選択することで領域をクリアするには、手順 6 に進みます。

5.

ディメンションを選択し、「データからの派生」をクリックして選択したディメンション
のデータをクリアし、ターゲットへのエクスポートに使用できるデータに基づいてメンバ
ー・リストを作成します。
領域のクリアに対して「データからの派生」方法を選択する場合は、「フィルタ条件」フ
ィールドでフィルタを指定しないでください。
このオプションは、データの転記先の会社またはコスト・センターのデータをクリアする
が、実行ごとに値を変更しない場合に便利です。
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6.

フィルタに基づいてデータをクリアするか、メンバー・セレクタを使用するには、
「フィルタ条件」フィールドでフィルタまたはメンバー・セレクタを指定します。

ノート:
General Ledger には関数は使用できません。親メンバーを選択でき、す
べての子の値がクリアされます。
7.

データ・ロード・ルールの統合を実行した後、「領域のクリア」機能の詳細を表示
するには、ジョブの「プロセスの詳細」に移動し、ログを開きます。

ビジネス・ルールの使用
ビジネス・ルールを使用すると、Planning アプリケーションにデータをロードする際
に高度なルールを起動および管理できます。この機能により、プログラマの支援や
EPM 自動化などの追加ツールを必要とせずに、ルール・ロジックを呼び出すことがで
きます。数値データのみおよびすべてのデータ 型のロード方法のビジネス・ルールを
実行できます。また、個々のビジネス・ルールまたはルール・セットを実行できます。
ルール・セットを使用すると、複数のルールを組み合せて、同時または順次に実行で
きます。
ビジネス・ルールの例には次のものがあります:
•

データをロードする前にデータをクリアする

•

計算を実行する

•

データを集約する

•

キューブの 1 つのスライスにデータをコピーする

アプリケーションまたは統合レベルでビジネス・ルールを登録します。アプリケーシ
ョン・レベルで登録されたビジネス・ルールは、アプリケーションにデータをロード
するすべての 統合に対して実行できます。統合レベルでは、選択した統合に対して実
行するビジネス・ルールを「オプション」タブで登録します。
ビジネス・ルールの使用を開始するには、
「アプリケーション」の新しいビジネス・ル
ール・ページに移動し、独立または埋込みモードでビジネス・ルールを登録します。
独立モードは、データ統合ワークフローのシステム・イベントに応答して実行できる
ルールを登録する場合に使用します。登録には、システム・イベント、ルールまたは
ルール・セット名、ランタイム・パラメータおよび実行シーケンスが含まれます。
埋込みモードは、データ・ロード・プロセスの後に実行されるビジネス・ルールを登
録するために使用します。このモードはデータ・ロード・プロセスの一部として組み
込まれ、ロードされたデータ交差へのアクセスを提供します。このモードは、すべて
のデータ型ロード方法を使用している場合にのみ使用できます。埋込みルールはイベ
ントによってトリガーされず、ランタイム・パラメータをサポートしていません。
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計算スクリプトを実行するビジネス・ルールを実行できます。計算スクリプトを使用したビ
ジネス・ルールの設計および作成の詳細は、ビジネス・ルールの設計を参照してください。
Groovy スクリプトを実行するビジネス・ルールを実行できます。Groovy スクリプトを使用
したビジネス・ルールの設計および作成の詳細は、Groovy ビジネス・ルールの作成を参照し
てください。

独立モードでのビジネス・ルールの登録
システム・イベントに応答してルールを実行する場合は、ビジネス・ルールを独立モードで
登録します。
ビジネス・ルールを独立モードで登録するには:
1.

アプリケーションにロードするすべての 統合のビジネス・ルールを登録するには、アプリ
ケーションページで、アプリケーションの右側にある
ール」を選択します。

をクリックし、「ビジネス・ル

または
特定の統合のビジネス・ルールを登録するには、全般ページで、統合の右側にある
を
クリックして「オプション」を選択し、統合の編集ページで「ビジネス・ルール」タブを
選択します。

ノート:
特定のイベントに統合およびアプリケーション・レベルで登録されたビジネス・
ルールがある場合、統合レベルのビジネス・ルールのみがトリガーされます。
2.

ビジネス・ルール・ページで、「独立」モードをクリックします。

3.

•

抽出前

•

インポート前

•

インポート後

•

ロード前

•

ロード後

•

確認前

•

確認後

データ統合でビジネス・ルールをトリガーするために使用できるシステム・イベントの説
明は、ビジネス・ルールでサポートされるイベントを参照してください。
4. 「タイプ」から、実行するビジネス・ルールが個別のルールであるか、特定のイベントの

ルールセットに属しているかを選択します。

使用可能なタイプ:
•

ルール - 特定のイベントに対して実行できる特定のビジネス・ルールを指定します。

•

ルール・セット - ルールセットに属するビジネス・ルールを指定します。ルールセッ
トは、実行するルールのセットに複数のルールが含まれている場合に実行の単位とな
ります。ルールセットでは、ルールの優先度は、ルールセット内のルールの起動順序
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を指定するために適用されます。ルールセットは、ロジック要件に応じてルー
ルを順次または同時に起動するために使用されます。
5. 「名前」から、実行するビジネス・ルールを選択します。

このフィールドで使用できるビジネス・ルールは、Calculation Manager で事前作
成され、Planning ターゲット・アプリケーションにデータをロードするときにデ
ータ統合で使用できるようになります。
Planning でビジネス・ルール名が変更された場合、ビジネス・ルール名およびロ
ジックを検証しないデータ統合では、新しいビジネス・ルール名が自動的に変更さ
れることはありません。
6. 「実行時プロンプト」で、

します。

をクリックして実行時プロンプトを追加または編集

実行時プロンプトの操作の詳細は、ビジネス・ルールへの実行時プロンプトの追加
を参照してください。
7. 「シーケンス」で、複数のルールまたはルールセットが 1 つのイベントに関連付け

られている場合にルールを実行する順序を指定します。

複数のスクリプトを 1 つのイベントで実行できるため、このシーケンス値によって
各ビジネス・ルールを実行する順番を指定します。任意の数を入力できますが、数
がイベント内で一意である必要があります。

ビジネス・ルールでサポートされるイベント
次のシステム・イベントでは、独立モードでビジネス・ルールをトリガーできます。
システム・イベントは bin/scripts/event フォルダに格納されます。
イベント

説明

抽出前

このイベントは、データがソース・アプリケー
ションから抽出される前にトリガーされます。
たとえば、このイベントを使用してデータの集
約や BSO キューブから ASO キューブへのコ
ピーなどの計算を実行でき、データの同期また
はデータ・エクスポート用のデータを抽出する
前に「抽出前」イベントを使用します。

インポート前

このイベントは、データがステージング表にイ
ンポートされる前にトリガーされます。たと
えば、このイベントを使用してビジネス・ルー
ルを実行し、処理用のデータ・ファイルを生成
できます。

インポート後

このイベントは、データがステージング表にイ
ンポートされた後にトリガーされます。

ロード前

このイベントは、データが Oracle Enterprise
Performance Management Cloud アプリケ
ーションにロードされる前にトリガーされま
す。たとえば、このイベントを使用してカスタ
ム・クリア・スクリプトを実行し、新しいデー
タをロードする前にデータをクリアできます。

ロード後

このイベントは、データが EPM Cloud アプリ
ケーションにロードされた後にトリガーされ
ます。たとえば、このイベントを使用して、デ
ータがロードされた後に計算を実行できます。

確認前

確認ルールの前に呼び出されます。
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イベント

説明

確認後

これは、確認ステップの後で呼び出されるイベ
ントであり、最後のイベントです。たとえば、
このイベントを使用して、データを別のバージ
ョンにコピーするビジネス・ルールをトリガー
したり、別のビジネス・ルールをトリガーして
他のダウンストリーム・タスクを実行できま
す。

ビジネス・ルールへの実行時プロンプトの追加
ビジネス・ルールをデプロイするときに、実行時プロンプト変数の値を入力または編集でき
ます。実行時プロンプトを使用すると、ルールで使用される値リストを識別および定義する
ことにより、ルールをパラメータ化できます。ビジネス・ルールに実行時プロンプトが含ま
れている場合、ユーザーはビジネス・ルールを起動する前に必要な情報を入力します。ビジ
ネス・ルールは、メンバー、テキスト、日付または数字としての変数についてユーザーにプ
ロンプト表示します。プロンプトは特定である必要があり、どのようなタイプのデータが予
期されるかをユーザーに示します。たとえば、ユーザーがルールの実行時に特定のエンティ
ティを選択できるようにする実行時プロンプトを追加できます。
実行時プロンプトの値は、POV 期間などの事前定義済の値リストから選択できます。
カスタム・パラメータを指定することもできます。その場合、変数を明示的に指定するか、
任意の Essbase フィルタ構文を入力できます。
さらに、オプション・ページの「統合オプション 1」 - 「統合オプション 4」フィールドに保
管されている値を参照して、計算ロジックを推進します。

ノート:
実行時プロンプトは、データ統合によって検証されません。
ビジネス・ルールに実行時プロンプトを追加するには:
1.
2.
3.

ビジネス・ルール・ページで、「独立」をクリックします。
をクリックします。
実行時プロンプトを追加するビジネス・ルールを選択します。

4. 「実行時プロンプト」で、
5.

をクリックして実行時プロンプトを追加または編集します。

実行時プロンプト・ページで、

をクリックします。

6. 「名前」に、(Planning の)ビジネス・ルールで定義されている実行時プロンプトの名前を

入力します。

たとえば、実行時プロンプトの名前として「Entity」と入力します。
この時点では、LOV (値リスト)は使用できません。
7. 「値のタイプ」から、実行時プロンプトに期待される値のタイプを選択します:

実行時プロンプトを作成するために使用できる値タイプは次に基づきます:
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•

カスタム - 「カスタム値」フィールドで指定されたカスタム・パラメータ。
Essbase フィルタ構文に基づいてカスタム値を使用することもできます。詳
細は、Essbase 計算スクリプトの操作を参照してください。

•

POV 期間 - 統合が実行されている期間に基づく事前定義済の POV 期間値

•

POV 年 - 統合が実行されている期間に基づく事前定義済の POV 年値

•

POV カテゴリ - 統合(データ・ルール)定義の POV カテゴリに基づく事前定義
済のシナリオ値。

•

すべてのデータ・ロード・エンティティ - データ・ロードのエンティティ ・リ
スト

•

すべてのデータ ・ロード勘定科目 - データ・ロードの勘定科目リスト

•

統合オプション 1 - 統合オプション 4 - 「全般オプション」の「統合オプショ
ン 1」から「統合オプション 4」のフィールドに保存された自由形式のテキス
トまたは値。詳細は、直接統合オプションの定義を参照してください。

ノート:
デフォルトでは、ビジネス・ルールは統合で指定されたターゲット・プ
ラン・タイプに対して実行されます。異なるプラン・タイプのビジネス・
ルールを実行する場合は、
「プラン・タイプ」という名前の実行時プロン
プトを指定し、カスタム値タイプを指定してから、目的のプラン・タイ
プの名前をカスタム値として指定します。
次の例は、データのクリア・ビジネス・ルールの統合に関連付けられた
デフォルトのプラン・タイプ以外のプラン・タイプを指定する方法を示
しています。

8.

実行時プロンプトにカスタム値タイプを選択した場合は、「カスタム値」フィール
ドに実際の値を指定します。

9. 「OK」をクリックします。

この例では、エンティティを 求めるデータのクリア・ビジネス・ルールに対してカ
スタム実行時プロンプトが定義されています。
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ビジネス・ルールの詳細は、「プロセスの詳細」で確認できます。

埋込みモードでのビジネス・ルールの登録
埋込みモードは、データ・ロード・プロセスの後に実行されるビジネス・ルールを登録する
ために使用します。このモードはデータ・ロード・プロセスの一部として組み込まれ、ロー
ドされたデータ交差へのアクセスを提供します。このモードは、すべてのデータ 型ロード方
法を使用している場合にのみ使用できます。埋込みルールはイベントによってトリガーされ
ず、ランタイム・パラメータをサポートしていません。
ビジネス・ルールを埋込みモードで登録するには:
1.

アプリケーションにロードするすべての 統合のビジネス・ルールを登録するには、アプリ
ケーションページで、アプリケーションの右側にある
ール」を選択します。

をクリックし、「ビジネス・ル

または
特定の統合のビジネス・ルールを登録するには、全般ページで、統合の右側にある
を
クリックして「オプション」を選択し、統合の編集ページで「ビジネス・ルール」タブを
選択します。

ノート:
特定のイベントに統合およびアプリケーション・レベルで登録されたビジネス・
ルールがある場合、統合レベルのビジネス・ルールのみがトリガーされます。
2.
3.

ビジネス・ルール・ページで、「埋込み」モードをクリックします。
をクリックします。

4. 「名前」から、実行するビジネス・ルールを指定します。
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このフィールドで使用できるビジネス・ルールは、Calculation Manager で事前作
成され、Planning ターゲット・アプリケーションにデータをロードするときにデ
ータ統合で使用できるようになります。
Planning でビジネス・ルール名が変更された場合、ビジネス・ルールを検証しな
いデータ統合では、新しいビジネス・ルール名が自動的に変更されることはありま
せん。
5. 「シーケンス」で、複数のルールまたはルールセットが統合またはアプリケーショ

ンに関連付けられている場合にルールを実行する順序を指定します。

6. 「保存」をクリックします。

ドリルスルー・ランディング・ページへのカスタ
ム・ビューの追加
Oracle Enterprise Performance Management Cloud のランディング・ページでデータ
にドリル・スルーする場合、列のカスタム・ビューを作成して選択できます。この機
能を使用すると、ランディング・ページの表示をカスタマイズできます。ソース列の
リストをカスタマイズし、列および列タイトルを順序付けることができます。カスタ
ム・ビューの定義は保存できます。後続のドリルでは、最後に使用したカスタム・ビ
ューが使用されます。カスタム・ビューがない場合は、「ソース(すべて )」がデフォル
ト・ビューとして使用されます。

Note:
データ統合でドリル・スルーを有効にする方法の詳細は、システムレベルの
プロファイルの設定を参照してください。
ドリルのカスタム・ビューを定義するには:
1.

データ管理の「設定」タブで、
「構成」の下にある「システム設定」を選択します。

2.

システム設定ページの「プロファイル・タイプ」から、
「すべて 」または「その他」
を選択します。

3. 「ドリル・タイプ UI」設定の検索して選択ページから、簡易ユーザー・インタフェ

ースを選択します。

7-84

第7章

ドリルスルー・ランディング・ページへのカスタム・ビューの追加

4. 「OK」,をクリックし、
「保存」をクリックします。
5.

ホーム・ページから「ナビゲータ」をクリックし、タスクおよびレポートの「データ」
(

6.

)を選択します。

ロードされたソース・データを含むフォームを開きます。
セルの右上隅のアイコン
ます。

は、ドリルスルー・データがあることを示し

7.

ドリルダウン・データを含んでいるセルで、セルを右クリックしてから「ソースにドリ
ル・スルー」を選択します。

8.

カスタム・ビュー定義の作成元にするデフォルト・ビューを選択します。

9.

をクリックします。

10. ビュー定義の編集ページから、

をクリックします。

11. 「ビュー定義の作成」ウィンドウで、カスタム・ビュー定義の名前を入力し、
「OK」をク

リックします。

ビュー定義名には英数字を使用できます。ビュー定義名は 80 文字以下です。
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ビュー定義の編集ページが新規ビュー用に初めて表示されたとき、すべての 列が
「列の表示」
(
)右ペインに表示されます。カスタム・ビューに含めない列はすべて
「使用可能な列」
(
)左ペインに移動します。

12. カスタム・ビューに列を含めるには、(
「使用可能な列」)左ペインから列を選択し、

をクリックして(
「列の表示」)右ペインに移動します。
ビュー内の移入された値をクリアするには、「リセット」をクリックします。
13. カスタム・ビューから列を除外するには、(
「列の表示」)右ペインから列を選択し、

をクリックして(
「使用可能な列」)左ペインに移動します。
その他の移動オプションは、次のとおりです:
•

すべての 列を(
「使用可能な列」)左ペインから(
「列の表示」)右ペインに移動する
には、

•

をクリックします。

すべての 列を(
「列の表示」)右ペインから(
「使用可能な列」)左ペインに移動する
には、

をクリックします。

14. オプション: 「列の表示」
(
)右ペインで列の名前を変更するには、列を選択し、「編

集」スライダをタップしてオンにしてから新しい列名を入力します。

15. オプション: 「列の表示」
(
)右ペインで列を並べ替えるには、列を選択し、次のいず

れかを選択します:
•
•
•

—列を表示の最上部に移動します。
—列を表示の 1 つ上に移動します。
—列を表示の 1 つ下に移動します。
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•

—列を表示の最下部に移動します。

16. オプション: 「ソート」をクリックして、
「列の表示」ペインで列を昇順または降順でソー

トします。

17. 「OK」または

をクリックして、ビュー定義を保存および更新します。

18. オプション: ビューを削除するには、

をクリックします。
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データ・マップの定義
ソース・アプリケーションとターゲット・レポート・アプリケーション間のデータ・マッピ
ングを作成します。
次も参照:
•

データ・マップの理解

•

データ・マップの作成

•

データ・マップのリフレッシュ

•

データ・マップの管理

•

データの移動

データ・マップの理解
データ・マップを使用して、データ、コメント、添付およびサポート詳細を、ソース・キュ
ーブとスマート・リストからレポート・キューブに移動し、データを連結します。ソース・
アプリケーション・データベースとレポート・データベース間でディメンションをマップす
ることで、次のことができます。
•

レポート・アプリケーションでソース・アプリケーションのデータをレポート

•

スマート・リストで集約と問合せを行い、それをレポート・アプリケーションで通常のデ
ィメンションに変換

•

アプリケーション・データを複数のレポート・アプリケーションにリンクして、各種の集
計に利用

•

戦略モデリングおよび Planning 間でのデータのプッシュ

ビデオ
目標

視聴するビデオ

データ・マップを使用してレポート用のデータを
移動する方法を学習します。
Oracle Planning and Budgeting Cloud でのレポー
トのデータの即時プッシュ

関連トピック
•

アプリケーションについて

•

レポート・キューブについて

•

データ・マップでサポートされていない機能

•

データ・マップおよび代替変数
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アプリケーションについて
アプリケーションは、プランニングのニーズを満たすために使用される、関連する一
連のディメンションとディメンション ・メンバーです。各アプリケーションにはそれ
自体の勘定科目、エンティティ 、シナリオおよび他のデータ要素があります。
アプリケーションの詳細は、Planning の管理のアプリケーションの管理を参照してく
ださい。

レポート・キューブについて
レポート・キューブは、Planning データを集約してレポートできるキューブです 。主
なユース・ケース:
•

レポート・キューブに、データ・ウェアハウスなどの任意のソースからのデータが
含まれています。新しい Planning データをそこに移動し、そのデータに関してレ
ポートする必要があります。

•

Planning のスマート・リストに関してレポートする必要がありますが、Planning
ではできません。

データ・マップでサポートされていない機能
レポート・アプリケーションへの Planning アプリケーションのマッピングでは、次は
サポートされません。
•

重複メンバー使用可能オプションが選択された集約ストレージ・データベース・ア
ウトライン

•

属性ディメンション

•

属性メンバー選択

データ・マップおよび代替変数
代替変数を含むアプリケーションをマッピングする際には、次のことに注意してくだ
さい:
•

代替変数が確認されるのは、データ・マップの定義時ではなく、データを移動した
ときです。

•

メンバー・セレクタには、Planning アプリケーションに対して定義された代替変
数が表示されます。

•

ディメンション間マッピングの場合:

•

–

Planning アプリケーションの場合、選択または入力した変数名は、データを移
動したときに、渡されて評価されます。

–

レポート・アプリケーションの場合、変数名が Planning アプリケーションに
対して評価されてから、「データのプッシュ」操作でデータをクリアすること
を選択したときに値が使用されます。

マップされていないディメンションについては 、レポート・アプリケーションの場
合、メンバー・セレクタには、レポート・アプリケーションにのみ定義されている
代替変数が表示されます。変数はレポート・アプリケーションに対して評価され、
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評価値は、メンバー関数ではなく単一メンバーについて各レポート・ディメンションに対
して検証されます。

データ・マップの作成
Planning アプリケーションをレポート・アプリケーションにマップするデータ・マップを作
成するには:
1.

レポート・アプリケーションを作成します。
キューブの詳細は、Planning の管理のキューブの管理を参照してください。メンバーの
追加の詳細は、Planning の管理の簡易ディメンション・エディタでのディメンション ・
プロパティの編集を参照してください。

2. 「アプリケーション」
、「データ交換」、「データ・マップ」の順にクリックします。
3. 「作成」をクリックします。
4.

データ・マップの名前および説明を入力します。

5. 「ソース」と「ターゲット」の選択内容を次のようにします。

• 「ソース」で、使用可能なキューブから現在のアプリケーションのキューブを選択し
ます。
• 「ターゲット」で、使用可能なアプリケーションとキューブからターゲット・レポー
ト・アプリケーションのアプリケーションとキューブを選択します。
選択したソースおよびターゲット・キューブの現在のマッピングが「ソース」と「ターゲ
ット」に表示され、マップされていないディメンションは「マップされていないディメン
ション」に表示されます。

ノート:
戦略モデリングと Planning の間でデータをプッシュするためのデータ・マップ
を作成している場合は、
「ソース」と「ターゲット」の追加オプションが表示さ
れます:
• 「ソース」では、オプションは、「モデルの選択」および「連結の選択」で
す。モデルまたは連結を選択し、「選択」をクリックします。
• 「ターゲット」では、モデルが「ソース」の場合、ターゲット Planning キュ
ーブまたはターゲット「モデル」を選択します。連結が「ソース」の場合、
ターゲット Planning キューブまたはターゲット連結を選択します。
リストに「戦略モデリング」モデルがない場合、「アクション」メニューから
「同期」を選択します。
6.

オプション。現在のマッピングを変更し、任意のマップされていないディメンションをマ
ップします。
現在のマッピングを変更するには、マッピング情報の変更を参照してください。
マップされていないディメンションをマップするには、マップされていないディメンショ
ンのマップを参照してください。

7.

データ・マップ・オプションを定義します。
データ・マップ・オプションの定義を参照してください。
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8. 「保存して閉じる」をクリックします。

新しいデータ・マップがデータ・マップ・リストの最後に追加されます。

データ・マップのリフレッシュ
データ・マップをリフレッシュするには:
1. 「アプリケーション」
、「データ交換」、「データ・マップ」の順にクリックします。
2. 「リフレッシュ」をクリックします。

データ・マップの管理
次も参照:
•

データ・マップの表示

•

マッピング情報の変更

•

マップされていないディメンションのマップ

•

データ・マップからのメンバーの除去

•

データ・マップ・オプションの定義

•

データ・マップの詳細の編集

•

データ・マップの複製

•

データ・マップの削除

•

データ・オプションの設定

•

デフォルト・メンバーの検証ルール

データ・マップの表示
データ・マップを表示するには:
1. 「アプリケーション」
、「データ交換」、
「データ・マップ」の順にクリックします。
2.

次のタスクを実行してリストを検索、フィルタまたはソートします。
•

名前でマップを検索するには、「検索」にテキストを入力し、それから
クリックします。

•

ソースまたはターゲットによりマップをフィルタするには、
「すべてのソース 」
および「すべてのターゲット 」をクリックしてフィルタ条件を選択します。

•

各列のアイテムを昇順または降順にソートするには、カーソルを列見出しに置
き、「昇順ソート」または「降順ソート」

を

を選択します。

3.

次のタスクを実行します:

•

データ・マップを作成します。データ・マップの作成を参照してください。

•

データ・マップ・リストをリフレッシュします。データ・マップのリフレッシュを
参照してください。
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•

マッピング情報を変更します。マッピング情報の変更を参照してください。

•

マップされていないディメンションをマップします。マップされていないディメンショ
ンのマップを参照してください。

•

データ・マップ・オプションを定義します。データ・マップ・オプションの定義を参照し
てください。

•

データ・マップの詳細を編集します。データ・マップの詳細の編集を参照してください。

•

データ・マップを複製します。データ・マップの複製を参照してください。

•

データ・マップを削除します。データ・マップの削除を参照してください。

•

レポート・アプリケーションでスマート・リストを同期します。Planning の管理のレポ
ート・アプリケーションでのスマート・リストの同期を参照してください。

•

リレーショナル・データ・マージ・オプションを設定します。データ・オプションの設定
を参照してください。

•

デフォルト・メンバーの検証ルールをレビューします。デフォルト・メンバーの検証ルー
ルを参照してください。

マッピング情報の変更
データ・マップ内のディメンションのマッピング情報を変更するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

既存のデータ・マップをクリックします。

3. 「ソース」でディメンションを選択し、

をクリックして、マッピングに使用する新しい
ソース・ディメンションまたはスマート・リストを選択します。
すべてのディメンションがマップされている 場合、既存のソース・ディメンションをスマ

ート・リスト(
をクリックすると、
「スマート・リスト」のみが表示されます)にマップ
するだけで済みます。ソース・ディメンションを別のディメンションにマップするには、
最初にディメンションのマップを解除する必要があります。別のディメンションに再マ
ップできるようにディメンションのマップを解除するには、「ソース」でディメンション
を選択し、
をクリックします。ディメンションは「マップされていないディメンショ
ン」に移動されます。

マップされていないディメンションのマップ
データ・マップでマップされていないディメンションをマップするには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

次のいずれかを行います:
•

新しいデータ・マップを作成するには、「作成」をクリックします。

•

既存のデータ・マップのマッピングを編集するには、既存のデータ・マップをクリッ
クします。
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3. 「マップされていないディメンション」の下のディメンションに対して、ディメン

ションの横にある

をクリックします。

これにより、「マップされていないディメンション」から前述の「ターゲット」デ
ィメンションの下にディメンションが移動されます。
4. 「ターゲット」の下に移動したディメンションを見つけます。

「ソース」の下の対応するディメンションに「選択」が表示されます。
5. 「ソース」の下で「選択」の横にある

をクリックし、マップされていないターゲ
ット・ディメンションにマップするソース・ディメンションまたはスマート・リス
トを選択します。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。

データ・マップからのメンバーの除去
データ・マップ内の除外の定義を使用すると、キューブ間でのデータの移動中にディ
メンションのメンバーを除外できます。データ移動時のメンバー除外は、ターゲット
の場所の特定データを上書きしたくない場合や、ターゲットの場所にデータが存在し
ないときに警告を受け取りたくない場合に役立ちます。また、除外では、他のすべて
のソース・メンバーにデータが必要な状況で、特定のソース・メンバー・データを無
視できます。除外は、ソースのマップされたディメンションとマップされていないデ
ィメンションに対して定義でき、1 つのディメンションに対して複数の除外を定義でき
ます。
各ディメンションで除外されたメンバーは、データ・マップ操作またはスマート・プ
ッシュ操作のジョブの詳細に記録されます。
例:
勘定科目ディメンションでは、現預金勘定/銀行口座を除くすべての 勘定科目に対して
データを取り込みます。そのためには、ソース・マッピングにすべての勘定科目を含
め、現預金勘定/銀行口座に対して除外を作成します。スマート・プッシュでは、定義
された除外が考慮され、現預金勘定/銀行口座が無視され、他のすべての 勘定科目にデ
ータがロードされます。
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ノート:
•

戦略モデリングのデータ・マップ除外も考慮されます。

•

基本メンバーを除外すると、共有メンバーもすべて 除外されます。共有メンバ
ーを除外した場合も同様に、基本メンバーも除外されます。

•

除外メンバーはソース・メンバーのサブセットである必要があります。

•

ディメンションからメンバーを除外する場合、データ・マップを正常に保存お
よび実行するためには、そのディメンションのメンバー・リストに、除外メン
バー・リストにないメンバーが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
たとえば、マッピングに定義されている唯一の勘定科目メンバーが現預金勘定/
銀行口座の場合、現預金勘定/銀行口座はそのマッピングから除外できません。
マップ結果に少なくとも 1 つのメンバーが含まれるように選択内容を修正する
必要があります。スマート・プッシュの定義についても同じことが言えます。

データ・マップからメンバーを除去するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

既存のデータ・マップをクリックします。

3. 「ソース」の下で、除外するメンバーが含まれたディメンション行の上にカーソルを置き、

をクリックし、次に「除外の追加」を選択します。

ノート:
マップされていないディメンションのメンバーも除外できます。
4.

除外する 1 つ以上のメンバーを選択し、「OK」をクリックします。

5.

後から考えが変わって除外を削除する場合は、ディメンション行の上にカーソルを置き、
をクリックし、次に「除外の削除」を選択します。

ノート:
「除外の削除」では、1 つのメンバーのみでなく、除外全体が削除されます。
除外リストからメンバーを削除するには、メンバー・セレクタを起動し、「選
択」の下で削除するメンバーをハイライト表示して、
をクリックし、次に「削除」をクリックします。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。
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ノート:
除外メンバーは、ディメンションに対する除外リストのメンバー・セレクタ
を開くことで、いつでも追加または削除できます。

ヒント:
あるメンバーをフォームの 1 つのセグメントから除外した場合、スマート・
プッシュ・プロセスによって、そのメンバーはすべてのフォーム ・セグメン
トから除外されます。この動作が不要な場合は、スマート・プッシュの「選
択内容の上書き」オプションを使用して、スマート・プッシュ・プロセスの
ディメンション・メンバー選択を調整します。フォームのスマート・プッシ
ュの構成を参照してください。

データ・マップ・オプションの定義
データ・マップ・オプションを定義するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

既存のデータ・マップをクリックします。

3. 「オプション」をクリックします。
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表 8-1 データ・マップ・オプション
データ・マップ・オプション

説明

コピーするアイテムを選択

対応するリレーショナル・データをコピーする
アイテムを選択します。次をコピーできます:
•

コメントと添付
「照合順序」を選択した場合、次のようにな
ります:
ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在する場合、コ
メントと添付がソース・セルからター
ゲット・セルにコピーされます。
–
ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在しない場合、
ソース・セルのコメントと添付が結合
され、対応するターゲット・セルに保
存されます。
「照合順序」を選択しない場合、次のように
なります:
–

ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在する場合、コ
メントと添付がソース・セルからター
ゲット・セルにコピーされます。
–
ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在しない場合、
最後のソース・セルのコメントと添付
が対応するーゲット・セルにコピーさ
れます。最後のソース・セルとは、空
でないリレーショナル・データが含ま
れる複数のソース・セルの中の最後の
ソース・セルのことです。
サポート詳細

–

•

ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在する場合、サ
ポート詳細がソース・セルからターゲ
ット・セルにコピーされます。
–
ソース・セルとターゲット・セル間に
1 対 1 のマッピングが存在しない場合、
サポート詳細はターゲット・セルにコ
ピーされません。
「データ・マップ・オプション」ダイアログ・ボ
ックスでコピーするように選択したリレーショ
ナル・データ(「コメントと添付」と「サポート詳
細」)は、スマート・プッシュを使用したデータの
移動のみに適用されます。データの移動を参照
してください。
–

スマート・リスト・ディメンション

スマート・リストのディメンションを選択しま
す。
スマート・リスト・ディメンションの選択には
密ディメンションのみが許可されています。

動的計算メンバーを除外

動的に計算されるメンバーのデータをデータ・
マップ・プロセス中に移動しない場合に選択し
ます。
「動的計算メンバーを除外」は、データ・マップ
のプッシュのみでサポートされ、スマート・プ
ッシュではサポートされません。
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表 8-1 (続き) データ・マップ・オプション
データ・マップ・オプション

説明

同時スマート・プッシュの許可

データ・マップ・プロセスとスマート・プッシ
ュ・プロセスの同時実行を許可します。「はい」
をクリックして、このオプションを有効にしま
す。
データ・マップ・プロセスとスマート・プッシ
ュ・プロセスの同時実行を参照してください。

データの移動時にスマート・リスト・エントリ
名の優先度を設定

重複する別名がターゲット・キューブにある場
合、データ・マップ操作またはスマート・プッ
シュ操作でメンバーの別名ではなく、スマート・
リスト・エントリ名を使用するように要求しま
す。
スマート・リスト・エントリ名にはスペースや
特殊文字を使用できません。関数を使用してス
マート・リストが定義されている場合、かつメ
ンバーにスペースが 含まれている場合、それら
のスペースはアンダースコアに 変換されます。
この制限により、スマート・リスト・エントリ
名が使用されない場合があります。このオプシ
ョンを選択すると、エントリ名に基づいてメン
バーがチェックされ、エントリ名と一致するメ
ンバーがない場合は、スマート・リスト・エン
トリ・ラベルを使用してメンバーがフェッチさ
れます。
スマート・リスト値が定義されていない交差に
ついては、スマート・プッシュ操作およびデー
タ・マップ操作では、スマート・リストに定義
されている欠落しているラベルを使用してデー
タがプッシュされます。
このオプションが有効になっていない場合、デ
ータ・プッシュ操作またはスマート・プッシュ
操作によって重複する別名がターゲット・キュ
ーブで検出されると、操作は警告ありで完了し、
ジョブの詳細で、重複する別名を削除するか(重
複する別名はメッセージに示されている)、この
データ・マップ・オプションを選択するように
求められます。

#missing 値を次の形式でインポート
(Planning がソースであり、戦略モデリングがタ
ーゲットであるデータ・マップに対してのみ)

•
•
•
•

無視 - インポートした#missing 値を無視
し、ターゲット・セルの既存の値を保持し
ます。
出力としてゼロを設定(デフォルト) #missing 値をインポートし、ターゲット・
セルで出力値を 0 に設定します。
数値以外 - #missing 値をインポートし、タ
ーゲット・セルで出力値を NaN (数値以外)
に設定します。
入力としてゼロを設定 - 入力セルを 0 に設
定し、逆算は不要です。
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表 8-1 (続き) データ・マップ・オプション
データ・マップ・オプション

説明

数値以外の値を次の形式でインポート

•

(戦略モデリングがソースであり、Planning がタ
ーゲットであるデータ・マップに対してのみ)

•
•
•

インポート中でないセルの場合(戦略モデリング •
のみ)
•

無視 - インポートした数値以外の値を無視
し、ターゲット・セルの既存の値を保持し
ます。
出力としてゼロを設定(デフォルト) - 数値
以外の値をインポートし、ターゲット・セ
ルで出力値を 0 に設定します。
数値以外 - 数値以外の値をインポートし、タ
ーゲット・セルで出力値を数値以外に設定
します。
入力としてゼロを設定 - 入力セルを 0 に設
定し、逆算は不要です。
入力値の保持(デフォルト) - データ・インポ
ート時に、モデル内の既存の入力データ値
を保持します
出力値の保持 - データ・インポート時に、モ
デル内の既存の出力データ値を保持します

データ・マップの詳細の編集
データ・マップの詳細を編集する場合、データ・マッピングを変更し、マップされていない
ディメンションをマップできます。
データ・マップの詳細を編集するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

次のいずれかを行います:
•

データ・マップをクリックします。

•

編集するデータ・マップの右側にある

をクリックし、「編集」を選択します。

–

ディメンション間のマッピングを編集するには、マッピング情報の変更を参照し
てください。

–

マップされていないディメンションをマップするには、マップされていないディ
メンションのマップを参照してください。

–

データ・マップ・オプションを定義するには、データ・マップ・オプションの定
義を参照してください。

–

データ・マップを削除するには、ソースおよびターゲット・ディメンションの右
側にある

をクリックします。

3. 「保存して閉じる」をクリックします。

データ・マップの複製
データ・マップを複製するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。

8-11

第8章

データ・マップの管理

2.

複製するデータ・マップの右側にある

をクリックし、「複製」を選択します。

3. 「名前を付けて保存」ダイアログ・ボックスで、データ・マップの名前を入力し、

「OK」をクリックします。

複製されたデータ・マップはデータ・マップ・リストに追加されます。元のデー
タ・マップの詳細はすべて 含まれていますが、新しい名前で保存されます。

データ・マップの削除
データ・マップを削除するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

削除するデータ・マップの右側にある

をクリックし、「削除」を選択します。

データ・オプションの設定
データを移動する際には、
「オプション」を起動して、コメント、添付、サポート詳細
などのリレーショナル・データをマージする方法を定義します。
データ・オプションを設定するには:
1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。

データ・マップの表示を参照してください。
2.

編集するデータ・マップの右側で

をクリックし、「編集」を選択します

3. 「オプション」をクリックし、コピーするアイテムを選択して、スマート・リスト

のディメンションを選択します。

4.

データ・マップ・プロセスで動的に計算されるメンバー・データを移動したくない
場合は、「動的計算メンバーを除外」を選択します。

デフォルト・メンバーの検証ルール
レポート・キューブのデフォルト・メンバーには、ソースの Planning アプリケーショ
ンから移動されたデータが格納されます。次のいずれかの制約が該当する場合、また
はどちらかのアプリケーションのディメンションがマップされないために有効なデフ
ォルト・メンバーがない場合、マッピングは無効となりエラー・メッセージが表示さ
れます。
ルール:
•

レポート・キューブが集約ストレージ・データベースの場合、デフォルト・メンバ
ーはレベル 0 である必要があります。

•

レポート・キューブがブロック・ストレージ・データベースの場合、デフォルト・
メンバーはデータの格納プロパティを持つ任意のメンバーにできます。

•

Planning アプリケーションにディメンションからディメンションへのマッピング
しかない場合、デフォルト・メンバーは任意のレベルまたはデータ・ストレージ・
タイプにできます。

•

Planning アプリケーションにスマート・リストからディメンションへのマッピン
グがある場合、デフォルト・メンバーはレベル 0 でなければなりません。また、ソ
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ース・キューブに勘定科目の密ディメンションが含まれている必要があり、スマート・リ
ストに少なくとも 1 つのメンバーが関連付けられている必要があります。
•

マッピングで子孫(Acct_Default)が選択されている場合、レポート・キューブ内に
Acct_Default メンバーが存在する必要があります。

ノート:
有効だったマッピングでも、ディメンション、メンバーまたはスマート・リストが
名前変更、削除、追加された場合には無効になることがあります。ターゲット・キ
ューブのディメンションに 変更がある場合は、
「レポート・アプリケーションのマッ
プ」画面で対応するアプリケーション・マッピングを選択し、
ータをリフレッシュする必要があります。

をクリックしてデ

データの移動
データ・マップの設定後、次のことを実行できます:
•

レポート・キューブへのデータの移動

•

スマート・プッシュを使用したあるキューブから別のキューブへのデータの移動

•

データ・マップ・プロセスとスマート・プッシュ・プロセスの同時実行

レポート・キューブへのデータの移動
データ・マップを設定した後、データをレポート・キューブに移動できます。選択したデー
タ・マップは Planning で検証され、マップされた Planning ディメンション・データはレポー
ト・キューブのディメンションに 移動されます。
「ジョブ」でジョブのステータスを確認する
こともできます。

ノート:
ブロック・ストレージ・キューブと集約ストレージ・キューブの両方で親メンバー
を動的な子に対して使用可能にし、動的メンバーを追加した場合、
「データのプッシ
ュ」を使用すると、データベースをリフレッシュせずにブロック・ストレージ・キ
ューブから集約ストレージ・キューブにデータを移動できます。Planning の管理の
レポート・アプリケーションでのスマート・リストの同期を参照してください。

データをレポート・キューブに移動するには:
1.

レポート・キューブを作成します。

2.

データ・マップを作成します。

3. 「アプリケーション」
、「データ交換」、「データ・マップ」の順にクリックします。
4.

データ・マップの右側にある

をクリックし、「データのプッシュ」を選択します。

データをクリアしてから移動するかどうかを確認します。
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• 「いいえ」をクリックすると、レポート・キューブの既存のデータに新しいデ
ータが追加されます。このオプションを使用した場合、ターゲット・キューブ
内のデータはクリアされません。
スマート・リストをディメンションにマップする場合、スマート・リストのラ
ベルはレポート・キューブのメンバー名または別名に一致する必要がありま
す。「データのプッシュ」は、スマート・リスト・エントリ名には使用できま
せん。
• 「はい」をクリックすると、ターゲット・キューブにデータを移動する前に、
ターゲット・キューブ内のデータがクリアされます。
ターゲットが集約ストレージ・レポート・キューブである場合は、データをク
リアおよび移動する際に次の点に留意してください。
–

ターゲット・レポート・キューブで一致する名前のないメンバーは無視さ
れます。

–

このオプションはメンバー名にのみ機能し、メンバーの別名には機能しま
せん。

–

このオプションを使用すると、計算スクリプトの長さ制限を超える可能性
があるため、データ・マップのメンバーを選択する場合は、(子などの)メ
ンバー関係を使用する際に注意してください。

–

メンバー関係を使用する場合、このオプションによりソース Planning キュ
ーブのレベル 0 メンバーのリストが展開されます。ソース・キューブの少
なくとも 1 つのメンバー名がレポート・キューブのメンバーに一致すれ
ば、このオプションはエラーなしで続行されます。メンバーが 1 つも一致
しない場合は、オプションを続行できません。

ターゲットがブロック・ストレージ・レポート・キューブである場合は、正常
に続行するには、次の条件を満たしたうえでデータをクリアおよび移動する必
要があります。
–

メンバー関係を使用する場合、ソース・キューブのすべてのメンバー 名が
レポート・キューブのすべてのメンバー 名に一致する必要があります。

–

スマート・リストをディメンションにマップする場合、ソース・キューブ
のすべてのスマート ・リスト・エントリがレポート・キューブのすべての
メンバー名に一致する必要があります。

–

スマート・リストをディメンションにマップする場合、ソース Planning キ
ューブのスマート・リスト・エントリ・ラベルがレポート・キューブのメ
ンバー名に一致する必要があります。スマート・リスト・エントリ・ラベ
ルがレポート・キューブのメンバー名に一致しない場合は、スマート・リ
スト・エントリ名がレポート・キューブのメンバー名に一致する必要があ
ります。

これらの条件を満たさないかぎり、データのクリアおよび移動操作を続行でき
ません。

スマート・プッシュを使用したあるキューブから別のキュ
ーブへのデータの移動
次も参照:
•

スマート・プッシュについて

•

スマート・プッシュを使用する場合の考慮事項
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•

フォームのスマート・プッシュの構成

•

マージ・オプションの構成

•

スマート・プッシュ構成後のデータの移動

•

スマート・プッシュのステータスの表示

スマート・プッシュについて
有意義で包括的なレポートを作成するために、ユーザーはフォームでの操作中にコメント、
添付ファイルおよびサポート詳細をソース・キューブからレポート・キューブに即時に移動
できます。ユーザーは、別のキューブから取得されるプランニング・データに関する詳細な
分析を実行できます。
たとえば、1 つのキューブに費用プランニングがあり、別のキューブに収益プランニングがあ
るとします。さらに、レポート・キューブを使用してレポート作成ニーズを統合するとしま
す。スマート・プッシュを使用しない場合、キューブのデータはサービス管理者が設定した
スケジュール済ジョブによってレポート・キューブに移動されます。スマート・プッシュを
使用すると、ユーザーはレポート・キューブにデータを即時に移動できます。
アプリケーション・データは次から移動できます:
•

ブロック・ストレージ・キューブから集約ストレージ・キューブへ

•

ブロック・ストレージ・キューブからブロック・ストレージ・キューブへ

ビデオ
目標

視聴するビデオ

スマート・プッシュを使用してレポートのデータ
を即時にプッシュする方法を学習します。
Planning でのレポートのデータの即時プッシュ

スマート・プッシュを使用する場合の考慮事項
スマート・プッシュを使用する場合は、次の考慮事項に留意してください。
•

スマート・プッシュはメタデータと承認のセキュリティを考慮します。

•

スマート・プッシュは、ソース集約ストレージ・キューブからのフォームではサポートさ
れていません。

•

スマート・プッシュでは、少なくとも 1 つの密ディメンション、アカウントまたは期間が
データ・マップ定義のディメンション間マッピングとして設定されている必要がありま
す。

•

データ・マップでソース・キューブのマップされていないセクションにリストされている
ディメンションについて選択されたすべてのメンバーの 数値データは、スマート・プッシ
ュの定義にリストされません。

フォームのスマート・プッシュの構成
フォームのスマート・プッシュを構成するには:
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1.

ホーム・ページで「ナビゲータ」
ーム」をクリックします。

をクリックし、
「作成および管理」で、
「フォ

2. 「フォーム」を展開し、フォームを選択します。
3.

フォームを選択した状態で、

を選択します。

4. 「スマート・プッシュ」をクリックします。

フォームに定義されているマッピングが表示されます。必要に応じて、
ックして新しいマッピングを追加します。

をクリ

5.

各マッピングを展開します。

6.

マッピングの下に表示される各ディメンションについて、ディメンションのスマー
ト・プッシュ領域を指定します。
• 「フォーム・コンテキストの使用」を選択して、
「レイアウト」でディメンショ
ンについて選択した(および除外した)すべてのメンバーのデータを 移動しま
す。
• 「フォーム・コンテキストの使用」をクリアし、
「選択内容の上書き」の横にあ
る

をクリックします:
– 「編集」を選択してメンバー・セレクタを使用し、操作するディメンショ
ン・メンバーを選択します。
– 「除外の追加」を選択してメンバー・セレクタを使用し、スマート・プッシ
ュ・プロセスから除外するディメンション・メンバーを定義します。
「除外
の削除」では、1 つのメンバーのみでなく、除外全体が削除されます。

ノート:
*

スマート・プッシュ除外では、スマート・プッシュに対して
「フォーム・コンテキストの使用」オプションが選択されて
いる場合、フォームに定義されているすべての 除外が考慮さ
れます。

*

基本メンバーの除外で共有メンバーは除外されないため、基
本メンバーと共有メンバーの両方を明示的に除外する必要
があります。

*

ディメンションからメンバーを除外する場合、スマート・プ
ッシュ・プロセスが正常に完了するためには、そのディメン
ションのメンバー・リストに、除外メンバー・リストにない
メンバーが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
たとえば、スマート・プッシュに対して定義されている唯一
の勘定科目メンバーが現預金勘定/銀行口座の場合、現預金勘
定/銀行口座はそのスマート・プッシュ・プロセスから除外で
きません。スマート・プッシュ結果に少なくとも 1 つのメン
バーが含まれるように選択内容を修正する必要があります。
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除外リストからメンバーを削除するには、メンバーの除外リストの横にある
をクリックします。メンバーをメンバー・セレクタから削除するには、右ペイン
でそのメンバーを選択してから
または
をクリックします。
データ・マップからのメンバーの除去を参照してください
– 「クリア」を選択して選択内容を削除します。

ノート:
マッピングの定義は、ソース・キューブ・ディメンションでのみ上書きでき
ます。「フォーム・コンテキストの使用」を選択することでフォームからコ
ンテキストを取得する場合は、ディメンション・メンバーを上書きできま
す。ディメンション・メンバーは、「メンバー選択」ダイアログ・ボックス
でメンバーを指定した場合、または「選択内容の上書き」を空白のままにし
た場合にも上書きできます。

ヒント:
スマート・プッシュでは、レポート・キューブの増分更新が行われます。こ
れを行うには、「フォーム・コンテキストの使用」または「選択内容の上書
き」オプションを選択して、現在のコンテキストに移動するデータの量を制
限するか、更新または計算するセクションへのデータの移動を制限します。
スマート・プッシュ領域が指定されていない場合、前述のいずれかのオプションを使用す
ると、メンバー選択がデータ・マップから取得されます。
7.

