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•

概要

•

さらに学ぶ

概要
Planning は、財務、要員、資本、プロジェクトおよび戦略モデリング用に、5 つの完全にそ
ろったプランニングおよび予算作成ソリューションを提供します。これには、フォーム、計
算、ダッシュボード、ドライバ、キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)などの組込みの
ベスト・プラクティスの事前定義されたコンテンツが含まれます。必要な機能のみを有効に
してすぐに実行し、後から、追加の機能を有効にしてアプリケーションを拡張することがで
きます。統合して必要な詳細レベルでプランニングできます。構成可能なヘルプによってフ
ォームとメンバーのデフォルトの説明が提供されますが、これらはビジネス・ニーズに応じ
てカスタマイズできます。
•

財務— ドライバ・ベースまたはトレンド・ベースの損益計算書、貸借対照表、キャッシ
ュ・フロー・プランニングを使用して、すべてのビジネス・レベルで財務の管理および分
析機能を強化します。あるいは、単純に収益と費用のプランニングを行います。ベスト・
プラクティス、即時利用可能なキー・パフォーマンス・インジケータ、ドライバおよび勘
定科目を備えた財務により、プランニング・プロセスが短縮されます。財務についてを参
照してください。

•

プロジェクト— プロジェクト・プランニング・システムと財務プランニング・プロセス
を結び付けます。組織的なプロジェクトやイニシアチブが企業のリソース全体に及ぼす
影響を調査して、短期的および長期的な財務目標と一致することを確認します。プロジェ
クトについてを参照してください。

•

要員—財務プランと要員プランを結び付ける人数および報酬のプランニング。将来の人
数と関連する人事費用(給与、福利厚生、税金など)の予算を作成します。要員についてを
参照してください。

•

資本— 財務プランに対する資本資産の長期的影響に関するプランニング。資本費用の管
理、優先付けおよびプランを行います。資本についてを参照してください。

•

戦略モデリング— 長期的な戦略プランニングのために、豊富な財務予測およびモデリン
グ機能と、ビルトインされたオンザフライのシナリオ分析およびモデリング機能を組み合
せたソリューションです。戦略モデリングについてを参照してください。

機能を有効化すると、次のような事前定義済アーティファクトが 作成されます。
•

ディメンション(勘定科目を含む)

•

フォーム

•

ルール(計算)

•

メンバーの式

•

ダッシュボード
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第1章

概要

フォームは、データ、プランおよび予測を動的に反映するダッシュボードやレポート
と統合しています。
オラクル社は、提供するコンテンツのエクスポートおよびインポートを将来的に制限
する権利を有しています。
ビデオ
目的

視聴するビデオ

Oracle Enterprise Performance
概要: EPM Standard Cloud の Planning
Management Cloud でのプランニングの使用
のツアー
について学習します。
アプリケーションの有効化、構成および保守を
行う方法について学習します。

概要: Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud の管理

財務について
財務のツールを使用すると、プランや予測を迅速に作成でき、内部で分析するために、
貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、損益計算書などの主要な財務諸表を生成で
きます。財務では、ビジネス・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネン
トが用意されています:
•

収益/総マージン

•

費用

•

貸借対照表

•

キャッシュ・フロー

•

損益計算書

•

分析

財務は、資本、要員およびプロジェクトと統合されるため、プランナは、様々なタイ
プのデータを含む、非常にきめ細かいプラン、予測、財務レポートを作成できます。
財務についてさらに学習するには、このビデオをご覧ください。
ビデオ
目的
財務について学習します。

視聴するビデオ
財務プランニングへようこそ

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
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概要

目的

方法の学習

財務でドライバ・ベースのデータを使用して計画
する方法について学習します。組織の主要な要因
または基準に焦点を当て、パフォーマンスを高め
るための影響を及ぼす、ビジネス・プランおよび
モデルを作成する方法について確認します。

財務のドライバ・ベースのプランニング

財務でトレンド・ベースのプランニングを実行す
る方法について学習します。トレンド・ベースの
仮定を入力し、トレンドに基づいてプランニング
および予測する方法について確認します。

財務のトレンド・ベースのプランニング

デフォルトの KPI (キー・パフォーマンス・インジ
ケータ)を使用するか、独自の KPI を追加して、財
務で KPI を利用する方法について学習します。
KPI を使用すると、客観的で定量化可能なデータ、
またはパフォーマンスまたは戦略目標の進行状況
を示すデータを収集できます。KPI を使用して、組
織の主要な領域の健全性を反映します。
実績を計算して、プランおよび予測を準備する方
法について学習します。財務を有効化したら、プ
ランニングおよび予測サイクルの開始点を構成お
よび設定します。デフォルトの計算を利用して、
実績データ、プラン・データおよび予測データを
集約して準備する方法について確認します。