各マッピングについて、スマート・プッシュを自動と手動のどちらにするかを定義しま
す。
•

フォームの保存時にデータを自動的に移動するには、
「保存後に実行」を選択します。

•

データを手動で移動するには、「保存後に実行」をクリアしたままにします。
データを手動で移動する方法の詳細は、スマート・プッシュ構成後のデータの移動を
参照してください。

8.

次の追加のスマート・プッシュのオプションから選択します。
•

スマート・プッシュのバックグラウンドでの実行: スマート・プッシュがバックグラ
ウンドで実行されている間もアプリケーションの使用を続行できます。

•

データベース抑制の使用: アプリケーション・レベルではなくデータベース・レベル
で行抑制を適用できます。これにより、問合せしきい値への影響がなくなり、スマー
ト・プッシュの待機時間が改善されます。
スマート・プッシュを使用してブロック・ストレージ・キューブから大量のデータを
ロードしている場合、および不足しているブロックと行の抑制オプションを使用して
いる場合は、
「データベース抑制の使用」オプションをお薦めします。
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Groovy ルールを使用して、
「データベース抑制の使用」オプションを指定して
スマート・プッシュを構成する場合、スマート・プッシュの実行に対してこの
オプションを指定する追加のパラメータがあります。
public void execute(Map<String, String> overrideMembersMap,
boolean suppressMissingRowsNative)
9. 「保存」をクリックして、フォームのスマート・プッシュ構成を保存します。

マージ・オプションの構成
コメント、添付およびサポート詳細のマージ・オプションは、レポート作成のキュー
ブをマップする際に使用できる「データ・オプション」タブで構成します。データ・
マップ・オプションの定義を参照してください。

ノート:
スマート・プッシュを使用する場合、
「サポート詳細」、
「日付」、
「スマート・
リスト」、「テキスト」などのリレーショナル・データはマージできません。
「スマート・リスト」、
「日付」および「テキスト」は、ソース・セルとターゲ
ット・セル間に 1 対 1 のマッピングがある場合にのみ移動されます。空のセ
ルはリレーショナル・データの移動で考慮されません。

スマート・プッシュ構成後のデータの移動
データの移動方法については、データの移動を参照してください。
データを移動する方法は、フォームに対してスマート・プッシュを構成したときに「保
存後に実行」を選択したかどうかによって異なります。
•

フォームに対してスマート・プッシュを構成したときに「保存後に実行」を選択し
た場合は、フォームを保存する際にデータが移動されます。

• 「保存後に実行」を選択しない場合:
1. 「データ」をクリックします。
2.

フォームをクリックして開きます。

3.

開いたフォームで、
「アクション」を選択し、
「スマート・プッシュの詳細」を
クリックします。

4. 「スマート・プッシュ」ダイアログ・ボックスでリンクをクリックして、デー

タを移動します。
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ノート:
•

スマート・プッシュは、新しいデータを移動する前に、常にターゲット・リー
ジョンのデータをクリアします。

•

ユーザーがスマート・プッシュの実行でエラーを確認した場合、サービス管理
者はスマート・プッシュ・ジョブの詳細情報にリストされたエラーを使用して、
スマート・プッシュの設定方法を確認し修正する必要があります。スマート・
プッシュのステータスの表示を参照してください。

スマート・プッシュのステータスの表示
データの移動のステータスを表示するには:
1. 「アプリケーション」をクリックします。
2. 「ジョブ」をクリックします。

スマート・プッシュ・ジョブが「ジョブ」コンソールに表示されます。エラーがある場合
は、エラー・リンクをクリックして問題をトラブルシューティングします。データが移動
されると、「実行ステータス」は「完了」または「警告付きで完了」と表示されます。さ
らに詳細を表示するには、ジョブ名をクリックしてログを確認してください。

データ・マップ・プロセスとスマート・プッシュ・プロセス
の同時実行
データをレポート・キューブに移動する際、ユーザーがシステムを使用できない時間を最小
限に抑えることができます。そのためには、Groovy ルール・ベースのデータ・マップ・プッ
シュで実行時プロンプトを使用して、必要なデータのみをレポート・キューブに移動します。
EPM 自動化を使用するデータ・マップ・プッシュの場合は、代替変数の使用が可能で、デー
タ・マップを使用してデータを移動する前に代替変数の値を設定できます。詳細は、次のト
ピックを参照してください。
•

Groovy ビジネス・ルールのドキュメントや例の入手については、 Oracle Enterprise
Performance Management Cloud、Groovy ルール Java API リファレンスを参照してく
ださい

•

EPM 自動化の詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPM 自動化
の操作 を参照してください

「データ・マップ・オプション」で「同時スマート・プッシュの許可」オプションを有効に
し、ユーザーがスマート・プッシュ・プロセスとデータ・マップ・プロセスを同時に実行で
きるようにすることで、ダウンタイムをさらに最小化することもできます。
データ・マップとスマート・プッシュを同時に実行する際は、次のことを考慮してください。
•

スマート・プッシュでは、データをプッシュする前に、レポート・キューブのデータがク
リアされるのを待機します。

•

同時に処理できるデータ量には制限があります。ジョブ出力を確認し、それに合せて設計
してください。

データ・マップ・オプションの詳細は、データ・マップ・オプションの定義を参照してくだ
さい。
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統合の実行
統合を実行して、ソース・システムからデータを抽出し、結果を表示して検証します。デー
タが正しく変換された場合は、データをターゲット・システムにプッシュできます。
統合の実行ページは、「オプション」と「フィルタ」の 2 つのタブで構成されています。
「オプション」タブでは、変換ステージにおける選択した統合に関する全般オプションとター
ゲット・オプションを選択できます。このページの期間選択は、ターゲット・システムに依
存します。
「フィルタ」タブでは、統合定義を毎回変更するのではなく、実行時にフィルタをすばやく追
加または変更し、それらを実行できます。フィルタは、データ・ソースからデータを問い合
せるために使用します。フィルタに対する変更は保存されず、その実行のみに使用されます。
統合の実行の詳細は、次のチュートリアルを視聴してください: Enterprise Planning Cloud で
のファイルベース・データ統合オプションおよび統合の実行の設定。
統合を実行するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合を選択し、

をクリックします。

2. 「オプション」タブを選択します。

3. 「ソースからインポート」を選択して、ソース・システムからデータをインポートし、デ

ータのインポート、マップおよび検証など、必要な変換を実行します。

このオプションは次の場合にのみ選択します:
•

統合を初めて実行する。
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•

ソース・システムのデータが変更された。たとえば、エクスポート後にワーク
ベンチでデータをレビューし、ソース・システムのデータを変更する必要があ
った場合などです。

ソースからデータを初めてインポートした後では、ソース・システムのデータは変
更されない場合がほとんどです。このとき、データが変更されなかった場合は、デ
ータをインポートし続ける必要はありません。
4. 「再計算」を選択して、データのインポートをスキップし、更新されたマッピング

を使用してデータを再処理します。

5. 「インポート・モード」から、データをインポートする方法を選択します。

使用可能なインポート・モード:
•

追加 - POV の既存の行は変更されず、新しい行が POV に追加されます。たと
えば、最初のロードに 100 行、次のロードに 50 行が含まれるとします。この
場合、50 行が追加されます。このロードの後で、POV の行の合計は 150 で
す。

•

置換 - ターゲットのすべての POV データをクリアしてから、ソースまたはフ
ァイルからロードします。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに
70 行が含まれるとします。この場合、100 行が削除され、70 行が
TDATASSEG にロードされます。このロードの後、行の総数は 70 です。
Planning アプリケーションの場合、置換でロードする年、期間、シナリオ、バ
ージョンおよびエンティティのデータをクリアし 、ソースまたはファイルから
データをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある
場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分
すべてがクリアされてからロードが 実行されることに注意してください。

ノート:
ASO キューブに対して置換モードで統合を実行する際に、シナリ
オ・メンバーが共有メンバーである場合、数値データ・ロードのみが
実行されます。階層が完全に含まれた完全修飾名でメンバー名を指
定してください。シナリオ・メンバーが共有メンバーである場合、す
べてのデータ型のロード方法は機能しません。

ノート:
置換モードは、ロード方法「ライン・アイテムの自動増分を含むすべ
てのデータ型」ではサポートされていません。
•

マージ - (Account Reconciliation のみ)。変更された残高を同じロケーション
の既存のデータとマージします。
マージ・モードにより、データが Account Reconciliation に最後にロードされ
たとき以降に変更された残高が少数である場合に、データ・ファイル全体をロ
ードする必要がなくなります。2 つのロード間でマッピングが変更された場
合、お客様は完全なデータ・セットをリロードする必要があります。
たとえば、あるお客様では、1 つの番号の勘定科目 ID に対して 100 行の既存
の残高があり、それぞれの金額は$100.00 です。このお客様がマージ・モード
で統合を実行し、ソースには 1 つの勘定科目 ID に対する金額が$80 の 1 行が
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ある場合、統合の実行後は、100 行の残高があり、そのうちの 99 それぞれの残高
は$100.00、1 つの残高は$80.00 です。
•

インポートしない - データのインポートを全部スキップします。

•

マップして検証 - データのインポートをスキップし、更新されたマッピングを使用し
てデータを再処理します。

6. 「開始期間」から、データをロードする最初の期間を選択します。

フィルタする文字を入力すると、期間をフィルタできます。たとえば、J と入力すると、
J で始まる月(June、July など)がフィルタされます。また、ドロップダウンをクリックし
て、追加の結果があるため、さらにフィルタしてください。の下に表示される編集ボック
スに追加のフィルタ条件を指定できます。
この期間名は、期間マッピングに定義されている必要があります。
7. 「終了期間」から、データをロードする最後の期間を選択します。

この期間名は、期間マッピングに定義されている必要があります。
8. 「期間」から、データをロードする期間を選択します。

ホーム・ページで POV 期間が選択されている場合は、選択された期間がここでデフォル
ト設定されます。POV 期間が選択されていない場合は、ブラウザのキャッシュに基づき、
最後に使用された期間にデフォルト設定されます。
別の期間の横にロック解除アイコン
(

)が表示されている場合、その期間を選択できます。
データ管理のシステム設定でグローバル POV モードが有効になっている場合、その期間
はグローバル POV 期間にデフォルト設定され、お客様は別の期間を選択できません。こ
の場合、「期間」ドロップダウンの横にロック・アイコン
(
)が表示されます。
9. 「ターゲットにエクスポート」を選択して、データをターゲット・アプリケーションにエ

クスポートします。

10. 「確認の実行」を選択して日付を生成し、
「確認レポート」を実行します。
11. 「エクスポート・モード」から、データをターゲット・アプリケーションにエクスポート

する方法を選択します。
使用可能なオプション:

•

マージ - 既存の日付をロード・ファイルからの新しいデータで上書きします。(デフォ
ルトでは、すべてのデータ ・ロードが「マージ」モードで処理されます。)データが存
在しない場合は、新しいデータを作成します。

•

置換 - ターゲットのすべての POV データをクリアしてから、ソースまたはファイル
からロードします。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに 70 行が含まれ
るとします。この場合、100 行が削除され、70 行が TDATASSEG にロードされます。
このロードの後、行の総数は 70 です。
Planning アプリケーションの場合、置換でロードする年、期間、シナリオ、バージョ
ンおよびエンティティのデータをクリアし 、ソースまたはファイルからデータをロー
ドします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみ
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をロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされ
てからロードが実行されることに注意してください。
•

累計 - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで累計しま
す。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケ
ーションの値に加算されます。

•

減算 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値から
引きます。たとえば、ターゲットに 300 があり、ソースに 100 がある場合、
結果は 200 になります。

•

エクスポートしない - データのエクスポートを全部スキップします。

•

確認 - データをターゲット・システムにエクスポートした後、現在の POV の
確認レポートを表示します。確認レポート・データが現在の POV に対して存
在しない場合は、空白のページが表示されます。

12. 「フィルタ」をクリックします
13. 実行時に実行するフィルタを追加または変更します。

フィルタは、データ・ソースからデータを問い合せるために使用します。統合の実
行ページで指定したフィルタは保存されず、その実行のみに使用されます。

詳細は、を参照してください
14. 「実行」をクリックします。

統合ジョブの表示
統合の実行ページで統合ジョブが送信されると、統合の実行の実行ポップアップに、4
つの主な統合操作(データのインポート、検証、エクスポートおよび確認)のプロセス・
フローが表示されます。これらのアイコンによって 、送信された各プロセスのステー
タスに関する視覚的なフィードバックが提供されます。ポップアップには、送信され
たプロセスのステータスも表示されます。
統合をオフラインで実行することを選択できます。その場合、統合がすぐに処理され
るのではなく、データがバックグラウンドで処理されます。

9-4

第9章

統合ジョブの表示
統合が正常に実行されたら、ワークベンチに移動するか、ログ・ファイルをダウンロードす
ることを選択できます。
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データのエクスポート
データ統合には、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ビジネス・プロセスか
らファイル、オンプレミス・データベースまたは Oracle Autonomous Database にデータをエ
クスポートするためのツールがあります
データをエクスポートするには、ソースを EPM Cloud ビジネス・プロセスとし、ターゲット
をデータ・エクスポート・アプリケーションのいずれかとして、統合を定義します。
データをエクスポートする場合、次の 2 つのモードのいずれかを使用できます:
•

標準ワークフロー・モード - EPM Cloud からデータを抽出し、メンバー・マッピングを
使用して必要な変換を実行し、データを適切なターゲット・アプリケーションにエクスポ
ートします。

•

クイック・モード - EPM Cloud からデータを抽出し、インポート式を使用して簡単な変
換を実行し、データを適切なターゲット・アプリケーションにエクスポートします。この
モードでは、データはステージング表にインポートされず、パフォーマンスが大幅に向上
するようにデータは直接処理されます。このモードは、大量のデータのエクスポートにも
理想的です。

標準とクイック・モードの両方の方法で、次の方法のいずれかを使用し、Essbase ストレー
ジ・オプションに基づいてデータをソースから抽出できます:
1.

すべてのデータ – ASO またはハイブリッドが有効な BSO

2.

保管されたデータ - BSO

3.

動的計算を含む保管されたデータ - BSO

4.

レベル 0 データ – ASO および BSO (クイック・モードでのみ使用可能)

標準ワークフローの使用
標準モードを使用して、Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータを抽
出し、データをディメンション化するためのメンバー・マッピングを使用して必要な変換を
実行し、データを適切なターゲット・アプリケーションにエクスポートします。
一般的な標準ワークフロー・タスクの詳細は、次を参照してください:
•

メンバー・マッピングのエクスポート

•

Excel へのマップのエクスポート

•

ターゲット・オプションの定義

•

データ・エクスポート・ファイル・アプリケーションの登録

•

オンプレミス・データ・ソースからのデータの抽出
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クイック・モードの使用
クイック・モードを使用して、Oracle Enterprise Performance Management Cloud か
らデータを抽出し、インポート式を使用して簡単な変換を実行し、データを適切なタ
ーゲット・アプリケーションにエクスポートします。このモードでは、データはステ
ージング表にインポートされず、パフォーマンスが大幅に向上するようにデータは直
接処理されます。このモードは、大量のデータのエクスポートにも理想的です。
一般的なクイック・モードのワークフロー・タスクの詳細は、次を参照してください:
•

EPM 統合エージェントを使用したクイック・モード・ロードの実行

•

データをエクスポートするためのクイック・モード

•

クイック・モード統合用のデータ・エクスポート・ファイル・アプリケーションの
登録

データをエクスポートするためのクイック・モー
ド
クイック・モード方法では、標準ワークフロー方法よりもパフォーマンスが大幅に向
上します。インポート式を使用した簡単な変換がサポートされており、メンバー・マ
ッピングはサポートされていません。データはステージング表にロードされないた
め、ワークベンチでデータを表示できません。たとえば、レベル 0 抽出方法では、フ
ィルタを適用して出力ファイルに含める列を選択できます。この方法は、問合せの処
理制限に到達せずにシステムから大きなデータ・スライスを抽出する場合に理想的で
す。

Note:
EPM 統合エージェントを使用したクイック・モード・ロードの詳細は、EPM
統合エージェントを使用したクイック・モード・ロードの実行を参照してく
ださい。
考慮事項:
クイック・モード方法に関連する次の点について検討します:
1.

クイック・モード・ロード統合ジョブを作成して保存した場合、それを後で標準統
合ジョブに変更することはできません。ただし、データ・ロード統合ジョブを削除
することは可能です。

2.

ディメンションのマッピング時に、ターゲット式タイプはサポートされます。ター
ゲット式を使用すると、ソースから読み取ったソース値を、ターゲット・アプリケ
ーションにロードされるターゲット・ディメンション値に変換できます。
期間ディメンションで使用できるターゲット式には、substring()、split()、map()、
toPeriod()および toYear()があります。
SQL ターゲット式タイプを除いて、残りのすべてのターゲット 式がサポートされ
ます。
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3.

ディメンションのマッピング時に、ソース式タイプはサポートされません 。

4.

メンバーのマッピングはサポートされません。

5.

レベル 0 データ抽出方法を選択した場合、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud からのデータ抽出を実行するために、ビジネス・ルール「DM BR データ・エクス
ポート」が自動的に作成されます。

6.

クイック・モデルでの期間処理では、「期間マッピング」オプションで定義された期間は
使用されません。かわりに、期間は他のディメンションと同じように処理され、
「ソース・
フィルタ」オプションでフィルタできます。実行時に単一の期間を指定することもでき、
この場合、すべてのデータが 単一の期間にロードされます。もう 1 つの選択肢として、
toPeriod および toYear ターゲット式を使用して、ソース・システムの期間名を基に期間
ディメンションを導出します。

7.

クイック・モード・ロードの実行中は、置換エクスポート・モードのみサポートされま
す。
インポート・モードは使用できません

8.

EPM 自動化を使用してクイック・モード・ロード統合を実行することはできません。

データを抽出するためのクイック・モード・プロセスの説明
ここでは、クイック・モード方法を使用して、データ・ソースからデータを抽出し、そのデ
ータをデータ・エクスポート・ファイルに直接ロードする方法について説明します。
1. 「アプリケーション」で、データのエクスポート先のデータ・エクスポート・ファイル・

アプリケーションの次のタイプのいずれかで、
「データ・エクスポート」ターゲット・ア
プリケーションを作成および登録します:
•

ファイルへのデータ・エクスポート

•

オンプレミス・データへのデータ・エクスポート

•

Oracle Autonomous Database へのデータ・エクスポート

•

EPM データ・ファイル

Note:
クイック・モードでは、データをファイルにネイティブ・フォーマットでエク
スポートできます。このようなエクスポートを実行するには、アプリケーショ
ンの EPM データ・ファイルを登録してから統合を定義します(ディメンション
のマップやメンバーのマップはありません。単にシステムからファイルが提供
されます)。
詳細は、データ・エクスポート・ファイル・アプリケーションの登録を参照してくださ
い。
2.

データ・エクスポート・ファイルに対してソース・アプリケーションとターゲット・アプ
リケーション間の統合ジョブを作成します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、
b.

「追加」アイコン)をクリックします。
(

統合の作成ページの「名前」および「説明」に、統合ジョブの名前および説明を入力
します。
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c. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーショ

ンを選択して、データのロード先を指定します。

d. 「クイック・モード」スライダをタップしてオンにします。

統合ジョブをクイック・モード方法に関連付けてからジョブを保存した場合、
クイック・モードの関連付けを元に戻すことはできません。ただし、統合ジョ
ブを削除することは可能です。
e.

f.

す。

「ソース」ドロップダウンから、ソース・アプリケーションを選択しま

「ターゲット」ドロップダウンから、データ・エクスポート・ファイル
のターゲット・アプリケーションを選択します。

g. 「保存して続行」をクリックします。
3.

ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーション間でディメンションを
マップします:
a.

ディメンションのマッピング・ページの「タイプ」から、データ・ロード方法
のタイプを選択します。
使用可能なオプション:
•

区切り - 数値データ: 数値データ型のみサポートされます。

• 「区切り-すべてのデータ 型」では、次のデータ型が Planning に対してサポ
ートされます:
–

数値

–

テキスト

–

スマートリスト

–

データ
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b.

次を実行して、マッピング・グリッドで、ソース列のソースをデータ・エクスポー
ト・ファイルのターゲット・アプリケーションのディメンションにマップします:
i. 「ソース・ディメンションの選択」
で、Oracle Enterprise Performance Management

Cloud ディメンションにマップするソース・ディメンションの名前を選択します。

ii.

オプション: EPM Cloud ディメンションごとにターゲット式を追加します。
ターゲット式の使用の詳細は、ターゲット式の使用を参照してください。

Note:
クイック・モード方法で SQL ターゲット式タイプを使用することはで
きません。
ソース式タイプは、クイック・モード方法では使用できません。
c. 「保存して続行」をクリックします。
4.

クイック・モード方法を使用する場合、
「マップ・メンバー」オプションは使用できませ
ん。

5. 「オプション」をクリックします。

オプション・ページには、「データ統合」ホーム・ページから、統合ジョブの右側にある
をクリックして「オプション」を選択することで移動することもできます。
6.

クイック・モード期間の期間を選択するには、「フィルタ」タブをクリックします。
クイック・モード方法を使用する期間処理では、「期間マッピング」オプションで定義さ
れた期間は使用されません。かわりに、期間は他のディメンションと同じように処理さ
れ、(ソースの)「フィルタ」オプションでフィルタできます。ユーザーが年および期間に
対してフィルタしない場合、実行時に単一期間を指定できます。
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Note:
統合のディメンションのマッピング・ページで期間ディメンションをマ
ップし、期間のターゲット式を指定している場合、
「期間」ドロップダウ
ンは選択に使用できません。期間がマッピングから導出されるためで
す。
年および期間に対してフィルタを指定しない場合、統合の実行時に単一
期間を指定できます。
をクリックします。

7.

8. 「ディメンション名」ドロップダウンから、
「期間」を選択し、データのロード元の

ソース・ファイルの単一期間を「フィルタ条件」から選択します。
をクリックします。

9.

10. (オプション): 「ディメンション名」ドロップダウンから、
「年」を選択し、データ

のロード元のソース・ファイルの年を「フィルタ条件」から選択します。

複数期間ロードの場合、年および期間ディメンションのフィルタを指定して、年の
すべての 期間を選択した場合にのみ複数年を抽出できます。複数の期間にわたる
一部期間抽出はサポートされていません。
11. 「保存」をクリックします。
12. 「データ統合」ホーム・ページから、直接統合の右側にある

プション」を選択します

をクリックし、
「オ

13. 「オプション」タブをクリックします。
14. 「カテゴリ」で、シナリオ・ディメンションの明示的なソース・フィルタを指定し

ます。

カテゴリは処理用の POV の必須コンポーネントであるため、統合を定義するとき
はカテゴリを指定する必要があります。カテゴリはクイック・モード処理のシナリ
オを決定するためには使用されません。
15. 「データの抽出オプション」で、データを抽出するための方法を選択します:

使用可能なオプション:
•

すべてのデータ - 保管されている値と、密ディメンションと疎ディメンション
の両方について動的に計算された値が抽出されます。
「すべてのデータ 」データの抽出オプションでは、データを抽出するために
MDX 問合せエクスポート方法が使用されます。

•

保管された動的算出データ - 疎ディメンションは除き、密ディメンションにつ
いてのみ、保管されているメンバーおよび動的に計算されたメンバーついて抽
出されます。「保管された動的算出データ」データ・オプションでは、データ
を抽出するために DATAEXPORT コマンド方法が使用されます。

•

保管済データのみ - 保管されているデータのみを抽出します。動的に計算さ
れた値は、このタイプの抽出には含まれません。「保管されたデータのみ」オ
プションでは、データを抽出するために DATAEXPORT コマンド方法が使用さ
れます。
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•

レベル 0 データ - ディメンションの最下部のメンバー全体(データベースに格納され
ている RAW データ)が抽出され、フィルタを適用して出力ファイルに含める列を選択
できます。この抽出オプションでは、数値以外のデータをエクスポートすることもで
きます。「レベル 0 データ」オプションでは、データを抽出するために MAXL エクス
ポート方法が使用されます。この方法は、サービス管理者のみが使用できます。抽出
ステップの実行中は、アプリケーションは読取り専用です。
クイック・モード方法を選択した場合、次のターゲット・オプションは使用できませ
ん:
–

属性列のエクスポート

–

データの累計

–

データのソート

–

ディメンションのピボット

16. オプション・ページで、必要なターゲット・オプションを選択し、
「保存」をクリックし

ます。

17. 「保存」をクリックします。
18. 統合を実行します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、クイック・モード・ロードに関連する統合ジョ

ブを選択し、 をクリックします。
b.

統合の実行ページで、「モード」のデフォルト値は「置換」です。

c.

オプション・ページで期間が定義されなかった場合、
「期間」ドロップダウンから、
データのロード元のソース・ファイルの単一期間を選択します。
統合のディメンションのマッピング・ページで期間ディメンションをマップし、期間
のターゲット式を指定している場合、
「期間」ドロップダウンは選択に使用できませ
ん。期間がマッピングから導出されるためです。
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d.

統合に対してフィルタが定義されている場合、「フィルタ」タブをクリックし
て、必要に応じて変更します。

e. 「実行」をクリックします。

次の例は、エンティティおよび 期間でフィルタされたデータ・エクスポートの結果
を示しています。
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ソースへのドリル・スルーの使用
データ統合には、ターゲット・アプリケーションからソース・アプリケーションにドリル・
スルーできるフレームワークが 用意されています。データ値のソースを理解する場合、また
は値の非常に細かい詳細が必要な場合に、ドリル・スルーを使用します。
データ統合でターゲット・アプリケーションにデータをロードするとき、ターゲット・オプ
ションでアプリケーションのドリル領域(オプション)を指定できます(ターゲット・オプショ
ンの定義を参照)。ドリル領域定義がターゲット・アプリケーションに渡されると、ワークベ
ンチではセルが強調表示されてドリル可能な値が示されます。
URL に基づいたドリル・スルーでは、データが存在するサーバーに接続する必要があります。
ドリル・スルーは、データ管理またはデータ統合を介してロードされたデータに対してのみ
実行できます。また、ターゲット・アプリケーションでドリル・スルーが使用可能なため、
ドリル・スルーが機能するためには、データ・ロード・マッピングに明示的なマッピングが
少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
ターゲット・アプリケーションからソースにドリル・スルーすると、別のランディング・ペ
ージが表示され、選択したセルからの金額を構成するすべての 行が示されます。
次の例では、Planning のデータ・フォームからドリル・スルーを実行できます

このランディング・ページから、ソース・ドキュメントを開いたり、定義されたソース・シ
ステムのランディング・ページへのドリル・スルーを続行できます。
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ノート:
ドリル・スルー機能は、Planning アプリケーションにロードされた為替レー
ト・データに対してはサポートされません。

ドリルスルー・ランディング・ページへのカスタ
ム・ビューの追加
Oracle Enterprise Performance Management Cloud のランディング・ページでデータ
にドリル・スルーする場合、列のカスタム・ビューを作成して選択できます。この機
能を使用すると、ランディング・ページの表示をカスタマイズできます。ソース列の
リストをカスタマイズし、列および列タイトルを順序付けることができます。カスタ
ム・ビューの定義は保存できます。後続のドリルでは、最後に使用したカスタム・ビ
ューが使用されます。カスタム・ビューがない場合は、「ソース(すべて )」がデフォル
ト・ビューとして使用されます。

Note:
データ統合でドリル・スルーを有効にする方法の詳細は、システムレベルの
プロファイルの設定を参照してください。
ドリルのカスタム・ビューを定義するには:
1.

データ管理の「設定」タブで、
「構成」の下にある「システム設定」を選択します。

2.

システム設定ページの「プロファイル・タイプ」から、
「すべて 」または「その他」
を選択します。

3. 「ドリル・タイプ UI」設定の検索して選択ページから、簡易ユーザー・インタフェ

ースを選択します。
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4. 「OK」,をクリックし、
「保存」をクリックします。
5.

ホーム・ページから「ナビゲータ」をクリックし、タスクおよびレポートの「データ」
(

6.

)を選択します。

ロードされたソース・データを含むフォームを開きます。
セルの右上隅のアイコン
ます。

は、ドリルスルー・データがあることを示し

7.

ドリルダウン・データを含んでいるセルで、セルを右クリックしてから「ソースにドリ
ル・スルー」を選択します。

8.

カスタム・ビュー定義の作成元にするデフォルト・ビューを選択します。

9.

をクリックします。

10. ビュー定義の編集ページから、

をクリックします。

11. 「ビュー定義の作成」ウィンドウで、カスタム・ビュー定義の名前を入力し、
「OK」をク

リックします。

ビュー定義名には英数字を使用できます。ビュー定義名は 80 文字以下です。
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ビュー定義の編集ページが新規ビュー用に初めて表示されたとき、すべての 列が
「列の表示」
(
)右ペインに表示されます。カスタム・ビューに含めない列はすべて
「使用可能な列」
(
)左ペインに移動します。

12. カスタム・ビューに列を含めるには、(
「使用可能な列」)左ペインから列を選択し、

をクリックして(
「列の表示」)右ペインに移動します。
ビュー内の移入された値をクリアするには、「リセット」をクリックします。
13. カスタム・ビューから列を除外するには、(
「列の表示」)右ペインから列を選択し、

をクリックして(
「使用可能な列」)左ペインに移動します。
その他の移動オプションは、次のとおりです:
•

すべての 列を(
「使用可能な列」)左ペインから(
「列の表示」)右ペインに移動する
には、

•

をクリックします。

すべての 列を(
「列の表示」)右ペインから(
「使用可能な列」)左ペインに移動する
には、

をクリックします。

14. オプション: 「列の表示」
(
)右ペインで列の名前を変更するには、列を選択し、「編

集」スライダをタップしてオンにしてから新しい列名を入力します。

15. オプション: 「列の表示」
(
)右ペインで列を並べ替えるには、列を選択し、次のいず

れかを選択します:
•
•
•

—列を表示の最上部に移動します。
—列を表示の 1 つ上に移動します。
—列を表示の 1 つ下に移動します。
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•

—列を表示の最下部に移動します。

16. オプション: 「ソート」をクリックして、
「列の表示」ペインで列を昇順または降順でソー

トします。

17. 「OK」または

をクリックして、ビュー定義を保存および更新します。

18. オプション: ビューを削除するには、

をクリックします。
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データの統合
次も参照:
•

EPM Planning プロジェクトと Oracle Fusion Cloud Project Management (プロジェクト
管理)の統合

•

予算改訂の Budgetary Control との統合

•

Oracle ERP Cloud からのデータのロード

•

Oracle NetSuite の統合

EPM Planning プロジェクトと Oracle Fusion Cloud Project
Management (プロジェクト管理)の統合
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合につい
て
EPM Planning プロジェクト・モジュール(プロジェクト)と Oracle Fusion Cloud Project
Management (プロジェクト管理)を統合して、組織のプランニングおよび予算作成を行い、プ
ロジェクトを実行できます。EPM Planning プロジェクトを使用して戦略的企業プランおよ
び予算を開発し、プロジェクト管理を使用して承認済プロジェクトの実行およびコストの収
集を行います。実績コストは、EPM Planning プロジェクトを使用して、予算分析、予測およ
び再プランニングに含められます。
この相互的な統合を利用して、通常は EPM Planning プロジェクトで新規プロジェクトを開発
し、プロジェクト予算を作成して、プロジェクト・プランニング全体を実行します。続いて、
プロジェクト管理を使用して実績を取得します。実績を EPM Planning プロジェクトに取り
込んで、予算の差異分析を行います。
この統合により、同期の頻度に応じて EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の両方
に同じ間接および資本プロジェクトが表示されるようになります。次の機能があります:
•

EPM Planning プロジェクトで作成したプロジェクトおよび予算をプロジェクト管理に転
送します。リソース・クラス・レベルのベースライン予算として、プロジェクト管理で戦
略的予算が作成されます。

•

予算承認検証を使用して、プロジェクト・マネージャが作成した詳細予算と、EPM
Planning プロジェクトで作成された戦略的予算を比較検証します(オプション)。

•

プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにリソース・クラス・レベルで実績コ
スト金額を転送します。

•

EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理に、再プランニングされた予算をリソ
ース・クラス・レベルで転送します。

データ管理およびデータ統合を使用して、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の
間のデータ統合を推進します。データ管理およびデータ統合で提供される即時利用可能なソ
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リューションによって、EPM Planning プロジェクトのお客様はプロジェクト管理デー
タ・モデルからターゲット・ディメンションへの事前定義されたマッピングを適用で
きます。また、他のマッピングを必要に応じてビジネス要件に合うように適用するな
どして、これらの統合をカスタマイズおよび拡張することもできます。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の詳細は、統合されたプランニ
ングおよび予算作成の実行とプロジェクトの分析のホワイト・ペーパー(文書 ID
2739200.1)を参照してください。

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合のプ
ロセスの説明
データ統合で提供される即時利用可能なソリューションによって、お客様は EPM
Planning プロジェクトとプロジェクト管理間の双方向統合の事前定義されたマッピン
グを適用できます。
お客様は、たとえば、プライマリ元帳カレンダとは異なるデフォルトのプロジェクト
会計カレンダ以外のカレンダをビジネス・ユニットに使用する必要がある場合など、
これらの統合をカスタマイズおよび拡張できます。
次のほとんどのタスクを実行するには、サービス管理者の役割を割り当てられている
必要があります。EPM 役割の詳細は、事前定義済役割の理解を参照してください。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理を統合するおおまかなステップは次
のとおりです:
1.

EPM Planning を有効にし、EPM Planning プロジェクトの設定および構成要件を
完了します。
統合の設定および実行の詳細なステップは、EPM Planning プロジェクトとプロジ
ェクト管理の統合を参照してください。

2.

この機能を使用するために必要なセキュリティ権限およびジョブ役割を割り当て
ます。
このステップでは、BI Publisher の権限と、プロジェクトおよび予算ファイルベー
ス・データ・インポート・プロセスのセキュリティ役割が割り当てられている必要
があります。
詳細は、EPM Cloud とプロジェクト管理統合のセキュリティ役割の要件を参照し
てください。

3.

データ管理で、「ソース・システム」を選択し、次を実行します:
a.

プロジェクト管理をソース・システムとして追加し、アプリケーション・タイ
プとして「Oracle ERP Cloud」を指定します。

b.

ソース接続を構成し、テストします。
このステップでは、ユーザー名、パスワード、サービス URL などの Oracle
ERP Cloud への接続情報を指定する必要があります。
ユーザーにプロジェクト管理役割のみが割り当てられているが、GL 統合役割
が付与されていない場合、このステップの接続テスト部分は失敗します。ただ
し、統合はプロジェクト管理役割のみで実行されます。
GL 統合役割の詳細は、Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件を参
照してください。
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4.

プライマリ EPM Planning プロジェクト・アプリケーションを OEP_PFP 入力キューブま
たはすべての 入力キューブを指定して登録します。
詳細は、EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの登録を参照してください。

5.

プライマリ EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの「アプリケーション詳細」
で、プロジェクト、プロジェクト要素およびリソース・クラス・ディメンションが適切な
ディメンション分類に分類されていることを確認します。
詳細は、EPM Planning プロジェクト・アプリケーションのプロジェクト・ディメンショ
ンの分類を参照してください。

6.

レポート・プラン・タイプ・アプリケーションをアプリケーションとして PFP_REP キュ
ーブを指定して登録します。
詳細は、レポート・タイプ・アプリケーションの登録を参照してください。

7.

ディメンション・アプリケーションを登録します。
エンティティおよびカスタム・ディメンションのみが必須です。勘定科目、シナリオ、バ
ージョンなどの他のディメンション・タイプは、登録後に必要に応じて削除できます。
詳細は、ディメンション・アプリケーションの登録を参照してください。

8.

アプリケーション・ページで、アプリケーションのリストに次が含まれていることを確認
します:
a.

プライマリ EPM Planning プロジェクト

b.

レポート・タイプ

c.

ディメンション

上のアプリケーションのいずれかが登録されていない場合、統合の初期化は失敗します。
9.

アプリケーション・ページで、EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの右側に
ある

をクリックし、「統合の初期化」を選択します。

10. 統合の初期化ページで、
「Project Portfolio Management (PPM)」初期化タイプ、Oracle

ERP Cloud への接続、および統合の繰返しを指定するために使用する接頭辞を指定しま
す。
詳細は、統合の初期化を参照してください。

このプロセスでは、次のような、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理を統合
するために必要な即時利用可能な統合定義が作成されます:
•

プロジェクト予算のエクスポート

•

プロジェクトのエクスポート

•

エクスポートされたプロジェクト・ステータス同期

•

プロジェクト実績のインポート

•

プロジェクト予算のインポート

•

プロジェクト組織のインポート

•

プロジェクトのインポート

•

インポートされたプロジェクト・ステータスの同期

初期化後に作成された統合定義の説明は、統合定義の参照を参照してください。
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11. アプリケーションに複数の統合定義がある場合は、次の統合定義に対して必要なマ

ッピングを定義します:

•

エクスポートされたプロジェクト・ステータス同期

•

プロジェクト予算のエクスポート

•

実績のインポート

•

予算のインポート

•

プロジェクト・プロパティのインポート

詳細は、: 初期化マッピングの転記を参照してください
12. アプリケーションに追加のカスタム・ディメンションがある場合は、データ統合の

ディメンションのマッピング・ページでこれらのディメンションに対して必要なマ
ッピングを定義します。
詳細は、カスタム・ディメンションのマッピングを参照してください。

13. 期間マッピングを追加して、統合中に EPM Planning プロジェクトとプロジェクト

管理間の期間および年の関係を定義します。

デフォルトでは、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理間の期間マッピ
ングは、アプリケーションの作成時に自動的に設定されます。統合では、EPM
Planning プロジェクトとプロジェクト管理の両方が、データ管理で定義されてい
る期間マッピングで設定されたデフォルト・カレンダを使用します。
期間マッピングを追加または変更する必要がある場合は、データ管理で定義されて
いる「アプリケーション・マッピング」および「ソース・マッピング」オプション
を使用して、期間マッピングをカスタマイズできます。期間マッピングは次の 2 つ
のレベルで定義できます:
•

アプリケーション期間マッピングは、プロジェクト管理への予算のエクスポー
トで使用される特別な期間マッピングを定義するために使用されます。詳細
は、アプリケーション・マッピングの定義を参照してください。

•

ソース・マッピングは、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理で実
績および予算のカレンダ期間マッピングを作成するために必要です。詳細
は、ソース・マッピングの適用を参照してください。

EPM Cloud とプロジェクト管理統合のセキュリティ役割の
要件
Oracle Enterprise Performance Management Cloud と統合するためのプロジェクト管
理のセキュリティ役割の要件には、次のものがあります:
•

BI Publisher のセキュリティ

•

プロジェクトおよび予算ファイルベース・データ・インポート・プロセスのセキュ
リティ

BI Publisher のセキュリティ
この統合で使用される Oracle Business Intelligence Publisher レポートを実行するに
は、次の役割が必要です:
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役割名

役割コード

サードパーティ・ソフトウェアへのプロジェクト・ PJF_IMPORT_PROJECT_INTO_THIRD_PARTY_SO
データのインポート
FTWARE_PRIV_OBI
プロジェクト設定の取得

PJF_GET_PROJECT_SETUPS_PRIV_OBI

プロジェクトおよび予算ファイルベース・データ・インポート・プロ
セスのセキュリティ
この機能で使用されるプロジェクトおよび予算ファイルベース・データ・インポート(FBDI)
プロセスを実行するには、次の権限が必要です:
プロジェクトおよび予算 FBDI プロセスの役割は次のとおりです:
権限名

権限コード

プロジェクトのインポート・プロセスの実行

PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV

プロジェクト予算のインポート・プロセスの実行

PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCES
S_PRIV

役割の名前およびコードは次のとおりです:
役割名

役割コード

プロジェクトのインポート・プロセスの実行

PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV_O
BI

プロジェクト予算のインポート・プロセスの実行

PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCES
S_PRIV_OBI

職務の名前およびコードは次のとおりです:
職務名

職務コード

FSCM インタフェースのロード管理

ORA_FUN_FSCM_LOAD_INTERFACE_ADMIN_D
UTY

プロジェクト管理ソースの登録
プロジェクト管理からソースを統合する場合、まずソース・システムを作成して登録し、次
にアプリケーション・タイプ「Oracle ERP Cloud」を指定します。
プロジェクト管理をソースとして追加するには:
1.

データ管理を起動します。

2. 「設定」タブの「登録」で、
「ソース・システム」を選択します。
3. 「ソース・システム」で、
「追加」をクリックします。
4.

ソース・システム詳細を入力します:
a. 「ソース・システム名」で、ソース・システム名を入力します。

プロジェクト管理など、プロジェクト管理ソースに使用する名前を入力します。
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b. 「ソース・システムの説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
c. 「ソース・システム・タイプ」で、Oracle ERP Cloud を選択します。

d. 「Fusion Budgetary Control」の選択は解除したままにします。
e.

ドリル・スルー URL は、空白のままにしておきます。

f. 「アプリケーション・フィルタ」は、空白のままにしておきます。
5. 「ソース接続の構成」をクリックします。

ソース接続の構成には、Oracle ERP Cloud のユーザー名とパスワード、およびサ
ービス URL が保管されます。

6. 「ユーザー名」に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の間で情報を送信するためのプロ
セス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名前を入力します。

ノート:
Web サービスでは、シングル・サインオンのユーザー名とパスワードで
はなく、ネイティブのユーザー名とパスワードを使用する必要がありま
す。
7. 「パスワード」に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必
要があります。
8.

サービス URL に、Fusion Web サービスのサーバー情報を入力します。たとえば、
https://server と入力します。

9. 「接続のテスト」をクリックします。

ユーザーにプロジェクト管理役割のみが割り当てられている場合、テスト接続ステ
ップは失敗します。さらに、ユーザーには GL 統合役割が付与される必要がありま
す。ただし、統合はプロジェクト管理役割のみで実行されます。
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GL 統合役割の詳細は、Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件 を参照してく
ださい。
10. 「構成」をクリックします。

ソース・システム[ソース・システム名]構成が正常に完了しましたという確認メッセージ
が表示されます。
11. 「保存」をクリックします。

統合の定義
関連リンク:
•

EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの登録

•

EPM Planning プロジェクト・アプリケーションのプロジェクト・ディメンションの分類

•

レポート・タイプ・アプリケーションの登録

•

ディメンション・アプリケーションの登録

EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの登録
統合を定義する最初のステップは、プライマリ EPM Planning プロジェクト・アプリケーショ
ンを登録し、EPM Planning プロジェクト・モジュールから入力キューブを選択することで
す。
EPM ローカル・アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「EPM ローカル」を選択します。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「アプリケーション」から、プライマリ Planning プロジェクト・アプリケーションを選択

します。

5. 「キューブ」から、入力キューブ - OEP_PFP を選択します。

OEP_PFP 入力キューブには、Project Financial Planning (PFP)に適用できる唯一のディ
メンションがあります。入力キューブ全体のすべてのディメンションを 表示するには、す
べての入力キューブを選択します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
即時利用可能な統合のためにアプリケーションを登録する場合、接頭辞を指定する必要は
ありません。
接頭辞はアプリケーション名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。
通常は、アプリケーション名を選択した統合に関連付ける場合、アプリケーション名に接
頭辞を付けます。様々なビジネス要件に対応する複数の統合定義を作成できます。たと
えば、プロジェクト管理のデフォルトのカレンダ期間を参照する統合と、代替カレンダの
カスタム・マッピングを持つ統合を作成できます。即時利用可能な統合を初期化する場
合、接頭辞を指定する必要はありません。
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7. 「OK」をクリックします。

EPM Planning プロジェクト・アプリケーションのプロジェクト・
ディメンションの分類
統合定義を定義する 2 番目のステップは、EPM Planning プロジェクト・アプリケーシ
ョンでプロジェクト、プロジェクト要素およびリソース・クラス・ディメンションを
再分類することです。これは、ディメンションの名前が Planning のデフォルト名から
変更された場合に必要となります。データ統合で正しいディメンションを識別するに
は、ディメンションを「プロジェクト」、「プロジェクト要素」および「リソース・ク
ラス」として分類し、プロジェクト管理の同じディメンションに対応するようにしま
す。
プロジェクト、プロジェクト要素およびリソース・クラス・ディメンションを分類す
るには:
1.

アプリケーション・ページで、EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの
右側にある

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

2.

ディメンション名の行から「プロジェクト」を選択し、「ディメンションの分類」
ドロップダウンから「プロジェクト」を選択します。

3.

ディメンション名の行から「プロジェクト要素」を選択し、「ディメンションの分
類」ドロップダウンから「プロジェクト要素」を選択します。

4.

ディメンション名の行から「リソース・クラス」を選択し、「ディメンションの分
類」ドロップダウンから「リソース・クラス」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

統合定義の残りのアプリケーション・ディメンションは、再分類する必要はありま
せん。
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統合定義に必要なディメンション分類を次に示します:

レポート・タイプ・アプリケーションの登録
統合定義を定義する 3 番目のステップは、レポート・タイプ(プロジェクト・レポート・キュ
ーブ(PFP_REP))アプリケーションを登録することです。
レポート・タイプ・アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「EPM ローカル」を選択します。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「アプリケーション」から、プライマリ EPM Planning プロジェクト・アプリケーション

を選択します。

5. 「キューブ」から、レポート・キューブ - PFP_REP 入力キューブを選択します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、OEP_PFP 入力キューブ・アプリケーションに選択したもの
と同じ接頭辞を指定します。
即時利用可能な統合のためにアプリケーションを登録する場合、接頭辞を指定する必要は
ありません。
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7. 「OK」をクリックします。

ディメンション・アプリケーションの登録
統合定義を定義する 4 番目のステップは、ディメンション・アプリケーションの登録
です。これには次が含まれます:
•

カスタム・ディメンション

•

必要に応じて、エンティティ 、プロジェクト、ジョブ、従業員、材料などの既存の
カスタム・メンバー

•

いずれかのカスタム・アプリケーションでメンバーを作成するために使用されるプ
ロジェクト・ディメンションのメタデータ情報

ディメンション・アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「ディメンション」を選択し
ます。

4. 「アプリケーション」から、プライマリ EPM Planning プロジェクト・アプリケー

ションを選択します。

5.

オプション: 「接頭辞」で、OEP_PFP 入力キューブ・アプリケーションに選択し
たものと同じ接頭辞を指定します。
即時利用可能な統合のためにアプリケーションを登録する場合、接頭辞を指定する
必要はありません。
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6. 「OK」をクリックします。

統合の初期化
統合を初期化すると、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理を統合するために必要
な即時利用可能な統合定義が作成されます。
統合を初期化する前に、次のアプリケーションがデータ統合に登録されていることを確認し
ます:
1.

プライマリ EPM Planning プロジェクト

2.

レポート・タイプ

3.

ディメンション

次の例で、EPBCS はプライマリ Planning プロジェクトアプリケーション、EPBCS-PFP_REP
はレポート・タイプ・アプリケーション、EPBCS - Custom はディメンション・アプリケー
ションです。

統合を初期化するには:
1.

アプリケーション・ページで、EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの右側に
ある

2.

をクリックし、「統合の初期化」を選択します。

統合の初期化ページで、
「タイプ」ドロップダウンから「Project Portfolio Management
(PPM)」を選択します。
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3. 「接続」から、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理統合のソース・シス

テム接続名の設定を選択します。

この接続は、ソース・システム登録で設定されています。詳細は、プロジェクト管
理ソースの登録を参照してください。

4.

オプション: 複数の統合定義を使用する場合は、
「接頭辞」に統合定義の接頭辞を指
定します。
統合定義に接頭辞を追加して、他の統合定義と区別します。様々なビジネス要件に
対応する複数の統合定義を作成できます。たとえば、プロジェクト管理のデフォル
トのカレンダ期間を参照する統合と、代替カレンダのカスタム・マッピングを持つ
統合を作成できます。即時利用可能な統合を初期化する場合、接頭辞を指定する必
要はありません。

5. 「OK」をクリックします。

即時利用可能なデータ・ソース・アプリケーションがアプリケーション・ページに
ロードされます。
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初期化後に作成された統合定義の説明は、統合定義の参照を参照してください。

統合定義の参照
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の初期化が正常に完了すると、データ
統合は次の即時利用可能な統合定義をアプリケーション・ページにロードします。
統合定義

説明

プロジェクト予算のエクスポート

承認済プロジェクトの予算を EPM Planning プロ
ジェクトからプロジェクト管理にエクスポートし
ます。

プロジェクトのエクスポート

承認済プロジェクトを EPM Planning プロジェク
トからプロジェクト管理にエクスポートします。

エクスポートされたプロジェクト・ステータス同
期

予算がプロジェクト管理にエクスポートされたプ
ロジェクトの EPM Planning プロジェクトの統合
ステータスを更新します。
プロジェクト予算のエクスポートが完了すると、
自動的に起動します。

プロジェクト実績のインポート

EPM Planning プロジェクトに存在するプロジェ
クトの実績をプロジェクト管理からインポートし
ます。

プロジェクト予算のインポート

EPM Planning プロジェクトに存在するプロジェ
クトの予算をプロジェクト管理からインポートし
ます。

プロジェクト組織のインポート

エンティティ 階層をプロジェクト管理から EPM
Planning プロジェクトにインポートします。

プロジェクト・プロパティのインポート

プロジェクトがプロジェクト管理からインポート
されるときに、開始日や終了日などのプロジェク
ト・プロパティをプロジェクト管理からインポー
トします。
プロジェクトのインポートが完了すると、自動的
に起動します。

プロジェクトのインポート

EPM Planning プロジェクトでまだ利用可能でな
いプロジェクトをプロジェクト管理からインポー
トします。

インポートされたプロジェクト・ステータスの同
期

プロジェクトがプロジェクト管理から EPM
Planning プロジェクトに正常にインポートされ
ると、ステータスは EPM Planning プロジェクト
で統合済とマークされます。
プロジェクト予算のインポートが完了すると、自
動的に起動します。

初期化マッピングの転記
初期化マッピングの転記
複数の統合定義を使用すると、複数の通貨、会計期間および組織の境界を越えてプロジェク
ト統合を管理できます。統合定義を別の名前で開始してから、それを一意のカレンダに関連
付けることにより、複数の統合定義を作成できます。この場合、ビジネス・ユニット、通貨、
カレンダなど、統合に固有の一意の値を識別するために、各統合定義の設定をさらに定義す
る必要もあります。
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たとえば、輸出事業と国内販売事業を、
「輸出」と「国内販売」という 2 つの別個のビ
ジネス・ユニットとして設定したとします。輸出ビジネス・ユニットは、国内販売用
に選択された会計期間とは異なる会計期間を使用する場合があります。この場合、管
理者は、統合定義に使用されるエンティティまたはビジネス ・ユニットを明示的に定
義する必要があります。
マッピングを追加または編集するには、統合ページの統合プロジェクト定義ファイル
の横にある
をクリックし、「オプション」を選択します。次に、統合の編集ページ
で「オプション」または「フィルタ」タブを選択します。
次の表では、統合定義に応じて特定の設定を定義する必要があるプロジェクト統合定
義ファイルについて説明します。
プロジェクト統合定義名

マッピング要件

プロジェクトのエクスポート

「フィルタ」タブで、
「値」フィールドの「エン
ティティ 」値を、特定の統合定義に関連付けら
れたビジネス・ユニットに置き換えます。

プロジェクト予算のエクスポート

「フィルタ」タブで、事前定義済の組織フィル
タ条件で使用される「エンティティ 」値を、特
定の統合定義に関連付けられたビジネス・ユニ
ットに置き換えます。
たとえば、フィルタ条件が
@ILvl0Descendants("OEP_Total Entity")を
示し、ビジネス・ユニットが統合定義の
Domestic Sales である場合、("OEP_Total
Entity")を("OEP_Domestic Sales")に置き換え
ます。

プロジェクト実績のエクスポート

「オプション」タブで、
「期間マッピング・タイ
プ」から「明示」を選択します。次に、「カレ
ンダ」ドロップダウンから、プロジェクト実績
のエクスポートに使用されるソース期間マッ
ピング・カレンダの名前を選択します。
「カレンダ」フィールドが空の場合、EPM
Planning プロジェクトとプロジェクト管理の
間にマッピングが存在する場合は、すべての 実
績がエクスポートされます。
詳細は、ソース・マッピングの適用を参照して
ください。

プロジェクトのインポート

「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用さ
れるビジネス・ユニット値を「値」フィールド
に指定します。
過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、
アクティブ・プロジェクトとクローズ済プロジ
ェクトの両方を統合定義に含める日数を指定
します。
たとえば、10 の値を入力すると、過去 10 日間
に終了したプロジェクトが含まれます。ただ
し、365 を入力した場合は、1 年前のプロジェ
クトも移行されますが、それよりも古いものは
移行されません。
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プロジェクト統合定義名
プロジェクト予算のインポート

マッピング要件
「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用さ
れるビジネス・ユニット値を「値」フィールド
に指定します。
過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、
複数の通貨がある場合、アクティブなステータ
スにある過去のプロジェクトを含めるオプシ
ョンがあります。これを行うには、含める過去
の日数を指定します。デフォルトでは、値は 0
とみなされます。終了日が今日以降の(それ以
前ではない)プロジェクトのみがインポート時
に考慮されます。将来に終了するすべてのア
クティブなプロジェクトは常にインポートさ
れます。

プロジェクト実績のインポート

「フィルタ」タブで、
「値」フィールドに会計カ
レンダ名を指定します。
「オプション」タブで、
「期間マッピング・タイ
プ」から「明示」を選択します。次に、「カレ
ンダ」ドロップダウンから、プロジェクト実績
のエクスポートに使用されるソース期間マッ
ピング・カレンダの名前を選択します。
「カレンダ」フィールドが空の場合、EPM
Planning プロジェクトとプロジェクト管理の
間にマッピングが存在する場合は、すべての 実
績がロードされます。
詳細は、ソース・マッピングの適用を参照して
ください。

プロジェクト・プロパティのインポート

「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用さ
れるビジネス・ユニット値を「値」フィールド
に指定します。
過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、
複数の通貨がある場合、アクティブなステータ
スにある過去のプロジェクトを含めるオプシ
ョンがあります。これを行うには、含める過去
の日数を指定します。デフォルトでは、値は 0
とみなされます。終了日が今日以降の(それ以
前ではない)プロジェクトのみがインポート時
に考慮されます。将来に終了するすべてのア
クティブなプロジェクトは常にインポートさ
れます。
たとえば、10 の値を入力すると、過去 10 日間
に終了したプロジェクトが含まれます。ただ
し、365 を入力した場合は、1 年前のプロジェ
クトも移行されますが、それよりも古いものは
移行されません。

カスタム・ディメンションのマッピング
EPM Planning プロジェクトまたはプロジェクト管理アプリケーションにカスタム・ディメン
ションがある場合は、統合定義でソース・ディメンションからターゲット・ディメンション
への必要なマッピングを定義する必要があります。たとえば、ビジネス・ユニットの元帳通
貨以外の通貨を使用するプロジェクト関連のビジネス・ユニットに対応するためにプロジェ
クト実績のインポート統合定義が作成された場合、データ統合のディメンションのマッピン
グ・ページでカスタム通貨ディメンションをマップします。
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カスタム・ディメンションをマップするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメ

左側の列の「ソース・ディメンションの選択」列で、ドロップダウンからソース・
ディメンションの名前を選択して、右側の列のターゲット・ディメンションに割り
当てます。

3. 「保存」をクリックします。

期間マッピングの定義
期間マッピングでは、プロジェクト管理カレンダと EPM Planning プロジェクト・アプ
リケーションの年または期間の間のマッピングを定義します。次の 2 つの方法で期間
マッピングを定義できます:
•

デフォルトの期間処理

•

明示期間処理

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理で一貫した期間定義および期間命名
を使用する場合は、デフォルトの期間処理を使用します。たとえば、両方のシステム
で月次カレンダ使用され、Jan-20 のような期間の名前が両方のシステムで一致する場
合、統合ではデフォルトの期間マッピング・タイプを使用します。追加のマッピング
は必要ありません。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理で期間定義または期間命名規則が異
なる場合は、明示期間処理を使用します。この場合、アプリケーション期間とソース
期間のマッピングを定義する必要があります。
•

アプリケーション・マッピングを使用して、プロジェクト管理で使用される期間名
を定義します。詳細は、アプリケーション・マッピングの定義を参照してくださ
い。

•

ソース期間マッピングを使用して、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管
理の期間の間のマッピングを定義します。詳細は、ソース・マッピングの適用を参
照してください。
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アプリケーション・マッピングの定義
アプリケーション・マッピングを使用して、プロジェクト管理予算エクスポート・ターゲッ
ト・アプリケーションのアプリケーション期間マッピングを指定します。ここで作成するマ
ッピングは、個々のプロジェクト管理エクスポート・ターゲット・アプリケーションにのみ
適用されます。エクスポート・ターゲット・アプリケーションにアプリケーション・マッピ
ングが選択されていない場合は、グローバル・マッピングで期間に対して定義されたグロー
バル・マッピングが使用されます。

ノート:
プロジェクト管理では、月次、4-4-5、5-4-4 および 4-5-4 を含む 12 期間の会計カレ
ンダがサポートされています。4-4-4 会計カレンダはサポートされません。

アプリケーションに対して期間マッピングを作成するには:
1.

データ管理を起動します。

2. 「設定」タブの「統合設定」で、
「期間マッピング」を選択します。
3. 「アプリケーション・マッピング」タブを選択します。
4. 「ターゲット・アプリケーション」で、アプリケーション期間マッピングを追加または変

更するターゲット・アプリケーション・プロジェクト予算エクスポート・ターゲット・ア
プリケーションを選択します。

たとえば、複数の統合ジョブを使用する場合、複数のカレンダを使用する場合は、初期化
で作成されたプロジェクト予算エクスポート・ターゲット・アプリケーションの名前を選
択してから、期間マッピングを指定する必要があります。たとえば、45_Project Budgets
Export 統合に対して一意のカレンダを設定した場合は、次に示すように、
「ターゲット・
アプリケーション」ドロップダウンからこの名前を選択します。

5. 「追加」をクリックします。

検索して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、プロジェクト予算エ
クスポート・ターゲット・アプリケーションのアプリケーション・マッピングで使用され
ないすべてのグローバル ・マッピング期間がリストされます。
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6.

追加するプロジェクト管理期間を選択し、「OK」をクリックします。
たとえば、
「Jan-20」を選択します。

7. 「アプリケーション」タブで、ステップ 6 で選択した期間の「期間キー」を選択し

ます。

8.

グローバル・マッピングで期間に対して定義された期間名を上書きする場合は、
「期
間名」にプロジェクト管理期間に対応する期間名を入力します。それ以外の場合
は、グローバル・マッピングで期間に対して定義された期間名が使用されます。
たとえば、データ管理で期間名が「Jan-20」と表示される場合、プロジェクト管
理で「January-20」と定義されているのであれば、この期間名に変更できます。

9. 「ターゲット期間の月」にターゲット期間の月を入力します。

ターゲット期間の月は、すべての データ管理アプリケーション・マッピングに必須
のエントリですが、プロジェクト管理へのエクスポートで使用される期間名には影
響しません。
10. 「保存」をクリックします。

ソース・マッピングの適用
実績と予算の間の期間マッピングを作成するには、ソース・マッピングが必要です。
プロジェクト管理で複数の会計カレンダに対応するために個別の統合を初期化した場
合は、統合定義ごとにソース期間マッピングを定義する必要があります。
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「ソース・マッピング」タブは、2 つの領域で構成されています:
•

マスター - ソース・システムおよびマッピング・タイプを選択します。

•

グリッド - 期間マッピングを定義します。マッピングは、グローバル・マッピングで定義
された期間に対してのみ定義できます。新規のデータ管理期間は、このタブでは作成でき
ません。

ノート:
統合を実行する前に、デフォルト期間マッピングまたは明示期間マッピングを選択
できます。ソース期間マッピングを選択した場合、ソース期間は期間キーおよび前
期間に基づいてマップされます。

ソース・マッピングを作成するには:
1.

データ管理を起動します。

2. 「設定」タブの「統合設定」で、
「期間マッピング」を選択します。
3. 「ソース・マッピング」タブを選択します。

4. 「ソース・システム」で、実績および予算を作成するときにプロジェクト管理ソースに「デ

ータ・ソース」を選択します。

5. 「マッピング・タイプ」で、
「明示」を選択します。
6. 「追加」をクリックします。

検索して選択: 期間キー・ページが表示されます。このページには、ソース・アプリケー
ションのソース・マッピングで使用されないすべてのグローバル・マッピング期間がリス
トされます。
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7.

追加する期間を選択し、「OK」をクリックします。
たとえば、
「Jan-20」を選択します。

8. 「ソース・マッピング」タブで、ソース・システムの「期間名」を入力し、
「OK」

をクリックします。

9.

EPM Planning プロジェクト期間を識別するソース・システムの「期間キー」を入
力します。

10. マッピングを識別するソース・システムの「カレンダ」名を入力します。
11. 「GL 期間」に、プロジェクト管理名を入力します。
12. オプション:マッピングの説明を入力します。
13. 「保存」をクリックします。

ヒント:
マッピングを削除するには、マッピングを選択し、「削除」をクリックしま
す。
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予算改訂の Budgetary Control との統合
一般会計から予算対実績をレポートする場合は、予算を Oracle General Ledger にライトバッ
クする必要があります。支出をオンラインで検証する場合は、予算を Budgetary Control にラ
イトバックする必要があります。
この項の手順を使用して、Oracle Enterprise Performance Management Cloud の予算改訂機
能(一般会計と Budgetary Control の EPM タイプ予算管理の両方で予算を自動的に更新しま
す)を使用して策定した予算改訂を Budgetary Control にライトバックします。
この手順は、Planning および予測機能を使用して策定した元の予算および改訂済予算を
Oracle General Ledger および Budgetary Control にライトバックするためのものではありま
せん。

プロセスの説明
EPM Planning 財務から Budgetary Control に予算改訂をロードする準備をするためにデータ
統合で実行するおおまかなステップは次のとおりです:
1.

Planning、プランニング予算改訂、Budgetary Control 間の統合設定ステップを実行しま
す。
詳細は、https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud/epbca/
fin_budget_adjustment_setup_102x2f7be273.html を参照してください

2.

OEP_FS を入力キューブとしてアプリケーションを 登録します。
このステップでは、予算に対して行われた準備または改訂が格納され、Budgetary Control
にロードされるプランニング予算改訂アプリケーションを登録できます。このアプリケ
ーションの名前は、PRCVisionCityControlB_BAR のように、名前に BAR が付加されます

3.

Budgetary Control をデータ・ソースとして登録し、使用する接続を指定して、Budgetary
Control の残高 Essbase キューブをデータ統合にインポートします。
「アプリケーションのインポート」ボタンによって、Budgetary Control の残高 Essbase
キューブをデータ統合に Budgetary Control ターゲット・アプリケーションとして取り込
みます。各 Budgetary Control ターゲット・アプリケーション内の予算管理ディメンショ
ン・メンバーは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud との間でデータをロ
ードおよびライトバックするために使用される Budgetary Control の予算管理を表してい
ます。
Budgetary Control のデータ・ソースとしての登録およびアプリケーションのインポート
を参照してください。

4. 「データ・エクスポート」カテゴリを選択して予算調整改訂を登録し、予算調整改訂タイ

プを選択して、アプリケーションの Budgetary Control Essbase キューブを選択します。
このタイプのアプリケーションは、PRCVisionCityControlB_BAR のように、アプリケー
ション名に BAR が付加されます。
予算調整要求の登録を参照してください。

5.

プランニング予算改訂をデータ・ソースとして登録します。これは、予算に対して行われ
た策定または改訂を格納し、その後 Budgetary Control にロードされます。
プランニング予算改訂の登録を参照してください。
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6.

オプション: 別の環境からの移行を使用してアプリケーションを移行する場合は、
ソースから予算管理情報をインポートする必要があります。この場合は、
Budgetary Control Essbase アプリケーションを選択し、アクション・メニューか
ら「メンバーのリフレッシュ」オプションを選択します。

7.

全般ページで、プランニング予算改訂ソース・アプリケーションと予算調整要求の
間の統合を作成します。
プランニング予算改訂と予算調整要求の統合を参照してください。

8.

ディメンションのマッピング・ページで、プランニング予算改訂ソース・アプリケ
ーションから予算調整要求にディメンションをマップしてインポート・フォーマッ
トを作成します。
このステップでは、プランニング予算改訂ディメンションを予算調整要求ディメン
ションにマップします。
プランニング予算改訂および予算調整要求ディメンションのマッピングを参照し
てください。

9.

オプション: 選択した EPM Planning 財務ソースから値をインポートできる追加の
属性列をマップします。
詳細は、カスタム予算改訂属性のマッピングを参照してください。

10. オプション・ページで、期間マッピングを選択します。

期間マッピングでは、EPM Planning 財務と Budgetary Control 間のマッピングを
定義します。次の 2 つの方法で期間マッピングを定義できます:
•

デフォルトの期間処理

•

明示期間処理

EPM Planning 財務と Budgetary Control で一貫した期間定義および期間命名を使
用する場合は、デフォルトの期間処理を使用します。たとえば、両方のシステムで
月次カレンダ使用され、Jan-20 のような期間の名前が両方のシステムで一致する
場合、統合ではデフォルトの期間マッピング・タイプを使用します。追加のマッピ
ングは必要ありません。
EPM Planning 財務と Budgetary Control で期間定義または期間命名規則が異なる
場合は、明示期間処理を使用します。この場合、明示ソース期間マッピングに関連
付けられているカレンダを選択する必要があります。
予算調整オプションの定義を参照してください。
EPM Planning 財務の予算改訂と Budgetary Control の統合については、次の点に注意
してください:
•

EPM Planning 財務から Budgetary Control へのメンバー・マッピングを使用する
ことはできません。インポート式を使用して接頭辞を追加したり追加ディメンシ
ョンに定数値を割り当てることのみが可能です。

•

データ統合の統合の実行ページから EPM Planning 財務と Budgetary Control の統
合を実行することはできません。統合の実行ステップは、資金チェックまたは資金
予約アクションの実行時に EPM Planning 財務からのみ呼び出されます。

•

EPM Planning 財務と Budgetary Control の統合の結果をワークベンチで表示する
ことはできません。
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OEP_FS を入力キューブとする Planning アプリケーションの登
録
OEP_FS を入力キューブとして Planning アプリケーションを登録するには。
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「EPM ローカル」を選択します。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「アプリケーション」から、OEP_FS キューブに関連付けられる Planning アプリケーショ

ンを選択します。

5. 「キューブ」から、入力キューブ - OEP_FS を選択します。
6.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックします。

Oracle ERP Cloud ソース・システムの登録
プランニング予算改訂と予算調整要求を統合するには、まずタイプが Oracle ERP Cloud の
ソース・システムを作成し、次に接続情報を指定します。
Oracle ERP Cloud をソース・システム・タイプとして追加するには:
1.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

2.

オプションで、
をクリックして「データ統合」を起動し、「アプリケーション」から
を選択できます。
3. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

4.

アプリケーション・ページで、

5.

「追加」ドロップダウン・アイコン)ドロップダウンから、Oracle
(
ERP Cloud を選択
します。

(接続の構成アイコン)をクリックします。
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6. 「名前」に、ソース・システム名を入力します。
7. 「説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
8.

サービス URL に、Web サービスのサービス情報を入力します。
たとえば、https://server と入力します。

9. 「ユーザー名」に、Budgetary Control のユーザー名を入力します。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud と Oracle ERP Cloud の間で
情報を送信するためのプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名
前を入力します。このユーザーには、「予算マネージャ」ジョブ役割が割り当てら
れている必要があります。
10. 「パスワード」に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必
要があります。
11. 「接続のテスト」をクリックします。

接続が正しくテストされると、[ソース・システム名]の接続に成功しましたという
情報メッセージが表示されます。
12. 「OK」をクリックします。

Budgetary Control のデータ・ソースとしての登録およびアプ
リケーションのインポート
このステップでは、Budgetary Control をデータ・ソースとして登録する方法および
Budgetary Control アプリケーションをインポートする方法を示します。
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Budgetary Control をデータ・ソースとして登録し、Budgetary Control の残高 Essbase キュ
ーブをデータ統合にインポートするには:
1.
2.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

3. 「アクション」ドロップダウンから、
「アプリケーション」を選択します。
4.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

ノート:
ホーム・ページではなく、アプリケーション・ページで
さい。

をクリックしてくだ

5. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」.を選択します
6. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud を選択します。
7. 「接続」から、Oracle ERP Cloud への接続に使用する接続名を選択します。
8.

Budgetary Control を有効にします。

9. 「アプリケーションのインポート」をクリックします。

「アプリケーションのインポート」ボタンによって、Budgetary Control の残高 Essbase
キューブをデータ統合に Budgetary Control ターゲット・アプリケーションとして取り込
みます。各 Budgetary Control ターゲット・アプリケーション内の予算管理ディメンショ
ン・メンバーは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud との間でデータをロ
ードおよびライトバックするために使用される Budgetary Control の予算管理を表してい
ます。

ヒント:
予算管理ディメンションが変更された場合、または新しい予算管理を追加した
場合は、「アプリケーションのインポート」を再実行する必要があります。
予算管理残高は、Essbase キューブに保管されます。予算管理のキューブ名を
取得するには、管理予算の管理ページで予算管理名の上にマウスを置きます。
予算管理キューブの名前は、ターゲット・マッピングとして使用されます。
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10. 「OK」をクリックします。

プランニング予算改訂の登録
このステップにより、EPM Planning 財務からプランニング予算改訂を登録できます。
プランニング予算改訂アプリケーションを登録するには:
1.
2.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

3.

データ統合ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択し
ます。

4.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

ノート:
ホーム・ページではなく、アプリケーション・ページで
てください。

をクリックし

5. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
6. 「タイプ」から、プランニング予算改訂を選択します。
7. 「アプリケーション」から、OEP_FS の接尾辞が付いた Planning 入力キューブを選

択します。

8.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。
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9. 「OK」をクリックします。

予算調整要求の登録
このステップにより、承認されたプランニング予算改訂からの改訂がロードされる予算調整
要求機能を登録できます。
予算調整要求を登録するには:
1.
2.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

3.

データ統合ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、
「アプリケーション」を選
択します。

4.

アプリケーション・ページで、

5.

アプリケーションの作成ページで、「カテゴリ」から「データ・エクスポート」を選択し
ます。

「追加」アイコン)をクリックします。
(

6. 「タイプ」から、予算調整要求を選択します。
7. 「アプリケーション」から、Budgetary Control キューブの名前を選択します。
8.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
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9. 「OK」をクリックします。

プランニング予算改訂と予算調整要求の統合
EPM Planning 財務で承認された予算からのプランニング予算改訂を予算調整要求に
統合します。統合により、プランニング予算改訂アプリケーションを選択してターゲ
ットの予算調整要求を指定するだけで、アプリケーション間のマッピングを設定でき
ます。
統合を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、

をクリックします。

「統合の作成」ビューに、「全般」ページが表示されます。
2. 「名前」および「説明」に、予算改訂の統合の名前および説明を入力します。

次の「値」パラメータに示されているように、統合の名前は、接続で EPM Planning
財務のパラメータとして使用されます。
複数の予算管理が同じキューブを共有する場合、同じマッピングを使用して、予算
管理名とともにその他のパラメータを追加できます
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詳細は、 EPM Planning 財務と Budgetary Control 間の統合の設定 を参照してくださ
い。
3. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選択し

て、データのロード先を指定します。

(ソースの選択)をクリックします。

4.
5.

ソースの選択ページから、プランニング予算改訂アプリケーションを選択します。
プランニング予算改訂アプリケーションの名前は、OEP_FS_BAR のように、アプリケー
ション名に_BAR という接尾辞が付いています。
ソース・システム・プランニング予算改訂ソース・システムは、データ統合で登録され、
ソースの選択ページに

アイコン付きで表示されます。

.
6.

(ターゲットの選択)をクリックします。
これは、前のステップで作成されたターゲットです。

7.

ターゲットの選択ページから、Budgetary Control キューブ・アプリケーションを選択し
ます。
ターゲット・アプリケーションは、ターゲットの選択ページに
されます。

アイコン付きで表示

Budgetary Control には_BAR という接尾辞が付いています。
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8. 「ロケーション属性」の「機能通貨」で、予算改訂に使用する通貨を選択します。

たとえば、米ドルを指定するには、
「USD」を選択します。
9. 「保存して続行」をクリックします。

次のステップでは、ディメンションをマップします。

プランニング予算改訂および予算調整要求ディメンショ
ンのマッピング
プランニング予算改訂と予算調整要求の統合の一環として、EPM Planning 財務ディメ
ンションを Budgetary Control ターゲット・ディメンションにマップします。必要に応
じてビジネス要件に合うように式を適用するなどして、これらの統合をカスタマイズ
および拡張することもできます。
ディメンションをマッピングするには:
1.

データ統合ホーム・ページで、プランニング予算改訂と予算調整要求の統合の右側
にある

をクリックし、「ディメンションのマッピング」を選択します。

2. 「インポート・フォーマット」から、統合で使用するインポート・フォーマットの

名前を選択します。

ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。
3. 「タイプ」から、
「区切り - すべてのデータ 型」を選択し、「保存」をクリックして

行をリフレッシュします。

4.

次を実行して、マッピング・グリッドで、ソース・データロード・ファイルのソー
ス列をターゲット・アプリケーションのディメンションにマッピングします:
a. 「ソース・ディメンションの選択」で、予算調整要求ターゲット・ディメンシ

ョンに割り当てるプランニング予算改訂ソース・ディメンションの名前を指定
します。

b.

プラン要素をプラン要素に、期間をプラン期間に、年をプラン年にマップしま
す。

c.

Budgetary Control ディメンションごとにターゲット・ディメンション式を追
加します。最も一般的な使用事例の典型的な式は次のとおりです:
•

Copysource - EPM Planning 財務の同じメンバー名を Budgetary Control
で使用します

•

LTrim - EPM Planning 財務で使用されている接頭辞を削除します。
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•

定数 - Budgetary Control の追加のディメンションに定数値を割り当てます。

これは必須の手順です - ソースをターゲットにマップし、ターゲット式を追加する必要が
あります。
5. 「保存」をクリックします。

カスタム予算改訂属性のマッピング
選択した EPM Planning 財務ソースから値をインポートできる追加の属性列をマップできま
す。式フィールドに属性の値を入力することにより、処理中に値を追加できます。
カスタム予算調整改訂属性をマップするには:
1.
2.

ホーム・ページで、

「アプリケーション」クラスタ)をクリックします。
(

「データ交換」アイコン)をクリックし、
(
「データ統合」タブを選択します。

3. 「アクション」ドロップダウンから、
「アプリケーション」を選択します。
4.

アプリケーション・ページで、予算調整改訂アプリケーションの右側にある
クし、「アプリケーション詳細」を選択します。

をクリッ

予算調整改訂アプリケーションは「データ・エクスポート」カテゴリに関連付けられてい
ます。
5.

属性文字 1 -属性文字 10 に追加の属性をマップし、「保存」をクリックします。
次の例では、「Header Number」が属性文字 1 の値に追加されています。

予算調整オプションの定義
オプションを使用して、プランニング予算改訂と予算調整要求の統合で使用される期間マッ
ピングのタイプを定義します。デフォルト期間マッピングまたは明示期間マッピングのいず
れかを使用できます。オプションでは期間マッピング・タイプのみを選択できることに注意
してください。他のすべてのオプションは 事前選択されており、変更できません。
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ヒント:
日付マッピングが予算管理期間および会計年度と一致していることを確認し
てください。自動的に作成されたマッピングを変更する必要がある場合があ
ります

オプションを指定するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ョン」を選択します。

をクリックし、
「オプシ

2. 「期間マッピング・タイプ」から、期間のマッピング・タイプを選択します。

使用可能なオプション:
•

デフォルト - 統合では、データ管理で定義されている期間キーおよび前期間キ
ーを使用して、統合の実行時、各データ管理期間にマップされたソース一般会
計期間を判断します。
プランニング予算改訂と予算調整要求間のデフォルトの期間マッピングは、ア
プリケーションの作成中に自動的に設定されます。

•

明示 - EPM Planning 財務期間と Budgetary Control 期間が同じタイプでない
場合に明示期間マッピングを使用できる場合、統合では、データ管理で定義さ
れている明示期間マッピングが使用されます。たとえば、EPM Planning 財務
が月次で、Budgetary Control が四半期ごとの場合です。
明示マッピングは、ソース・システム・オプションのカレンダ期間を使用して
設定されます。「カレンダ」ドロップダウンから、統合に使用する実際のカレ
ンダを選択します。詳細は、ソース・マッピングの適用。を参照してください

3. 「カレンダ」から、プランニング予算改訂と予算調整要求の間のデータ統合に使用

するソース期間マッピング・カレンダの名前を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

Oracle ERP Cloud からのデータのロード
Oracle Fusion Financials ソースに直接接続せずに、統合メカニズムとしてデータ統合
を使用して、Oracle ERP Cloud からデータのサブセットを抽出できます。この機能を
使用すると、Oracle Financials Cloud またはサプライ・チェーンのデータ・ソースから
インポートできます。
これを行うには、データ・ソースとして Oracle Business Intelligence Publisher レポー
トのデータを問い合せるデータ・ソース・アダプタベースのフレームワークを使用し
ます。BI Publisher によって、Oracle ERP Cloud データは Fusion Financials データベ
ース表から直接抽出されます。Oracle ERP Cloud におけるどの種類のレコードでも、
問合せに含めたり、その基盤とみなすことができます。データがデータ統合に取り込
まれると、データおよびメタデータを後でマップして Oracle Enterprise Performance
Management Cloud にロードできます。
事前にパッケージ化された問合せまたはカスタマイズされた BI Publisher レポートを
使用して、Oracle ERP Cloud からデータを抽出するための独自のレポート・パラメー
タを定義できます。
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事前パッケージ化済問合せを使用した Oracle ERP Cloud データ
の統合プロセスの説明
データ統合には事前パッケージ化済問合せが付属しており、これは Oracle ERP Cloud をデー
タ・ソースとして提供するシード済データ抽出を使用します。
Oracle Business Intelligence Publisher の詳細は、Oracle Business Intelligence Publisher
12.2.1.3.0 を参照してください
データ統合に付属している事前パッケージ化済問合せを使用して、Oracle ERP Cloud からデ
ータをロードするステップは、次のとおりです。
1.

Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割および Oracle ERP Cloud へのデー
タ・アクセス権が必要です。詳細は、Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件
を参照してください。

2.

ソース・システム・タイプ Oracle ERP Cloud のソース・システムを登録し、ユーザー資
格証明を指定します。
このステップには、接続の詳細の指定および接続のテストが含まれます。
詳細は、Oracle ERP Cloud 接続の構成を参照してください。

3.

アプリケーションを Oracle ERP Cloud データ・ソース・アプリケーション・タイプとし
て登録し、保存します。
ソース列は、アップロードされたファイル抽出から自動的に移入されます。
Oracle ERP Cloud アプリケーションの登録を参照してください。

4. 「アプリケーション・フィルタ」で、統合オプションに入力値を指定します。

ノート:
BI Publisher 抽出によって返されるデータの量を制限するために必要なフィル
タを定義します。フィルタによって最適なロード・パフォーマンスが保証され
ます。
5.

インポート・フォーマットを作成することにより、Oracle ERP Cloud データ・ソースと
ターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。
ディメンションのマッピングを参照してください。

6.

インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。

7.

ソースとターゲット間でディメンションをマップします。
ディメンションのマッピングを参照してください。

8.

メンバーをソースからターゲットにマップします。
メンバーのマッピングを参照してください。

9.

ソースおよびターゲットのオプションを選択します。
データ統合オプションの設定を参照してください。

10. 統合を実行します。

統合の実行を参照してください。
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Oracle ERP Cloud 接続の構成
Oracle ERP Cloud ソース接続を使用して、次のデータ・ソースを登録および管理でき
ます:
•

Oracle ERP Cloud

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表平均)

•

Oracle ERP Cloud (カスタム)

•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

•

プロジェクト管理

•

Budgetary Control の契約、債務、支出およびデータ・ソースのライトバック。予
算レビューのデータ・ソース

Oracle ERP Cloud 接続を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

接続ページで、 「追加」
(
ドロップダウン・アイコン)ドロップダウンから「Oracle
ERP Cloud」を選択します。

(接続の構成アイコン)をクリックします。

4. 「名前」に、ソース・システム名を入力します。
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5. 「説明」に、ソース・システムの説明を入力します。
6.

サービス URL に、Web サービスのサービス情報を入力します。

7. 「ユーザー名」に、Oracle ERP Cloud のユーザー名を入力します。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud と Oracle ERP Cloud の間で情報を
送信するためのプロセス要求を開始する Oracle ERP Cloud ユーザーの名前を入力しま
す。このユーザーには、"Financial Analyst"、"General Accountant"、"General Accounting
Manager"などの Oracle General Ledger のジョブ役割が割り当てられている必要があり
ます。
8. 「パスワード」に、Oracle ERP Cloud のパスワードを入力します。

このパスワードは、Oracle ERP Cloud のパスワードを変更するたびに更新する必要があ
ります。
9. 「接続のテスト」をクリックします。

接続が正しくテストされると、[ソース・システム名]の接続に成功しましたという情報メ
ッセージが表示されます。
10. 「OK」をクリックします。

Oracle ERP Cloud アプリケーションの登録
Oracle ERP Cloud データ・ソースから一般会計以外のデータを抽出して、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud にロードできます。このようなタイプのデータ・ソースを
使用すると、データ統合で参照される Oracle Business Intelligence Publisher レポート抽出を
定義して、Oracle ERP Cloud ソースから、買掛/未払金、売掛/未収金、固定資産、サプライ・
チェーンなどのデータを直接抽出できます。
データ統合には、次のように、Oracle ERP Cloud ソースに対する事前パッケージ化済問合せ
が用意されています:
•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

また、BI Publisher データ抽出に対するカスタム問合せを作成して実行できます。この場合、
データ統合で Oracle ERP Cloud (カスタム)データ・ソース・アダプタを使用して、BI Publisher
からソース CSV ファイルをインポートし、使用するレポート・パラメータを設定します。

ノート:
Oracle ERP Cloud との統合には、権限またはユーザー役割およびすべての ERP 元
帳へのデータ・アクセス権が必要です。詳細は、Oracle ERP Cloud 統合のセキュリ
ティ役割の要件を参照してください。
システム・タイプ「Oracle ERP Cloud」を使用してデータ統合データ・ソースのソ
ース・システムを登録し、ユーザー資格証明を指定する必要があります。このステ
ップには、接続の詳細の指定および接続のテストが含まれます。詳細は、Oracle
ERP Cloud 接続の構成を参照してください。
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Oracle ERP Cloud アプリケーションを登録するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

3. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
4. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud の事前パッケージ化済問合せのタイプを選択し

ます。

使用可能な Oracle ERP Cloud タイプは次のとおりです:
•

Oracle ERP Cloud (買掛/未払金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (売掛/未収金トランザクション)

•

Oracle ERP Cloud (試算表 - 平均)

•

Oracle ERP Cloud (試算表)

「アプリケーション」に表示される事前パッケージ化済アプリケーションの名前は、
このフィールドで選択した Oracle ERP Cloud の事前パッケージ化済問合せのタ
イプによって異なります。

5.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

6. 「OK」をクリックします。
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Oracle ERP Cloud データ・ソースへのアプリケーション・フィ
ルタの適用
Oracle ERP Cloud ソースに対する事前パッケージ化済問合せを選択するとき、すべてのアプ
リケーション・フィルタは事前定義されています。ただし、統合オプションに入力値を指定
できます。
統合の実行またはアプリケーション・レベルで実際のパラメータ値を定義する必要がある場
合は、Oracle ERP Cloud データ・ソースからレポート・パラメータとして定義する動的フィ
ルタを選択できます。
「通貨タイプ」は動的フィルタの一例で、「入力済」、「統計」または「合計」のいずれかを選
択できます。
フィルタ条件は 1 つのみでも、複数でも指定でき、さらに戻す値も厳密に指定できます。
レポート・パラメータ・リストの静的パラメータ値は、$$表記内に囲まれたパラメータ値に
置換して変更できる場合があります。このタイプのフィルタは、
「元帳 ID」および「期間」パ
ラメータに適用されます。
たとえば、静的パラメータ値 argument1 = $LEDGER_NAME$をレポート・パラメータ・リスト
にパラメータとして追加できます。
オプションの編集ページでは、パラメータの表示名が入力されています。これは、オプショ
ン・ページに表示される名前です:

パラメータが統合定義の「オプション」タブでどのように表示されるかを次に示します:

事前定義された 2 つのパラメータ$START_PERIODKEY$および$END_PERIODKEY$は、
POV から日付書式を使用して特定の期間を選択するのに使用できます。これら 2 つのパラ
メータの使用については、Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択を参照
してください。
Oracle ERP Cloud データ・ソースのフィルタを追加するには。
1.

アプリケーション・ページで、Oracle ERP Cloud データ・ソースの右側にある
リックし、「オプションの編集」を選択します。

2.

オプションの編集ページで、「追加」(

をク

)をクリックします。

空白のエントリ行が表示されます。
3.

次のことを実行して、渡すパラメータを選択します:
a. 「名前」フィールドで、パラメータの名前を指定します。
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b. 「表示プロンプト」に、データ管理の「ソース・オプション」タブまたはデー

タ統合の「統合の編集」ページでのフィルタの表示プロンプトの名前を入力し
ます。

c. 「表示順」で、
「ソース・オプション」または「統合の編集」ページでのフィル

タの表示順を指定します。

このフィールドが空白の場合、カスタム・フィルタを表示できず、デフォルト
値がフィルタ値として使用されます。
たとえば、フィルタ・リストの 99 番目にフィルタを表示するには 99 と入力し
ます。表示順は低い順にリストされます。
d. 「プロパティ・レベル」ドロップダウンで、フィルタが表示されるレベルを示

すために、パラメータ(アプリケーション、統合、またはアプリケーションと
統合の両方)の表示レベルを選択します。

e.

参照タイプを使用してリストされる値のドロップダウンを提供するには、「検
証タイプ」で次のいずれかを選択します
•

なし

•

数値

•

参照の検証

•

参照の検証なし

•

はい/いいえ

•

日付

•

問合せ

•

選択リスト - 「検証オブジェクト」フィールドに値リストを入力できます。
それぞれの値を新しい行に入力します。オプション・ページの値リスト
(LOV)には、値がリストとして表示されます。

たとえば、
「取消済請求書のみ」オプションを「いいえ」に設定するには、
「取
消済請求書のみ」のパラメータ・フィールドで「いいえ」を選択します。
f. 「検証オブジェクト」に、タイプによって検証される参照オブジェクトのリス

トを入力します。

前の手順で選択リスト検証タイプを選択した場合に値リストを入力するには、
をクリックし、検証オブジェクト・ページで値リストを入力して、
「OK」
をクリックします。
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4. 「条件リスト」で、次のいずれかまたはすべてに 基づいて条件リストを提供します:

•

EQ (等しい)

•

IN

•

類似

条件値としては「等しい」、「類似」または「含む」が可能です。条件値はドロップダウン・
リストとして CONDITION_LIST フィールドに格納されます。値が EQ,IN の場合、
「条件」
ドロップダウンには Equal と In のみが表示されます。値が EQ LIKE の場合、ドロップダ
ウンには Equal、Like のみが表示されます。EQ、IN、LIKE の任意の組合せがフィールドに
格納されます。1 つのみの値が条件リストで提供される場合、条件は変更できません。デ
フォルト値は EQ です。複数の条件を指定する場合は、条件の前にカンマを付けてくださ
い。たとえば、IN 条件と LIKE 条件を使用するには、,IN,LIKE を入力します
5.

オプション 「保存」をクリックします。

Oracle ERP Cloud からの期間レポート・パラメータの選択
Oracle ERP Cloud からデータをインポートするとき、$START_PERIODKEY$およ
び$END_PERIODKEY$表記に日付(日付固有フォーマットを使用)を指定して、データを抽出
する期間を選択できます。
日付フォーマットの有効値は次のとおりです:
•

dd: 日(月内の日ではなく、年の通日を使用)

•

MM または MMM: 月

•

yy または yyyy: 年

「入力日: 自」と「入力日: 至」が(yyyy-MM-dd)のフォーマットで指定されている場合。2021
年 1 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日までのデータをインポートするには、
「入力日: 自」フィー
ルドにレポート・パラメータとして 2021-01-01 と入力し、
「入力日: 至」フィールドにレポー
ト・パラメータとして 2021-01-31 と入力します。
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単一期間ロードを指定する場合は、$START_PERIODKEY$表記を選択して、データ・
ロード・ルールが実行される期間キーを示します。データ
は、$START_PERIODKEY$表記に指定された期間についてインポートされます。単一
期間ロードの場合、ソース期間マッピングは必要ありません。
$START_PERIODKEY[MM-yy]$フォーマットを使用して実際の期間を選択することに
より、「会計期間名」を変更することもできます。
複数期間ロードを実行する場合は、範囲内のデータがインポートされ、
START_PERIODKEY および END_PERIODKEY パラメータ・リストに指定する必要が
あります。システムで正しい期間にデータをロードするには、ソース期間マッピング
がデータ抽出の「年」および「期間」列に完全に一致する必要があります。
レポートで期間を範囲として受け入れる場合は、複数期間のインポートを使用できま
す。レポートが期間名(START_PERIODKEY パラメータ)のみを受け入れる場合は、複
数期間のインポートを使用できません。

カスタム問合せを使用した Oracle ERP Cloud データの統合
プロセスの説明
カスタム問合せを使用して Oracle ERP Cloud からデータをフェッチして、Oracle
Enterprise Performance Management Cloud にロードできます。カスタム問合せは、
CSV フォーマット済データ・ファイルを作成する Oracle Business Intelligence
Publisher のレポートに対して実行され、そのデータが EPM Cloud にロードされます。
この場合、データ統合ではレポートを実行してデータを抽出し、そのデータを EPM
Cloud にロードします。
カスタム問合せを使用し、BI Publisher レポート抽出を使用して Oracle ERP Cloud か
ら EPM Cloud にデータをロードするステップは、次のとおりです。

ノート:
EPM Cloud とのカスタム Oracle ERP Cloud 統合定義を作成し、それを ESS
ジョブとして登録するには、Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブとして
の BI Publisher レポートの登録を参照してください。
1.

Oracle ERP Cloud 統合には、権限またはユーザー役割および統合されるすべての
ERP 元帳へのデータ・アクセス権が必要です。詳細は、Oracle ERP Cloud のセキ
ュリティ役割の要件を参照してください。Oracle ERP Cloud での ERP の保護を
参照してください。

2.

Oracle ERP Cloud にナビゲートし、
「新規プロセスのスケジュール」をクリックし
て、BI Publisher レポートを実行します。
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3. 「検索して選択」ページの「名前」で、レポートまたは抽出を選択し、
「OK」をクリック

します。

BI Publisher レポートで CSV フォーマット・ファイルで出力ファイルが作成されている
かぎり、任意のレポートを選択できます。Fusion では必ずしもすべてのレポートで CSV
フォーマット・ファイルが作成されるわけではありません。

たとえば、「試算」と入力して試算表レポートを検索します。
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4. 「プロセスの詳細」から、抽出またはレポートのパラメータを選択し、
「送信」をク

リックします。

次の例では、「元帳」が Vision Operations、「金額タイプ」が YTD または PTD で
す。
「会計期間」を必ず指定してください。
「会計期間」は、レポートを再利用できるよ
うにデータ統合で設定されるパラメータです。

ノート:
Oracle ERP Cloud 側で選択した抽出に、EPM Cloud から渡される 1 つ以
上のバインド・パラメータがない場合、Oracle ERP Cloud と EPM Cloud
の統合は失敗します。バインド・パラメータは、SQL 文の実際の値のプ
レースホルダです。バインド・パラメータは、チルダ文字(~~)で囲まれる
必要があります。たとえば、"Period"をバインド・パラメータとして使用
するには、~PERIOD~と指定します。名前は、SQL 問合せで指定した名
前と完全に一致する必要があります。
そのためには、データ・モデル問合せで参照されないレポートに、バイ
ンド・パラメータを直接作成します。データ統合のレポート・パラメー
タ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメータに渡され
るランダム文字(ABC など)を指定します。
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レポートが生成されると、「出力」セクションに送信の結果が表示されます。

5.

再発行をクリックし、レポート出力ページから「csv」をクリックします。
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6.

CSV 出力ファイルを選択して右クリックし、「開く」を選択します。

7.

ファイル・システムにレポートをローカルに保存します。
ダウンロードされた出力ファイルの名前を Appname.csv (Appnam は、データ統合の
データ・ソース・アプリケーションの対象アプリケーション名)に変更します。こ
れは、BI Publisher レポート抽出を表します。

8. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

9.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

10. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
11. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud (カスタム)を選択します。
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12. 「ファイル」から、

をクリックして CSV ファイルを保存したフォルダに移動し、その
ファイルを選択して「OK」をクリックします。

レポートがターゲット・アプリケーションとして保存され、「アプリケーション名」は自
動的に移入されます。
13. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
14. 「OK」をクリックします。
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15. 「保存」をクリックします。

データ統合でアプリケーションが登録され、「ディメンションの詳細」のすべての
列が返されます。
16. アプリケーション・ページで、データ・ソース・アプリケーションの横にある

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

17. 「接続名」で、ソース・システムの名前を指定します。

たとえば、ソース・システムの名前が「ERP Cloud」の場合は「ERP Cloud」と
指定します。
Oracle ERP Cloud または GL ソース・システム名を使用するか、新しい名前を定
義することもできます。
詳細は、を参照してください Oracle ERP Cloud 接続の構成
18. 実行方法 - ジョブを実行するための方法を指定します。

有効なオプション:
•

BIP レポート - BI Publisher レポートを同期モードで実行します。これには、
Oracle ERP Cloud インスタンス内で約 5 分のタイムアウト制限があります。
この方法は、小規模なデータ・セットまたは短時間で実行される問合せに適し
ています。

•

ESS ジョブ - BI Publisher レポートを非同期モードで実行します。実行時間の
制限はありません。

19. レポート名 - レポートの名前を入力し、実行方法が「BIP レポート」の場合はレポ

ートのパスを入力します。たとえば、/Custom/MyReport.xdo と入力します。実行
方法が「ESS ジョブ」の場合は、このフィールドは空白のままにします。
Oracle ERP Cloud でレポートの名前を見つける必要がある場合は、次のステップ
を実行します:
a.

Oracle ERP Cloud に移動してレポートを検索し、「レポートおよび分析」を
選択してパラメータ情報を取得します。

b. 「カタログの参照」をクリックします。
c.

抽出またはレポートを検索して選択します。
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d. 「詳細」
、「プロパティ」の順にクリックします。
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e. 「カスタム・プロパティ」セクションで、
「パス」フィールドまで下にスクロー

ルします。

f.

データ統合にターゲット・アプリケーションを登録するとき、パス(および名
前)をコピーして「レポート名」フィールドに貼り付けます。

20. データ統合に戻り、レポート・パラメータ・リストで、カスタム問合せのレポー

ト・パラメータを指定します。

レポート・パラメータを識別する必要がある場合は、次のことを実行します:
a.

Oracle ERP Cloud に移動し、「概要」ページからレポートを選択して、再送
信をクリックします。
このステップにより、BI Publisher の抽出またはレポートで定義したレポー
ト・パラメータを表示して取得できます。

レポート・パラメータのリストが生成されます。

b. 「警告」ウィンドウに表示されるレポート・パラメータをコピーします。
c.

データ統合に移動し、
「警告」ウィンドウからカスタム問合せのレポート・パ
ラメータ・リスト・フィールドにレポート・パラメータ・リストを貼り付けま
す。
レポート・パラメータ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメ
ータに渡されるランダム文字(ABC など)を指定していることを確認します。
EPM Cloud から渡されるバインド・パラメータがない問合せを使用してレポ
ートを作成すると、EPM Cloud 側でプロセスが失敗します。
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21. データ統合で、インポート・フォーマットを作成することにより、Oracle ERP Cloud デ

ータ・ソースとターゲット・アプリケーション間の統合マッピングを設定します。
ディメンションのマッピングを参照してください。

22. インポート・フォーマットの関連付けに使用するロケーションを定義します。
23. メンバーをソースからターゲットにマップします。

メンバーのマッピングを参照してください。

24. ソースおよびターゲットのオプションを選択します。

データ統合オプションの設定を参照してください。
25. 統合を実行します。

統合の実行を参照してください。

Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブとしての BI Publisher レポ
ートの登録
Oracle Business Intelligence Publisher レポート抽出を Oracle ERP Cloud との Oracle
Enterprise Performance Management Cloud 統合定義の基礎として作成すると、実行時間の制
限なく統合を実行できます。これを行うには、統合定義において、BI Publisher レポートを
Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブとして登録します。

ESS ジョブの登録プロセスの説明
Oracle Business Intelligence Publisher レポート抽出を ESS ジョブとして登録する方法の概
要を次に示します。
1.

データ抽出 SQL を定義します。
BI Publisher レポートのソースはデータ・モデルであり、これによりソース問合せおよび
パラメータ定義が定義されます。抽出を定義する前に、ソース抽出 SQL を定義する必要
があります。
詳細は、データ抽出プロセスの定義を参照してください。

2.

BI Publisher レポート抽出のデータ・モデルを作成します。
詳細は、BI Publisher レポート抽出のデータ・モデルの作成を参照してください。

3.

BI Publisher レポート抽出を作成します。
詳細は、BI Publisher レポート抽出の作成を参照してください。

4.

非同期モードで実行される Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブを作成します。
このステップは、抽出を非同期モードで実行する場合にのみ必要です。抽出レポート用の
カスタム ESS ジョブを作成します。
詳細は、を参照してください Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブの作成

5.

BI Publisher レポート抽出をソースとして使用して、Oracle Enterprise Performance
Management Cloud で統合を作成します。
詳細は、次を参照してください EPM Cloud と BI Publisher レポート抽出間の統合定義の
作成
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データ抽出プロセスの定義
Oracle Business Intelligence Publisher レポートのソースはデータ・モデルであり、こ
れによりソース問合せおよび問合せで使用するパラメータが定義されます。抽出を定
義する前に、ソース抽出 SQL を定義する必要があります。
次の例は、GL_BALANCES 表から特定の期間および元帳の取引残高を抽出するサンプ
ル問合せを示しています。ソース内の任意の表を指定できますが、明確で使いやすい
ように、ここでは GL 残高の例を示します。
データ抽出プロセスを定義するには:
1.

SQL ツールを使用して問合せを作成します。
この例では、BI Publisher で使用する前に結果のデバッグを容易にするために、
SQL ツールを使用して問合せを作成します。このステップを実行するためのツー
ルがない場合は、BI Publisher で問合せを入力できます。これは基本問合せであ
り、抽出プロセスの一部として期間および元帳名が Oracle Enterprise Performance
Management Cloud から渡されるように、追加のバインド変数が含まれています。

2.

問合せの実行時に問合せとともに渡すバインド・パラメータ値を追加します。
Oracle ERP Cloud 側で選択した抽出に、EPM Cloud から渡される 1 つ以上のバイ
ンド・パラメータがない場合、Oracle ERP Cloud との統合は失敗します。
ここでは、2 つのバインド・パラメータが問合せに追加されています:
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次に、
「Vision Services (USA)」という名前の元帳および期間「Jul-20」の場合の問合せか
らの出力サンプルを示します:

BI Publisher レポート抽出のデータ・モデルの作成
このステップでは、Oracle Business Intelligence Publisher レポート抽出のデータ・モデルを
作成します。
データ・モデルは、レポート用のデータを取得して構造化するための BI Publisher の一連の指
示を含んだオブジェクトです。データ・モデルは、カタログ内に個別のオブジェクトとして
存在します。簡単に言うと、データ・モデルは単一データ・ソースから取得された 1 つのデ
ータ・セット(たとえば、従業員表の列から返されたデータ)です。データ・モデルは、パラメ
ータ、トリガー、バースト定義、さらに複数のデータ・セットが含まれて複雑になることも
あります。
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データ・モデルを構築するには:
1.

Oracle ERP Cloud の「ツール」で、「レポートおよび分析」に移動します。

2.

BI Publisher が開いたら、「カタログのブラウズ」をクリックします。

新しいタブが開き、新しいデータ・モデルを作成できます。これは、すべての BI
Publisher 抽出に必要であり、BI Publisher レポートのソースです。
3. 「データ・モデル」をクリックします。

4.

データ・モデル・ページから「SQL 問合せ」を選択します。
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5.

問合せの名前を指定し、
「SQL のタイプ」ドロップダウンで「標準 SQL」を選択します。

6. 「SQL 問合せ」で、前の項で定義した SQL を貼り付けて「OK」をクリックします。
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7.

パラメータの追加ページから、含めるバインド・パラメータを選択して「OK」を
クリックします。
バインド・パラメータは自動的に検出されます。
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8.

データ・モデル・ページの「プロパティ」の「データ・セット」から、問合せを選択しま
す。
問合せ列が表示されます。

9. 「プロパティ」を選択して必要に応じてグループ名を編集し、
「OK」をクリックします。

10. データ・モデル・ページから、
「データ」タブをクリックし、バインド・パラメータのサ

ンプル値を入力して問合せのサンプル・データを表示します。
データは、ツリー形式と表形式の両方で表示できます。
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11. 「サンプル・データとして保存」をクリックします。

サンプル・データは、レポート・レイアウトを作成し、レポート定義をプレビュー
するために必要です。
12. 「データ・モデル」メニューから、
「パラメータ」に移動し、行配置順序を選択しま

す。

順序は重要であり、同じ順序をレポート定義で定義する必要があります。
13. 行を確認し、
「保存」をクリックします。
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14. データ・モデルを保存する場所を選択するよう求められます。

15. 保存後は、BI カタログでデータ・モデルを表示して編集します。
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データ・モデルが保存された後は、それを BI Publisher 抽出の基礎として使用でき
ます。

BI Publisher レポート抽出の作成
このステップでは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud との統合のデ
ータ・ソースとして使用される Oracle Business Intelligence Publisher レポート抽出を
作成します。
BI Publisher レポート抽出を作成するには:
1.

BI Publisher で、「新規」を選択し、
「公開レポート」の下の「レポート」メニュ
ー・オプションを選択して新しいレポートを作成します。
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2.

レポートの作成ページで、既存のデータ・モデルを使用するために「データ・モデルの使
用」をクリックし、次に「既存のデータ・モデルを使用してレポートを作成します」か
ら、データ・モデルを選択して「次」をクリックします。

3.

次のページでは、デフォルト値のままにします。
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4.

次のページで、ページの下部にある「総計行の表示」フィールドの選択を解除しま
す。

5.

同じページで、左ペインの「データソース」から右ページのレイアウト領域に列を
ドラッグ・アンド・ドロップして、抽出対象のすべての 列を含めます。
表示されるサンプル・データは、データ・モデルを作成したときに生成されたサン
プル・データに基づきます。
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6. 「終了」をクリックします。

7.

レポートを必要な場所に保存します。
この例では、レポート定義は/Custom/EPMReport.xdo に保存されます。
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8.

レポートの保存後、レポートを実行してデータが正しく表示されることを確認しま
す。次に、必要に応じてバインド・パラメータのサンプル値を入力します。

9.

行配置順序を確認し、レポートを編集して、順序がデータ・モデルと同じであるこ
とを確認します。
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10. レポートの編集中、CSV がレポートのデフォルト出力フォーマットとして含まれるよう

にします。

Note:
抽出を同期モードで実行する場合、実行は CSV をパラメータとして呼び出され
るため、デフォルト出力フォーマットを CSV に設定する必要はありません。た
だし、非同期モードで実行する場合、カスタム ESS ジョブには CSV に設定さ
れたデフォルト・フォーマットが必要です。
11. デフォルト出力フォーマットとして CSV を選択するには、
「リストで表示」をクリックし

ます。

12. 「出力フォーマット」から、
「データ(csv)」を選択します。

Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブの作成
Oracle Business Intelligence Publisher レポートを Oracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブ
として登録し、統合を非同期モードで実行します。このモードでは、タイムアウト制限の対
象ではない特定の間隔で実行されるようにジョブをスケジュールできます。
ESS ジョブを作成して抽出を非同期モードで実行するには:
1.

BI Publisher で、「自分の企業」に移動し、
「設定および保守」を選択します。
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2. 「サブジェクト領域」ドロップダウンから、
「財務」を選択します。

3. 「検索」をクリックします。

4.

エンタープライズ・スケジューラの管理を検索して「財務、サプライ・チェーン管
理および関連アプリケーション用のエンタープライズ・スケジューラ・ジョブ定義
およびジョブ・セットの管理」を選択します。
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5. 「ジョブ定義の管理」ページで、

ます。

6.

をクリックして新しい ESS ジョブを追加、作成し

財務、サプライ・チェーン管理および関連アプリケーション用のエンタープライズ・スケ
ジューラ・ジョブ定義およびジョブ・セットの管理ページで、次のフィールドに入力しま
す:
a.

表示名 - 抽出のユーザー定義名を入力します。この名前は「スケジュール済プロセ
ス」に表示されます。

b.

名前 - スペースおよび 特殊文字を使用せずに英数字の名前を指定します。
この名前は、データ統合アプリケーション・オプションの ESS ジョブ名に使用され
ます。

c.

パス - ESS ジョブを保存するパスを指定します。
このパスは、/oracle/apps/ess/custom のサブフォルダとして作成されます。たとえ
ば、epm を指定した場合、ESS ジョブ・パスは/oracle/apps/ess/custom/epm です。
ここで入力したパスは、データ統合アプリケーション・オプションの ESS ジョブ・
パス・フィールドに移入されます。

d.

ジョブ・アプリケーション名 - FscmEss を選択します。

e.

ジョブ・タイプ - BIPJobType を選択します。
データ統合ではタイプが BIPJobType の ESS ジョブのみをトリガーできるため、こ
れは必須パラメータです。

f.

デフォルト出力フォーマット - 「XML」を選択します。
XML 出力フォーマット・パラメータは、CSV フォーマットに加えた出力ですが、CSV
フォーマットを変更せず、Oracle Enterprise Performance Management Cloud にスト
リームされません。

g.

レポート ID - BI Publisher レポート抽出の作成ステップで定義されたカスタム・レポ
ートのレポート・パスを指定します。
たとえば、/Custom/MyReport.xdo と指定します

h.

スケジュール済プロセスからの送信使用可能 - 選択して有効にします。
このオプションによって、ジョブを手動で起動でき、データ不一致の場合にジョブを
トラブルシューティングできます。
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7. 「データ・モデル」コンポーネント・ペインの「パラメータ」で、パラメータの作

成ページをクリックします。

8.

BI Publisher で定義されたカスタム・レポート・パラメータそれぞれのパラメータ
を、レポートに対して作成されたのと同じ順序で作成します。
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9.

パラメータ・ページで、必要に応じて、上/下矢印を使用してパラメータの順序を変更し
ます。

10. Oracle ERP Cloud で、
「新規プロセスのスケジュール」を選択して、BI Publisher ジョブ

を表示または送信します。

EPM Cloud と BI Publisher レポート抽出間の統合定義の作成
Oracle Business Intelligence Publisher レポートを作成して ESS ジョブとして登録した後、
Oracle Enterprise Performance Management Cloud と BI Publisher レポート抽出間の統合定
義を定義します。
統合定義を作成するには:
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1.

BI Publisher で、BI Publisher レポート抽出を実行し、それを CSV ファイル・フォ
ーマットでファイル・システムにローカルにエクスポートします(初めて登録する
場合)。

ダウンロードされた CSV 出力ファイルの名前を<Appname>.csv (<Appname>は
データ統合のデータ・ソース・アプリケーションの対象アプリケーションの名前)
に変更する場合があります。これは、BI Publisher レポートを表します。
2. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

3.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
5. 「タイプ」から、Oracle ERP Cloud (カスタム)を選択します。
6. 「ファイル」から、BI Publisher レポート抽出 CSV ファイルの名前を指定するか、

をクリックして BI Publisher レポート抽出 CSV ファイルを保存したフォルダ
に移動し、そのファイルを選択して「OK」をクリックします。
7. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。
8. 「OK」をクリックします。
9. 「保存」をクリックします。
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アプリケーションが登録されると、「アプリケーションは正常に登録されました」という
メッセージが返され、次に示すようにアプリケーションはアプリケーション・ページで使
用可能になります:

データ統合でアプリケーションが登録され、「ディメンションの詳細」のすべての 列が返
されます。
10. アプリケーション・ページで、データ・ソース・アプリケーションの横にある

ックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

をクリ

11. アプリケーション詳細ページで、
「オプション」タブをクリックします。
12. 次のフィールドに入力して「保存」をクリックします。
a.

接続名 - ソース・システム名を指定します。

b.

実行方法 - ジョブを実行するための方法を指定します。
有効なオプション:
•

BIP レポート - BI Publisher レポートを同期モードで実行します。これには、
Oracle ERP Cloud インスタンス内で約 5 分のタイムアウト制限があります。こ
の方法は、小規模なデータ・セットまたは短時間で実行される問合せに適してい
ます。
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•

ESS ジョブ - BI Publisher レポートを非同期モードで実行します。実行時
間の制限はありません。

c.

レポート名 - レポートの名前を入力し、実行方法が「BIP レポート」の場合は
レポートのパスを入力します。たとえば、/Custom/MyReport.xdo と入力しま
す。実行方法が「ESS ジョブ」の場合は、このフィールドはそのままにしま
す。

d.

ESS ジョブ・パス - ESS ジョブ定義が含まれているフォルダのパスを入力し
ます。カスタム ESS ジョブの場合、パスは/oracle/apps/ess/custom/で始まり
ます。

e.

ESS ジョブ名 - ESS ジョブ名を入力します。

f.

レポート・パラメータ・リスト - カスタム問合せのレポート・パラメータを指
定します。
レポート・パラメータ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメ
ータに渡されるランダム文字(ABC など)を指定していることを確認します。
EPM Cloud から渡されるバインド・パラメータがない問合せを使用してレポ
ートを作成すると、Oracle ERP Cloud 側でプロセスが失敗します。
レポート・パラメータを識別する必要がある場合は、次のことを実行します:
i.

Oracle ERP Cloud に移動し、
「概要」ページからレポートを選択して、再
送信をクリックします。

レポート・パラメータのリストが生成されます。

ii. 「警告」ウィンドウに表示されるレポート・パラメータをコピーします。
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iii. データ統合に移動し、
「警告」ウィンドウからカスタム問合せのレポート・パラメ

ータ・リスト・フィールドにレポート・パラメータ・リストを貼り付けます。

レポート・パラメータ・リストで、レポート定義で作成したバインド・パラメー
タに渡されるランダム文字(ABC など)を指定していることを確認します。EPM
Cloud から渡されるバインド・パラメータがない問合せを使用してレポートを作
成すると、EPM Cloud 側でプロセスが失敗します。

13. 新しい統合を作成し、ソースとしてのデータ・ソース・アプリケーションおよびターゲッ

ト・アプリケーションを選択します。次に、残りのステップを作成して統合を作成しま
す。

a.

インポート・フォーマット、ロケーションおよびディメンション・マッピングを作成
することにより、Oracle ERP Cloud データ・ソースとターゲット・アプリケーショ
ン間の統合マッピングを設定します。
ディメンションのマッピングを参照してください。

b.

メンバーをソースからターゲットにマップします。
メンバーのマッピングを参照してください。

c.

ソースおよびターゲットのオプションを選択します。
データ統合オプションの設定を参照してください。

d.

統合を実行します。
統合の実行を参照してください。

Oracle ERP Cloud での BI Publisher レポートへのドリルダウン
Oracle ERP Cloud で Oracle Business Intelligence Publisher レポートからのデータを統合す
ると、Oracle Enterprise Performance Management Cloud にロードされた勘定科目残高デー
タに関連付けられたソースにドリルダウンできます。
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Oracle ERP Cloud での BI Publisher レポートへのドリルダウン・プロ
セスの説明
Oracle Enterprise Performance Management Cloud から Oracle Business Intelligence
Publisher レポートにドリルダウンする方法の概要を次に示します
1.

ドリルのターゲットとして使用する BI Publisher レポートを定義します。これに
は、問合せ(extract)、データ・モデルおよび必須パラメータが含まれます。
詳細は、次を参照してください:

2.

•

データ抽出プロセスの定義

•

BI Publisher レポート抽出のデータ・モデルの作成

元の BI Publisher レポートに基づく必要なパラメータが含まれたドリルダウン BI
Publisher レポートを作成します。

たとえば、「通貨」や「請求書」を含める場合があります。

結果には、通貨および請求書詳細のパラメータを使用した EPM Cloud からのドリ
ルスルーで使用される「請求書詳細」レポートが示されます:

3.

データ統合で、BI Publisher レポート・データ・ソースを使用するアプリケーショ
ンを作成します。
詳細は、Oracle ERP Cloud アプリケーションの登録を参照してください。
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4.

新しい統合を作成し、ソースとしてのデータ・ソース・アプリケーションおよびターゲッ
ト・アプリケーションを選択します。次に、残りのステップを実行して統合を作成しま
す。

a.

インポート・フォーマット、ロケーションおよびディメンション・マッピングを作成
することにより、Oracle ERP Cloud データ・ソースとターゲット・アプリケーショ
ン間の統合マッピングを設定します。
ディメンションのマッピングを参照してください。

b.

ディメンションのマッピング・ページの「ドリル URL」で、ドリルスルー・レポー
トのパラメータを入力します。
これらのパラメータはワークベンチから参照され、ドリルスルーを動的にします。

c.

メンバーをソースからターゲットにマップします。
メンバーのマッピングを参照してください。

d.

ソースおよびターゲットのオプションを選択します。
データ統合オプションの設定を参照してください。

e.

統合を実行します。
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統合の実行を参照してください。
統合の実行後、ソース・データがワークベンチに表示されます。

5.

ホーム・ページから「ナビゲータ」をクリックし、タスクおよびレポートの「デー
タ」(

)を選択します。

6.

データの入力ページの「ライブラリ」の下から、ロードされたソース・データを含
むフォームを開きます。

7.

ドリルダウン・データを含むセルを選択します。

セルの右上隅のアイコン
を示します。
8.

は、ドリルスルー・データがあること

ドリルダウン・データを含むセルを右クリックし、「ドリル・スルー」を選択しま
す。
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「ドリル・スルー」を選択することによって、EPM Cloud のデータ・フォームから Oracle
ERP Cloud の BI Publisher レポートにドリルできます。
9.

データ・ロード・ページで、「ソースにドリル・スルー」リンクをクリックします。

10. 金額詳細ページで、金額を右クリックして「ソースにドリル・スルー」を選択します。

11. 詳細ページで、ドリルスルーの結果を確認します。
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オプションで、詳細ページの下部までスクロールして、残高を構成する詳細を EPM
Cloud で確認できます。
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Oracle ERP Cloud 統合のセキュリティ役割の要件
Oracle Enterprise Performance Management Cloud との Oracle ERP Cloud 統合のための
Oracle General Ledger のセキュリティ役割の要件は、次のとおりです:
•

統合ユーザーの権限

•

統合ユーザーの事前定義済役割

•

統合ユーザーのカスタム役割

•

ホワイトリスト

統合ユーザーの権限
Oracle General Ledger と Oracle Enterprise Performance Management Cloud の統合に使用
される、Oracle ERP Cloud で必要な統合ユーザーの権限は、次のとおりです:
権限

説明

GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV

Oracle General Ledger からデータを EPM Cloud
にインポートします。
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権限

説明

GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCI EPM Cloud からデータを Oracle General Ledger
AL_REPORTING_PRIV
にライトバックします。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRAT 統合の実行に使用される REST API を実行します
ION_PRIV

統合ユーザーの事前定義済役割
データをインポートする際に、次の事前定義済役割のいずれかを統合ユーザーに割り
当てることができます:
•

一般会計担当

•

仕訳管理職務

•

期間クローズ管理職務

データをインポートおよびライトバックする際に、
「一般会計担当」事前定義済役割を
統合ユーザーに割り当てることができます。

統合ユーザーのカスタム役割
カスタム役割を統合用途に使用して、次の権限を割り当てることができます:
データをインポートする際に、次のカスタム役割のいずれかを統合ユーザーに割り当
てることができます
権限

説明

GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV

Oracle General Ledger からデータを Oracle
Enterprise Performance Management
Cloud にインポートします。

FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEG
RATION_PRIV

統合の実行に使用される REST API を実行し
ます

データをインポートする際に、次のカスタム役割のいずれかを統合ユーザーに割り当
てることができます
権限

説明

GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV

Oracle General Ledger からデータを EPM
Cloud にインポートします。

GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINA EPM Cloud からデータを Oracle General
NCIAL_REPORTING_PRIV
Ledger にライトバックします。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEG
RATION_PRIV

統合の実行に使用される REST API を実行し
ます

ホワイトリスト
Oracle ERP Cloud で IP ホワイトリストを有効にしている場合は、Oracle EPM Cloud
の IP アドレスをリストに追加します。
詳細は、Oracle Cloud アプリケーションによって開始される Web サービス・コールの
IP ホワイトリスト(文書 ID 1903739.1)を参照してください。
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Oracle NetSuite の統合
データ統合は、データを NSPB Sync SuiteApp からロードしようとしている Oracle
Enterprise Performance Management Cloud のお客様のための統合メカニズムとして使用で
きます。データ統合のお客様は、Oracle NetSuite からクラウドベースの ERP、CRM および
コマース・アプリケーションの統合スイートに直接アクセスできます。
統合では、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索フレームワークを使用して、NSPB Sync
SuiteApp システムからデータを問い合せます。

サポート対象の NSPB Sync SuiteApp の保存された検索
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索には、次の保存された検索が含まれています:

ノート:
データ統合で Oracle NetSuite ソース・システムおよび接続情報を指定した後、ソー
ス・システムを初期化して、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索それぞれにつ
いてターゲット・アプリケーション定義を作成する必要があります。メタデータの
保存された検索には保存された検索名に「メタデータ」が含まれ、データの保存さ
れた検索には保存された検索名に「データ」が含まれます。
保存された検索名

ID

タイプ

PBCS 全転記トランザクション最
終期間

サマリー

PBCS 全転記トランザクション最
終期間

詳細

PBCS 全転記トランザクション最
終期間 - 試算表

試算表

PBCS - トランザクションのサマ
リー

customsearch_nspbcs_all_tran トランザクション
sactions_sum

PBCS - トランザクションの詳細

customsearch_nspbcs_all_tran トランザクション
sactions_det

PBCS - 試算表

customsearch_nspbcs_trial_bal トランザクション
ance

PBCS 同期(データ)損益計算書ト customsearch_pbcs_sync_is_cs トランザクション
v
ランザクション[.csv]
PBCS 同期(データ)貸借対照表ト customsearch_pbcs_sync_bs_cs トランザクション
v
ランザクション[.csv]
PBCS 同期(データ)期首残高
[.csv]

customsearch_pbcs_sync_begb トランザクション
al_csv

PBCS 同期(データ)損益計算書ト customsearch_nspbcs_sync_is
ランザクション

トランザクション

PBCS 同期(データ)貸借対照表ト customsearch_nspbcs_sync_bs トランザクション
ランザクション
PBCS 同期(データ)期首残高

customsearch_nspbcs_sync_be トランザクション
gbal

12-79

第 12 章

Oracle NetSuite の統合

保存された検索名

ID

タイプ

PBCS 同期(データ)連結為替レー customsearch_nspbcs_sync_fx 連結為替レート
ト
PBCS 同期(メタデータ)損益計算 customsearch_nspbcs_sync_ac 勘定科目
書勘定科目
ct_inc_stmt
PBCS 同期(メタデータ)貸借対照 customsearch_nspbcs_sync_ac 勘定科目
表勘定科目
ct_bs
PBCS 同期(メタデータ)クラス

customsearch_nspbcs_sync_cla クラス
ss

PBCS 同期(メタデータ)カスタマ customsearch_nspbcs_sync_cu カスタマ
st
PBCS 同期(メタデータ)部門

customsearch_nspbcs_sync_de 部門
pt

PBCS 同期(メタデータ)アイテム

customsearch_nspbcs_sync_ite アイテム
m

PBCS 同期(メタデータ)ロケーシ customsearch_nspbcs_sync_loc ロケーション
ョン
PBCS 同期(メタデータ)プロジェ customsearch_nspbcs_sync_pr プロジェクト
クト
j
PBCS 同期(メタデータ)カスタ
マ・プロジェクト

customsearch_nspbcs_sync_cp プロジェクト
rj

PBCS 同期(メタデータ)子会社

customsearch_nspbcs_sync_su 子会社
b

PBCS 同期(メタデータ)ベンダー customsearch_nspbcs_sync_ve ベンダー
nd

Oracle NetSuite を統合するプロセスの説明
Oracle NetSuite を Oracle Enterprise Performance Management Cloud でデータ・ソー
スとして使用する場合、データ統合では NSPB Sync SuiteApp の保存された検索のフ
レームワークを使用して、Oracle NetSuite のデータを問い合せます。
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索は、基準とフィルタに基づく再利用可能な検索
定義です。たとえば、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索には、最後の期間以降の
一般会計への転記トランザクションがすべて 含まれることがあります。NSPB Sync
SuiteApp の保存された検索内の任意の種類のレコードを、NSPB Sync SuiteApp の保
存された検索に含めたり、その基盤とみなすことができます。検索は、事前パッケー
ジ化済か、ユーザー定義済のいずれかです。要約されたトランザクション詳細を使用
して、すべての 残高が生成されます。
Oracle NetSuite で NSPB Sync SuiteApp の保存された検索を新規作成する場合、保存
された検索 ID に接頭辞 customsearch_nspbcs を含める必要があります。

ノート:
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から生成されたデータは、データの
インポートでのみ使用され、ライトバックでは使用されません。
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次に、Oracle NetSuite データ・ソースからデータをロードするステップをおおまかに示しま
す。
1.

管理者が NSPB Sync SuiteApp の保存された検索をインストールします。これは共有バ
ンドルです。バンドルをインストールする前に、アカウントと共有する必要があります。

2.

次のタスクを実行します(これらのタスクの実行の詳細は、Oracle NetSuite Planning and
Budgeting Cloud Service Sync ガイドのトピックを参照してください。このガイドにア
クセスするには、NetSuite ログインが必要です。)

3.

•

NSPB Sync SuiteApp にアクセスするには、Oracle NetSuite にログインできる必要が
あります。

•

Oracle NetSuite アカウントで必要な機能を有効にします。NSPB Sync SuiteApp の
インストールに必要な機能に関する項を参照してください。

•

SuiteApp をインストールします。NSPB Sync SuiteApp のインストールに関する項
を参照してください。

•

ファイル暗号化パスワードを設定します。ファイル暗号化のためのパスワードの設
定に関する項を参照してください。

•

EPM Cloud ユーザーのユーザー・レコードを作成します。これらのユーザー・レコ
ードには、EPM Cloud 統合役割が必要です。EPM Cloud ユーザー・レコードの作成
に関する項を参照してください。

•

EPM Cloud ユーザーのトークンベース認証を設定します。トークンベースの認証に
関する項を参照してください。

•

シングル・サインオン(SSO)を設定します。NSPB Sync SuiteApp の保存された検索
では、SAML 2.0 を提供する SSO サービスを介してシングル・サインオン(SSO)をサ
ポートしています。SSO アカウントを使用すると、ユーザーは、毎回資格証明を入
力しなくても、NetSuite と EPM Cloud の間を移動できます。これにより、ユーザー
は、EPM Cloud ユーザーのユーザー・レコードの作成に移動できます。Planning へ
のメニュー・ナビゲーションの設定に関する項を参照してください。

データ統合で、Oracle NetSuite へのソース接続を構成します。
このステップには、接続の詳細の指定が含まれます。
詳細は、Oracle NetSuite へのソース接続の構成を参照してください。

4. 「アプリケーションのインポート」ステップを実行して、ユーザーが所有するすべての 保

存された検索の定義をインポートします。

このステップを完了すると、ソース・システム、データ統合によって、ユーザーが所有す
る保存された検索の定義がすべてインポートされます 。保存されたすべての 検索定義を
インポートしない場合、ターゲット・アプリケーションに移動して、保存された検索の定
義を個別に 1 つずつ選択できます。ソース・システムを初めて初期化した場合、増分の保
存された検索の定義もターゲット・アプリケーションに追加できます。
詳細は、Oracle NetSuite データ・ソースの作成を参照してください。
Oracle NetSuite アプリケーションの再初期化の詳細は、Oracle NetSuite アプリケーショ
ンの更新を参照してください。
5.

オプション: 保存された検索内の列をディメンションにマップします。

6.

EPM Cloud アプリケーションをターゲット・アプリケーションとして定義します。
詳細は、次を参照してください EPM Cloud アプリケーションの登録
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7.

保存された検索の列をターゲット EPM Cloud アプリケーション・ディメンション
のディメンションにマップするために、インポート・フォーマットを定義します。
詳細は、ディメンションのマッピングを参照してください。

8.

Oracle NetSuite を指定するドリル URL を定義します。
詳細は、Oracle NetSuite へのドリル・スルーを参照してください。

9.

初期化プロセスの完了後は、ターゲット・アプリケーションを追加するときに、
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索を選択できます。Oracle NetSuite をデー
タ・ソースとして選択すると、選択した Oracle NetSuite ソースからの保存された
検索のリストが表示されます。
「アプリケーション・フィルタ」タブでソース・フィルタ基準を提供することもで
きます。これらのソース・フィルタは、Oracle NetSuite の「基準」と同じであり、
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索からのデータをフィルタします。

10. カレンダ・マッピングのセクションで、Oracle NetSuite 期間を EPM Cloud 期間に

マップするためのソース・マッピング・エントリを定義します。

11. 統合を作成し、NSPB Sync SuiteApp のデータ・ソースをソース・アプリケーショ

ンとして、EPM Cloud アプリケーションをターゲット・アプリケーションとして
指定します。
詳細は、直接統合の作成を参照してください。

12. 期間マッピングを定義します。使用可能なオプションは、明示期間マッピングとデ

フォルト期間マッピングです:

Oracle NetSuite 統合で使用可能な期間マッピングの詳細は、Oracle NetSuite での
期間の管理を参照してください。
13. NSPB Sync SuiteApp のデータ・ソースと EPM Cloud ターゲット・アプリケーシ

ョン間のメンバー・マッピングをマップします。

14. Oracle NetSuite のフィルタおよびオプションを適用します。

詳細は、Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用を参照してください。
15. NSPB Sync SuiteApp のデータ・ソースと EPM Cloud ターゲット・アプリケーシ

ョン間の統合を実行します。

これにより、データが Oracle NetSuite インスタンスからデータ統合に取得され、
データがマップされ、結果がワークベンチに表示されます。マッピングがエラーな
しで成功すると、データはターゲット・アプリケーションにロードされます。
詳細は、統合の実行を参照してください。

Oracle NetSuite へのソース接続の構成
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から Oracle Enterprise Performance
Management Cloud との統合を開始するには、まずタイプが「NetSuite」のソース・シ
ステムを作成および登録します。
ソース・システムと接続情報を指定した後、ソース・システムを初期化して、NSPB
Sync SuiteApp の保存された検索それぞれについてターゲット・アプリケーション・レ
コードを作成します。
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ノート:
統合にアクセスするための、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索のポリシーが
変更されました。EPM Cloud から NSPB Sync SuiteApp の保存された検索への接
続を設定するために、基本認証ではなくトークン・ベース認証が必要になりました。
基本認証資格証明は、リリース 21.06 で読取り専用になります。
Oracle NetSuite へのソース接続の構成の詳細は、Oracle NetSuite へのソース接続の構成を参
照してください。

Oracle NetSuite データ・ソースの作成
ターゲット・アプリケーションにより、統合できるソース・アプリケーションとターゲット・
アプリケーションの構造をデータ管理に格納できます。この方法で、ソース・アプリケーシ
ョンとターゲット・アプリケーションをマップし、インポート基準を指定できます。
Oracle NetSuite の保存された検索結果は、アプリケーション・タイプ「データ・ソース」に
登録されます。初期化中に、Oracle NetSuite ソース・システムで登録されたユーザー名のも
とで使用可能な保存された検索の結果に基づき、データ・ソースが自動的に作成されます。
ターゲット・アプリケーションのオプションで、追加の保存された検索を Oracle NetSuite で
作成でき、次にアプリケーション・ページでカスタムの保存された検索を登録できます。

ノート:
アプリケーション・ページで「リフレッシュ」をクリックして、ソース・システム
をデータ統合で初期化した後で Oracle NetSuite で作成されたすべての 保存された
検索をリフレッシュできます。

ノート:
Oracle NetSuite データ・ソースを作成するときには、ディメンションの詳細が自動
的に移入され、ターゲット・ディメンション・クラス「汎用」に直接マップされま
す。ルールにより、Oracle NetSuite データ・ソースからデータをロードするとき、
ディメンション詳細の変更、追加または削除を実行できません。
Oracle NetSuite データ・ソースの作成の詳細は、Oracle NetSuite アプリケーションの登録を
参照してください。

保存された検索内の列のディメンションへのマップ
Oracle NetSuite アプリケーションに関連付けられるディメンションを管理できます。ディメ
ンションは、ユーザーが業務上の質問に回答できるようにするためにデータを分類する構造
です。通常、それぞれのディメンションには関連するメンバーをグループ化した階層が含ま
れます。よく使用されるディメンションは、顧客、製品および時間です。
保存された検索内の列をマップするには:
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1.

アプリケーション・ページで、Oracle NetSuite アプリケーションの右側にある
をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

2. 「ディメンション」タブを選択します。
3. 「ディメンション名」から、ディメンションの分類先の列のディメンション名を選

択します。

4.

列タイプに基づいて、対応する「ディメンションの分類」ドロップダウンから、列
の分類を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite データ・ソースのターゲット・ディメンションの追
加
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索はデータ・ソースとして格納され、インポー
ト・フォーマットを使用して、そのデータ・ソースと Oracle Enterprise Performance
Management Cloud のターゲット・アプリケーションのディメンションとの間の統合
マッピングを設定できます。
データ・ソース・アプリケーションによって生成されたファイルは、単一列数値や複
数列データなど、サポートされるフォーマットのどれでも可能です。
Oracle NetSuite データ・ソースを選択すると、データ統合によってソースとターゲッ
トの列に自動的に移入されます。
インポート・ファイルにある NSPB Sync SuiteApp の保存された検索データ・ソース
列またはフィールドを、EPM Cloud アプリケーションのディメンションにマップしま
す。
ターゲット・ディメンションを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統
合で使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。

3. 「ファイル・タイプ」で、インポートするファイルのフォーマットを選択します。

使用可能なファイル・フォーマット:
•

区切り - 数値データ

•

複数列 - 数値データ

•

区切り - すべてのデータ 型

•

複数列 - すべてのデータ 型

4. 「ドリル・スルー URL」で、ドリル・スルーに使用する検索タイプ条件を入力しま

す。

5.

ディメンションのマッピング・セクションで、ソース列を選択し、次にターゲッ
ト・ディメンションのドロップダウンからターゲット・ディメンションを選択する
ことによって、ソース列をターゲット・ディメンションにマップします。
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6.

その他のディメンションをマップするには、
「マッピング」セクションで
をクリック
し、次に「ディメンション行の追加」ドロップダウンから、追加するディメンション行を
選択します。

7.

オプション: 「式」で任意のインポート式を追加します。
データ統合には、ほとんどすべてのファイルを データ統合データベースに読み込んで解析
できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」列に高度な
式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込まれた値を演算しま
す。

8. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite アプリケーションのオプションの定義
特定の Oracle NetSuite アプリケーション・プロパティのオプションを定義できます。
アプリケーション・プロパティを指定するには:
1.

アプリケーション・ページで、Oracle NetSuite アプリケーションの右側にある
リックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

をク

2. 「プロパティ名」で、追加または変更する値を「プロパティ値」ドロップダウンから選択

します。

使用可能なプロパティ:
•

Postingperiod - データをロードする転記期間を選択します。

Note:
特定の期間(特定の月など)に基づいてデータをロードする必要がある場合、
期間 ID を含む NSPB Sync SuiteApp 転記期間フィルタを使用します。期
間 ID は転記期間フィルタ内に作成され、データのフィルタ処理に使用され
る NSPB Sync SuiteApp の保存された検索によって戻されます。
Oracle NetSuite では、いくつかのタイプのデータ・フィルタが用意されて
います。名前付き期間(前会計年度など)、特定の開始日と終了日で定義され
たカスタム日付範囲、および数日前、数週間前、数か月前、数四半期前、数
年前または現在から数日後、数週間後、数か月前、数四半期後または数年後
までとして定義された相対的な日付範囲です。フィルタの設定の詳細は、
NetSuite の検索ガイドを参照してください。
•

Mainline - トランザクションのタブで入力されるライン・アイテム・データではな
く、トランザクションの「主要情報」フィールド・グループをロードするには、True
を選択します。それ以外の場合は、False を選択します。

•

Posting

3. 「保存」をクリックします。
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Oracle NetSuite アプリケーション・フィルタの適用
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索で定義される検索基準は、アプリケーション・
フィルタとして自動的に登録されます。必要に応じてフィルタを編集できます。たと
えば、プロパティ・レベルを設定することで、デフォルト値を割り当てたり、エンド・
ユーザーに対してフィルタを非表示にすることができます。
選択した条件を満たすレコードのみがデータ統合に戻るように、Oracle NetSuite の保
存された検索結果にフィルタ条件を適用できます。フィルタ条件は 1 つのみでも、複
数でも指定でき、さらに戻す値も厳密に指定できます。
Oracle NetSuite フィルタ条件を適用するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、Oracle NetSuite 統合の右側にある

ックし、「オプション」を選択します。

をクリ

2. 「フィルタ」タブをクリックします。
3.

フィルタ条件の名前を選択します。

4. 「条件」ドロップダウンから、適用可能な条件を選択します。

フィルタによる適用可能条件は、NSPB Sync SuiteApp の保存された検索から導出
されます。
5. 「値」ドロップダウンから、フィルタを適用する値を選択します。
6. 「保存」をクリックします。

インポート・フォーマットのドリル URL へのフィルタの追加
Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータ管理へのドリル・スル
ーを実行し、続いて NSPB Sync SuiteApp の保存された検索へのドリル・スルーを実
行すると、場合によっては返されるレコードが多すぎることがあります。ガイドライ
ンとして、ドリル・スルーで全レコードの金額を追加する場合は、EPM Cloud でドリ
ル・スルーを開始した時点のデータ・セル上に数値が合計される必要があります。こ
の問題を解決するには、インポート・フォーマットのドリル・スルー URL にフィルタ
を追加します。
フィルタを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統
合で使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。
ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。

3. 「マッピング」セクションで、フィルタとして使用するソース・ディメンション列

を選択し、ターゲット「属性」列にマップします

たとえば、「Subsidiary ID」ソース列を「Attribute 4」行にマップできます。
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4. 「ドリル・スルー URL」で、

をクリックし、追加フィルタのドリル・スルーに使用す
る検索タイプ条件を入力します。
たとえば、追加フィルタとして「Subsidiary ID」を追加する場合は、パラメータのリスト
に&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$と入力します。
この場合、次のようにドリル・スルー URL 定義全体を指定します。
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transactio
n_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$
ATTR4$&Transaction_POSTING=T&

5. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite での期間の管理
Oracle NetSuite から期間をロードする場合、次の 2 つのオプションがあります:
• 「デフォルト」期間マッピング - データ・ロード・ルールに基づいて POV から単一の期間
をロードする場合は、このオプションを使用します。この場合、インポート・フォーマッ
トで期間列をマップしたり、期間マッピングでソース期間マッピングを定義することはあ
りません。データ・ルール内に、「現在の期間」や最後の期間といったソース・フィルタ
を設定できます。たとえば、2018 年 2 月の期間をロードする場合、これを最後の期間と
して設定します。データ・ルールを実行すると、期間はチェックされず、Oracle NetSuite
から抽出するすべてのデータが 、選択した POV にインポートされます。
• 「明示」期間マッピング - 「明示」期間マッピングでは、Oracle NetSuite と Planning の期
間が一致したときに一般会計データのロードが可能になります。複数の期間をロードす
る場合や、ユーザーが POV から期間を選択できないようにする場合は、このオプション
を使用します。
明示期間マッピングを使用するには、インポート・フォーマットで期間列をマップし、ソ
ース期間マッピングを定義します。一般会計期間の列が Oracle NetSuite 期間と正確に一
致している必要があります。次に、データ・ルールで、期間マッピングからカレンダを選
択します。データ・ルールを実行する場合、ロードする開始から終了までの期間を指定し
ます。データ・ルール内に、特定の期間データを抽出するためのフィルタ条件を設定でき
ます(現行会計年度から現行会計四半期期間など)。データ統合によって、検索結果の期間
列が期間マッピング内の期間と照合され、データが適切な期間にロードされます。

Oracle NetSuite データ・ソースのターゲット・ディメンションの追加
NSPB Sync SuiteApp の保存された検索はデータ・ソースとして格納され、インポート・フォ
ーマットを使用して、そのデータ・ソースと Oracle Enterprise Performance Management
Cloud のターゲット・アプリケーションのディメンションとの間の統合マッピングを設定でき
ます。
データ・ソース・アプリケーションによって生成されたファイルは、単一列数値や複数列デ
ータなど、サポートされるフォーマットのどれでも可能です。
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Oracle NetSuite データ・ソースを選択すると、データ統合によってソースとターゲッ
トの列に自動的に移入されます。
インポート・ファイルにある NSPB Sync SuiteApp の保存された検索データ・ソース
列またはフィールドを、EPM Cloud アプリケーションのディメンションにマップしま
す。
インポート・フォーマットを Oracle NetSuite ソースに追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統
合で使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。

3. 「ファイル・タイプ」で、インポートするファイルのフォーマットを選択します。

使用可能なファイル・フォーマット:
•

区切り - 数値データ

•

複数列 - 数値データ

•

区切り - すべてのデータ 型

•

複数列 - すべてのデータ 型

4. 「ドリル・スルー URL」で、ドリル・スルーに使用する検索タイプ条件を入力しま

す。

5.

ディメンションのマッピング・セクションで、ソース列を選択し、次にターゲッ
ト・ディメンションのドロップダウンからターゲット・ディメンションを選択する
ことによって、ソース列をターゲット・ディメンションにマップします。

6.

その他のディメンションをマップするには、
「マッピング」セクションで
をク
リックし、次に「ディメンション行の追加」ドロップダウンから、追加するディメ
ンション行を選択します。

7.

オプション: 「式」で任意のインポート式を追加します。
データ管理には、ほとんどすべてのファイルを データ管理データベースに読み込ん
で解析できる、一連の強力なインポート式が用意されています。フィールドの「式」
列に高度な式を入力します。インポート式は、インポート・ファイルから読み込ま
れた値を演算します。
詳細は、次を参照してください。

8. 「保存」をクリックします。

インポート・フォーマットのドリル URL へのフィルタの追加
Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータ管理へのドリル・スル
ーを実行し、続いて NSPB Sync SuiteApp の保存された検索へのドリル・スルーを実
行すると、場合によっては返されるレコードが多すぎることがあります。ガイドライ
ンとして、ドリル・スルーで全レコードの金額を追加する場合は、EPM Cloud でドリ
ル・スルーを開始した時点のデータ・セル上に数値が合計される必要があります。こ
の問題を解決するには、インポート・フォーマットのドリル・スルー URL にフィルタ
を追加します。
フィルタを追加するには:
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1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメンショ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統合で使
用するインポート・フォーマットの名前を選択します。
ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。

3. 「マッピング」セクションで、フィルタとして使用するソース・ディメンション列を選択

し、ターゲット「属性」列にマップします

たとえば、「Subsidiary ID」ソース列を「Attribute 4」行にマップできます。

4. 「ドリル・スルー URL」で、

をクリックし、追加フィルタのドリル・スルーに使用す
る検索タイプ条件を入力します。
たとえば、追加フィルタとして「Subsidiary ID」を追加する場合は、パラメータのリスト
に&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$と入力します。
この場合、次のようにドリル・スルー URL 定義全体を指定します。
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transactio
n_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$
ATTR4$&Transaction_POSTING=T&

5. 「保存」をクリックします。

Oracle NetSuite へのドリル・スルー
データ統合によって、データ統合内で指定する、外部で使用可能な URL を使用して、Oracle
NetSuite にドリル・スルーできます。
Oracle NetSuite にドリル・バックする場合、データ統合から格納された値をドリル URL のパ
ラメータとして渡すことで、ドリル URL が構築されます。
Oracle NetSuite へのドリル・スルー URL は手動で構成する必要があります。

Oracle NetSuite へのドリル・スルー・パラメータの定義
Oracle NetSuite にドリル・バックするために必要なパラメータについて、次に説明します。
Oracle NetSuite にドリルするためのサーバー URL では、https://<NetSuite Domain>/app/
common/search/searchresults.nl?というドリル URL アドレス・フォーマットが採用されま
す。
詳細側(検索タイプ・コンポーネントを指定する場所)では、Oracle NetSuite へのドリル URL
で次のパラメータが必要です。
•

"検索タイプ"

•

"検索 ID"
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•

オプションとして、追加パラメータを指定して、勘定科目および期間に基づいてド
リルをフィルタできます。

検索タイプ
ドリル・スルー・パラメータ・リストには、
「トランザクション」の検索タイプが含ま
れます。ドリル・スルー URL で次のように指定されます。
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transact
ion_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTME
NT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transa
ction_POSTING=T&
「トランザクション」検索タイプには次のものがあります。
•

Transaction_POSTINGPERIOD

•

Transaction_DEPARTMENT

•

Transaction_SUBSIDIARY

•

Transaction_CLASS

•

Transaction_LOCATION

•

Transaction_INTERNALID

•

Transaction_POSTING=T

検索 ID
ドリル・スルー・リストには検索 ID も含まれます。検索文字列 ID を使用して、パラ
メータを指定します。
Oracle NetSuite の検索定義で値が見つかります。
https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_det。
追加パラメータ
追加パラメータを指定して、勘定科目および期間に基づいてドリルをフィルタできま
す。一般的に使用されるパラメータをいくつか次に示します。
表 12-1 追加のフィルタ・パラメータ
ラベル

パラメータ

値

例

勘定科目

Transaction_ACCOU
NT

勘定科目の内部 ID

&Transaction_ACCO
UNT=54

メイン行

Transaction_MAINLI T または F
NE

期間

Transaction_POSTIN 事前定義された期間の &Transaction_POST
GPERIOD
期間 ID またはキー
INGPERIOD=21 or

&Transaction_MAIN
LINE=T

&Transaction_POST
INGPERIOD=LP
転記中

Transaction_POSTIN T または F
G

&Transaction_POST
ING=T
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表 12-1 (続き) 追加のフィルタ・パラメータ
ラベル

パラメータ

値

子会社

Transaction_SUBSIDI 子会社の内部 ID
ARY

例

&Transaction_SUBS
IDIARY=1

ドリル・スルーでの保存された検索の要件
コンテキスト依存のドリル・スルーを使用するには、保存された検索の検索出力には勘定科
目フィールドと期間フィールドの内部 ID を含める必要があります。Oracle NetSuite で保存
された検索の結果セクションにこれらのフィールドがない場合は、追加できます。

内部 ID の詳細は、NetSuite ヘルプ・センターを参照してください。

ドリル・スルー URL の追加
ドリル・スルー URL を追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメンショ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統合で使
用するインポート・フォーマットの名前を選択します。
ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。

3. 「インポート・フォーマットのサマリー」セクションから、インポート・フォーマットを

選択します。

4.

インポート・フォーマットの詳細セクションで、次に示すように、勘定科目、期間および
トランザクション・タイプの内部 ID を属性列にマップします。
たとえば、保存された検索のドリル URL フォーマットは次のとおりです。
searchtype=Transaction&searchid=<NAME OF SAVED
SEARCH>&Transaction_TYPE&detailname=$<ATTR COLUMN FOR
TRANSACTION
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TYPE>$&Transaction_ACCOUNT=$<ATTR COLUMN FOR
ACCOUNT
ID>$&Transaction_POSTINGPERIOD=$=$<ATTR COLUMN
FOR PERIOD
ID>$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
5.

インポート・フォーマットの詳細セクションの「ドリル URL」で、
クします。

をクリッ

6. 「ドリル・スルー URL」編集ウィンドウで、ドリル・スルーの属性を指定します。

ドリル URL を次のように指定します:
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s
um&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Tra
nsaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINL
INE=F&
7. 「保存」をクリックします。

インポート・フォーマットのドリル URL へのフィルタの追加
Oracle Enterprise Performance Management Cloud からデータ管理へのドリル・スル
ーを実行し、続いて NSPB Sync SuiteApp の保存された検索へのドリル・スルーを実
行すると、場合によっては返されるレコードが多すぎることがあります。ガイドライ
ンとして、ドリル・スルーで全レコードの金額を追加する場合は、EPM Cloud でドリ
ル・スルーを開始した時点のデータ・セル上に数値が合計される必要があります。こ
の問題を解決するには、インポート・フォーマットのドリル・スルー URL にフィルタ
を追加します。
フィルタを追加するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ンションのマッピング」を選択します。

2.

をクリックし、
「ディメ

ディメンションのマッピング・ページで、
「インポート・フォーマット」から、統
合で使用するインポート・フォーマットの名前を選択します。
ユーザー定義のインポート・フォーマット名を追加することもできます。

3. 「マッピング」セクションで、フィルタとして使用するソース・ディメンション列

を選択し、ターゲット「属性」列にマップします

たとえば、「Subsidiary ID」ソース列を「Attribute 4」行にマップできます。

4. 「ドリル・スルー URL」で、

をクリックし、追加フィルタのドリル・スルーに
使用する検索タイプ条件を入力します。
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たとえば、追加フィルタとして「Subsidiary ID」を追加する場合は、パラメータのリスト
に&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$と入力します。
この場合、次のようにドリル・スルー URL 定義全体を指定します。
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transactio
n_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$
ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
5. 「保存」をクリックします。
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13
EPM 統合エージェント
EPM 統合エージェントを使用して、オンプレミス・データ・ソースからデータおよびメタデ
ータを抽出し、そのデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud に直接ロー
ドできます。EPM 統合エージェントでは、オンプレミス・リレーショナル・データベースに
対して問合せを実行し、データまたはメタデータを EPM Cloud にロードします。EPM 統合
エージェントは統合のデータ・ソースとして定義されます。EPM 統合エージェントは、スク
リプトを使用して拡張することもでき、サード・パーティの REST API、リレーショナル以外
のソース、または Jython、Groovy や Java を使用してアクセス可能なシステムを含む、その
他のデータ・ソースにアクセスできます。
EPM 統合エージェントは、同期および非同期の 2 つのモードでデプロイできます。モードに
より、オンプレミス・データと EPM Cloud 間の通信を開く方法が決まります。統合が同期モ
ードで実行されると、EPM Cloud では、クラスタ割当てに基づいて EPM Cloud から適切なエ
ージェントへの直接呼出しが開始されます。統合が非同期モードで実行されると、EPM
Cloud では、実行する統合ジョブをキューに入れます。エージェントは、待機中のジョブを周
期的にポーリングして実行します。
クラスタ割当てを定義することにより、統合ジョブを複数のクラスタに割り当てることがで
きます。クラスタを使用すると、統合ジョブの分散を管理できます。統合ジョブが開始され
ると、システムでは、ジョブが割り当てられた場所をチェックし、クラスタを判別して、ジ
ョブをそのクラスタに割り当てます。ジョブを実行する優先順位は、クラスタによって決ま
ります。
EPM 統合エージェントを使用したソース・データの統合に関するビデオを視聴するには、
EPM 統合エージェントを使用したソース・システム・データの活用を参照してください。
この章は、2 つの項に分かれています。EPM 統合エージェントのインストールと構成の項で
は、企業で EPM 統合エージェントを構成してデプロイするのに必要なステップを説明しま
す。EPM 統合エージェントを使用した EPM Cloud とオンプレミス間の接続の項では、EPM
統合エージェントをオンプレミス・データ・アダプタとともに使用して、オンプレミス・デ
ータ・ソースに接続してデータを取得する方法を説明します。また、同期および非同期モー
ドでクラスタおよび割当てを使用して、統合ジョブを分散する方法も説明します。

EPM 統合エージェントのインストールと構成
この項では、EPM 統合エージェントを Oracle Enterprise Performance Management Cloud に
デプロイするために完了する必要がある設定および構成タスクについて説明します。
クイック参照:
•

EPM 統合エージェントの構成と開始プロセスの説明

•

EPMAgent ZIP のダウンロード

•

アプリケーション・フォルダの作成

•

EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化

•

EPM 統合エージェントの開始パラメータの構成
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•

EPM 統合エージェントの Windows サービスとしての実行

•

EPM 統合エージェントの開始

•

EPM 統合エージェントでのライトバック

•

同期モードの構成

•

EPM 統合エージェントを使用した EPM Cloud とオンプレミス間の接続

EPM 統合エージェントの構成と開始プロセスの説明
次のステップは、EPM 統合エージェントを構成する方法の概要を説明しています。構
成のステップ、および EPM 統合エージェントを開始するステップが含まれます。
1.

JAVA_HOME 環境変数を設定します。
詳細は、JAVA_HOME の設定を参照してください。

2. 「データ統合」ホーム・ページから、EPMAgent ZIP ファイルをダウンロードしま

す。

詳細は、: EPMAgent ZIP のダウンロードを参照してください。
3.

EPMAgent.zip を抽出します。

4.

ジョブが実行のためにキューに配置されたときに、ジョブの抽出方法を指示するの
に使用されるクラスタを作成します。
詳細は、エージェント・クラスタの理解およびクラスタの追加を参照してくださ
い。
デフォルトのクラスタ名は EPMCLUSTER です。

5.

証明書を EPM_AGENT_HOME/cert ディレクトリにインポートします。
Secure Sockets Layer (SSL)証明書の構成を参照してください。
EPM 統合エージェントと Oracle Enterprise Performance Management Cloud の
間の接続では、EPM Cloud 環境で使用される公開キー証明書が使用されます。ユ
ーザーは、EPM Cloud 環境に正常にログインした後に、Web ブラウザからこの証
明書をダウンロードできます。ダウンロードされた証明書(CER ファイル)は、
AGENT_HOME/cert ディレクトリにコピーされて、EPM 統合エージェントに提供さ
れる必要があります。

6.

デフォルトでは、EPM 統合エージェントには Oracle の JDBC ドライバが含まれま
す。
SQL Server 用の Microsoft JDBC ドライバが必要な場合は、EPM 統合エージェン
トでの SQL Server 用の Microsoft JDBC ドライバの構成を参照してください。
その他のソース用の JDBC ドライバが必要な場合は、そのドライバをダウンロー
ドしてインストールします。

7.

アプリケーション・フォルダを作成します。
詳細は、アプリケーション・フォルダの作成を参照してください。

8.

EPM エージェント・ユーティリティ を使用して、EPM Cloud ユーザー・パスワー
ドを暗号化します。
暗号化されたパスワードをコピーして保存します。(次のステップでパラメータと
して追加します。
)
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詳細は、EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化を参照してください。
9.

EPM 統合エージェントの開始パラメータを構成します。
詳細は、EPM 統合エージェントの開始パラメータの構成を参照してください。

10. EPM 統合エージェントを Windows サービスとして実行します。

詳細は、EPM 統合エージェントの Windows サービスとしての実行を参照してください。
エージェントを開始するのに Windows サービスを使用しない場合は、かわりに、次のス
テップで説明する bat ファイルを使用します。
11. EPM 統合エージェントを開始します。

詳細は、EPM 統合エージェントの開始を参照してください。
12. 同期モードを構成します。

詳細は、同期モードの構成を参照してください。
13. 統合フローを選択します。

統合フローは、同期モードまたは非同期モードのいずれかです。モードにより、エージェ
ントが EPM Cloud を操作する方法を定義します。EPM Cloud から EPM 統合エージェン
トへの直接呼出しによる操作か、または、EPM 統合エージェントでのポーリングによっ
てデータの EPM Cloud 要求が送信された時期を判断する操作のいずれかです。

JAVA_HOME の設定
JAVA_HOME 環境変数は、コンピュータ上で Java Runtime Environment (JRE)がインストール
されているディレクトリを指します。
次のタスクは、Windows または UNIX システムに JAVA_HOME を設定するのに必要です。
Windows システムに JAVA_HOME を設定するには:
1. 「マイ コンピュータ」を右クリックして、
「プロパティ」を選択します。
2. 「詳細」タブで「環境変数」を選択し、Java Runtime Environment (JRE)の場所を指すよ

うに JAVA_HOME を編集します。

たとえば、次のように指定できます: C:\Program Files\Java\jdk1.8\jre
JRE は Java Development Kit (JDK)の一部ですが、個別にダウンロードできます。
UNIX システムに JAVA_HOME を設定するには:
Korn および bash シェルの場合は、次のように指定します:
export JAVA_HOME=jdk-install-dir
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Bourne シェルの場合は、次のように指定します:
JAVA_HOME=jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
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C シェルの場合は、次のように指定します:
setenv JAVA_HOME jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

EPMAgent ZIP のダウンロード
EMPAgent ZIP ファイルをダウンロードするには:
1.

ホーム・ページから、
「アプリケーション」(

2. 「データ交換」(
3.

)をクリックします。

)をクリックし、「データ統合」タブを選択します。

オプションで、
「ナビゲータ」(
)をクリックし、「アプリケーション」から「デ
)を選択して、データ統合を起動できます。
ータ交換」(

4. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「エージェント

のダウンロード」を選択します。

5.

ファイル・マネージャ・ページから、EPMAgent ZIP を宛先フォルダに抽出しま
す。
宛先フォルダは AGENT_HOME です。

アプリケーション・フォルダの作成
EPMAgent.zip を Agent Home ディレクトリにダウンロードして抽出した後に、
createAppFolder.bat を使用して、データ・ログおよび構成ファイルを格納するため
のアプリケーション・フォルダ構造を作成します。構成ファイルには、すべての 初期
化パラメータが含まれます。
次のイメージは、config、data、logs および scripts という名前のフォルダを含むアプ
リケーション・フォルダを示します。

アプリケーション・フォルダ構造を作成するには:
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1.

コマンド・プロンプトで、cd AGENT HOME/bin directory と入力して作業ディレクトリ
を変更します。
AGENT HOME は、EPMAgent.zip を抽出したディレクトリです。

2.

コマンド・プロンプトで、createAppFolder.bat C:\EPMAgentData と入力します。
createAppFolder.bat の実行が完了すると、アプリケーション・フォルダの作成スクリプ
トが完了しましたというメッセージが表示されます。
createappfolder.bat を実行すると、スクリプトにより、移入された EPM_AGENT_HOME お
よび EPM_APP_DATA_HOME パラメータを含む INI ファイルが作成されます。

Secure Sockets Layer (SSL)証明書の構成
Oracle Enterprise Performance Management Cloud で使用する Secure Sockets Layer (SSL)
証明書を構成するには、次のステップを使用します。SSL は、Web サーバーとブラウザ間で
暗号化されたリンクを作成する標準的なセキュリティ・テクノロジです。このリンクにより、
Web サーバーとブラウザ間で渡されるすべてのデータがプライベートかつ 完全になります。

ノート:
証明書は指定した期間のみ有効です。証明書が失効した場合は、証明書を更新しま
す。

SSL 証明書を構成するには:
1.

EPM Cloud インスタンスにログインします。

ノート:
ユーザーが EPM Cloud 環境にログインした後に、証明書をダウンロードする必
要があります。

次の例は、Mozilla Firefox ブラウザのダウンロード情報を示しています。
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2.

南京錠アイコンをクリックします。

3.

サイト情報ページから、「接続」をクリックします。

4. 「サイトのセキュリティ」ページから、
「詳細を表示」をクリックします。

5. 「ページ情報」から、
「証明書を表示」をクリックします。
6. 「証明書ビューアー」から、
「詳細」タブをクリックします。
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7.

階層内のドメインを選択し、「エクスポート」をクリックします。

8. 「証明書をファイルに保存」ページから、証明書ファイルを AGENT_HOME\cert ディレクト

リにエクスポートします。
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ノート:
証明書は、EPM Cloud と EPM 統合エージェント間の暗号化された接続
を使用可能にするのに必要です。選択した EPM Cloud 環境から EPM 統
合エージェントを切断する場合は、 AGENT_HOME\cert ディレクトリから
証明書を削除します。これにより、EPM 統合エージェントは、証明書に
関連付けられた EPM Cloud 環境への HTTPS 呼出しからブロックされま
す。

EPM 統合エージェントでの SQL Server 用の Microsoft JDBC
ドライバの構成
Microsoft Java Database Connectivity (JDBC)ドライバを使用して EPM 統合エージェ
ントで SQL Server に接続する場合、この項では、ドライバをダウンロードして構成す
る方法を説明します。
SQL Server 用の Microsoft JDBC ドライバを構成するには:
1.

次の Web サイトから SQL サーバー jar をダウンロードして解凍します: SQL
Server 用の Microsoft JDBC ドライバのダウンロード
ドライバは、JRE8 と互換性のあるドライバであることが必要です。

2.

jar ファイル mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar を EPM_AGENT_HOME/lib ディレクトリに
コピーします。
たとえば、jar ファイルを C:\EPMAgent\lib ディレクトリにコピーします。
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3.

agentparams.ini ファイルに CUSTOM_CLASS_PATH パラメータを設定して、EPM 統
合エージェントの mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar の場所を指定します。
たとえば、CUSTOM_CLASS_PATH=C:\EPMAgent\lib\mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar と指定し
ます
agentparams.ini ファイルへのパラメータの設定の詳細は、EPM 統合エージェントの開
始パラメータの構成を参照してください。

4.

データ・ソース・アプリケーション・フィルタに JDBC_URL を指定します。
JDBC_URL は次のフォーマットである必要があります:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname

5.

アプリケーション・フィルタに JDBC_URL を指定します。
JDBC_URL は次のフォーマットである必要があります:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname

EPM 統合エージェントでの SQL データ・ソース用のカスタム
JDBC ドライバの構成
EPM 統合エージェントを使用する場合、タイプ 3 およびタイプ 4 に準拠した JDBC ドライバ
を使用して、データ・ソースへの接続を確立し、問合せを実行して、結果を抽出できるよう
になりました。システムでは JDBC ドライバを使用するためのフレームワークのみが提供さ
れ、個々のドライバは保証されません。ドライバに特別な要件がある場合も、カスタム・ス
クリプトを作成する必要があります。
SQL Server 用のタイプ 3 またはタイプ 4 準拠の JDBC ドライバを構成するには:
1.

タイプ 3 またはタイプ 4 の JDBC ドライバをダウンロードします。

2.

jar ファイルを EPM_AGENT_HOME/lib ディレクトリにコピーします。
たとえば、mysql-connector-java-8.0.22.jar をコピーして C:\EPMAgent\lib ディレク
トリに貼り付けます。

3.

agentparams.ini ファイルに CUSTOM_CLASS_PATH パラメータを設定して、EPM 統
合エージェントの jar ファイルの場所を指定します。
たとえば、次のように指定します: CUSTOM_CLASS_PATH=../lib/mysql-connectorjava-8.0.22.jar
agentparams.ini ファイルへのパラメータの設定の詳細は、EPM 統合エージェントの開
始パラメータの構成を参照してください。

4.

アプリケーション詳細で JDBC_URL を指定します。
JDBC_URL は次のフォーマットである必要があります:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
次の例は、JDBC Driver および JDBC URL を入力する方法を示しています:
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EPM 統合エージェントの開始パラメータの構成
EPM 統合エージェントの Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL お
よび EPM Cloud ドメインの開始パラメータは、agentparams.ini ファイルに定義され
ます。

ノート:
EPM 統合エージェントの開始パラメータを定義する前に、移入された
EPM_AGENT_HOME および EPM_APP_DATA_HOME パラメータを含む INI ファイル
を作成する、createAppFolder.bat を実行します。詳細は、アプリケーショ
ン・フォルダの作成を参照してください。
EPM Cloud ユーザーが使用するパスワードを暗号化するには、
ecryptpassword.bat を実行する必要があります。詳細は、EPM Cloud ユー
ザー・パスワードの暗号化を参照してください。

EPM 統合エージェントで使用する開始パラメータを構成するには:
1.

C:\EPMAgentData\config ディレクトリに移動します。

2.

テキスト・エディタ(Notepad など)を使用して、agentparams.ini ファイルをダブ
ルクリックして開きます。
テキスト・ファイルに agentparams.ini ファイルが開きます:
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3.

EPM_AGENT_HOME はエージェントのホーム・ディレクトリの名前です。このフォルダには、
bin および lib フォルダが含まれます。
createappfolder.bat を実行すると、スクリプトにより、移入された EPM_AGENT_HOME パ
ラメータが自動的に作成されます。
フォルダの名前を変更すると、エージェントは新しいロケーションから実行され、ファイ
ルは新しい EPM_APP_DATA_HOME フォルダに作成されます。
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4.

EPM_APP_DATA_HOME はアプリケーション・データ・フォルダの名前で、config、log
および script フォルダが含まれます。また、config フォルダには、SSL 証明書を格
納するための証明書フォルダも含まれます。
createappfolder.bat を実行すると、スクリプトにより、移入された
EPM_APP_DATA_HOME パラメータを含む INI ファイルが作成されます。

5.

AGENT_NAME で、EPM 統合エージェントの一意の名前を指定します。
名前には文字と数字のみ使用できます。 AGENT_NAME に記号または空白を含める
ことはできません。

6.

CLUSTER で、エージェントが属するクラスタの名前を指定します。
名前には英数字のみ使用できます。記号(@)やアンパサンド(&)などの特殊記号は
使用しないでください。クラスタの作成後は、名前を変更できません。
デフォルトのクラスタ名は EPMCLUSTER です。

ノート:
クラスタの名前は、ここで参照される前に、データ統合ですでに定義さ
れている必要があります。詳細は、クラスタの追加を参照してください。

このパラメータは必須です。
7.

PORT で、EPM 統合エージェントが実行されるポート番号を指定します。
このパラメータは必須です。

8.

CLOUD_URL で、エージェントを認証して開始するのに使用される EPM Cloud
URL を指定します。
これは、次の例に示すように、エージェントに関連付けられた EPM インスタンス
の URL です:
https://example-pbcs.us1.oraclecloud.com

ノート:
Cloud_URL の最後に、"epmcloud"または"HyperionPlanning"を含めない
でください。
このパラメータは必須です。
9.

CLOUD_DOMAIN で、EPM Cloud URL の一意の名前を指定します。
アイデンティティ ・ドメインは、サービス・インスタンスへのアクセスを必要とす
るユーザーのアカウントを制御します。また、権限を持つユーザーがアクセスでき
る機能を制御します。サービス・インスタンスはアイデンティティ ・ドメインに属
します。
管理者はユーザーに表示されるドメイン名を更新できますが、データ管理は、お客
様がサービスの契約をした際に指定された元のドメイン名を必要とします。デー
タ管理から EPM Cloud 接続を設定している場合は、ドメイン別名は使用できませ
ん。
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ノート:
Gen 2 データ・センター以外は、CLOUD_DOMAIN パラメータが必要です。
10. CLOUD_USER_NAME で、EPM Cloud 環境に存在する管理者ユーザー名を指定します。

ユーザー名は、SSO ユーザー名ではなく、ネイティブ・ユーザーである必要があります。
このパラメータは必須です。
11. CLOUD_PASSWORD で、管理者ユーザー用の暗号化されたパスワード文字列を指定し

ます。

encryptpassword.bat (Windows の場合)または ecryptpassword.sh (Linux の場合)を実
行して、EPM Cloud ユーザー用のパスワードを暗号化し、暗号化されたパスワード文字
列を取得できます。詳細は、EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化を参照してくだ
さい。
このパラメータは必須です。
12. LOG_LEVEL で、ローカル EPM 統合エージェントのログ・レベルを指定します。

有効なログ・レベルは次のとおりです:
•

すべて — 最も詳細なレベルを表示し、すべてのログ 文を印刷します。

•

情報 — 選択された重要なログを印刷します。

•

エラー — 最小ロギングを実行し、致命的エラーのみ印刷されます。

すべてのログは 、 APPDATA_HOME\logs フォルダ内のファイルに書き込まれます。
このパラメータはオプションです。「すべて 」がデフォルトのログ・レベルです。
13. POLL_INTERVAL で、非同期モードで待機してポーリングする時間間隔を指定します。

時間間隔は秒で指定されます。デフォルトの時間間隔は 120 秒です。
14. REGISTER_WITH_IP で、ホスト名を持つエージェントを登録するには N を指定します。

IP アドレスを持つエージェントを登録するには Y を指定します。
このパラメータはオプションです。

15. EXECUTION_POOL_SIZE で、並列で実行できるジョブの数を指定します。

デフォルトの実行プール・サイズは 2 です。
このパラメータはオプションです。
16. JYTHON_HOME で、
Jython がインストールされている最上位レベルのディレクトリを指

定します。

これは、Jython をスクリプト言語として使用している場合のみ必要です。
17. GROOVY_HOME で、Groovy がインストールされている最上位レベルのディレクトリを

指定します。

これは、Groovy をスクリプト言語として使用している場合のみ必要です。
18. CUSTOM_MEM_ARGS で、カスタム・メモリー引数を使用して Java に渡す標準メモリ

ー引数を上書きするための変数を指定します。

たとえば、パラメータ CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m では、128 MB が当初の最
小メモリー・サイズで、4096 MB が最大メモリー・サイズです。
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このパラメータはオプションです。
19. CUSTOM_JAVA_OPTIONS で、追加の Java ランタイム・パラメータを指定しま

す。

CUSTOM_JAVA_OPTIONS 設定は、EPM 統合エージェントがプロキシ認証メソッ
ドを使用するように構成することもできます。
システムでは次の認証メソッドがサポートされています:
•

単純

•

基本

•

ダイジェスト

•

NTLM

プロキシ認証メソッドを使用する場合は、プロキシ認証メソッドに基づいて、プロ
キシ・ホスト名、プロキシ・ポート、プロキシ・ユーザー名および暗号化パスワー
ドをこのフィールドに指定します。
単純プロキシ認証メソッド:
単純プロキシ認証を有効にするには、上部の「NTLM_PROXY_AUTH」フィール
ドを「N」に設定し、「CUSTOM_JAVA_OPTIONS」に次のパラメータを含めま
す:
HTTP の場合は、-Dhttp.proxyHost=proxy.example.com -Dhttp.proxyPort=80 と
指定します
HTTPS の場合は、-Dhttps.proxyHost=proxy.example.com Dhttps.proxyPort=443 と指定します
基本またはダイジェスト・プロキシ認証メソッド:
基本またはダイジェスト・プロキシ認証を有効にするには、上部の
「NTLM_PROXY_AUTH」フィールドを「N」に設定し、
「CUSTOM_JAVA_OPTIONS」に次のパラメータを含めます:
-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser= username DproxyPassword= encryptedpassword
NTLM プロキシ認証メソッド:
NTML プロキシ認証を有効にするには、
「NTLM_PROXY_AUTH」フィールドを
「Y」に設定し、「CUSTOM_JAVA_OPTIONS」のパラメータに次を含めます:
-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser=username DproxyPassword=encryptedpassword -DproxyDomain=domain
20. CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME で、EpmAgentInterface を実装する

custom.jar のクラスの完全修飾クラス名を指定します。

たとえば、com.mycompany.agent.implementation.MyImplementation と指定しま
す。
このパラメータはオプションです。
21. CUSTOM_CLASS_PATH で、jar のフルパスおよび名前を指定します(例:

C:\AgentDeployment\agenthome\myJarFolder\custom.jar)
このパラメータはオプションです。
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Microsoft Java Database Connectivity (JDBC)ドライバを使用して EPM 統合エージェン
トで SQL Server に接続する場合は、EPM 統合エージェントでの SQL Server 用の
Microsoft JDBC ドライバの構成を参照してください。
22. NTLM プロキシ認証メソッドを使用するには、
NTLM_PROXY_AUTH で Y を指定します。

NTLM プロキシ認証を使用する場合は、CUSTOM_JAVA_OPTIONS でさらにプロキシ・
パラメータを指定する必要があります。
基本またはダイジェスト・プロキシ認証を使用する場合、またはプロキシ認証を使用しな
い場合は、N を指定します。

ノート:
スクリプトに Jython または Groovy を使用する場合は、JYTHON_HOME また
は GROOVY_HOME を設定します。
拡張機能にカスタム Java を使用する場合は、CUSTOM_JAVA_OPTIONS、
CUSTOM_INTERFACE_CLASS を設定します。
23. AMW_IDLE_TIME で、自動化されたメンテナンス・ウィンドウ(AMW)のダウンタイム中

または未スケジュールのメンテナンス中に非同期モードで実行するエージェントのアイ
ドル時間値を指定します。

AMW_IDLE_TIME パラメータ値は分単位で設定され、デフォルト設定は 15 分です。より
長いアイドル時間を定義することが可能ですが、15 分よりも短いアイドル時間の値は指
定できません。AMW ダウンタイムは連続した時間間隔で、この間にビジネス・プロセス
の自動化されたメンテナンス・タスクが実行されます。
24. agentparams.ini ファイルへの変更を保存します。

開始パラメータを定義した場合は、エージェントを開始できない場合に EPM 統合エージ
ェントの開始パラメータまたはネットワーク接続の問題を特定できる診断モードで、
EPM 統合エージェントを実行できます。詳細は、診断モードでの EPM 統合エージェント
の実行を参照してください。

EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化
encryptpassword.bat を使用して、INI ファイルで参照される Oracle Enterprise Performance
Management Cloud ユーザー・パスワードを暗号化できます。
EPM Cloud ユーザー・パスワードを暗号化するには:
1.

コマンド・プロンプトで次のように入力します:
Agent Home\EPMAgent\bin\encryptpassword.bat

ノート:
Linux ユーザーは次のように入力します:
Agent Home\EPMAgent\bin\encryptpassword.sh
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EPM パスワード・ユーティリティが 起動したら、クラウド・パスワードの入力に
パスワードを入力し、[Enter]を押します。
エージェントのパスワード・エンコーダによって、文字の置換に基づく不明瞭化ア
ルゴリズムが使用されます。エンコーダでは、次の文字のみがサポートされます:
•

A

•

B

•

C

•

D

•

E

•

F

•

G

•

H

•

I

•

J

•

K

•

L

•

M

•

N

•

O

•

P

•

Q

•

R

•

S

•

T

•

U

•

V

•

X

•

Y

•

Z

•

a

•

b

•

c

•

d

•

e

•

f

•

g

•

h
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•

i

•

j

•

k

•

l

•

m

•

n

•

o

•

p

•

q

•

r

•

s

•

t

•

u

•

v

•

w

•

x

•

y

•

z

•

0

•

1

•

2

•

3

•

4

•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

~

•

!

•

@

•

#

•

$

•

?

•

*

•

(

•

)
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2.

•

_

•

+

•

,

•

/

•

<

暗号化パスワード:の後に表示される暗号化パスワードをコピーします。

EPM 統合エージェントの開始に使用される INI の CLOUD_PASSWORD パラメータに、
暗号化パスワードを貼り付けます。

EPM 統合エージェントの Windows サービスとしての実行
EPM 統合エージェントは Windows サービスとしてインストールできるため、ユーザ
ーはエージェントを独自の Windows セッションで実行できます。このサービスは、コ
ンピュータの起動時に自動的に開始でき、一時停止や再起動も可能で、ユーザー・イ
ンタフェースは表示されません。Linux コンピュータでは、EPM 統合エージェントは
バックグラウンド・プロセスとして開始されます。
次の点に注意してください。
•

インストールされると、Windows サービス・コンソールからサービスを Windows
サービスとして開始および停止できます。

•

異なるサービス名、エージェント名およびポートを持つ複数のエージェント・サー
ビスを作成して、同時に実行できます。

•

実行時、サービス・ログは、<serviceName>_<agent_name>_Service_<date>.log
という名前で、エージェントの EPM_APP_DATA_HOME\logs フォルダにあります。こ
のログには、エージェントのすべてのコンソール 出力が含まれます。

•

ヘルプを表示するには、オプション EPMAgentService.exe -help を使用するか、
Windows エクスプローラーで EPMAgentService.exe をダブルクリックします。

•

サービスの開始後は、常にログ・ファイルをチェックしてください。

•

エージェント名は params.ini ファイルに指定される必要があります。Install コマ
ンドにパラメータとして渡すことはできません。

エージェントを Windows サービスとしてインストールするには、コマンド・プロンプ
トから次のコマンドを発行して、bin フォルダにある EPMAgentService.exe インスト
ーラを実行します:
EPMAgentService.exe -install service_name
path_to_agent_startup_parameter_file
•

service_name: エージェントの Window サービスの一意の名前を指定します。文
字および数字を使用できます。スペースおよび 特殊文字は使用できません。

•

path_to_agent_startup_parameter_file: 開始時に使用される agentparams.ini
ファイルが格納されているディレクトリのフルパスを指定します。
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たとえば、次のように指定できます: C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
Windows サービスとしてのエージェントをアンインストールするには 、コマンド・プロンプ
トから次のコマンドを実行します:
EPMAgentService.exe -uninstall serivce_name

EPM 統合エージェントの開始
EPM 統合エージェントは、コマンドラインから、EPM 統合エージェントの名前とファイル
名、および開始時に使用される INI ファイルのフルパスを指定して開始できます。
開始時に、エージェントでは、選択した Oracle Enterprise Performance Management Cloud
URL への認証呼出しを実行して、ユーザーの資格証明を認証します。認証に成功すると、
EPM 統合エージェントは、エージェントのホストとポートを EPM Cloud 環境のデータベー
スに格納することによって、EPM Cloud 環境に登録されます。

ノート:
Windows サービスを使用してエージェントを開始する場合は、Windows サービス・
コンソールを使用します。詳細は、EPM 統合エージェントの Windows サービスと
しての実行を参照してください。エージェントを開始するのに Windows サービス
を使用しない場合は、かわりに、次のステップで説明する bat ファイルを使用しま
す。

EPM 統合エージェントを開始するには:
1. 「スタート」メニュー(Windows 10 および Windows 7)または「スタート」画面(Windows

8.1)から、コマンド・プロンプトを起動します。
管理者としてコマンド・プロンプトを実行するには、ショートカットを右クリックまたは
タップしたままサブメニューを開き、「管理者として実行」をクリックまたはタップしま
す。
2.

2 つのパラメータがある次のコマンドを入力します:
epmagent.bat Agent Name ini Parameter file name
•

Agent Name : エージェントの一意の名前を指定します。文字および数字を使用でき
ます。スペースおよび 特殊文字は使用できません。
Agent Name パラメータは、agentparams.ini ファイルに指定されている場合は無視
できます。

•

ini Parameter file name : 開始時に使用される agentparams.ini ファイルのフル
パスを使用したファイル名。

たとえば、エージェント名が agentparams.ini に指定されている場合は、次のように入
力します:
epmagent.bat C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
エージェント名が agentparams.ini に指定されていない場合は、次のように入力します:
epmagent.bat myagentname C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
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診断モードでの EPM 統合エージェントの実行
EPM 統合エージェントを診断モードで実行すると、EPM 統合エージェントを開始でき
ないとき、エージェントの開始パラメータやネットワーク接続に関する問題を識別す
る方法が提供されます。診断モードを使用すると、システムでエージェントの開始フ
ァイル内のパラメータに対して一連の検証を実行できます。エラーや無効なパラメー
タが検出されると、そのパラメータに関連するエラーが表示されます。
たとえば、クラウド・パスワードが暗号化されていない場合、メッセージ「Invalid
CLOUD_PASSWORD.Please use the encryptpassword utility to generate the
CLOUD_PASSWORD」が次のように表示されます:

Note:
診断モードでは、エージェントは EPM Cloud に登録されませんが、元の開始
ファイルは一時ディレクトリにバックアップされます。
検証には次のチェックが含まれます:
•

SSL 証明書

•

インターネットへのエージェント接続。エージェントから oracle.com へのテスト
呼出しを含みます。

•

エージェント内での EPM Cloud URL へのエージェント接続。

•

お客様の環境でプロキシが有効になっている場合、プロキシ・タイプ(基本、ダイ
ジェストまたは NTML)

•

Linux/Mac OS の開始パラメータ・ファイル・エントリで二重引用符が使用されて
いること。二重引用符を使用すると、シェルでドル記号($)、バッククォート(`)、
バックスラッシュ(\)および感嘆符(!)を解釈できます

•

エージェントのパラメータ・ファイルでパスワードが暗号化されていること。
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•

パラメータの前または後ろの空白。空白が検出された場合、それらは削除され、パラメー
タ・ファイルが更新されます。

•

ファイルで指定されているコメント。コメント行が検出された場合、診断モードの実行後
に削除されます。

EPM 統合エージェントを診断モードで実行するには:
1. 「スタート」メニュー(Windows 10 および Windows 7)または「スタート」画面(Windows

8.1)から、コマンド実行ダイアログのプロンプトを起動します。
2.

コマンド実行プロンプトで、EPM 統合エージェントを開始します。
たとえば、C:\EPMagent\bin\epmagent.bat と入力します。

3.

コマンド実行プロンプトで、-d <path to startup parameters>と入力して、エー
ジェントを診断モードで実行します
たとえば、-d C:\EPMAgentData\yol\config\agentparams.ini と入力します

同期モードの構成
同期モードで、Oracle Enterprise Performance Management Cloud からのインバウンド通信
を有効にするゲートウェイとして Web サーバーを構成します。
一般的なデプロイメント・モデルは次に示します:
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ノート:
同期モードの詳細は、EPM 統合エージェントの理解およびエージェント・ク
ラスタの理解を参照してください。
Web サーバーを同期モードのゲートウェイとして構成するには:
1.

CA からの信頼できる証明書を使用する HTTPS Web サーバーを構成します。

2.

context/epmagent の要求をエージェント URL にルーティングするために、Web
サーバー構成にリバース・プロキシを定義します。
たとえば、Apache サーバーを使用している場合は、次のエントリを httpd.conf フ
ァイルに追加します:

VirtualHost *:443
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ProxyPreserveHost On
ProxyPass /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
ProxyPassReverse /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
/VirtualHost
3. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「エージェント」を選

択します。

4. 「エージェント・クラスタ」画面から、エージェントの名前を選択します。
5. 「エージェント」タブの「Web URL」で、次のように Web URL を定義します:

https://WebServer URL
次のイメージは、「エージェント」タブの「Web URL」フィールドを示します。

6.

エージェントが複数ある場合は、次のようにプロキシ設定を定義します:
agent1/epmagent
agent2/epmagent

http://Agent Server:9090/epmagent
http://Agent Server2:9090/epmagent

「エージェント」タブで、次のように Web URL を定義します:
https://WebServer URL/agent1
https://WebServer URL/agent2

ノート:
使用しているネットワークおよび Web サーバー管理を操作して、Web サーバーお
よびプロキシ構成を構成することをお薦めします。

EPM 統合エージェントを使用した EPM Cloud とオン
プレミス間の接続
この項では、EPM 統合エージェントを使用して、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud アプリケーションとオンプレミス・データ・ソース間の接続を拡張する方法を説明しま
す。
クイック参照:
•

オンプレミス・データ・ソースからのデータの抽出

•

事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタの使用

•

ドリルダウンの作成

•

EPM 統合エージェントの理解
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•

エージェント・クラスタの理解

•

EPM 統合エージェントでのライトバック

•

EPM 統合エージェント・スクリプト

ノート:
EPM 統合エージェントのインストールおよび構成の詳細は、EPM 統合エー
ジェントのインストールと構成を参照してください。

EPM 統合エージェントの使用
EPM 統合エージェントは、オンプレミスまたは任意のシステム(サード・パーティのク
ラウドなど)からデータやメタデータを抽出して変換し、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud に提供する完全に統合されたソリューションです。
カスタム SQL 問合せまたは事前パッケージ化済問合せを使用して、接続してオンプレ
ミス・データ・ソースからデータをロードし、EBS および PeopleSoft General Ledger
からデータをインポートできます。
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データ統合ステータスのレビューと結果の表示
ワークフロー・プロセス中はいつでも、ロード対象のデータのステータスや品質を評価する
ために、統合をレビューおよび検証できます。
「プロセスの詳細」およびワークベンチは、ソ
ース・システムのデータのインポート、表示と確認、およびエクスポートを行うフレームワ
ークを提供します。

プロセス詳細の表示
「プロセスの詳細」を使用して、発行した統合のステータスとログを表示します。

プロセスの詳細を表示するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」ドロップダウンから、
「プロセスの詳細」

を選択します。

特定の統合のプロセスの詳細を表示するには、データ統合の右側にある
し、「プロセスの詳細」を選択します。
2.

をクリック

統合の「プロセス ID」を選択すると、発行した統合のステータスが表示されます。
「プロセスの詳細」ページに、統合に関して実行されたプロセスが表示されます。プロセ
スごとに次の列が表示されます:
•

プロセス ID - 発行した統合ごとにシステムにより生成される識別番号

•

(ステータス) - プロセスのステータスを示すビジュアル・インディケータが表示され
ます。アイコンの上にカーソルを置くと、画面のヒントが表示されます。
使用可能なステータス:

•

–

- データ統合は正常に処理されました。

–

- データ統合は正常に完了しませんでした。

–

- 統合は処理されましたが、警告があります。

ログ をクリックすると、発行した統合のログが表示されます。統合ごとに、ス
テータス、プロセス・ステップ、プロセス開始時間およびプロセス終了時間がログに
表示されます。
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•

出力ファイル - 統合の出力ファイルが生成されると、このフィールドに
表示されます。

が

データ・ファイルをエクスポートするためのオプションが有効になっている場
合、出力ファイルが生成されます。データ・ファイルの名前は<target
application name>_<process ID>.dat で、<application root folder>/outbox ディ
レクトリに書き込まれます。「プロセスの詳細」ページから出力ファイルを開
くと、出力ファイルが pdf 形式で使用可能になります。出力ファイルを開く、
または保存するには、

をクリックします。

出力ファイルには、データをロードしたときに拒否されたデータ・セル、交差
および拒否理由を示す検証エラー・レポートが含まれることもあります。検証
エラー・レポート・オプションは、検証失敗の理由を表示ターゲット・オプシ
ョンが有効な場合にのみ有効です。ターゲット・オプションの定義を参照して
ください。
統合の実行ステップでデータ・ロードが失敗すると、エラー・メッセージ出力
ファイルが生成され、このフィールドで使用できるようになります。詳細は、
エラー・メッセージ出力ファイルの表示を参照してください。
•

処理者 - 統合を発行したユーザーの ID。

•

ODI セッション番号 - Oracle Data Integrator 内のセッション番号。これを使
用して Oracle Data Integrator 内のセッションを検索できます。

ノート:
ODI セッション番号は、データがオフライン実行中に処理される場合
のみ「プロセスの詳細」に存在します。
•

出力

•

エラー・メッセージ - 発行した統合が失敗した理由が表示されます。

•

最終実行 - 発行した統合の最終実行日が表示されます。

エラー・メッセージ出力ファイルの表示
データを Planning にエクスポートする際に、データのロード・ステップで発生したエ
ラー・メッセージは、別の出力ファイルに取得されます。このファイルには、エラー・
メッセージのみが含まれています。この情報は、貴重なデバッグ・ツールです。エラ
ーは、単に出力ファイルを確認することで簡単に識別でき、ダウンロードして、電子
メールによってユーザーが使用できるようにすることができます。
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ノート:
エラー・メッセージはプロセス・ログにも表示されますが、ログ・レベルが 1 に設
定されている場合は表示されないことがあります。また、プロセス・ログには、ス
テータス、プロセス・ステップおよびプロセス時間も表示されるため、エラー・メ
ッセージを見つけて識別することが難しい場合があります。
Planning にデータをロードするときに生成されるエラー・メッセージは、次の 3 つの方法の
いずれかが使用されている場合に発生します。
•

Essbase への直接ロード(「数値データのみ」がロード方法である場合に使用されます)

•

アウトライン・ロード・ユーティリティ「セキュリティ保護されたすべてのデータ
(
型」 管理ユーザーがロード方法である場合に使用されます)

•

REST API 「セキュリティ保護されたすべてのデータ
(
型」の場合に使用されます) (管理者
に対してセキュリティが有効な場合)

次の例では、Essbase に対する直接ロードが失敗したときにエラー・メッセージが生成され
ています:

この例では、エラー・メッセージによって、ロードがアウトライン・ロード・ユーティリテ
ィから行われたときに発生した無効なメンバー番号が識別されています。

統合のエラー・メッセージ出力ファイルを表示するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」ドロップダウンから、
「プロセスの詳細」

を選択します。

特定の統合のプロセスの詳細を表示するには、データ統合の右側にある
し、「プロセスの詳細」を選択します。
2.

をクリック

エラー・メッセージ出力ファイルが生成された統合の「プロセス ID」を選択します。
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統合の実行が失敗した場合は、
3. 「出力」から、

が統合の「ステータス」列に表示されます。

をクリックします。

Planning アプリケーション_プロセス ID.out ページが表示されます。

4.

エラー・メッセージ出力ファイルを開くか保存します。
エラー・メッセージ出力ファイルがデフォルトのテキスト・エディタで開かれま
す。

ワークベンチの使用
ワークベンチは、ソース・システムのデータのインポート、表示と確認、およびエク
スポートを行う視点(POV)フレームワークを提供します。
ワークベンチは、ソース・システムのデータのインポート、表示と確認、およびエク
スポートを行う視点(POV)フレームワークを提供します。ワークベンチの主な機能は、
次のとおりです:
•

データのインポート(
(

)、エクスポート(
ス。

)、検証

)および確認(

)のオプションのある対話型ロード・プロセ

• 「ソース(すべて )」/「ソース(マップ済)」/「ターゲット」/「ソースとターゲット」
の値を表示するためのプロビジョニング
•

即時参照用の PTD/YTD 値表示
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ワークベンチを表示するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、データ統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

をクリックし、
「ワーク

2. 「期間」をクリックし、
「期間」ドロップダウンから期間の POV を選択し、
「OK」をクリ

ックします。

ノート:
このリリースのデータ統合のワークベンチ・バージョンには制限があるため(前
提条件を参照)、より詳細な情報を表示する場合や、統合の検証を実行する場合
は、データ管理のデータ・ロード・ワークベンチを使用することをお薦めしま
す。データ・ロード・ワークベンチの使用方法を参照してください。

ワークベンチ・ワークフローの使用
ワークベンチのワークフロー・バーは、次のタスクで構成されます:

タスクが正常に完了すると、アイコンが強調表示されます。タスクが完了しなかった場合、
または実行されたが失敗した場合、アイコンはグレーになります。
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ワークフロー・バーのタスクをクリックするだけで、異なるタスク間を移動できます。
タスク

説明

詳細情報

インポート

ソース・システムからデータを ソース・データのインポート
インポートし、必要な変換を実
行します。

検証

すべてのメンバーが 有効なタ ソース・データの検証
ーゲット・システム勘定科目に
マッピングされていることを
確認します。ソース・ファイル
内にマップされていないディ
メンション・マップがある場
合、検証エラーが発生します。

エクスポート

データをターゲット・アプリケ ターゲット・アプリケーション
ーションにエクスポートしま へのデータのエクスポート
す。

確認

確認を実行して、現在の POV データの確認
の確認ログを表示します。

ソース・データのインポート
ソース・ファイルをインポートするように指定すると、データ管理は現在の POV を使
用して、ロケーション、カテゴリおよび期間を判別し、次の処理を実行します。
• 「置換」オプションを選択した場合は、既存のファイルが削除されます。
•

ソース・ファイルがロードされます。

•

ソース・ディメンションがターゲット・ディメンションにマッピングされます。

ソース・データをインポートするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

2.

をクリックし、
「ワーク

オプション: 「期間」をクリックして、現在の POV から別の期間を選択します。

3. 「インポート」(

)をクリックします。

4. 「インポート・モード」から、データをインポートする方法を選択します。

使用可能なインポート・モード:
•

追加 - POV の既存の行は変更されず(行内のデータはマージされない)、新しい
行が POV に追加されます。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに
50 行が含まれるとします。この場合、50 行が追加されます。このロードの後
で、POV の行の合計は 150 です。

•

置換 - ターゲットのすべての POV データをクリアしてから、ソースまたはフ
ァイルからロードします。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに
70 行が含まれるとします。この場合、100 行が削除され、70 行が
TDATASSEG にロードされます。このロードの後、行の総数は 70 です。
Planning アプリケーションの場合、置換でロードする年、期間、シナリオ、バ
ージョンおよびエンティティのデータをクリアし 、ソースまたはファイルから
データをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある
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場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分すべて
がクリアされてからロードが実行されることに注意してください。
5.

ファイルベース統合のみ: 「ファイル」から、データ・ファイルをアプリケーションの受
信ボックスからアップロードするか、別の場所からアップロードするかに応じて、
を
クリックして、「ファイル・ブラウザ」でファイルに移動し、「OK」をクリックします。

6. 「実行」をクリックします。

ソース・データの検証
ソース・データの検証では、すべてのメンバーが 有効なターゲット・システム勘定科目にマ
ッピングされていることが確認されます。また、ディメンション・マッピングがソース・フ
ァイルと比較され、マッピングされていないディメンションが特定されます。このワークフ
ローは、すべてのディメンションが 適切にマッピングされ、検証エラーがすべて 修正されて
いないと、続行できません。
ソース・データを検証するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

チ」を選択します。

2.

をクリックし、「ワークベン

オプション: 「期間」をクリックして、現在の POV から別の期間を選択します。

3. 「検証」

(

)をクリックします。
検証が実行のために発行されます。プロセスの実行が完了し、検証に失敗した場合、「ス
テータス・メッセージ: 失敗」というメッセージが表示され、
「検証」アイコンがグレーで
表示されます。検証に成功した場合は、「検証」が青色で表示されます。
4.

オプション: 検証をオフラインで実行するには、オフラインで続行をクリックします。

5.

オプション:

をクリックし、ログをダウンロードして開きます。

ターゲット・アプリケーションへのデータのエクスポート
ソース・データが検証プロセスに合格すると、ロード・ファイルが作成されます。データ・
グリッド内のデータをレビューし、そのデータをターゲット・アプリケーションにエクスポ
ートする必要があることを確認した後、「エクスポート」オプションを選択します。
データをターゲット・アプリケーションにエクスポートするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

チ」を選択します。

2.

をクリックし、「ワークベン

オプション: 「期間」をクリックして、現在の POV から別の期間を選択します。

3. 「エクスポート」(

)をクリックします。

4. 「エクスポート・モード」から、データをエクスポートする方法を選択します。

使用可能なエクスポート・モード:
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•

マージ - 既存のデータをロード・ファイルからの新しいデータで上書きしま
す。(デフォルトでは、すべてのデータ ・ロードが「マージ」モードで処理さ
れます。)データが存在しない場合は、新しいデータを作成します。

•

置換 - ターゲットのすべての POV データをクリアしてから、ソースまたはフ
ァイルからロードします。たとえば、最初のロードに 100 行、次のロードに
70 行が含まれるとします。この場合、100 行が削除され、70 行が
TDATASSEG にロードされます。このロードの後、行の総数は 70 です。
Planning アプリケーションの場合、置換でロードする年、期間、シナリオ、バ
ージョンおよびエンティティのデータをクリアし 、ソースまたはファイルから
データをロードします。Planning アプリケーションに 1 年分のデータがある
場合に 1 か月分のみをロードするとき、このオプションを使用すると、1 年分
すべてがクリアされてからロードが 実行されることに注意してください。

•

累計 - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで累計しま
す。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケ
ーションの値に加算されます。

•

減算 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値から
引きます。たとえば、ターゲットに 300 があり、ソースに 100 がある場合、
結果は 200 になります。

5. 「実行」をクリックします。

データの確認
データをターゲット・システムにエクスポートした後で、確認ステップを実行して、
現在の POV の確認ログを表示します。現在の POV に確認ログ・データが存在しない
場合、空のログ・ファイルが作成されます。
データを確認するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

2.

をクリックし、
「ワーク

オプション: 「期間」をクリックして、現在の POV から別の期間を選択します。

3. 「確認」(

)をクリックします。

確認ログが実行のために発行されます。
4.

オプション: 確認ログをオフラインで実行するには、オフラインで続行をクリック
します。

5.

オプション:

をクリックし、ログをダウンロードして開きます。

ワークベンチ・データのフィルタ処理
フィルタを適用して、ワークベンチに特定の値を表示できます。
「含む」または「等し
い」オペランドと特定の値を使用して、1 つ以上のディメンションに基づくフィルタ条
件を作成できます。
ワークベンチ・データをフィルタ処理するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

をクリックし、
「ワーク
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2.

オプション: 「期間」をクリックして、現在の POV から別の期間を選択します。

3. 「フィルタの追加」をクリックします。
4.

フィルタを適用する値(ディメンション)を選択します。

5. 「オペランド」ドロップダウンから、フィルタのオペランドと値を選択します。

使用可能なオペランドは次のとおりです。
•

含む — 「値」フィールドに文字列文字を含む値を返します。

•

等しい — 「値」フィールドに文字列文字に等しい値を返します。

6. 「値」で、フィルタに使用する特定の値を指定します。
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ソースへのドリル・スルーの使用
データ統合には、ターゲット・アプリケーションからソース・アプリケーションにド
リル・スルーできるフレームワークが 用意されています。データ値のソースを理解す
る場合、または値の非常に細かい詳細が必要な場合に、ドリル・スルーを使用します。
データ統合でターゲット・アプリケーションにデータをロードするとき、ターゲット・
オプションでアプリケーションのドリル領域(オプション)を指定できます(ターゲッ
ト・オプションの定義を参照)。ドリル領域定義がターゲット・アプリケーションに渡
されると、ワークベンチではセルが強調表示されてドリル可能な値が示されます。
URL に基づいたドリル・スルーでは、データが存在するサーバーに接続する必要があ
ります。ドリル・スルーは、データ管理またはデータ統合を介してロードされたデー
タに対してのみ実行できます。また、ターゲット・アプリケーションでドリル・スル
ーが使用可能なため、ドリル・スルーが機能するためには、データ・ロード・マッピ
ングに明示的なマッピングが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
ターゲット・アプリケーションからソースにドリル・スルーすると、別のランディン
グ・ページが表示され、選択したセルからの金額を構成するすべての 行が示されます。
次の例では、Planning のデータ・フォームからドリル・スルーを実行できます

このランディング・ページから、ソース・ドキュメントを開いたり、定義されたソー
ス・システムのランディング・ページへのドリル・スルーを続行できます。
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ノート:
ドリル・スルー機能は、Planning アプリケーションにロードされた為替レート・デ
ータに対してはサポートされません。

ワークベンチのカスタム・ビューの定義
ワークベンチで作業する際に、表示される列のビュー定義を作成できます。この機能を使用
すると、ワークベンチでアクティブなデータ ・セットのカスタム・ビューを適用できます。
ビューではデータの表示を再配置できるため、ワークベンチの列を様々な方法で参照できま
す。たとえば、ビューを作成して、特定の勘定科目列に焦点を当てたり、要件に基づいてエ
ンティティ 列を非表示にすることができます。カスタム・ビュー定義では、列の名前変更、
再ソート、包含または除外が可能です。
管理者は、ビュー定義をパブリック・ビューとして関連付けて、すべてのユーザーが 使用で
きるようにしたり、プライベートとして割り当てて、管理者のみが使用できるようにするこ
ともできます。
ビュー定義を作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、データ統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

をクリックし、
「ワーク

2. 「期間」をクリックし、
「期間」ドロップダウンから期間の POV を選択し、
「OK」をクリ

ックします。

3. 「ビュー」ドロップダウンから、カスタム・ビュー定義を作成する基礎となるデフォルト・

ビューを選択し、

をクリックします。

ノート:
POV に表示されるワークベンチ・ビューは、ターゲット・アプリケーションに
よってのみフィルタされ、統合に対して選択されたターゲット・プラン・タイ
プではフィルタされません。このため、POV に対して機能しないビューがドロ
ップダウンに表示される場合があります。

4.

ビュー定義の編集ページから、

をクリックします。
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5.

ビュー定義の作成ウィンドウで、カスタム・ビュー定義の名前を入力します。
ビュー定義名には英数字を使用できます。ビュー定義名は 80 文字以下です。

6. 「使用可能な列」左ペインから、
「列の表示」ペインに追加する列を選択し、

クリックします。

[Shift]を押しながら
ンに追加できます。

を

をクリックして、使用可能な列すべてを 「列の表示」ペイ

その他の移動オプションは、次のとおりです:
•

—選択した列を「列の表示」ペインから「使用可能な列」ペインに移動し
ます。

•

—選択したすべての 列を「列の表示」ペインから「使用可能な列」ペイン
に移動します。

ビュー内の移入された値をクリアするには、「リセット」をクリックします。
7.

オプション: 「列の表示」ペインで列の名前を変更するには、列を選択し、「編集」
をオンにスライドして、新しい列名を入力します。

8.

オプション: ビュー定義をパブリックとして関連付けるには、
「パブリック」をオン
にスライドします。
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パブリック・ビューに関連付けられたビュー定義は、すべてのユーザーが 使用できます。
ビュー定義をプライベートとして関連付けるには、「パブリック」をオフにスライドしま
す。
プライベート・ビューに関連付けられたビュー定義は、管理者のみが使用できます。
9.

オプション: 「列の表示」ペインで列を並べ替えるには、列を選択し、次のいずれかを選
択します:
•

—列を表示の最上部に移動します。
—列を表示の 1 つ上に移動します。

•
•

—列を表示の 1 つ下に移動します。

•

—列を表示の最下部に移動します。

10. オプション: 「ソート」をクリックして、
「列の表示」ペインで列を昇順または降順でソー

トします。

11. 「OK」または

をクリックして、ビュー定義を保存および更新します。

12. オプション: ビューを削除するには、

をクリックします。

ソース・データの検証
ワークベンチを使用して、ソース・システムでデータのインポート、表示、確認およびエク
スポートを実行すると、データ統合によって、自動的に統合されるデータが検証されます。
ソース・データの検証は、すべてのメンバーが 有効なターゲット・システム勘定科目にマッ
プされていることを確認します。ソース・ファイル内にマップされていないディメンション・
マップがある場合、検証エラーが発生します。検証では、ディメンション・マッピングとソ
ース・ファイルを比較し、マッピングされていないディメンションを特定します。すべての
ディメンションが正しくマッピングされるまで、プロセス・フローを続行できません。検証
プロセスの一部として、マッピングの修正機能を使用できます。ユーザーは検証ページの右
側でマッピング・エラーを表示および修正できます。

マッピング検証エラー
新たに追加されたディメンション・メンバーがマッピングされていないために、ディメンシ
ョン・メンバーをソース・システムに追加すると検証エラーが生成されることがあります。
ディメンション・メンバーがマッピングされていない場合、ロードを検証すると、検証エラ
ー・ページがワークベンチで自動的に起動します。ここではマッピングされていない(未定義
の)ディメンション・メンバーの数が示されます。検証を再度実行する前に、マッピングされ
ていないディメンション・メンバーを修正する必要があります。
ソース・データを検証するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

チ」を選択します。

をクリックし、「ワークベン
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2. 「検証」

(

)をクリックします。
検証をオフラインで実行するには、「オフラインで続行」をクリックします。
をクリックし、ログをダウンロードして開きます。
検証が実行のために発行されます。プロセスが実行され、検証に失敗すると、検証
エラー・ページが表示されます。

検証に成功した場合は、「検証」アイコンが青色で表示され、検証エラー・ページ
は起動されません。

マッピング・エラーの修正
ワークベンチでは、マッピングのエラーが発生した場合にマッピング・エラーを表示
し、即時に修正できます。
ソース・データを検証するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にある

ベンチ」を選択します。

をクリックし、
「ワーク

2. 「検証」

(

)をクリックします。
検証をオフラインで実行するには、「オフラインで続行」をクリックします。
をクリックし、ログをダウンロードして開きます。
検証が実行のために発行されます。プロセスが実行され、検証に失敗すると、検証
エラー・ページが表示されます。
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3.

検証エラー・ページの「ディメンション名」で、マッピングまたは修正する必要があるデ
ィメンション名またはメンバーを選択し、
「マップの修正」をクリックします。

4.

マップ・メンバー・ページから、次のいずれかのアクションを実行します。
「追加」
(
) - メンバー・マッピングの追加ページでメンバー・マッピングを追加しま
す。詳細は、メンバーのマッピングを参照してください。
「編集」
(
) - メンバー・マッピングを編集します。
「削除」
(
) - メンバー・マッピングを削除します。

EPM 統合エージェントの理解
EPM 統合エージェントは、同期および非同期の 2 つのモードでデプロイできます。
同期モードで統合が実行されると、Oracle Enterprise Performance Management Cloud では、
クラスタ割当てに基づいてクラウドから適切な EPM 統合エージェントへの直接呼出しが開
始されます。EPM 統合エージェントでは、データ抽出プロセスを実行し、データをクラウド
に転送します。データが EPM Cloud に転送されると、そのデータはターゲット・アプリケー
ションにインポート、マップおよびロードされます。このモードでは、EPM Cloud が EPM
統合エージェントと直接通信するため、EPM Cloud からのインバウンド通信を受信するよう
にオンプレミス環境を構成します。
非同期モードで統合が実行されると、EPM Cloud では、EPM Cloud で実行する統合ジョブを
キューに入れます。EPM 統合エージェントでは、指定された間隔でジョブ・キューを絶えず
ポーリングします。ジョブが検出されると、データ抽出ステップが実行され、データが EPM
Cloud に転送されます。データが EPM Cloud に転送されると、そのデータはターゲット・ア
プリケーションにインポート、マップおよびロードされます。このモードでは、EPM Cloud
と EPM 統合エージェント間のすべての 通信が常に EPM 統合エージェントから開始されるた
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め、インバウンド通信の構成は必要ありません。ただし、ポーリング頻度によっては
実行に遅延が発生する場合があります。

EPM 統合エージェント・プロセスの説明
次のステップは、EPM 統合エージェントを使用して、オンプレミス・データ・ソース
からデータまたはメタデータのサブセットをインポートして Oracle Enterprise
Performance Management Cloud に直接ロードする方法の概要を説明しています。
1.

データ統合で、SQL 問合せを記述し、ソース・システムからデータを抽出します。
詳細は、SQL 問合せの作成を参照してください。

2.

SQL を使用して、ヘッダー・レコードを持つサンプル・データ・ファイルを生成
します。
ヘッダー・レコード内の列名は、SQL の列名または列別名と完全に一致する必要
があります。名前の大文字と小文字は区別されます。

3. 「アプリケーション」で、オンプレミス・データベース・データ・ソース・アプリ

ケーションを作成し、サンプル・データ・ファイルを選択します。

4.

ソース列をマップして、ターゲット・ディメンショナリティへのソース ・ディメン
ショナリティの変換方法を指定します。

5.

統合を別のクラスタに割り当てます。クラスタは、独立した EPM 統合エージェン
トのグループです。クラスタにより、統合のグループ全体で受信ジョブ・トラフィ
ックを分散します。

6.

統合を実行します。

オンプレミス・データ・ソースからのデータの抽出
EPM 統合エージェントを使用して、オンプレミス・データ・ソースからデータを抽出
し、そのデータを Oracle Enterprise Performance Management Cloud に直接ロードで
きます。EPM 統合エージェントでは、オンプレミス・リレーショナル・データベース
に対して問合せを実行し、データを EPM Cloud にロードします。
EPM 統合エージェントは、統合用のデータ・ソースとして定義され、実行されると、
後でマップして選択したターゲット・アプリケーションにロードされるデータを提供
します。
EPM 統合エージェントは、スクリプトを使用して拡張することもでき、サード・パー
ティのクラウド・アプリケーション、リレーショナル以外のソース、またはスクリプ
ト、レポートや API を使用してアクセス可能なシステムを含む、その他のデータ・ソ
ースにアクセスできます。
この機能を使用して抽出用に作成されたアプリケーションを登録するには、サンプル・
データおよび 1 つのヘッダー・レコードのみが含まれたファイルを作成する必要があ
ります。ファイルには、アプリケーション名や SQL 問合せなどは含まれません。ファ
イル名はアプリケーション名である必要があります。このタイプのデータ・ソース
は、"オンプレミス・データベース"タイプのアプリケーションで、アダプタ・ベースの
フレームワークを使用します。
オンプレミス・データベース・アダプタを作成するには:
1.

データ統合で、問合せ定義を作成し、SQL 問合せを保存します。
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これを行うには、SQL 問合せの作成を参照してください。
データ統合に SQL 問合せをすでに登録している場合は、このステップをスキップします。
2.

オンプレミス・データベースから 1 つのヘッダー行を含むファイルを作成します。
ヘッダー行は、ターゲット・ディメンションのディメンション 名と完全に一致する必要が
あります。ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できます。

3.

ファイルを、ヘッダー行を持つ CSV フォーマット・ファイルとして保存します。
ターゲット・アプリケーションを登録するとき、ファイル・ブラウザを使用してファイル
をアップロードします。

4.

オンプレミス・データベース・データ・ソースを作成します:
a. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択し

ます。

をクリックします。

b.

アプリケーション・ページで、

c.

アプリケーションの作成の「カテゴリ」から、「データ・ソース」を選択します。

d. 「タイプ」から、オンプレミス・データベースを選択します。
e. 「ファイル」から、ステップ 1 で作成したファイルを選択します。

をクリックし、ファイル・ブラウザ・ページでファイルを参照します。
5.

要求されたら、ステップ 1 で作成したファイルを選択します。
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6. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

7. 「OK」をクリックし、
「保存」をクリックします。
8. 「アプリケーション」で、ステップ 3-7 で作成したオンプレミス・データ・ソース・

アプリケーションの横にある
します。
9.

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択

アプリケーション詳細ページで、「オプション」タブをクリックします。

10. データ抽出問合せで、ファイルに対して実行する SQL 問合せの名前を指定します。
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11. 「区切り文字」で、ファイルで使用する区切り文字のタイプを選択します。

使用可能な区切り記号は次のとおりです:
•

カンマ(,)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)

•

コロン(:)

•

垂直棒(|)

12. 資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイプを指定し

ます。

資格証明ストアの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パスワー
ド/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、JDBC URL、ユーザー名およびパスワー
ドを格納するためにオンプレミス環境にファイルを作成します。ファイル名は
appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する必要があります。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

ノート:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されている必要
があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパスワー
ドを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗号化され格納
されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリティを 使
用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する必要がありま
す。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化
を参照してください。
13. 「JDBC ドライバ」で、データベース管理システム(DBMS)への接続時に使用する JDBC

ドライバのタイプを選択します。

JDBC ドライバの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

Microsoft SQL Server

•

Oracle
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14. JDBC URL で、JDBC ドライバ URL 接続文字列を指定します。

JDBC ドライバ URL 接続文字列により、Java を使用してリレーショナル・データ
ベースに接続できます。
Oracle Thin JDBC ドライバの場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
MS SQL Server の場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
15. 「ユーザー名」で、オンプレミス・データベースのユーザー名を指定します。
16. 「パスワード」で、オンプレミス・データベースのパスワードを指定します。
17. 「フェッチ・サイズ」で、問合せに対する各データベースのラウンド・トリップで

フェッチされる(ドライバで処理される)行数を指定します。

18. 「保存」をクリックします。

次のイメージは、アプリケーション・フィルタを示します:

アプリケーション・オプションの編集
オンプレミス・データベース・ソースを使用するとき、追加のアプリケーションを指
定して、選択した条件を満たすレコードのみを返すようにできます。フィルタ条件は
1 つのみでも、複数でも指定でき、戻す値も厳密に指定できます。
オンプレミス・データ・ソースに追加のアプリケーション・オプションを適用するに
は:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

2.

アプリケーション・ページで、オンプレミス・データ・ソース・アプリケーション
の横にある

をクリックします

3.

オンプレミス・データ・ソースを選択し、
「オプションの編集」をクリックします。

4.

オプションの編集ページで、「追加」をクリックします。
空白のエントリ・フィールドが表示されます。

5. 「名前」に、フィルタの名前を入力します。

たとえば、「ロケーション」または「期間」と入力します。
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入力した名前はバインド・パラメータ、つまり SQL 文の実際の値のプレースホルダです。
バインド変数は~~文字で囲まれる必要があります。たとえば、"Period"をバインド変数と
して使用するには、~PERIOD~と指定します。名前は、SQL 問合せで指定した名前と完全
に一致する必要があります。
6. 「表示プロンプト」で、データ統合の「統合の編集」ページでのフィルタの表示プロンプ

トの名前を指定します。

7. 「表示順」で、
「統合の編集」ページでのフィルタの表示順を指定します。

このフィールドが空白の場合、カスタム・フィルタを表示できず、デフォルト値がフィル
タ値として使用されます。
たとえば、フィルタ・リストの 99 番目にフィルタを表示するには 99 と入力します。表
示順は低い順にリストされます。
8. 「表示レベル」で、フィルタが表示されるレベルを示すための「ルール」を選択します。
9. 「検証タイプ」で、
「なし」を選択します。
10. 「OK」をクリックします。

次のグラフィックは、データ管理で「期間」および「ロケーション」アプリケーション・
フィルタを設定する方法を示します:

次のページは、データ統合の「統合の編集」ページに「期間」および「ロケーション」フ
ィルタを表示する方法を示します。

SQL 問合せの作成
「問合せ」オプションを使用すると、SQL データ・ソースの作成時に SQL 問合せ定義を保存
できます。このタイプのデータ・ソースはオンプレミス・データベース・アダプタに関連付
けられ、これにより、EPM 統合エージェントを使用して、オンプレミス・データベースから
データを抽出して Oracle Enterprise Performance Management Cloud にロードできます。
1. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」、「問合せ」の順にクリックします。
2. 「問合せ」画面で、
「追加」(

)をクリックします。

3. 「問合せの作成」画面の「問合せ名」で、SQL 問合せ名を指定します。
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問合せ名は、SQL データ・ソースをターゲット・アプリケーションに登録する際
にデータ抽出問合せを識別するために、データ管理の「アプリケーション・フィル
タ」ページでも使用されます。
4. 「問合せ文字列」で、ファイルのヘッダー行に基づいてデータを抽出するのに使用

する SQL 文を指定します。

ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できます。
ヘッダー行の文字列を指定するとき、文字列が大/小文字混在の場合は、文字列を
二重引用符で囲みます。大/小文字混在の文字列が二重引用符で囲まれていない場
合は、大文字として解決されます。
たとえば、ヘッダー行で別名 Acct、Prod、Ent、Amt、Loc、Dat を使用する場合、
次のように値を入力できます:
SELECT ENTITYX AS "Ent" ,ACCOUNTX AS "Acct",UD3X AS "Prod",AMOUNTX AS
"Amt", L.PARTNAME "Loc", P.PERIODDESC AS "Dat"FROM TDATASEG T,
TPOVPARTITION L, TPOVPERIOD P WHERE T.PARTITIONKEY = L.PARTITIONKEY
AND T.PERIODKEY = P.PERIODKEY AND L.PARTNAME = ~LOCATION~ AND
P.PERIODDESC = ~PERIOD~

5. 「保存」をクリックします。

SQL 問合せでの条件の使用
WHERE 句に続けて、SELECT 文によって返される行の検索条件を指定できます。検
索条件は、条件が特定の行について true に評価されたときに値を返します。
有効な条件は次のとおりです:
•

等しい

•

範囲

•

類似

•

が次の範囲にない

•

含む

次の点に注意してください。
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•

SQL 問合せで選択した条件によって返されるパラメータは、データ管理のターゲット・
アプリケーション・フィルタ・ページで指定します。

•

複雑な問合せに含まれる= (等しい)記号は、$パラメータより前に置く必要があります。

•

ターゲット・アプリケーション・パラメータには、IN,BETWEEN,NOT IN のように、カ
ンマで区切った値を含めることができます。

•

システムによってバインド・パラメータのデータ型が割り当てられます。数値および日付
値は、整数および日付として処理されます。他の値はすべて 、文字列として扱われます。

•

条件が設定されたフィルタは、データ統合の統合の実行ページの「フィルタ」タブで使用
できます。

次の表では、SQL 問合せで使用できる条件について説明します。
条件

説明

EQUAL

2 つの式が等しいかどうかをチェックします。式
が等しい場合、条件は true であり、一致したレコ
ードを返します。
次の SQL 文が EQUAL 条件について実行される
と、顧客 ID が Smith と等しいレコードが返されま
す:

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1
BETWEEN

特定の範囲の間の値をチェックし、一致した値を
返します。
BETWEEN 条件は、両端の値を含みます。開始値
と終了値が含まれます。
BETWEEN 構文:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND
value2;
LIKE

SELECT 文の WHERE 句でワイルドカードを使用
してパターン照合を実行し、一致したものを返し
ます。
次の 2 つのワイルドカードが LIKE 演算子と組み
合せて使用されます:
%: パーセント記号は、0 個、1 個または複数
の文字を表します
•
_: アンダースコアは 1 文字を表します
LIKE 構文:
•

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE column LIKE pattern
IN

値リスト内のいずれかの値と同じです。
IN 構文:

SELECT column_name1, column_name2, etc
FROM table_name
WHERE column_name1 IN (value1, value2,
etc);
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条件

説明

NOT IN

2 つの式が等しいかどうかをチェックします。式
が等しくない場合、条件は true であり、一致しな
いレコードを返します。
NOT IN 構文:

SELECT column_name1, column_name2, etc
FROM table_name
WHERE column_name1 NOT IN (value1,
value2, etc);

SQL 問合せでの In/Between 条件を使用する数値型フィルタの表示
次の手順では、EPM 統合エージェントによって実行される SQL 問合せで In および
Between 条件を使用する数値型フィルタを表示する方法を説明します。
In/Between 条件を使用する数値型フィルタを表示するには:
1.

データ統合で、SQL データ・ソースに関連付けられた SQL 問合せを作成します。
問合せ名は、SQL データ・ソースをターゲット・アプリケーションに登録する際
にデータ抽出問合せを識別するために、アプリケーション詳細ページで使用されま
す。
詳細は、SQL 問合せの作成を参照してください。

2. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

3.

アプリケーション・ページで、データ・ターゲット・アプリケーションの右側にあ
る

4.

をクリックして、「オプションの編集」を選択します。

「追加」
(
)をクリックします。
この例では、フィルタの名前は COL1_COND であり、「表示プロンプト」の名前
は CONDITIONCOLI です。この名前は、データ統合のターゲット・オプションと
してオプション・ページに表示されます。

5. 「追加」をクリックし、EXTRACT_QUERY のフィルタを追加して、

EXTRACT_QUERY パラメータの値を指定して、「OK」をクリックします。
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フィルタを追加した結果を次に示します:

EXTRACT_QUERY の値は TDATA2 であり、CONDITIONALCOLI では値の範囲が 1 1999 の Between 条件が使用されています。
6.

データ統合で、手順 1 の SQL 問合せを選択します。

7.

ファイルのヘッダー行およびフィルタに基づいてデータを抽出するために使用する SQL
文を指定します。
次の SQL にはフィルタの構文が含まれており、これによりユーザーは Between を使用し
た範囲内の柔軟な勘定科目値から選択できます。等号はないことに注意してください。
これはアプリケーション・フィルタの「条件リスト」によって提供されます。

8.

データ管理で、データ・ルールを更新してフィルタを追加します。
オプションで、実行時に統合の実行ページでの選択によって「フィルタ」タブを更新でき
ます。
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ドリルダウンの作成
オンプレミス・データ・ソースに統合するとき、ソースをドリルダウンして、Oracle
Enterprise Performance Management Cloud にロードされた勘定科目残高データに関
連する詳細を表示できます。使用可能なランディング・ページに応じて、2 タイプのド
リルを実行できます:
1.

ソース・システムに、詳細なソース・データを表示するランディング・ページがあ
る場合は、http URL を使用して、ランディング・ページにコンテキスト・パラメ
ータを渡してページにアクセスします。この方法を使用するには、他のソース統合
と同様に、「ディメンションのマッピング」ページで http ドリル URL を定義し、
代替変数を使用して URL パラメータを渡します。詳細は、ドリル・スルーの使用
を参照してください。

2.

ソース・システムに、詳細なソース・データを表示するランディング・ページがな
い場合は、EPM 統合エージェントを使用して、ソース・データベースで SQL 問合
せを実行し、その結果をデータ統合内のポップアップ・ウィンドウに表示します。
この方法を使用するには、https モードで稼働する Web サーバーが必要です。Web
サーバーでは、ドリル要求を受け入れて、エージェントにルーティングします。詳
細は、ランディング・ページがないソース・システムへのドリル・ダウンの作成を
参照してください
。

ランディング・ページがないソース・システムへのドリル・ダウンの作成
ランディング・ページがないソース・システムにドリルダウンするときは、ソース・
データベースで SQL 問合せを実行し、その結果をデータ統合内のポップアップ・ウィ
ンドウに表示します。
ドリル・スルーの問合せを作成するには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「問合せ」を選

択します。

2. 「問合せ」画面で、

をクリックします。

3. 「問合せの作成」画面の「問合せ名」で、ソース・システムからデータを問い合せ

る問合せの名前を指定します。

4. 「問合せ文字列」で、ファイルのヘッダー行に基づいてデータを抽出するのに使用

する SQL 文を指定します。

ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できます。
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ヘッダー行の文字列を指定するとき、文字列が大/小文字混在の場合は、文字列を二重引
用符で囲みます。大/小文字混在の文字列が二重引用符で囲まれていない場合は、大文字
として解決されます。
問合せにはフィルタ条件を含めることができます。フィルタ条件のバインド変数は、~~
文字内に囲む必要があります。

5. 「保存」をクリックします。
6. 「データ統合」ホーム・ページから、統合の右側にあり、ドリル・スルーを追加するため

の

をクリックし、「ディメンションのマッピング」を選択します。

7. 「ディメンションのマッピング」ページの「ドリル URL」で、ドリル・ペン・アイコンを

クリックします。

「ディメンションのマッピング」ページの詳細は、ディメンションのマッピングを参照し
てください。
8. 「ドリル URL の編集」ページで、#agent タグを指定し、ドリル・スルー URL のパラメー

タを指定します。

たとえば、ステップ 4 に示す問合せを使用すると、#agent?QUERY=Source Drill
Query&SOURCE_ACCOUNT=$ACCOUNT$&SOURCE_PERIOD=$ATTR1$と入力しま
す。ここで:

9.

•

QUERY は、ステップ 3 で定義した問合せの名前です。

•

SOURCE_ACCOUNT は、ACCOUNT 列から導出されます。

•

SOURCE_PERIOD は、ATTR1 列から導出されます

ソース列の列をドリル・スルー先のターゲット・アプリケーションのディメンションにマ
ップし、「保存」をクリックします。

10. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「エージェント」を選

択します。
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11. 「エージェント・クラスタ」画面から、ドリル・スルーで使用するエージェントの

名前を選択します。

12. 「エージェント」タブの「Web URL」で、Oracle Enterprise Performance

Management Cloud からのインバウンド通信を可能にする Web サーバー・ゲート
ウェイを選択します。
同期モードを使用している場合は、データ・ロード操作を実行するために定義した
Web サーバー URL を使用してドリルを実行します。追加の設定は必要ありませ
ん。
非同期モードでエージェントを使用している場合は、次のいずれかの方法を使用し
て URL を定義します:
•

同期モードを構成した方法と同様に https Web サーバーを構成します。同期
モードの構成を参照してください。

•

エージェント URL を Web サーバー URL として割り当てます。https ページ
から http URL にアクセスした結果として、ブラウザのセキュリティ設定で例
外を定義する必要があります。
Chrome の場合は、「Settings」、「Privacy and security」、「Insecure
content」の順に選択し、「Allow」で、サイト*.oraclecloud.com を追加しま
す。

ノート:
非同期モードで実行しているときにドリルするには、エージェントが実
行されているローカル・ネットワークにいる必要があります。

事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタの使用
事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタを使用して、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud からオンプレミス・データ・ソースへの直接接続が
可能です。これらのアダプタを使用すると、次からデータをインポートできます:
•

EBS GL 残高

•

Peoplesoft GL 残高

ノート:
事前シード済の EBS GL 残高問合せの詳細は、E-Business Suite 一般会計 GL
の事前シード済の問合せリファレンスを参照してください。
事前シード済の Peoplesoft GL 残高問合せの詳細は、Peoplesoft General
Ledger の事前シード済問合せリファレンスを参照してください。
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事前パッケージ化済オンプレミス・アダプタを使用してデータをロードするには:
1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択しま

す。

2.

アプリケーション・ページで、

3.

アプリケーションの作成ページの「カテゴリ」から、「データ・ソース」を選択します。

をクリックします。

事前パッケージ化済アダプタのアプリケーション名は、「アプリケーション名」に移入さ
れます。
4. 「タイプ」から、EBS GL 残高または Peoplesoft GL 残高のいずれかを選択します。

5. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえば、
アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞としてイ
ニシャルを割り当てることができます。
6. 「OK」をクリックし、
「保存」をクリックします。
7.

アプリケーション・ページで、

8.

アプリケーション詳細ページで、「オプション」タブをクリックします。

をクリックします。

9. 「区切り文字」で、ファイルで使用する区切り文字のタイプを選択します。

使用可能な区切り記号:
•

カンマ(,)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)
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•

コロン(:)

•

垂直棒(|)

10. 資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイプを

指定します。

資格証明ストアの使用可能なタイプ:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パ
スワード/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、JDBC URL、ユーザー名およびパ
スワードを格納するためにオンプレミス環境にファイルを作成します。ファイル
名は appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する必要がありま
す。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

ノート:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されてい
る必要があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパ
スワードを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗
号化され格納されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリテ
ィを使用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する
必要があります。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・
パスワードの暗号化を参照してください。
11. Peoplesoft のみ: 「JDBC ドライバ」で、データベース管理システム(DBMS)への

接続時に使用する JDBC ドライバのタイプを選択します。
JDBC ドライバの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

Microsoft SQL Server

•

Oracle

JDBC ドライバは、Java アプリケーションとデータベースの通信を可能にするソ
フトウェアです。JDBC ドライバは、データベースへの接続情報を通信し、クライ
アントとデータベース間で問合せや結果を転送するのに使用されるプロトコルを
送信します。
12. JDBC URL で、JDBC ドライバ URL 接続文字列を指定します。
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JDBC ドライバ URL 接続文字列により、Java を使用してリレーショナル・データベース
に接続できます。
Oracle Thin JDBC ドライバの場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
SQL Server の場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
13. 「ユーザー名」で、オンプレミス・データベースのユーザー名を指定します。
14. 「パスワード」で、オンプレミス・データベースのパスワードを指定します。
15. 「フェッチ・サイズ」で、問合せに対する各データベースのラウンド・トリップでフェッ

チされる(ドライバで処理される)行数を指定します。

16. 「保存」をクリックします。

E-Business Suite 一般会計 GL の事前シード済の問合せリファレンス
EPM 統合エージェントを使用すると、事前シード済の問合せを使用して Oracle E-Business
Suite ソースから一般会計残高をインポートし、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud ターゲット・アプリケーションにロードできるアプリケーションを作成して登録できま
す。

Note:
元帳および期間は、E-Business Suite の事前シード済の問合せを使用するための必
須パラメータです。

次に、EPM 統合エージェントに付随する事前作成済の E-Business Suite の問合せを示しま
す。この問合せを開始ポイントとして使用して、カスタム問合せを作成できます。
SELECT
gcc.SEGMENT1
gcc.SEGMENT2
gcc.SEGMENT3
gcc.SEGMENT4
gcc.SEGMENT5
gcc.SEGMENT6
gcc.SEGMENT7
gcc.SEGMENT8
gcc.SEGMENT9
gcc.SEGMENT10

as
as
as
as
as
as
as
as
as
as

"Segment1",
"Segment2",
"Segment3",
"Segment4",
"Segment5",
"Segment6",
"Segment7",
"Segment8",
"Segment9",
"Segment10",
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gcc.SEGMENT11
as "Segment11",
gcc.SEGMENT12
as "Segment12",
gcc.SEGMENT13
as "Segment13",
gcc.SEGMENT14
as "Segment14",
gcc.SEGMENT15
as "Segment15",
gcc.SEGMENT16
as "Segment16",
gcc.SEGMENT17
as "Segment17",
gcc.SEGMENT18
as "Segment18",
gcc.SEGMENT19
as "Segment19",
gcc.SEGMENT20
as "Segment20",
gcc.SEGMENT21
as "Segment21",
gcc.SEGMENT22
as "Segment22",
gcc.SEGMENT23
as "Segment23",
gcc.SEGMENT24
as "Segment24",
gcc.SEGMENT25
as "Segment25",
gcc.SEGMENT26
as "Segment26",
gcc.SEGMENT27
as "Segment27",
gcc.SEGMENT28
as "Segment28",
gcc.SEGMENT29
as "Segment29",
gcc.SEGMENT30
as "Segment30",
gb.BEGIN_BALANCE_DR
as "Beg Balance DR",
gb.BEGIN_BALANCE_CR
as "Beg Balance CR",
gb.PERIOD_NET_DR
as "Period Net DR",
gb.PERIOD_NET_CR
as "Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR - gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DRgb.PERIOD_NET_CR) as "YTD Balance",
(gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR) as "Periodic Balance",
CASE
WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''A'',''L'',''O'') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DRgb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''R'', ''E'') THEN (gb.PERIOD_NET_DRgb.PERIOD_NET_CR)
ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Balance by Acct Type",
gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ as "Func Eq Beg Bal DR",
gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ as "Func Eq Beg Bal CR",
gb.PERIOD_NET_DR_BEQ
as "Func Eq Period Net DR",
gb.PERIOD_NET_CR_BEQ
as "Func Eq Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ - gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ) +
(gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq YTD Balance ",
(gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq Periodic
Balance",
CASE
WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''A'',''L'',''Q'') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DRgb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''R'', ''E'') THEN (gb.PERIOD_NET_DRgb.PERIOD_NET_CR)
ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Func Eq Balance by Acct Type",
gld.LEDGER_ID
as "Ledger ID",
gld.NAME
as "Ledger Name",
gb.PERIOD_YEAR
as "Period Year",
gb.PERIOD_NAME
as "Period Name",
gb.PERIOD_NUM
as "Perion Number",
gcc.ACCOUNT_TYPE
as "Acoount Type",
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gb.CODE_COMBINATION_ID as "Code Combination ID",
gb.CURRENCY_CODE
as "Currecy Code",
gb.ACTUAL_FLAG
as "Balance Type",
gb.BUDGET_VERSION_ID
as "Budget Version ID",
gb.ENCUMBRANCE_TYPE_ID as "Encumbrance Type ID",
gb.TRANSLATED_FLAG
as "Translated",
gb.PERIOD_TYPE
as "Period Type",
gcc.ENABLED_FLAG
as "Enabled",
gcc.SUMMARY_FLAG
as "Summary Account"
FROM GL_BALANCES gb
,GL_CODE_COMBINATIONS gcc
,GL_LEDGERS gld
WHERE (1=1)
AND gcc.CODE_COMBINATION_ID = gb.CODE_COMBINATION_ID
AND gb.ACTUAL_FLAG = ''A''
AND gb.TEMPLATE_ID IS NULL
AND gld.LEDGER_ID = gb.LEDGER_ID
AND gld.NAME
= ~LEDGER~
AND gb.PERIOD_NAME = ~PERIOD~

Peoplesoft General Ledger の事前シード済問合せリファレンス
EPM 統合エージェントを使用すると、事前シード済の問合せを使用して Peoplesoft ソースか
ら一般会計残高をインポートし、Oracle Enterprise Performance Management Cloud ターゲ
ット・アプリケーションにロードできるアプリケーションを作成して登録できます。
次に、EPM 統合エージェントに付随する事前作成済の Peoplesoft の問合せを示します:

SELECT
PL.BUSINESS_UNIT
PL.LEDGER
PL.ACCOUNT
PL.ALTACCT
PL.DEPTID
PL.OPERATING_UNIT
PL.PRODUCT
PL.FUND_CODE
PL.CLASS_FLD
PL.PROGRAM_CODE
PL.BUDGET_REF
PL.AFFILIATE
PL.AFFILIATE_INTRA1
PL.AFFILIATE_INTRA2
PL.CHARTFIELD1
PL.CHARTFIELD2
PL.CHARTFIELD3
PL.PROJECT_ID
PL.BOOK_CODE
PL.GL_ADJUST_TYPE
PGA.STATISTICS_ACCOUNT
PGA.ACCOUNT_TYPE
PGA.DESCR
PL.CURRENCY_CD

as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as
as

"Business Unit",
"Ledger",
"Account",
"Alt Account",
"Department",
"Operating Unit",
"Product",
"Fund Code",
"Class",
"Program",
"Budget Reference",
"Affiliate",
"Affiliate Intra1",
"Affiliate Intra2",
"Chartfield1",
"Chartfield2",
"Chartfield3",
"Project",
"Book Code",
"GL Adjust Type",
"Stat Account",
"Account Type",
"Account Description",
"Currency",
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PL.STATISTICS_CODE
as "Stat Code",
PL.FISCAL_YEAR
as "Fiscal Year",
PL.ACCOUNTING_PERIOD
as "Accounting Period",
PL.POSTED_TOTAL_AMT
as "Posted Total Amount",
PL.POSTED_BASE_AMT
as "Posted Base Amount",
PL.POSTED_TRAN_AMT
as "Posted Tran Amount",
PL.BASE_CURRENCY
as "Base Currency",
PL.PROCESS_INSTANCE
as "Process Instance"
FROM PS_LEDGER
PL,
PS_GL_ACCOUNT_TBL
PGA
WHERE ( 1=1 )
AND ( PL.BUSINESS_UNIT = ~BU~
AND PL.LEDGER = ~LEDGER~
AND PL.FISCAL_YEAR = ~YEAR~
AND PL.ACCOUNTING_PERIOD = ~PERIOD~
AND ( PGA.SETID = ( SELECT SETID
FROM
PS_SET_CNTRL_REC
WHERE SETCNTRLVALUE
= ~BU~
AND
RECNAME
= ''GL_ACCOUNT_TBL'' )
AND PGA.EFFDT = ( SELECT MAX(B.EFFDT)
FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL B
WHERE PGA.SETID = B.SETID AND PGA.ACCOUNT = B.ACCOUNT )
)
AND ( PL.ACCOUNT=PGA.ACCOUNT )
)

EPM 統合エージェント受信ボックス内のファイルからの
データのインポート
ローカルの EPM 統合エージェント受信ボックス・フォルダにあるファイルからデータ
をインポートし、エージェントがそのファイルをアップロードおよび処理するように
することができます。

Note:
この機能を使用すると、EPM 統合エージェント受信ボックス内のファイルを
使用でき、EPM 自動化コマンドを使用して最初にファイルをインポートする
必要がありません。
ファイルを EPM 統合エージェント受信ボックスにステージングするには:
1.

<EPMAgentData>アプリケーション・フォルダの下に、ファイルをコピーする受信
ボックス・フォルダを作成します。

2.

エージェントの開始パラメータ・ファイルの EPM_AGENT_INBOX パラメータ・
フィールドで、受信ボックスの場所を指定します。
a.

<EPMAgentDevData\config>ディレクトリに移動します。

b.

テキスト・エディタ(Notepad など)を使用して、agentparams.ini ファイルを
ダブルクリックして開きます。
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c.

3.

EPM_AGENT_INBOX パラメータで EPM 統合エージェント受信ボックスの完全な
ディレクトリを指定し、ファイルを保存します。

データ統合ホーム・ページで、ファイルベースの統合の右側にある
プション」を選択します。

をクリックし、
「オ

4. 「オプション」タブを選択します。
5. 「ディレクトリ」に#agentinbox と入力し、
「保存」をクリックします。
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6.

ステップ 1 で作成した受信ボックスにファイルをステージングします。

エージェント・ファイル・アダプタの使用
エージェント・ファイル・アダプタを使用すると、オンプレミス・ファイル・データ・
ソースから Oracle Enterprise Performance Management Cloud に非常に大きいファイ
ルをロードできます。これにより、直接ロード方法が拡張され、ステージングおよび
処理、パフォーマンス・ボトルネックの除去、およびロード・プロセスのパフォーマ
ンスとスケーラビリティの向上のために、EPM Cloud データベースがバイパスされま
す。エージェント・ファイル・アダプタには、接続パラメータも問合せパラメータも
含まれません。必要なパラメータは、ファイルの名前のみです。ロードには、ヘッダ
ー・レコード付き区切りファイルが必要です。
エージェント・ファイル・アダプタによる直接ロード方法を使用するには:
1.

オンプレミス・ファイル・アダプタを作成します。
a. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を

選択します。

b.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

c. 「カテゴリ」から、
「データ・ソース」を選択します。
d. 「タイプ」からオンプレミス・ファイルを選択します。
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e. 「ファイル」で、テンプレートとして使用するソース・データ・ファイルを指定しま

す。

をクリックして、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを検索します。
ファイルを選択するときには、次のことに注意してください:

f.

•

ソース・データ・ファイルは、区切りデータ・ファイルである必要があります。

•

使用されるデータ・ファイルには、区切り列を説明する 1 行のヘッダーが含まれ
る必要があります。

•

数値データと数値以外のデータの両方をロードできます。

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえ
ば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞
としてイニシャルを割り当てることができます。

g. 「OK」をクリックします。
2.

オンプレミス・データ・ソースと EPM Cloud の間の統合ジョブを作成します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、
b.

「追加」アイコン)をクリックします。
(

統合の作成ページの「名前」および「説明」に、統合ジョブの名前および説明を入力
します。

c. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選

択して、データのロード先を指定します。

d.

直接ロード・スライダをタップしてオンにします。
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統合ジョブを直接ロード方法に関連付けてからジョブを保存した場合、直接ロ
ードの関連付けを元に戻すことはできません。ただし、統合ジョブを削除する
ことは可能です。
(ソースの選択)をクリックします。

e.
f.

ソースの選択ページで、オンプレミス・ファイル・データ・ソース・アプリケ
ーションの横にある

(ターゲットの選択)をクリックします。

g.
h.

をクリックします。

ターゲットの選択ページから、ターゲットの EPM Cloud アプリケーションを
選択します。

i. 「保存して続行」をクリックします。

3.

オンプレミス・ファイル・データ・ソースと EPM Cloud アプリケーションの間で
ディメンションをマップします:
a.

ディメンションのマッピング・ページの「タイプ」から、データ・ロード方法
のタイプを選択します。
使用可能なオプション:

b.

•

区切り - 数値データ: 数値データ型のみサポートされます。

•

区切り-すべてのデータ 型: 次のデータ型が Planning に対してサポートさ
れます
–

数値

–

テキスト

–

スマートリスト

–

データ

次を実行して、マッピング・グリッドで、オンプレミス・データ・ソース・ア
プリケーションのソース列を EPM Cloud アプリケーションのディメンション
にマップします:
i. 「ソース・ディメンションの選択」で、EPM Cloud ディメンションにマッ

プするソース・ディメンションの名前を選択します。

ii.

オプション: EPM Cloud ディメンションごとにターゲット式を追加しま
す。
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ターゲット式の使用の詳細は、ターゲット式の使用を参照してください。

Note:
直接ロード方法で SQL ターゲット式タイプを使用することはできませ
ん。
ソース式タイプは、直接ロード方法では使用できません。

c. 「保存して続行」をクリックします。
4.

統合を実行します:
a.

データ統合ホーム・ページから、直接ロードに関連する統合ジョブを選択し、 をク
リックします。

b.

統合の実行ページの「モード」ドロップダウンから、統合のエクスポート・モードを
選択します。
使用可能なオプション:
•

マージ - デフォルトで、すべてのデータ ・ロードがマージ・モードで処理されま
す。アプリケーションにデータが存在する場合は、既存のデータがロード・ファ
イルの新しいデータで上書きされます。データがない場合は、新しいデータが作
成されます。

•

置換 - ロードする年、期間、シナリオ、バージョンおよびエンティティ ・ディメ
ンションのデータをクリアし、ソースまたはファイルからデータをロードします。

Note:
置換モードでは、特定のシナリオ/年/期間/エンティティ /マップ済デー
タ・ソースの最初のレコードが出現する前に、そのシナリオ、年、期
間、エンティティおよびマップ 済データ・ソースのデータの組合せ全体
が、手動入力か以前のロードかに関係なくクリアされます。Planning ア
プリケーションに 1 年分のデータがある場合に 1 か月分のみをロード
するとき、このオプションを使用すると、1 年分すべてがクリアされて
からロードが実行されます。
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•

累計 - アプリケーション内のデータをロード・ファイル内のデータで累計
します。データ・ファイルの一意の視点ごとに、ロード・ファイルの値が
アプリケーションの値に加算されます。

•

減算 - ソースまたはファイルの値を、ターゲット・アプリケーションの値
から減算します。たとえば、ターゲットに 300 があり、ソースに 100 があ
る場合、結果は 200 になります。

Note:
インポート・オプションは、直接データ・ロード方法には使用で
きません。
c. 「期間」ドロップダウンから、データのロード元のソース・ファイルの単一期

間を選択します。

統合のディメンションのマッピング・ページで期間ディメンションをマップ
し、期間のターゲット式を指定している場合、「期間」ドロップダウンは選択
に使用できません。期間がマッピングから導出されるためです。
d. 「実行」をクリックします。

EPM 統合エージェントを使用したクイック・モード・ロー
ドの実行
クイック・モード方法を使用し、EPM 統合エージェントを使用してオンプレミス・デ
ータ・ソースから Oracle Enterprise Performance Management Cloud にデータをロー
ドします。EPM 統合エージェントを使用してオンプレミス・データ・ソースを EPM
Cloud ターゲットと統合すると、オンプレミス・リレーショナル・データベース内のソ
ース・データに対する SQL 問合せの実行、処理のオフロード、ソース・レベルでのデ
ータの抽出と変換、およびデータ・エクスポート・オンプレミス・データベース・フ
ァイルに直接ロードされるデータのロードが実行されます。このようにして、ステー
ジングおよび処理、パフォーマンス・ボトルネックの除去、およびロード・プロセス
のパフォーマンスとスケーラビリティの向上のために、EPM Cloud データベースがバ
イパスされます。

Note:
データをそのままロードするためのクイック・モード方法の使用については、
データをエクスポートするためのクイック・モードを参照してください。

Note:
クイック・モード方法は、Planning および Planning モジュールでのみ使用で
きます。

考慮事項:
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EPM 統合エージェントを使用したクイック・モード方法に関連する次の点について検討しま
す:
1.

クイック・モード・ロード統合ジョブを作成して保存した場合、それを後で標準統合ジョ
ブに変更することはできません。ただし、データ・ロード統合ジョブを削除することは可
能です。

2.

ディメンションのマッピング時に、ターゲット式タイプはサポートされます。ターゲット
式を使用すると、ソースから読み取ったソース値を、ターゲット・アプリケーションにロ
ードされるターゲット・ディメンション値に変換できます。
期間ディメンションで使用できるターゲット式には、substring()、split()、map()、toPeriod()
および toYear()があります。
SQL ターゲット式タイプを除いて、残りのすべてのターゲット 式がサポートされます。

3.

ディメンションのマッピング時に、ソース式タイプはサポートされません 。

4.

メンバーのマッピングはサポートされません。

5.

レベル 0 データ抽出方法を選択した場合、データ抽出を実行するために、「DM BR デー
タ・エクスポート」ビジネス・ルールが作成されます。

6.

実行時に単一の期間を指定でき、この場合、すべてのデータが 単一の期間にロードされま
す。もう 1 つの選択肢として、toPeriod および toYear ターゲット式を使用して、ソー
ス・システムの期間名を基に期間ディメンションを導出します。

7.

クイック・モード・ロードの実行中は、置換エクスポート・モードのみサポートされま
す。
インポート・モードは使用できません

8.

EPM 自動化を使用してクイック・モード・ロード統合を実行することはできません。

クイック・モード・プロセスの説明
ここでは、クイック・モード方法を使用して、オンプレミス・データ・ソースからデータを
抽出し、そのデータを EPM 統合エージェントを使用してオンプレミス・データベース・ファ
イルに直接ロードする方法について説明します。EPM 統合エージェントでは、オンプレミ
ス・リレーショナル・データベースに対して問合せを実行し、データをデータ・エクスポー
ト・ファイルにロードします。
クイック・モード方法を使用するには:
1.

SQL 問合せを作成します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「問合せ」を選択

します。

b. 「問合せ」画面で、
「追加」(

)をクリックします。

c. 「問合せの作成」画面の「問合せ名」で、SQL 問合せ名を指定します。

問合せ名は、統合用の SQL データ・ソースを登録する際にデータ抽出問合せを識別
するために、アプリケーション詳細の「オプション」タブで使用されます。
d.

問合せ定義を作成し、SQL 問合せを保存します。
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詳細は、SQL 問合せの作成 を参照してください。
2.

オンプレミス・データベース・ファイルを作成します:
a.

オンプレミス・データベースから 1 つのヘッダー行を含むファイルを作成しま
す。
ヘッダー行は、ターゲット・ディメンションのディメンション 名と完全に一致
する必要があります。ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用
できます。

3.

b.

ファイルを、ヘッダー行を持つ CSV フォーマット・ファイルとして保存しま
す。

c.

オンプレミス・データベース・アプリケーションを登録するとき、ファイル・
ブラウザを使用してファイルをロードします。

オンプレミス・データベース・ファイル・アプリケーションを登録します:
a. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を

選択します。

b.

アプリケーション・ページで、

をクリックします。

c. 「アプリケーションの作成」の「カテゴリ」で、
「データ・エクスポート」を選

択します。

d. 「タイプ」から、オンプレミス・データベースへのデータ・エクスポートを選

択します。

e. 「ファイル」から、ステップ 2 で作成したファイルを選択します。

をクリックし、ファイル・ブラウザ・ページでファイルを参照します。
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f.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえ
ば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞
としてイニシャルを割り当てることができます。

g. 「OK」をクリックします。

4.

オンプレミス・データベース・ファイル・アプリケーションのアプリケーション詳細を定
義します:
a.

アプリケーション・ページでオンプレミス・データベース・アプリケーションを選択
し、「アクション」メニューから「アプリケーション詳細」タブを選択します。

b. 「オプション」タブを選択します。
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c.

データ抽出問合せで、ファイルに対して実行する SQL 問合せの名前を指定し
ます。

d. 「区切り文字」で、ファイルで使用する区切り文字のタイプを選択します:

e.

•

カンマ(,)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)

•

コロン(:)

•

垂直棒(|)

資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイ
プを指定します。
資格証明ストアの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー
名/パスワード/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、JDBC URL、ユーザー名およ
びパスワードを格納するためにオンプレミス環境にファイルを作成します。
ファイル名は appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する
必要があります。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

Note:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されて
いる必要があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースに
パスワードを通常の方法で入力します。システムによってパスワー
ドが暗号化され格納されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリ
ティを使用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納
する必要があります。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユ
ーザー・パスワードの暗号化を参照してください。
f.

JDBC URL で、JDBC ドライバ URL 接続文字列を指定します。
JDBC ドライバ URL 接続文字列により、Java を使用してリレーショナル・デ
ータベースに接続できます。
Oracle Thin JDBC ドライバの場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
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jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
MS SQL Server の場合、JDBC ドライバ URL には次が含まれます:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
g. 「ユーザー名」で、オンプレミス・データベースのユーザー名を指定します。
h. 「パスワード」で、オンプレミス・データベースのパスワードを指定します。
i. 「フェッチ・サイズ」で、問合せに対する各データベースのラウンド・トリップでフ

ェッチされる(ドライバで処理される)行数を指定します。

j. 「保存」をクリックします。
5.

オンプレミス・データ・ソースと Oracle Enterprise Performance Management Cloud
間の統合ジョブを作成します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、
b.

「追加」アイコン)をクリックします。
(

統合の作成ページの「名前」および「説明」に、統合ジョブの名前および説明を入力
します。

c. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選

択して、データのロード先を指定します。

d. 「クイック・モード」スライダをタップしてオンにします。

統合ジョブをクイック・モード方法に関連付けてからジョブを保存した場合、直接ロ
ードの関連付けを元に戻すことはできません。ただし、統合ジョブを削除することは
可能です。
(ソースの選択)をクリックします。

e.

f. 「ソースの選択」ドロップダウン(

)から、オンプレミス・データベース・データ・
ソース・アプリケーションを選択します。

g. 「ターゲットの選択」ドロップダウン(

)から、オンプレミス・データ・エクスポ
ート・ファイル・アプリケーションを選択します。

h. 「保存して続行」をクリックします。
6.

オンプレミス・データベース・データ・ソースとオンプレミス・データベース・ファイ
ル・アプリケーションの間でディメンションをマップします:
a.

ディメンションのマッピング・ページの「タイプ」から、データ・ロード方法のタイ
プを選択します。
使用可能なオプション:
•

区切り - 数値データ: 数値データ型のみサポートされます。

• 「区切り-すべてのデータ 型」では、次のデータ型が Planning に対してサポートさ
れます:
–

数値

–

テキスト

–

スマートリスト

13-69

第 13 章

EPM 統合エージェントを使用した EPM Cloud とオンプレミス間の接続

–
b.

データ

次を実行して、マッピング・グリッドで、オンプレミス・データ・ソース・ア
プリケーションのソース列を EPM Cloud アプリケーションのディメンション
にマップします:
i. 「ソース・ディメンションの選択」で、ディメンションにマップするソー

ス・ディメンションの名前を選択します。

ii.

オプション: EPM Cloud ディメンションごとにターゲット式を追加しま
す。
ターゲット式の使用の詳細は、ターゲット式の使用を参照してください。

Note:
クイック・モード方法で SQL ターゲット式タイプを使用するこ
とはできません。
ソース式タイプは、クイック・モード方法では使用できません。
c. 「保存して続行」をクリックします。
7. 「データ統合」ホーム・ページから、直接統合の右側にある

プション」を選択します

をクリックし、
「オ

8. 「オプション」タブをクリックします。
9. 「カテゴリ」で、シナリオ・ディメンションの明示的なソース・フィルタを指定し

ます。

カテゴリは処理用の POV の必須コンポーネントであるため、統合を定義するとき
はカテゴリを指定する必要があります。カテゴリはクイック・モード処理のシナリ
オを決定するためには使用されません。
10. 「データの抽出オプション」で、データを抽出するための方法を選択します:

使用可能なオプション:
•

すべてのデータ - 保管されている値と、密ディメンションと疎ディメンション
の両方について動的に計算された値が抽出されます。
「すべてのデータ 」データの抽出オプションでは、データを抽出するために
MDX 問合せエクスポート方法が使用されます。

•

保管された動的算出データ - 疎ディメンションは除き、密ディメンションにつ
いてのみ、保管されているメンバーおよび動的に計算されたメンバーついて抽
出されます。「保管された動的算出データ」オプションでは、データを抽出す
るために DATAEXPORT コマンド方法が使用されます。

•

保管済データのみ - 保管されているデータのみを抽出します。動的に計算さ
れた値は、このタイプの抽出には含まれません。「保管されたデータのみ」オ
プションでは、データを抽出するために DATAEXPORT コマンド方法が使用さ
れます。

•

レベル 0 データ - ディメンションの最下部のメンバー全体(データベースに格
納されている RAW データ)が抽出され、フィルタを適用して出力ファイルに含
める列を選択できます。この抽出オプションでは、数値以外のデータをエクス
ポートすることもできます。「レベル 0 データ」オプションでは、データを抽
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出するために MAXL エクスポート方法が使用されます。この方法は、サービス管理者
のみが使用できます。抽出ステップの実行中は、アプリケーションは読取り専用で
す。
クイック・モード方法を選択した場合、次のターゲット・オプションは使用できませ
ん:
–

属性列のエクスポート

–

データの累計

–

データのソート

–

ディメンションのピボット

11. 「保存」をクリックします。
12. 統合を実行します:
a. 「データ統合」ホーム・ページから、クイック・モード・ロードに関連する統合ジョ

ブを選択し、 をクリックします。
b.

統合の実行ページで、「モード」のデフォルト値は「置換」です。

c.

期間なしがオプション・ページでの選択だった場合、
「期間」ドロップダウンから、
データのロード元のソース・ファイルの単一期間を選択します。
統合のディメンションのマッピング・ページで期間ディメンションをマップし、期間
のターゲット式を指定している場合、
「期間」ドロップダウンは選択に使用できませ
ん。期間がマッピングから導出されるためです。

d.

統合に対してフィルタが定義されている場合、「フィルタ」タブをクリックして、必
要に応じて変更します。
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e. 「実行」をクリックします。

次の例は、エンティティおよび 期間でフィルタされたデータ・エクスポートの結果
を示しています。
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クイック・モード方法で使用される期間の定義
クイック・モード方法で使用する期間を定義する場合、実行時に単一の期間を選択す
ることも、データ・ソース内の期間列をマップすることもできます。Oracle Enterprise
Performance Management Cloud の期間は、この列から導出されます。
詳細は、次を参照してください:
•

クイック・モード方法の単一期間の選択

•

ソース列から導出されるクイック・モード方法の期間の選択

クイック・モード方法の単一期間の選択
クイック・モード方法に使用する期間を決定する場合、データのロード先にする単一
の期間を選択します。この場合は、次に示すように統合の実行ページで単に期間を選
択します。

Note:
統合のディメンションのマッピング・ページで期間ディメンションをマップ
し、期間のターゲット式を指定している場合、
「期間」ドロップダウンは選択
に使用できません。期間がマッピングから導出されるためです。
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ソース列から導出されるクイック・モード方法の期間の選択
ソース・データにデータ・ソース内の期間列が含まれている場合、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud の期間をこの列から導出できます。
ソース・データには、次のような様々な形式の期間が含まれている可能性があります:
•

Jan-20

•

January-20

•

01-20

•

01/31/20

•

01-Jan-20

ターゲット式を使用してターゲットの年および期間の値を導出したり、日付フィールドと関
連する形式を使用して年および期間を導出することもできます。ターゲット式の使用の詳細
は、ターゲット式の使用を参照してください。
ターゲットの年および期間の値を導出するには、次のターゲット式を使用します。
•

substring() - 文字位置(開始位置)と部分文字列長(抽出する文字数)に基づいて、文字列か
ら文字を抽出して返します。
詳細は、部分文字列を参照してください。

•

split() - 区切り文字に基づいてソースの値を分割し、値を分割した後の n 値を返します。
この式タイプは、文字列を区切って分割する場合に便利です
詳細は、分割を参照してください。

日付フィールドと関連する形式を使用して年および期間を導出するには、次のターゲット式
を使用します。
•

toPeriod() - 構文 toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon)を使用して、ソース・シス
テム期間名を基に期間ディメンション・メンバーを導出します
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•

toYear() - 構文 toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY")を使用して、ソー
ス・システム期間名を基に年ディメンション・メンバーを導出します

<DATEFORMAT>は単純な Java 日付形式です。単純な Java 日付形式の詳細は、https://
docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html を参照してくださ
い。
Map は別のターゲット式で、入力フィールド、または substr、split などの式および一連
のキー値のペアを含むフィールドを、マッピングのために構文
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map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|…)を使用して受け入れることができます

Note:
map ターゲット式は任意の式で使用できます。

EPM 統合エージェントでのライトバック
EPM 統合エージェントでは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリケー
ションからオンプレミス・データベースへのデータの移動を可能にすることによって、ライ
トバックがサポートされます。この機能を使用するには、オンプレミス・データベースにデ
ータをエクスポートするデータ・エクスポート・アプリケーションを登録します。
•

単純な方法—アプリケーションを登録し、表名を指定し、表のすべての 列をアプリケーシ
ョンに含めます。INSERT 文が自動的に生成され、データがロードされます。
この方法を使用するには、エクスポートする列のリストを含む CSV ファイルを作成しま
す。列の名前は、表の列名と完全に一致している必要があります。ファイルの名前は、ア
プリケーションの名前である必要があります。

•

高度な方法—問合せ定義ページで INSERT 文を指定します。INSERT 文には、値の表およ
び列とアプリケーションのディメンション名を含めます。この方法を使用すると、わかり
やすいディメンション名を付けることができ、TO_DATE、TO_NUMBER などの SQL 関
数およびデータ型変換などの文字列演算を実行するその他の関数を使用することもでき
ます。
この方法を使用するには、エクスポートする列のリストを含む CSV ファイルを作成しま
す。列のリストは、INSERT 文で使用する列名と完全に一致している必要があります。フ
ァイルの名前は、アプリケーションの名前である必要があります。

また、エージェントは、BefExport と AftExport という 2 つのイベント・スクリプトをライ
トバックの実行中に実行できます。BefExport イベントを使用すると、表にデータを挿入する
前にアクションを実行するか、またはデフォルトの挿入処理を上書きできます。AftExport イ
ベントを使用すると、表にデータを挿入した後で、処理後のクリーンアップを実行できます。
ライトバック機能は、SYNC モードと ASYNC モードの両方で実行されているエージェント
に対してサポートされています。

EPM 統合エージェント・ライトバックのプロセスの説明
EPM 統合エージェントを使用してオンプレミス・データベースにライトバックするには:
1.

EPMAgent ZIP をダウンロードします。
これが EPM 統合の最初のインストールである場合は、EPM 統合エージェントのインスト
ールと構成を参照してください。
EPM 統合エージェントの既存のインストールがある場合は、EPMAgent.ZIP をダウンロ
ードして解凍します。ini ファイルまたは証明書を更新する必要はありません。

2.

オプション: ライトバックの実行中に、BefExport と AftExport という 2 つのイベント・ス
クリプトを実行できます。
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BefExport イベントを使用すると、表にデータを挿入する前にアクションを実行す
るか、またはデフォルトの挿入処理を上書きできます。AftExport イベントを使用
すると、表にデータを挿入した後で、処理後のクリーンアップを実行できます。
3.

オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションを登録します。
詳細は、オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションの登録を参照
してください。

4.

データ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳細の「ディメンシ
ョン」タブに移動し、ヘッダー・レコードの列名がデータのロード先の表の列名ま
たは列別名と完全に一致することを確認します。
名前の大文字と小文字は区別されます。
詳細は、ライトバックのアプリケーション詳細ディメンションの設定を参照してく
ださい。

5. 「ターゲット・ディメンション・クラス」で「金額」列を指定し、データ列名列を

クリアします。

6.

オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳
細の「オプション」タブに移動し、データのロードの処理方法を指定します。表名
を指定し、INSERT 文を自動的に生成できます。問合せ定義ページで INSERT 問合
せを記述し、文をデータをロードするためのメソッドとして使用することもできま
す。
オンプレミス・データベースの資格証明、JDBC 接続情報、ユーザー名およびパス
ワードを指定する必要もあります。
詳細は、データ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳細の定義
を参照してください。

7.

次のタスクを完了して、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプリ
ケーションをデータ・エクスポート・ファイルと統合します。
タスク

説明

詳細情報

全般

ファイルベース統合および直 データ統合の定義
接統合のソースの統合を追加
または編集します。

ディメンションのマッピング データ・ソースの列をターゲ ディメンションのマッピング
ット・アプリケーションのデ
ィメンションにマッピングし
ます。

8.

メンバーのマッピング

ディメンションをマッピング メンバーのマッピング
して、ソース・フィールドの
値をターゲット・ディメンシ
ョン・メンバーに変換する方
法を指定します。

オプション

データをインポートおよびエ データ統合オプションの設定
クスポートするためのオプシ
ョンを定義します。また、ソ
ース・フィルタを定義します。

統合を実行します。
統合の実行の詳細は、統合の実行を参照してください。
統合が実行されると、EPM 統合エージェントによってエクスポート ・プロセスが
EPM Cloud で開始されます。エージェントによってエクスポート ・データがダウ
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ンロードされます。また、選択した方法に基づいて、エージェントによって適切な
INSERT 文が作成され、データがターゲット表にロードされます。
出力ファイルを「プロセスの詳細」からダウンロードして、エクスポートされたデータを
確認できます。ライトバックのデータベース列名は、次に示すように、生成されたファイ
ル内で列ヘッダーとして指定されています。

次に示すように、ジョブのログ・ファイルを「プロセスの詳細」から開いて、ライトバッ
クの実行の詳細を表示できます:

オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションの登録
オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションを登録し、データのエクスポー
ト先の列に関連付けるファイルを指定します。
データ・エクスポート・アプリケーションを登録するには
1.

エクスポートする列のリストを含む CSV ファイルを作成します。
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CSV ファイルの名前は、アプリケーションの名前である必要があります。単純な
方法を使用する場合、列の名前は表の列の名前である必要があります。INSERT 問
合せの場合、列の名前は任意ですが、INSERT 文内の名前と一致している必要があ
ります。
2. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択

します。

3.

アプリケーション・ページで、

「追加」アイコン)をクリックします。
(

4. 「カテゴリ」から、
「データ・エクスポート」を選択します。
5. 「タイプ」から、オンプレミスへのデータ・エクスポートを選択します。
6. 「ファイル名」から、手順 1 のファイルの名前を選択します。

をクリックして移動し、ファイル・ブラウザ・ページからファイルを選択でき
ます。
7.

オプション: 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。
接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たと
えば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接
頭辞としてイニシャルを割り当てることができます。

8. 「OK」をクリックします。

ライトバックのアプリケーション詳細ディメンションの設定
オンプレミス・データベースにライトバックするプロセスの一部として、ヘッダー・
レコードの列名が完全に一致することを確認する必要があります。
「ターゲット・ディメンション・クラス」が「金額」の「金額」ディメンションを指定
し、データ列名列の値をクリアする必要もあります。
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アプリケーション詳細で「金額」列を指定するには:
1.

アプリケーション・ページから、オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーシ
ョンの右側にある

2.

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

アプリケーション詳細ページから、「ディメンション」タブをクリックします。

3. 「ディメンション名」列から、
「金額」ディメンションを選択します。
4.

分類を「金額」に変更し、データ列名を削除します。

5. 「保存」をクリックします。

データ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳細の
定義
アプリケーション詳細を使用して、EPM 統合エージェントによるデータのライトバックの処
理方法を指定します。また、オンプレミス・データベースの資格証明および JDBC 接続情報
を指定する必要もあります。
オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳細を定義
するには:
1.

アプリケーション・ページから、オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーシ
ョンの右側にある

2.

をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

アプリケーション詳細ページから、「オプション」タブをクリックします。

3. 「表名」で、データのロード先の表名を指定します。

オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションのディメンションの名前は、
表の列の名前と一致している必要があります。データをロードする INSERT 文が自動的
に生成され、すべてのフィールドのテキストが 挿入されます。
このフィールドで表名を指定する場合は、挿入問合せフィールドで INSERT 文を指定し
ないでください。

4.

挿入問合せで、問合せ定義ページで作成されるカスタム INSERT 文に関連付ける SQL 問
合せの名前を指定します。
INSERT 問合せには、値の表および列とアプリケーションのディメンション名が含まれて
いる必要があります。この方法を使用すると、わかりやすいディメンション名を付けるこ
とができ、TO_DATE、TO_NUMBER などの SQL 関数およびデータ型変換などの文字列
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演算を実行するその他の関数を使用することもできます。詳細は、カスタム
INSERT 問合せでのライトバックを参照してください。
INSERT 問合せを指定する場合は、「表名」フィールドで表名を指定しないでくだ
さい。

5.

資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイプを
指定します。
資格証明ストアの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パ
スワード/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、JDBC URL、ユーザー名およびパ
スワードを格納するためにオンプレミス環境にファイルを作成します。ファイル
名は appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する必要がありま
す。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

ノート:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されてい
る必要があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパ
スワードを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗
号化され格納されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリテ
ィを使用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する
必要があります。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・
パスワードの暗号化を参照してください。

13-82

第 13 章

EPM 統合エージェントを使用した EPM Cloud とオンプレミス間の接続

6. 「JDBC ドライバ」で、データベース管理システム(DBMS)への接続時に使用する JDBC

ドライバのタイプを選択します。

JDBC ドライバの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

Microsoft SQL Server

•

Oracle

7. 「ユーザー名」で、オンプレミス・データベースのユーザー名を指定します。
8. 「パスワード」で、オンプレミス・データベースのパスワードを指定します。
9. 「保存」をクリックします。

カスタム INSERT 問合せでのライトバック
EPM 統合エージェントを使用してデータをライトバックする際に、カスタム INSERT 問合せ
を記述し、この問合せ文をデータのロード時にメソッドとして使用できます。この機能によ
り、わかりやすいディメンション名を付けることができ、TO_DATE、TO_NUMBER などの
SQL 関数およびデータ型変換などの文字列演算を実行するその他の関数を使用することもで
きます。
オンプレミス・データベースにライトバックする際に使用する INSERT 問合せを指定するに
は:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」、「問合せ」の順にクリックします。
2. 「問合せ」画面で、
「追加」(

)をクリックします。

3. 「問合せの作成」画面の「問合せ名」で、INSERT 問合せ名を指定します。

問合せ名は、アプリケーション詳細の「オプション」タブの挿入問合せフィールドで使用
されます。詳細は、データ・エクスポート・アプリケーションのアプリケーション詳細の
定義を参照してください。
4. 「問合せ文字列」で、ファイルのヘッダー行に基づいてデータをライトバックするために

使用する INSERT 文を指定します。

表名および列名を含む INSERT 文を記述します。
VALUES では、アプリケーションのディメンション名を~~で囲んで指定します。これら
は、エクスポートされたデータ・ファイルの実際の値で置き換えられます。
この例では、ACCT、COMP、PROD、PRDDATE、BAL_AMT は WBTESTDT 表にあり
ます。Account、Company、Product、AsofDate および Balance Amount は、アプリケー
ションのディメンションの名前です。
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5. 「保存」をクリックします。

EPM 統合エージェント・ライトバックのイベント・スクリプト
EPM 統合エージェントによって、ライトバックの実行中に BefExport と AftExport と
いう 2 つのイベントが実行されます。これらのイベントを使用して、カスタム・コー
ドを実行し、標準処理をバイパスし、カスタム・データ・セットを生成します。この
データ・セットは、オンプレミス・データベースで使用できるようになっているデー
タ・ファイルに含まれます。
BefExport および AftExport イベントで渡されるカスタム API パラメータ。
名前

説明

JOBID

ライトバック実行のジョブ ID

JOBTYPE

ジョブ WRITEBACK のタイプ

EXPORT_DATA_FILE

エクスポート・データ・ファイルの名前(フル・
パス)

BefExport イベントの使用
EPM 統合エージェントを使用してライトバックする際に、BefExport イベントを使用
して、表にデータを挿入する前にアクションを実行するか、またはデフォルトの挿入
処理を上書きできます。
次のスクリプト例は、ライトバック前に実行される外部 API を呼び出す方法を示して
います。
この例の BefExport イベント:
•

agentContextParams マップの内容を出力します

•

データの挿入先の表名をフェッチして出力します。

•

挿入問合せをフェッチして出力します
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•

エージェント・プロセス・ログに情報メッセージを出力します。このエントリは、
EPM_APP_DATA_HOME\logs および epmagent.log のプロセス・ログに記録されます。

EPM 統合エージェントのコンテキスト関数の詳細は、EPM 統合エージェントのコンテキスト
関数を参照してください。
このスクリプトは例としてのみ提供されており、障害に対する保証はされず、ユーザーはこ
のスクリプトに関連する質問や問題について Oracle サポートにサービス要求を提出できま
せん。
import sys
import java
'''
Before export custom script. This script will be called before the writeback
begins execution.
'''
#print Begin: BefExport.py
#print 'Event Type is: ' + event
'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an unmodifiable
map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]

'''
getTable() Method to fetch the table name into which the data will be
inserted. This is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Table Name: " + agentAPI.getTable()
'''
getInsertQuery() Method to fetch the insert query. This is the query which is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Query: " + agentAPI.getInsertQuery()
'''
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only
to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log
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level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")
'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be
logged into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at
SEVERE log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")
'''
Uncomment to skip the export data execution. The writeback execution
can be skipped only during the
BEFORE_EXPORT event. This will skip the execution of the insert
statements. The cloud process will be marked as failed in the Export
data step.
'''
#agentAPI.skipAction('true')
'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the
agent.
'''
#print "End: BefExport.py"

AftExport イベントの使用
EPM 統合エージェントを使用してライトバックする際に、AftExport を使用して、表
にデータを挿入した後で処理後のクリーンアップを実行します。
次のスクリプト例は、ライトバック後に実行される外部 API を呼び出す方法を示して
います。
この例の AftExport イベント:
•

agentContextParams マップの内容を出力します

•

エージェント・プロセス・ログに情報メッセージを出力します。このエントリは、
EPM_APP_DATA_HOME\logs のプロセス・ログに記録されます。

•

エージェント・プロセス・ログに、すべての 重大エラー・メッセージを出力しま
す。このエントリは、EPM_APP_DATA_HOME\logs のプロセス・ログに記録されま
す。

EPM 統合エージェントのコンテキスト関数の詳細は、EPM 統合エージェントのコンテ
キスト関数を参照してください。
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このスクリプトは例としてのみ提供されており、障害に対する保証はされず、ユーザーはこ
のスクリプトに関連する質問や問題について Oracle サポートにサービス要求を提出できま
せん。
import sys
'''
After export custom script. This script will be called after the writeback
finishes execution.
'''
#print "Begin: AftExport.py"
#print 'Event Type is: ' + event
'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an unmodifiable
map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]

'''
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only
to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log
level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")
'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be logged
into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at SEVERE
log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")
'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the agent.
'''
returnValue = 'true'
#print "End: AftExport.py"
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エージェント・クラスタの理解
クラスタを使用して、統合ジョブを分散できます。
次に、複数のクラスタを定義するビジネス・シナリオの例をいくつか示します:
•

ソース・システムは地理的に分散されています。ネットワーク遅延を避けるため
に、各データ・センター・ロケーションに 1 つ以上のエージェントをデプロイでき
ます。

•

組織内の様々なビジネス・ユニットは、ジョブを独立して保護および管理します。

•

組織では、様々なタイプのソース・システムを使用します。たとえば、E-Business
Suite (EBS)および Peoplesoft が異なるデータ・センターに配置されます。セキュ
リティおよびデータ量は異なり、データ抽出プロセスを独立して管理します。

•

各種ソースのデータ・ロード頻度は異なります。レポート作成およびドリルダウン
のソースとして、データ・ウェアハウス・ステージング・システムを使用できま
す。データは対話型モードで毎日ロードされ、ドリルダウンがサポートされます。
月末の連結プロセスのみのソースとして別の ERP システムを使用でき、すべての
データ・ロードはバッチ処理されます。これらのデータ・ソースごとに異なるクラ
スタを定義できます。

クラスタ割当てを定義することにより、統合を複数のクラスタに割り当てることがで
きます。次のエンティティ ・タイプ別に、統合を適切なクラスタに割り当てることが
できます:
•

統合(データ・ルール)

•

ロケーション

•

ターゲット・アプリケーション

統合ジョブが開始されると、システムでは、ジョブが割り当てられた場所をチェック
し、クラスタを判別して、ジョブをそのクラスタに割り当てます。ジョブを実行する
優先順位は、エンティティ ・タイプによって決まります。統合はロケーションより優
先され、ロケーションはターゲット・アプリケーションより優先されます。
各クラスタ内で複数のエージェントを使用して、ロード・バランシングおよび高可用
性を向上できます。エージェント構成 INI ファイルで、エージェントをクラスタに関連
付けます。EPM 統合エージェントを開始すると、エージェントがクラスタに自動的に
関連付けられ、クラスタに割り当てられたジョブが実行されます。クラスタ内のロー
ド・バランシングの手順は、実行モードが同期か非同期かによって決まります。
同期モードでは、ラウンド・ロビン・プロセスが使用され、クラスタに属するエージ
ェントにジョブが割り当てられます。詳細は、同期モードの構成を参照してください。
非同期モードでは、エージェントが異なる時間に開始するように設定して、高可用性
を実現します。たとえば、間隔を 10 分に設定し、別のエージェントを 1 時間 5 分後に
開始すると、別のエージェントは 1 時間 10 分後に開始されます。その結果、エージェ
ントは 5 分ごとにチェックされます。
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ノート:
選択したエンティティ (ロケーション、アプリケーションまたは統合)が別のクラス
タに再割当てされると、前のクラスタ割当ては削除され、新しい割当てに自動的に
置換されます。
統合ジョブを抽出しても、ジョブのインポートおよび検証ステータスに影響しませ
ん。次に示すように、抽出が正常に実行されても、インポートおよび検証は失敗し
ます:

クラスタの追加
クラスタを追加するには:
1.

ホーム・ページから、「アプリケーション」(

2. 「データ交換」(
3.

)をクリックします。

)をクリックし、「データ統合」タブを選択します。

オプションで、
「ナビゲータ」(
)をクリックし、「アプリケーション」から「データ交
換」(
)を選択して、データ統合を起動できます。

4. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「エージェント」を選

択します。

5. 「エージェント・クラスタ」ページから、
「追加」をクリックします。
6.

エージェント・クラスタの作成ページで、
「クラスタ名」フィールドにクラスタ名を指定
します。
名前には英数字のみ使用できます。記号(@)やアンパサンド(&)などの特殊記号は使用し
ないでください。クラスタの作成後は、名前を変更できません。

7.

クラスタ・モードで、統合フローを選択します。
使用可能なモードは次のとおりです:
•

同期

•

非同期
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8. 「説明」で、クラスタに関する追加情報を指定します。
9. 「保存」をクリックします。

統合ジョブの割当て
抽出を実行するエージェントによってクラスタ 内で統合ジョブが抽出されるとき、割
当てを使用して優先順位付けができます。エンティティ (ロケーション、アプリケーシ
ョンまたは統合)を割り当て、選択したクラスタに関連付けて、抽出の順序を設定でき
ます。
統合ジョブを割り当てるには:
1. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、
「エージェント」

を選択します。

2. 「エージェント・クラスタ」ページから、統合ジョブを追加するクラスタの名前を

選択します。

3. 「エージェント」タブをクリックし、クラスタから割当てで使用するエージェント

の名前を選択します。

次の点に注意してください。
•

名前 — クラスタに割り当てられたエージェントの名前。

•

物理 URL — Web URL がリバース・プロキシを介して要求をリダイレクトす
る IP アドレスとポートを表します。

•

Web URL — Oracle Enterprise Performance Management Cloud が要求を送
信する Web アドレスを表します。
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「Web URL」フィールドは変更できます。
•

前回の Ping — システムでホストが使用可能であることを最後にチェックした日時。

4. 「割当」タブをクリックし、
「タイプ」ドロップダウンからエンティティのタイプを 選択し

ます。

有効なエンティティ ・タイプは次のとおりです:
•

アプリケーション

•

統合

•

ロケーション

5. 「エンティティ 」ドロップダウンから、エンティティを 選択します。
6.

オプション: 「追加/削除」ボタン(
の割当てを削除します。

)をクリックして、新規割当てを追加したり、既存

EPM 統合エージェント・スクリプト
EPM 統合エージェントでは標準機能に対する拡張機能が用意されており、ユーザーは、Java
または Jython/Groovy スクリプトを使用して任意のデータ・ソースに接続したり、ビジネス
要件に基づき定義済問合せを条件付きで変更できます。EPM 統合エージェントでの標準
SQL 処理により、Oracle Enterprise Performance Management Cloud にアップロードされる
データ・セットが作成され、スクリプトを使用すると、標準処理をバイパスしてカスタム・
データ・セットを作成でき、このデータ・セットは EPM 統合エージェント処理の一部として
EPM Cloud にアップロードされます。

イベント
EPM 統合エージェントで実行されるステップは次のとおりです:
1.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud に指定された EPM 統合エージェン
トのデータ・ソースで定義された SQL を処理します。

2.

SQL 結果セットを準備して、定義済データ・ソースから EPM Cloud に転送します。

これらのステップは、"抽出"および"アップロード"ステップと呼ばれます。EPM 統合エージェ
ントのスクリプトは、カスタム・スクリプトを定義できるこれら 2 つのプロセス・ステップ
に関連して、4 つのイベントをサポートしています。イベントは次のとおりです:
イベント

スクリプト名

説明

Before Extract

BefExtract.py

エージェント抽出処理の前に実
行されるスクリプト。SQL 処理
の前に任意の処理を実行する場
合は、そのコードをこのスクリプ
トに含める必要があります。

BefExtract.groovy
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イベント

スクリプト名

説明

After Extract

AftExtract.py

エージェント抽出処理の後に実
行されるスクリプト。抽出後に、

AftExtract.groovy

agent/MyData/data ローカル・
フォルダ内の dat 接尾辞を持つ

ジョブ ID を含むファイルが準備
されます

Before Upload

BefUpload.py
BefUpload.groovy

After Upload

AftUpload.py
AftUpload.groovy

データ・ファイルが EPM Cloud
にアップロードされる前に実行
されるスクリプト。EPM Cloud
にアップロードされるファイル
は、agent/MyData/data フォル
ダにある<jobID>.dat ファイル
です。
データ・ファイルが EPM Cloud
にアップロードされた後に実行
されるスクリプト。

ノート:
ライトバックの実行中に使用される EPM 統合エージェントの BefExport お
よび AftExport イベントの詳細は、EPM 統合エージェント・ライトバックの
イベント・スクリプトを参照してください。
サンプル・スクリプトは、エージェントがインストールされたローカル・マシン上の
agent/Sample/jython および agent/Sample/groovy フォルダから使用できます。スク
リプトが agent/MyData/scripts フォルダに配置されている場合、システムではスクリ
プトのインスタンスを実行します。たとえば、BefExtract スクリプトのみを実行する
場合は、このスクリプトのみを agent/MyData/scripts フォルダに保存します。
前述の 4 つのカスタム・メソッドを実装する Java クラスの独自の実装を作成すること
もできます。Agent/Sample フォルダに例が用意されていますが、このアプローチを選
択する場合は次の点を考慮してください:
•

統合ロジックを Java で直接実装する場合、スクリプトを agent/MyData/scripts
フォルダに保存する必要はありません。Java 実装では常に 4 つのイベントが実行
され、それらのイベントのスクリプト・ファイルが存在しない場合は、カスタマ/
パートナが定義した Java ロジックのみが処理されます。

•

Java クラス・ファイル CustomEvent.java を作成でき、このファイルは、agentinterface.jar に存在するインタフェース EPMAgentInterface を実装します(たと
えば、public class CustomEvent は EPMAgentInterface{)を実装します。

•

CustomEvent.class は、agent-interface.jar 内に
oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class としてパッケージ
化できます。agent-interface.jar 以外の別の jar にパッケージ化する場合、この
jar は CUSTOM_CLASS_PATH エージェント開始パラメータに含まれる必要がありま
す。
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•

oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class とは異なるクラス名を使
用する場合は、完全修飾された Java クラス名を使用して開始パラメータ
CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME を設定する必要があります。

•

定期的な EPM Cloud リリース・サイクルで、開発によって固定または新規のバージョン
が提供されるたびに agent-interface.jar が更新されることに注意してください。カス
タム・イベント・クラスは開発およびテスト目的で使用できますが、本番デプロイメント
の場合は、カスタマイズが上書きされないように別の jar を保持することをお薦めしま
す。

EPM 統合エージェントの API メソッド
EPM 統合エージェントには、ログ・ファイルのテキストの指定、バインド変数や問合せの更
新などのアクション、および特別な問合せまたは SQL 以外のデータ・ソースが使用されてい
る場合に、SQL 処理ステップをスキップするように EPM 統合エージェントに指示するアク
ションを実行するために、スクリプトで使用できる多数のメソッドが用意されています。
EPM 統合エージェントの API メソッドは次のとおりです:
API メソッド

説明

例

logInfo()

エージェント・プロセス・ログに agentAPI.logInfo("SAMPLE:
情報メッセージを記録します。 INFO log message from
このエントリは、
script")
EPM_APP_DATA_HOME\logs フ
ォルダのプロセス・ログ、Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud のジョブ・
ログに記録されますが、ローカル
の epmagent.log には記録され
ません。ログ・エントリは、INFO
ログ・レベルで作成されます。

logError()

エージェント・プロセス・ログに agentAPI.logError("SAMPLE
エラー・メッセージを記録しま : SEVER log message from
す。このエントリは、
script")
EPM_APP_DATA_HOME\logs フ
ォルダのプロセス・ログ、EPM
Cloud のジョブ・ログ、および
epmagent.log にも記録されま
す。ログ・エントリは、SEVER
ログ・レベルで作成されます。

setBindVariables()

setBindVariables()メソッド
を使用して、抽出問合せのバイン
ド変数を更新します。これは、
befExtract スクリプトにのみ
適用されます。

newBindVar =
dict({'PERIOD':'Feb-05',
'LEDGER':'Vision
Operations (USA)'})
jmap =

バインド変数は、キーとして変数
java.util.HashMap()
NAME および VALUE を含む、各変
数の Java マップ・エントリとし (キーの場
合)newBindVar.keys():
て渡される必要があります。

jmap[key] =
newBindVar[key]

agentAPI.setBindVariable
s(jmap)
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API メソッド

説明

例

getBindVariables()

getBindVariables()メソッド
を使用して、抽出問合せのバイン
ド変数をフェッチします。各バ
インド変数はマップに格納され、
キー NAME および VALUE を使用
してバインド変数を定義します。

bindVariables =
agentAPI.getBindVariable
s()

updateQuery()

(エントリの場
合)bindVariables.entrySet(

): print entry.key,
entry.value

updateQuery()メソッドを使用 agentAPI.updateQuery("SEL
して、抽出問合せを更新します。 ECT * FROM TDATASEG")
これは、befExtract スクリプト

にのみ適用されます。

getQuery()

getQuery()メソッドを使用し

print "Printing Query: "

skipAction()

skipAction()メソッドを使用

agentAPI.skipAction('true
')

て、抽出実行呼出し中に EPM
+ agentAPI.getQuery()
Cloud から EPM 統合エージェン
トに渡される問合せをフェッチ
します。

して、カスタム抽出ルーチンが
EPM 統合エージェントで使用さ
れている場合にデータの抽出ス
テップをスキップします。
抽出実行は befExtract スクリ
プトでのみスキップできること
に注意してください。
保存された問合せを実行するの
ではなく、EPM Cloud にアップ
ロードするデータ・ファイルを提
供する場合は、EPM Cloud への
アップロード時に、<process
ID>.dat という名前のファイル
が MyData/data フォルダに保
存されている必要があります。
つまり、befExtract、
aftExtract または befUpload
スクリプトで、ファイルがこのフ
ォルダに保存されている必要が
あります。

EPM 統合エージェントのコンテキスト関数
EPM 統合エージェント API のコンテキスト関数は、スクリプト・ライターの重要なコ
ンテキスト情報を提供するのに使用できます。
コンテキスト関数は次のとおりです:
関数

説明

agentContext["JOBTYPE"]

エージェントで実行されるジョブ・タイプを提
供します。現時点では、JOBTYPE プロセスは
EXTRACT および INTEGRATION です。
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関数

説明

agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]

EPM 統合エージェントの開始時に使用する
INI ファイルに指定されたデータ・ホームを提
供します。

agentContext["DELIMITER"]

Oracle Enterprise Performance
Management Cloud からデータ・ソース・エ
ントリの一部として指定したファイル区切り
文字を提供します。

agentContext["DATAFILENAME"]

EPM Cloud にアップロードされるファイルの
パスと名前を提供します。ファイル名を手動
で作成するかわりに、この関数を使用します。

agentContext["JOBID"]

EPM Cloud に送信された統合からのジョブ ID
を提供します。

agentContext["INTEGRATION"]

実行される INTEGRATION の名前を提供しま
す。

agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]

EPM Cloud からダウンロードされるライトバ
ック・データ・エクスポート・ファイルのパス
および名前を提供します。ファイル名を手動
で作成するかわりに、この関数を使用します。

agentContext["LOCATION"]

EPM Cloud に送信された統合からのロケーシ
ョンを提供します。

agentContext["SOURCE_APPLICATION"]

EPM Cloud に送信された統合からのソース・
アプリケーションを提供します。

agentContext["TARGET_APPLICATION"]

EPM Cloud に送信された統合からのターゲッ
ト・アプリケーションを提供します。

EPM 統合エージェント・スクリプト例
次のスクリプト例は、為替レートを提供し、Oracle Enterprise Performance Management
Cloud の「データ交換」セクションに定義された統合によって処理可能なフォーマットでデー
タのアップロードを準備する外部 API を呼び出す方法を示します。EPM Cloud の設定ステ
ップでは、エージェント・インスタンスを統合データ・ソースとして使用し、EPM アプリケ
ーションをターゲットとして使用します。このスクリプトは例としてのみ提供されており、
障害に対する保証はされず、ユーザーはこのスクリプトに関連する質問や問題について
Oracle サポートにサービス要求を提出できません。
''' This jython script calls an external API to get exchange rates, and then
generates a file which is picked up by the EPM Integration Agent '''
import json
import urllib2
''' Turn off SQL processing by AGENT '''
agentAPI.skipAction('true')
''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''
proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80' 'https':
'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)
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''' Set up URL for rates download. Please see the URL for additional
information in regards to options. '''
currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))
''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''
outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")
''' Generate header row '''
outfile.write("Account,Currency,Entity,From
Currency,Scenario,View,Rate" + chr(10))
''' Generate a row for each rate '''
for toCur,toRate in allrates.iteritems():
mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global
Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," +
"FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
outfile.write(mystr)
outfile.close()
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " +
str(outfilename))

EPM 統合エージェントを使用した Oracle
Autonomous Database データの統合
EPM 統合エージェントを使用して、Oracle Autonomous Database と Oracle
Enterprise Performance Management Cloud の間で、データを直接統合できます。この
タイプの統合では、Oracle Autonomous Database で実行されているステージング・ア
プリケーションまたはその他のアプリケーションからソース・データを抽出できます。
EPM Cloud から、Oracle Autonomous Database の選択したレポート用データ・ウェ
アハウスにデータをエクスポートすることもできます 。
Oracle Autonomous Database は、ハイエンドの Oracle ハードウェア・システムで最
適化された完全自動データ・ウェアハウスおよびトランザクション処理のワークロー
ドを備えた包括的なクラウド・エクスペリエンスです 。Oracle Autonomous Database
では、弾力的にスケーリングされる使いやすい完全自律型データベースが提供され、
高速な問合せパフォーマンスが実現します。
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サービスである Oracle Autonomous Database には、データベース管理は不要です。ハードウ
ェアを構成または管理する必要も、ソフトウェアをインストールする必要もありません。
Oracle Autonomous Database では、データベースのプロビジョニング、データベースのバッ
クアップ、データベースのパッチ適用とアップグレード、およびデータベースの拡張または
縮小が処理されます。Oracle Autonomous Database の詳細は、Autonomous Database の
FAQ。を参照してください
Oracle Autonomous Database に対してデータをロードまたはライトバックする場合、Oracle
Autonomous Database と EPM Cloud の間に接続を確立するために、EPM 統合エージェント
が使用されます。お客様はローカル・ネットワークにエージェントをインストール(オンプレ
ミスのデータ・ソースからデータを抽出するためにお客様が現在エージェントを使用してい
る方法と同様)するか、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)コンピュート・インスタンスにエー
ジェントをインストールして、データベース接続を構成できます。コンピュート・インスタ
ンスは、ホストする仮想サーバーに処理能力とメモリー容量を提供します。この手法は、お
客様にソリューションのスケーラビリティと柔軟性をもたらします。
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EPM Cloud と Oracle Autonomous Cloud の統合により、お客様は、データをドリルダ
ウンして、直接ロードを実行することもできます。

Oracle Autonomous Database への接続プロセスの説明
EPM 統合エージェントには、お客様が Oracle Enterprise Performance Management
Cloud と Oracle Autonomous Database の間の双方向統合を実行できる即時利用可能
なソリューションが用意されています。
EPM Cloud と Oracle Autonomous Database の間のデータを統合する大まかなステッ
プは次のとおりです:
1.

Oracle Cloud Infrastructure Autonomous Database に接続します。

2.

ローカル・ネットワークのサーバーまたは Oracle Cloud Infrastructure コンピュー
ト・インスタンスに EPM 統合エージェントをインストールします。

3.

Oracle Cloud Infrastructure からウォレットをダウンロードします。

4.

ウォレットをエージェント・サーバーにコピーして解凍します。

5.

Oracle Autonomous Database データ・ソース・アプリケーションまたはデータ・
エクスポート・アプリケーション(あるいはその両方)を構成します。

6.

統合を設定します。

7.

統合を実行します。

Oracle Cloud Infrastructure への接続
次のステップでは、作成された自律型データベース・インスタンスに接続しているも
のとします。自律型データベース・インスタンスの作成の詳細は、開始および
Autonomous Transaction Processing のプロビジョニングを参照してください。
Oracle Autonomous Database に接続するには:
1.

https://cloud.oracle.com からサインインします。

2. 「Cloud Account Name」にクラウド・アカウント名を入力して、
「Next」をクリ

ックします。
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3.

4.

Oracle Cloud アカウント・サインイン・ページで、「User Name」にユーザー名、
「Password」にパスワードを入力し、
「Sign In」をクリックします。

開始ページの左上のナビゲータ(
択肢を表示します。

)をクリックして、上位レベルのナビゲーションの選
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5.

ホーム・ページをクリックして、「注目」で「Autonomous Database」をクリッ
クします。

Autonomous Data ページが開き、現在のリージョンおよびコンパートメントのデ
ータベースのリストが表示されます。
6.

Autonomous Database ページの「表示名」で、接続する自律型データベースを
選択します。

7. 「DB 接続」をクリックします。

8.

データ接続ページで、ウォレット・タイプを選択して、データベースに接続するた
めのクライアント資格証明および接続情報を指定します。
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ウォレットは、秘密キー、証明書および信頼できる証明書(これらはすべて 、厳密認証の
ために SSL によって使用されます)を含む、認証および署名資格証明を格納する、パスワ
ードで保護されたコンテナです。
使用可能なウォレット・タイプは次のとおりです:
•

インスタンス・ウォレット: 単一データベース専用のウォレット。これは、データベ
ース固有のウォレットを提供します。

•

リージョナル・ウォレット: 特定のテナントおよびリージョンのすべての
Autonomous Database 用のウォレット(これには、クラウド・アカウントが所有する
すべてのサービス ・インスタンスが含まれます)。

Note:
「インスタンス・ウォレット」を使用してデータベース固有のウォレットをエン
ド・ユーザーに提供し、可能な場合な常にアプリケーションで使用されるよう
にすることをお薦めします。リージョナル・ウォレットは、リージョン内のす
べての Autonomous Database への潜在的なアクセスが必要な管理目的のみで
使用される必要があります。
9. 「ウォレットのダウンロード」をクリックします。
10. 「ウォレットのダウンロード」ダイアログで、
「パスワード」フィールドにウォレットのパ

スワードを入力して、「パスワードの確認」フィールドでパスワードを確認します。

ウォレット内のキーを暗号化するパスワードを指定するよう求められます。パスワード
は 8 文字以上で、1 つ以上の文字と 1 つ以上の数字または特殊文字を含める必要がありま
す。このパスワードによって、ダウンロードされたクライアント資格証明ウォレットが保
護されます。
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11. 「ダウンロード」をクリックして、クライアントのセキュリティ資格証明の zip フ

ァイルを保存します。

デフォルトでは、ファイル名は Wallet_ databasename .zip です。このファイル
は、任意のファイル名で任意のローカル・フォルダに保存できます。
12. 「閉じる」をクリックします。

Note:
SQL Developer を使用して Oracle Autonomous Database に接続する場
合は、SQL Developer の Autonomous Transaction Processing への接続
を参照してください。

Oracle Autonomous Database に接続するための EPM 統合エー
ジェントの構成
この項では、Oracle Autonomous Database に接続するために EPM 統合エージェント
を構成する方法について説明します。次の構成ステップについて説明します:
•

ローカル・ネットワーク上での EPM 統合エージェントの構成

•

コンピュート・インスタンス上での EPM 統合エージェントの構成

ローカル・ネットワーク上での EPM 統合エージェントの構成
Oracle Autonomous Database に対してデータをロードまたはライトバックする際に
は、組織のネットワーク内のローカル・コンピュータにエージェントをインストール
します。
ローカル・ネットワーク内で EPM 統合エージェントを構成するには:
1.

データ統合で、最新の EPMAgent ZIP をダウンロードします。
a. 「データ交換」(

)をクリックし、「データ統合」タブを選択します。
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オプションで、「ナビゲータ」(
)をクリックし、「アプリケーション」から「デー
タ交換」(
)を選択して、データ統合を起動できます。
b. 「データ統合」ホーム・ページから、
「アクション」をクリックし、「エージェントの

ダウンロード」を選択します。

c.

ファイル・マネージャ・ページから、EPMAgent ZIP を宛先フォルダに抽出します。
宛先フォルダは AGENT_HOME です。

2.

Oracle Autonomous Database への接続を作成した場合は、ウォレットをダウンロードし
たフォルダに移動します。
デフォルトでは、zip のファイル名は Wallet_databasename.zip です。
ウォレットの作成の詳細は、Oracle Cloud Infrastructure への接続を参照してください。

3.

ウォレットを<EPMAgentDevData\config>などの構成ディレクトリにコピーするか、
EPM_APP_DATA_HOME の下にウォレット・ディレクトリを作成します。

4.

ウォレットを選択して解凍します。

5.

テキスト・エディタで tnsnames.ora ファイルを開き、次の例で示すようにプロキシのエ
ントリを置換して、サービスの記述にプロキシのエントリを追加します:
myadb_high = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)
(address=(https_proxy=myproxy.sample.com)(https_proxy_port=80)
tnsnames.ora ファイルは、ローカル・ネーミング・メソッドの接続記述子にマップされ
たネットワーク・サービス名またはリスナーのプロトコル・アドレスにマップされたネッ
ト・サービス名を含む構成ファイルです。このプロキシ情報は、そのネットワーク内でエ
ージェントを実行するために必要です。

6.

tnsnames.ora ファイルを保存します。
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Cloud Infrastructure (OCI)コンピュート・インスタンスへの EPM 統合
エージェントのデプロイ
Oracle Autonomous Database に対してデータをロードまたはライトバックする場合、
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)コンピュート・インスタンスに EPM 統合エージェン
トを配置できます。
コンピュート・ホストをプロビジョニングして管理できるように、Oracle Cloud
Infrastructure でコンピュート・インスタンスが提供されます。ホストする仮想サーバ
ーに処理能力とメモリー容量を提供するなど、コンピュートとアプリケーションの要
件を満たすように、必要に応じてインスタンスを作成できます。インスタンスを作成
した後は、コンピュータから安全にアクセスして、再起動し、ボリュームをアタッチ
およびデタッチして、完了したら終了できます。終了すると、インスタンスのローカ
ル・ドライブに加えた変更は失われます。
Oracle Cloud Infastructure コンピュート・インスタンスに EPM エージェントをデプロ
イすることには、次のメリットがあります:
•

単純なインストール

•

ファイアウォールやオンプレミス環境でポートを開くなどの特殊なネットワーク
構成は必要ありません。

•

すべてのデータ・トラフィックはクラウド内で行われ、オンプレミス環境へのデー
タ転送は発生しません。

コンピュート・インスタンスが使用されると、エージェントによって Oracle Enterprise
Performance Management Cloud と Oracle Autonomous Database の間の接続が確立
されます。この手法は、お客様にソリューションのスケーラビリティと柔軟性をもた
らします。引き続き、データ統合内で Oracle Autonomous Database アダプタ、SQL
問合せ、マッピングなどの統合定義を作成する必要があります。

コンピュート・インスタンスの作成
EPM 統合エージェントをインストールする Oracle Cloud Infrastructure コンピュー
ト・インスタンスを作成して、Oracle Autonomous Database に対してデータをロード
およびライトバックします。さらに、ホスト・システムのその他のツール、ユーティ
リティおよびその他のリソースへのローカル・アクセス権限を取得します。この実装
では、セキュアな接続を確立して opc ユーザーとしてログインするためのセキュア・
シェル(SSH)クライアント・ソフトウェアを使用します。
コンピュート・インスタンスの作成を開始する前に、次が必要になります:
•

特定のコンパートメントでコンピュート・インスタンスを管理するアクセス権、特
定の VCN およびサブネットを使用するアクセス権および接続する専用データベ
ースに関する情報を表示するアクセス権を持つ Oracle Cloud ユーザー・アカウン
ト。

•

Oracle Cloud コンピュート・インスタンスの作成時に使用するコンパートメント
名、VCN およびサブネット。この情報は自律型データベース管理者またはテナン
シ管理者に問い合せてください。

コンピュート・インスタンスを作成するには:
1.

https://cloud.oracle.com からサインインします。
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2. 「Cloud Account Name」にクラウド・アカウント名を入力して、
「Next」をクリックし

ます。

3. 「User Name」にユーザー名、
「Password」にパスワードを入力し、
「Sign In」をクリッ

クします。

4.

Oracle Cloud Infrastructure ページの左上のナビゲーション・メニューをクリックして、
上位レベルのナビゲーションの選択肢を表示します。

5. 「コンピュート」をクリックして、
「コンピュート」で「インスタンス」をクリックしま

す。

6.

インスタンス・ページで、「インスタンスの作成」をクリックします。

7.

コンピュート・インスタンスの作成ページで、
「SSH キーの追加」ペインに移動して、
「キ
ー・ペアを自動で生成」をクリックします。
SSH は、2 台のコンピュータ間にセキュアな通信を提供するための、2 つのキー(公開キ
ーおよび秘密キー)を使用する暗号ネットワーク・プロトコルです。SSH では、デフォル
トでポート 22 を使用します。
秘密キーはユーザーが保持し(そのユーザー以外には公開されません)、公開キーは、通常
ssh-copy-id ユーティリティを 使用してサーバーに送信されます。サーバーに公開キーが
格納(および認可済としてマーク)されます。サーバーで、対応する秘密キーを持つことを
証明できるすべてのユーザーに 対して、アクセスが許可されるようになります。秘密キー
はユーザーが保持し(そのユーザー以外には公開されません)、公開キーはサーバーに送信
されます。

8. 「秘密キーの保存」と「公開キーの保存」のオプションを選択して、後で参照可能なディ

レクトリに両方のキーを保存します。
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9. 「作成」をクリックします。
10. インスタンス・ページで、インスタンスの名前をクリックして、インスタンスの詳

細を表示します。

11. 「インスタンス・アクセス」の「パブリック IP アドレス」で、IP アドレスをコピ

ーして保存します。

リモート・ホストに接続する場合は、パブリック IP アドレスを指定する必要があ
ります。

Putty を使用したコンピュート・インスタンスへの接続
セキュア・シェル(SSH)またはリモート・デスクトップ接続を使用すると、実行中のイ
ンスタンスに接続できます。ほとんどの UNIX 形式のシステムには、デフォルトで
SSH クライアントが含まれています。Windows 10 と Windows Server 2019 のシステ
ムには、Oracle Cloud Infrastructure で生成された SSH キーを使用してインスタンスを
作成した場合に必要な OpenSSH クライアントが含まれています。その他の Windows
バージョンでは、http://www.putty.org。から取得可能な PuTTY と呼ばれる無料の SSH
クライアントを使用して、コマンド・ラインに接続できます。
開始する前に、インスタンスに接続するための次の情報が必要です:
•

インスタンスのパブリック IP アドレス。コンソールのインスタンス詳細ページか
らアドレスを取得できます。ナビゲーション・メニューを開き、「コンピュート」
をクリックします。
「コンピュート」で、「インスタンス」をクリックします。次
に、インスタンスを選択します。または、コア・サービス API の
ListVnicAttachments と GetVnic の操作を使用できます。

•

インスタンスのデフォルトのユーザー名。Linux、CentOS または Windows のプラ
ットフォーム・イメージを使用してインスタンスを起動した場合、ユーザー名は
opc です。Ubuntu のプラットフォーム・イメージを使用してインスタンスを起動
した場合、ユーザー名は ubuntu です。

•

Linux インスタンスの場合: インスタンスの起動時に使用した SSH キー・ペアの秘
密キー部分のフルパス。キー・ペアの詳細は、Linux インスタンスでのキー・ペア
の管理を参照してください。

•

Windows インスタンスの場合: 初めてインスタンスに接続する場合は、インスタン
スの初期パスワードが必要です。コンソールのインスタンス詳細ページからパス
ワードを取得できます。

コンピュート・インスタンスに接続するには:
1.

PuTTY を起動します。

2.

Basic ページの「Host Name」に、コンピュート・インスタンスの作成時にコピ
ーして保存したパブリック IP アドレスを入力します。

3. 「Port」番号では、デフォルト値の 22 のままにします。
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4. 「Connection」の「Data」の「Auto-login user name」に、opc と入力します。

opc ユーザーは、バックアップやパッチ適用などの、コンピュート・ノードへのルート・
アクセスが必要な操作を実行できます。このユーザーは、sudo コマンドを使用して、コ
ンピュート・インスタンスへのルート・アクセス権を取得できます。
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5. 「Connection」の「Proxy」の「Proxy Type」で、
「HTTP」を選択します。
6. 「Proxy hostname」に、お客様のプロキシ・サーバーのアドレスを入力します。
7. 「Port」番号では、80 のポート番号を維持します。
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8. 「Connection」の「+SSH」を展開して「Auth」を選択します。
9. 「Private key file for authentication」に、コンピュート・インスタンスの作成時に受け

取った秘密キーを入力します。

をクリックして、保存した秘密キーに移動することもできます。
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10. 「Open」をクリックして、コンピュート・インスタンスを起動します。

次の例では、エージェントがすでに「Compute」インスタンスにインストールされ
て、開始されています。
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WSCP を使用したコンピュート・インスタンスへの接続
セキュア・シェル(SSH)またはリモート・デスクトップ接続を使用すると、実行中のインスタ
ンスに接続できます。ほとんどの UNIX 形式のシステムには、デフォルトで SSH クライアン
トが含まれています。Windows 10 と Windows Server 2019 のシステムには、Oracle Cloud
Infrastructure で生成された SSH キーを使用してインスタンスを作成した場合に必要な
OpenSSH クライアントが含まれています。その他の Windows バージョンでは、http://
www.putty.org。から取得可能な PuTTY と呼ばれる無料の SSH クライアントを使用して、コ
マンド・ラインに接続できます。
開始する前に、インスタンスに接続するための次の情報が必要です:
•

インスタンスのパブリック IP アドレス。コンソールのインスタンス詳細ページからアド
レスを取得できます。ナビゲーション・メニューを開き、
「コンピュート」をクリックし
ます。
「コンピュート」で、
「インスタンス」をクリックします。次に、インスタンスを選
択します。または、コア・サービス API の ListVnicAttachments と GetVnic の操作を使用
できます。

•

インスタンスのデフォルトのユーザー名。Linux、CentOS または Windows のプラットフ
ォーム・イメージを使用してインスタンスを起動した場合、ユーザー名は opc です。
Ubuntu のプラットフォーム・イメージを使用してインスタンスを起動した場合、ユーザ
ー名は ubuntu です。

•

Linux インスタンスの場合: インスタンスの起動時に使用した SSH キー・ペアの秘密キー
部分のフルパス。キー・ペアの詳細は、Linux インスタンスでのキー・ペアの管理を参照
してください。

•

Windows インスタンスの場合: 初めてインスタンスに接続する場合は、インスタンスの初
期パスワードが必要です。コンソールのインスタンス詳細ページからパスワードを取得
できます。

コンピュート・インスタンスに接続するには:
1.

WinSCP を起動します。

2.

WinSCP ページで、「Session」、「New Session」の順に選択します。

3.

Login ページの「Host Name」に、コピーして保存したパブリック IP アドレスを入力し
ます。

4. 「Port」番号では、デフォルト値の 22 のままにします。
5. 「User name」に、opc と入力します。

opc ユーザーは、バックアップやパッチ適用などの、コンピュート・ノードへのルート・
アクセスが必要な操作を実行できます。このユーザーは、sudo コマンドを使用して、コ
ンピュート・インスタンスへのルート・アクセス権を取得できます。
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6. 「Advanced」ドロップダウンから、
「Advanced」を選択します。
7.

Advanced Site Settings ページで、
「Connection」、
「Proxy」の順に選択します。

8. 「Proxy Type」ドロップダウンから、
「HTTP」を選択します。
9. 「User name」に、お客様のプロキシ・サーバーを入力します。
10. 「Port」番号では、80 のポート番号を維持します。
11. 「SSH」
、「Key exchange」、「Authentication」の順にクリックします。
12. 「Private key file」で、

をクリックして、保存した秘密キーに移動します。

13. 「OK」をクリックします。
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14. Login ページで、
「Login」をクリックします。

opc のログイン情報を認証しているメッセージが表示されます。

コンピュート・インスタンス上での EPM 統合エージェントの構成
Oracle Cloud コンピュート・インスタンスを作成したら、それに接続して、EPM 統合エージ
ェントおよびその他の関連コンポーネントを転送してインストールする必要があります。
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Note:
この実装では、セキュアな接続を確立して opc ユーザーとしてログインする
ためのセキュア・シェル(SSH)クライアント・ソフトウェアを使用します。
コンピュート・インスタンス・システムの作成を開始する前に、次が必要になります:
•

特定のコンパートメントでコンピュート・インスタンスを管理するアクセス権、特
定の VCN およびサブネットを使用するアクセス権および接続する専用データベ
ースに関する情報を表示するアクセス権を持つ Oracle Cloud ユーザー・アカウン
ト。

•

Oracle Cloud コンピュート・インスタンスの作成時に使用するコンパートメント
名、VCN およびサブネット。この情報は自律型データベース管理者またはテナン
シ管理者に問い合せてください。

•

コンピュート・インスタンスで EPM 統合エージェントをインストールして構成す
る場合は、次のファイルが必要です:

•

–

EPMAgent.zip

–

ウォレット

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud で使用する SSL 証明書

ファイルを転送するための WinSCP。WinSCP は、https://winscp.net/eng/
index.php から入手できる無料ダウンロードです

コンピュート・インスタンスで EPM 統合エージェントを構成するには:
1.

ホスト名、ユーザー名、パスワードおよび SSH キーを使用してコンピュート・イ
ンスタンスに接続します。
コンピュート・インスタンスへの接続の詳細は、Putty を使用したコンピュート・
インスタンスへの接続または WSCP を使用したコンピュート・インスタンスへの
接続を参照してください。
その他の接続情報はインスタンスへの接続に記載されています。

2.

OCI yum サービスから利用可能な RPM を使用して、OCI コンピュート・シェイプ
で実行されている Oracle Linux に Oracle Java をインストールします。
Oracle Java のインストールの詳細は、Oracle Cloud Infrastructure への Oracle
Java のインストール方法。を参照してください

3.

ホスト名、ユーザー名およびパスワードを指定し、「ログイン」をクリックして、
WinSCP にログインします。
WinSCP が開き、Windows ファイル・エクスプローラに似たディレクトリ構造が
表示されます。

4.

次のファイルを、ソース・ディレクトリからコンピュート・インスタンスのディレ
クトリにドラッグ・アンド・ドロップして転送します:
•

EPMAgent.zip。
最新の EMPAgent.zip は、データ統合でローカル・ネットワークからダウンロ
ードできます。詳細は、EPMAgent ZIP のダウンロードを参照してください。
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•

ウォレット—ウォレット・ファイルには、Autonomous Database サービス・コンソ
ールからのクライアント資格証明が格納されます。
ウォレットの詳細は、Oracle Cloud Infrastructure への接続を参照してください。

•

SSL 証明書—EPM Cloud で使用される証明書。
証明書は、EPM Cloud と EPM 統合エージェント間の暗号化された接続を使用可能に
するのに必要です。
オプションで、scp コマンド・ライン・ユーティリティを 使用して、ローカル・シス
テムからリモート・システムにファイルおよびディレクトリを安全にコピーすること
もできます。SCP コマンド構文のフォーマットは次のとおりです: scp [OPTION]
[user@]SRC_HOST:]file1 [user@]DEST_HOST:]file2
Linux および Mac で、この構成に必要な EPM 統合エージェント・コンポーネントを
転送する際に使用できるサンプルの scp コマンドを次に示します。
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/ssh-key-private.key epmagent.jar
opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epmagent.jar
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key epm.cer
opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epm.cer
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key Walletepm.zip opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/Wallet-epm.zip

5.

宛先フォルダに EPMAgent.zip を抽出します。
通常、宛先フォルダは<AGENT_HOME>です。

6.

ウォレットを構成ディレクトリにコピーするか、<EPMAgentDevData\config>または
<EPM_APP_DATA_HOME>にウォレット・ディレクトリを作成して、解凍します。

7.

証明書を<EPM_AGENT_HOME/cert>ディレクトリにコピーします。

8.

コンピュート・インスタンスでエージェントを開始します。
詳細は、EPM 統合エージェントの開始を参照してください。

Oracle Autonomous Database から EPM Cloud へのデータのロード
Oracle Autonomous Database でデータベースに対してリレーショナル・データベース SQL
問合せを実行して Oracle Autonomous Database からデータを抽出し、ローカル・ネットワー
クの EPM 統合エージェントを使用して Oracle Enterprise Performance Management Cloud
にデータまたはメタデータをロードできます。
EPM 統合エージェントは、統合用のデータ・ソースとして定義され、実行されると、後でマ
ップして選択したターゲット・アプリケーションにロードされるデータを提供します。
データをロードする前提条件として、Oracle Autonomous Database に接続する必要がありま
す。また、Oracle ウォレットをすでにダウンロードしている必要があります。ウォレットに
より、複数のドメインにまたがるデータベース資格証明を管理するためのシンプルで簡単な
方法が提供されます。
Oracle Autonomous Database から EPM Cloud にデータをロードするには:
1.

データ統合で、問合せ定義を作成し、SQL 問合せを保存します。
これを行うには、SQL 問合せの作成を参照してください。

13-115

第 13 章

EPM 統合エージェントを使用した Oracle Autonomous Database データの統合

データ統合に SQL 問合せをすでに登録している場合は、このステップをスキップ
します。
2.

ソース・データから 1 つのヘッダー行を含むファイルを作成します。
ヘッダー行は、ターゲット・ディメンションのディメンション 名と完全に一致する
必要があります。ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できま
す。

3.

ファイルを、ヘッダー行を持つ CSV フォーマット・ファイルとして保存します。
アプリケーションを登録するとき、ファイル・ブラウザを使用してファイルをアッ
プロードします。

4.

Oracle Autonomous データ・ソース・アプリケーションを登録します:
a. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を

選択します。

をクリックします。

b.

アプリケーション・ページで、

c.

アプリケーションの作成の「カテゴリ」から、「データ・ソース」を選択しま
す。

d. 「タイプ」から「Oracle Autonomous Database」を選択します。
e. 「ファイル」から、ステップ 8 で作成したファイルを選択します。

をクリックし、ファイル・ブラウザ・ページでファイルを参照します。
f. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。
たとえば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場
合は、接頭辞としてイニシャルを割り当てます。
g. 「OK」をクリックし、
「保存」をクリックします。
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5. 「OK」をクリックし、
「保存」をクリックします。
6.

アプリケーション・ページで、Oracle Autonomous データ・ソース・アプリケーションの
横にある

をクリックして、「アプリケーション詳細」を選択します。

7.

アプリケーション詳細ページで、「オプション」タブをクリックします。

8.

データ抽出問合せで、ファイルに対して実行する SQL 問合せの名前を指定します。

9. 「区切り文字」で、ファイルで使用する区切り文字のタイプを選択します。

使用可能な区切り記号は次のとおりです:
•

カンマ(,)

•

感嘆符(!)

•

セミコロン(;)

•

コロン(:)

•

垂直棒(|)

10. 資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイプを指定し

ます。

資格証明ストアの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パスワー
ド/接続文字列を格納します。
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「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、Oracle Autonomous Database 接
続用の JDBC URL、ユーザー名およびパスワードを格納するファイルを作成しま
す。URL フォーマットには、JDBC URL、ウォレット・フォルダへのパス、ユー
ザー名およびパスワードが含まれる必要があります。ファイル名は
appname.cred という名前で、config ディレクトリに格納する必要があります。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?
TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
.cred ファイルのエントリの例は次のようになります:
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP
Connection\epmdevdb0_wallet
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

Note:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されてい
る必要があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパ
スワードを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗
号化され格納されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリテ
ィを使用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する
必要があります。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・
パスワードの暗号化を参照してください。
11. 「ユーザー名」に、Oracle Autonomous Database に接続するために使用したユー

ザー名を指定します。

SQL Developer を使用して Oracle Autonomous Database に接続する場合は、SQL
Developer のユーザー名とパスワードを指定します。
12. 「パスワード」に、Oracle Autonomous Database に接続するために使用したパス

ワードを指定します。

13. サービス名に、サービス名を指定します。

tnsnames.ora ファイルを開き、接続に関連するサービス名を選択して、サービス
名を確認できます。サービス名は、接続記述子に含まれるデータベース・ネットワ
ーク・アドレスにマップされた別名です。
データベースに接続する場合は、サービス名を選択する必要があります。
Autonomous Data Warehouse 接続のサービス名のフォーマットは、次のとおりで
す:
•

databasename_high

•

databasename_medium

•

databasename_low
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これらのサービスは、LOW、MEDIUM および HIGH のコンシューマ・グループにマップされ
ます。
たとえば、Data Warehouse のワークロード・タイプで Autonomous Database を作成し、
データベース名として DB2020 を指定する場合、サービス名は次のとおりです:
•

db2020_high

•

db2020_medium

•

db2020_low

db2020_low サービスを使用して接続する場合、接続では LOW のコンシューマ・グループ
が使用されます。
これらのコンシューマ・グループの基本特性は、次のとおりです:
•

HIGH: 多くのリソース、最も低い同時実行性。問合せは並列で実行されます。

•

MEDIUM: 比較的少ないリソース、比較的高い同時実行性。問合せは並列で実行され
ます。
MEDIUM のサービス同時実行性の制限を変更できます。詳細は、MEDIUM のサービ
ス同時実行性の制限の変更を参照してください。

•

LOW: 最も少ないリソース、最も高い同時実行性。問合せは順次実行されます。

14. 「フェッチ・サイズ」で、問合せに対する各データベースのラウンド・トリップでフェッ

チされる(ドライバで処理される)行数を指定します。

15. ウォレットの場所に、EPM 統合エージェント・サーバーの、ウォレットをダウンロード

して解凍したディレクトリの場所を指定します。

16. 「保存」をクリックします。
17. 次を完了して、Oracle Autonomous Database データ・ソースと EPM Cloud の統合を終

了します:
タスク

説明

詳細情報

全般

ファイルベース統合および直接 データ統合の定義
統合のソースの統合を追加また
は編集します。

ディメンションのマッピング

データ・ソースの列をターゲッ ディメンションのマッピング
ト・アプリケーションのディメ
ンションにマッピングします。
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タスク

説明

詳細情報

メンバーのマッピング

ディメンションをマッピングし メンバーのマッピング
て、ソース・フィールドの値を
ターゲット・ディメンション・
メンバーに変換する方法を指定
します。

オプション

データをインポートおよびエク データ統合オプションの設定
スポートするためのオプション
を定義します。また、ソース・
フィルタを定義します。

統合の実行

統合が実行されると、EPM 統合 詳細は、統合の実行を参照して
エージェントによってエクスポ ください
ート・プロセスが EPM Cloud
で開始されます。エージェント
によってエクスポート ・データ
がダウンロードされます。ま
た、選択した方法に基づいて、
エージェントによって 適切な
INSERT 文が作成され、データ
がターゲット表にロードされま
す。
出力ファイルを「プロセスの詳
細」からダウンロードして、エ
クスポートされたデータを確認
できます。ライトバックのデー
タベース列名は、次に示すよう
に、生成されたファイル内で列
ヘッダーとして指定されていま
す。

EPM Cloud から Oracle Autonomous Database へのデータのラ
イトバック
EPM 統合エージェントでは、Oracle Enterprise Performance Management Cloud アプ
リケーションからローカル・ネットワークの Oracle Autonomous Database へのデータ
の移動を可能にすることによって、ライトバックがサポートされます。この機能を使
用するには、Oracle Autonomous Database の選択したレポート用データ・ウェアハウ
スにデータをエクスポートするデータ・エクスポート・アプリケーションを登録しま
す。
また、エージェントは、BefExport と AftExport という 2 つのイベント・スクリプト
をライトバックの実行中に実行できます。BefExport イベントを使用すると、表にデー
タを挿入する前にアクションを実行するか、またはデフォルトの挿入処理を上書きで
きます。AftExport イベントを使用すると、表にデータを挿入した後で、処理後のクリ
ーンアップを実行できます。
ライトバック機能は、SYNC モードと ASYNC モードの両方で実行されているエージ
ェントに対してサポートされています。
Oracle Autonomous Database にデータをライトバックするには:
1.

データ統合で、ライトバックするソース・データから 1 つのヘッダー行を含むファ
イルを作成します。
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ヘッダー行は、ターゲット・ディメンションのディメンション 名と完全に一致する必要が
あります。ディメンション名への SQL 問合せに列名の別名を使用できます。

2.

ファイルを、ヘッダー行を持つ CSV フォーマット・ファイルとして保存します。
アプリケーションを登録するとき、ファイル・ブラウザを使用してファイルをアップロー
ドします。

3.

Oracle Autonomous Database へのデータ・エクスポートのタイプを指定して、データ・
エクスポート・アプリケーションを登録します。
a. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、
「アプリケーション」を選択し

ます。

b.

アプリケーション・ページで、

をクリックします。

c. 「アプリケーションの作成」の「カテゴリ」で、
「データ・エクスポート」を選択しま

す。

d. 「タイプ」から Oracle Autonomous Database へのデータ・エクスポートを選択しま

す。

e. 「ファイル」から、ステップ 2 で作成したファイルを選択します。

をクリックし、ファイル・ブラウザ・ページでファイルを参照します。
f. 「接頭辞」で、アプリケーション名を一意にする接頭辞を指定します。

接頭辞はファイル名と連結されて、一意のアプリケーション名を形成します。たとえ
ば、アプリケーションに既存のアプリケーションと同じ名前を付ける場合は、接頭辞
としてイニシャルを割り当てることができます。
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g. 「OK」をクリックし、
「保存」をクリックします。
4.

アプリケーション・ページで、Oracle Autonomous Database へのデータ・エクス
ポート・ソース・アプリケーションの横にある
ション詳細」を選択します。

5.

をクリックして、「アプリケー

Oracle Autonomous Database へのデータ・エクスポート・ソース・アプリケーシ
ョンのアプリケーション詳細の「ディメンション」タブに移動し、ヘッダー・レコ
ードの列名がデータのロード先の表の列名または列別名と完全に一致することを
確認します。
名前の大文字と小文字は区別されます。
詳細は、ライトバックのアプリケーション詳細ディメンションの設定を参照してく
ださい。

6.

アプリケーション詳細ページで、「オプション」タブをクリックします。

7. 「バッチ・サイズ」で、ファイルからメモリーに一度に読み込まれる行数を指定し

ます。
このパラメータは主にパフォーマンスのために使用されます。データがロードさ
れるとき、この設定により、キャッシュに格納されるレコード数が決まります。た
とえば、1000 を指定すると、1,000 件のレコードがキャッシュに格納されます。
同様に、5000 を指定すると、5,000 件のレコードがキャッシュに格納されてコミ
ットされます。
この設定をサーバー・メモリーによって決定し、必要に応じて調整します。

8. 「表名」で、データのロード先の表名を指定します。

オンプレミスへのデータ・エクスポート・アプリケーションのディメンションの名
前は、表の列の名前と一致している必要があります。データをロードする INSERT
文が自動的に生成され、すべてのフィールドのテキストが 挿入されます。
このフィールドで表名を指定する場合は、挿入問合せフィールドで INSERT 文を
指定しないでください。
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9.

挿入問合せで、問合せ定義ページで作成されるカスタム INSERT 文に関連付ける SQL 問
合せの名前を指定します。
INSERT 問合せには、値の表および列とアプリケーションのディメンション名が含まれて
いる必要があります。この方法を使用すると、わかりやすいディメンション名を付けるこ
とができ、TO_DATE、TO_NUMBER などの SQL 関数およびデータ型変換などの文字列
演算を実行するその他の関数を使用することもできます。詳細は、カスタム INSERT 問
合せでのライトバックを参照してください。
INSERT 問合せを指定する場合は、「表名」フィールドで表名を指定しないでください。

10. 資格証明ストアで、EPM 統合エージェントで使用する資格証明ストアのタイプを指定し

ます。

資格証明ストアの使用可能なタイプは次のとおりです:
•

クラウド

•

ファイル

「クラウド」資格証明ストア・タイプの場合は、アプリケーションにユーザー名/パスワー
ド/接続文字列を格納します。
「ファイル」資格証明ストア・タイプの場合は、Oracle Autonomous Database 接続用の
JDBC URL、ユーザー名およびパスワードを格納するファイルを作成します。URL フォ
ーマットには、JDBC URL、ウォレット・フォルダへのパス、ユーザー名およびパスワー
ドが含まれる必要があります。ファイル名は appname.cred という名前で、config ディ
レクトリに格納する必要があります。
ファイルには、次の行が含まれる必要があります:
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
.cred ファイルのエントリの例は次のようになります:
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP
Connection\epmdevdb0_wallet
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[

ノート:
両方の資格証明ストア・タイプで使用するパスワードは暗号化されている必要
があります。
タイプが「クラウド」ストアの場合は、ユーザー・インタフェースにパスワー
ドを通常の方法で入力します。システムによってパスワードが 暗号化され格納
されます。
タイプが「ファイル」ストアの場合は、encryptpassword ユーティリティを 使
用してパスワードを暗号化し、ファイルにパスワードを格納する必要がありま
す。パスワードの暗号化の詳細は、EPM Cloud ユーザー・パスワードの暗号化
を参照してください。
11. 「ワークフロー・モード」で、データがどのようにロードされるかの方法を指定します。
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デフォルトでは、データ管理のデータ・ロード・プロセスは、データ・ロード・プ
ロセスの完全監査を行い、ワークベンチでデータをドリルダウンして表示できる、
適切に定義されたプロセス・フローを使用して設計されています。ただし、完全デ
ータ・フローは、監査目的でデータをアーカイブするため、処理時間が長くなる可
能性があります。ワークフロー・モード・オプションによって、大量のデータを処
理するとき、または監査が不要で、パフォーマンスが重要な要件の場合に、柔軟な
解決策を提供できます。
次の 3 つのワークフロー・モード・オプションがあります。
•

完全

•

完全、アーカイブなし

•

単純

「完全」オプションは、データをロードする際のデフォルト・フローです。データ
はステージング表間で標準的な方法でロードされ、データをワークベンチに表示で
き、ドリルダウンがサポートされています。
「完全、アーカイブなし」オプションの場合は、
「完全」モードと同じ方法でデータ
がロードされますが、データ・ロード・プロセスの最後にステージング表からデー
タが削除されます。インポート・ステップの後にのみ、データをワークベンチに表
示できます。「完全、アーカイブなし」モードでは、ドリルダウンは使用できませ
ん。この方法は、ロード・プロセス時にデータを確認して検証するが、監査やドリ
ルダウンは必要でない場合に便利です。
この方法を使用してもパフォーマンスは向上しませんが、データを今後の参照のた
めに保持しないため、使用領域が制限されます。
「単純」オプションの場合は、ステージング表間のデータの移動を制限します。ド
リルダウンは使用できず、データをワークベンチに表示できません。この方法を使
用するとパフォーマンスが向上し、監査やドリルダウンが必要でない場合に便利で
す。
「単純」オプションの場合は、ステージング表間のデータの移動を制限します。ド
リルダウンは使用できず、データをワークベンチに表示できません。この方法を使
用するとパフォーマンスが向上し、監査やドリルダウンが必要でない場合に便利で
す。
12. 「ユーザー名」に、Oracle Autonomous Database に接続するために使用したユー

ザー名を指定します。

SQL Developer を使用して Oracle Autonomous Database に接続する場合は、SQL
Developer のユーザー名とパスワードを指定します。
13. 「パスワード」に、Oracle Autonomous Database に接続するために使用したパス

ワードを指定します。

14. サービス名に、サービス名を指定します。

tnsnames.ora ファイルを開き、接続に関連するサービス名を選択して、サービス
名を確認できます。サービス名は、接続記述子に含まれるデータベース・ネットワ
ーク・アドレスにマップされた別名です。
データベースに接続する場合は、サービス名を選択する必要があります。
Autonomous Data Warehouse 接続のサービス名のフォーマットは、次のとおりで
す:
•

databasename_high

•

databasename_medium
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•

databasename_low

これらのサービスは、LOW、MEDIUM および HIGH のコンシューマ・グループにマップされ
ます。
たとえば、Data Warehouse のワークロード・タイプで Autonomous Database を作成し、
データベース名として DB2020 を指定する場合、サービス名は次のとおりです:
•

db2020_high

•

db2020_medium

•

db2020_low

db2020_low サービスを使用して接続する場合、接続では LOW のコンシューマ・グループ
が使用されます。
これらのコンシューマ・グループの基本特性は、次のとおりです:
•

HIGH: 多くのリソース、最も低い同時実行性。問合せは並列で実行されます。

•

MEDIUM: 比較的少ないリソース、比較的高い同時実行性。問合せは並列で実行され
ます。
MEDIUM のサービス同時実行性の制限を変更できます。詳細は、MEDIUM のサービ
ス同時実行性の制限の変更を参照してください。

•

LOW: 最も少ないリソース、最も高い同時実行性。問合せは順次実行されます。

15. ウォレットの場所に、EPM 統合エージェント・サーバーの、ウォレットをダウンロード

して解凍したディレクトリの場所を指定します。

16. 勘定科目データをエクスポート前に要約し、結果を 1 つ以上の列にグループ化する場合

は、データの累計で、「はい」と入力します。

勘定科目データをエクスポート前に要約せず、結果を 1 つ以上の列にグループ化しない場
合は、
「いいえ」と入力します。

17. 「保存」をクリックします。
18. 次のタスクを完了して、EPM Cloud アプリケーションを Oracle Autonomous Database

へのデータ・エクスポート・アプリケーションと統合します。
タスク

説明

詳細情報

全般

ファイルベース統合および直接 データ統合の定義
統合のソースの統合を追加また
は編集します。
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タスク

説明

詳細情報

ディメンションのマッピング

データ・ソースの列をターゲッ ディメンションのマッピング
ト・アプリケーションのディメ
ンションにマッピングします。

メンバーのマッピング

ディメンションをマッピングし メンバーのマッピング
て、ソース・フィールドの値を
ターゲット・ディメンション・
メンバーに変換する方法を指定
します。

オプション

データをインポートおよびエク データ統合オプションの設定
スポートするためのオプション
を定義します。また、ソース・
フィルタを定義します。

統合の実行

統合が実行されると、EPM 統合 統合の実行
エージェントによってエクスポ
ート・プロセスが EPM Cloud
で開始されます。エージェント
によってエクスポート ・データ
がダウンロードされます。ま
た、選択した方法に基づいて、
エージェントによって 適切な
INSERT 文が作成され、データ
がターゲット表にロードされま
す。
出力ファイルを「プロセスの詳
細」からダウンロードして、エ
クスポートされたデータを確認
できます。ライトバックのデー
タベース列名は、次に示すよう
に、生成されたファイル内で列
ヘッダーとして指定されていま
す。
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