財務での KPI の利用

測の準備

財務での実績の計算およびプランと予

要員について
要員を使用すると、プランナが企業のクリティカルなリソース (人材と資金)を、競争優位性を
最もよく引き出す戦略に合せることができます。各部門が要員を使用して、人数および関連
する費用(給与、医療費、ボーナス、税金など)のプランニングを共同して行います。プランナ
は、費用とトレンドを示す最新のグラフィックを見ることができます。
有効化した機能によって異なりますが、プランナは次のようにして、人数に関連する費用を
管理および追跡できます:
•

人数、給与、ボーナス、税金および医療費の費用を分析、計算および報告します

•

採用、異動、昇進、雇用終了などをプランニングします

•

国に適した税金と福利厚生を定義します

企業戦略と実行を統合するには、
「戦略要員」オプションを有効にします。人事部門は「戦略
要員」を使用して、人数と必要なスキルを長期的にプランニングできます。プランナは将来
の要員の需要を分析するために、そのような需要に影響するシナリオを調べることができま
す。

ヒント:
要員戦略を強化するには、Oracle Strategic Workforce Planning Cloud の管理と作業
を参照してください。

要員はスタンドアロンで有効化するか、または財務とプロジェクトに統合できます。統合の
シナリオおよびワークフローを参照してください。
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概要

Data Management を使用してデータをロードし、Oracle Human Capital Management
Cloud のデータを調整およびプルすることもできます。Data Management は、Oracle
HCM Cloud モデルの事前定義済マッピングを要員のターゲット・ディメンションに適
用できる、即時利用可能なソリューションを提供します。(Oracle HCM Cloud の統合
を参照してください。)また、ビジネス・ニーズに合せて別のマッピングを適用するな
ど、この統合をカスタマイズおよび拡張できます。
要員では、要員プランニング・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネン
トが用意されています:
•

報酬プランニング

•

その他費用

•

デモグラフィクス

•

分析

•

戦略要員

ビデオ
目的
要員について学習します。

視聴するビデオ
概要: 要員へようこそ

プロジェクトについて
プロジェクトを使用して、企業のイニシアチブに関連する資産やリソースの配賦方法
を評価し、推定される投資利益率を分析します。プロジェクトは、企業財務プランニ
ング・プロセスとプロジェクト財務プランニング・プロセスの間で意思決定プロセス
を統一します。プロジェクトの承認プロセスは財務のプランおよび予測の承認と結び
付いているため、プロジェクトを使用して、プロジェクトのスポンサ、主要な出資者
および財務の意思決定者間での合意を得ることができます。これにより、プロジェク
ト・プランおよび財務プランが、財務目標および企業の長期財務プランと一致するよ
うに調整されます。
プロジェクトでは次のタイプのプロジェクトがサポートされます:
•

間接プロジェクトまたは内部プロジェクト - 企業内部で実行されるプロジェクト
(IT、RD、マーケティング・プロジェクトなど)。

•

契約プロジェクト—収益が生成するプロジェクト。契約プロジェクトによって金
銭を得るエンジニアリング企業などで使用されます。

•

資本プロジェクト—資本投資を管理するプロジェクト(資本資産に投資する会社
用)。たとえば、新しい施設を建設する会社は、コスト、労務、設備などを管理し
て、資産計上を管理できます。

プロジェクトでは、プロジェクト・プランニング・ニーズを着実に満たすことができ
る次のコンポーネントが用意されています:
•

プロジェクト・サマリー

•

費用

•

収益

•

分析

1-4

第1章

概要

ビデオ
目的

視聴するビデオ

プロジェクトについて学習します。

概要: プロジェクトへようこそ

資本について
資本を使用して、資本費用の管理、優先付けおよびプランを行います。資本は、リクエスト、
理由、レビューおよび承認のプロセスすべてで 、意思決定担当者と最前線のマネージャがコ
ミュニケーションを取るために役立ちます。資本では次のようなタスクを実行できます:
•

ドライバ・ベースの計算を行い、利益の変化および追加における影響、キャッシュ・フロ
ーおよび資金調達を評価します。

•

資本費用プランのリクエストおよび承認を行います

•

指定された譲渡、減損、除・売却および再取得による、財務諸表への影響を予測します

資本では、資本プランニング・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネントが用
意されています:
•

投資

•

既存資産

•

無形資産

•

分析

ビデオ
目的

視聴するビデオ

資本について学習します。
資本

概要: Oracle Enterprise Planning Cloud の

戦略モデリングについて
戦略モデリングは、豊富な財務予測およびモデリング機能と、ビルトインされたオンザフラ
イのシナリオ分析およびモデリング機能を組み合せたソリューションです。これは、ユーザ
ーが財務シナリオを迅速にモデル化し評価するのに役立ち、洗練された債務と資本構成管理
のための財務機能を標準装備しています。目標値の設定、迅速な財務影響分析の実行、情報
に基づく意思決定のための集中的な財務情報の提示に使用できる強力なソリューションを提
供します。
戦略モデリングは、次の機能を提供します。
•

迅速に使用し実行できる組込み階層勘定体系。

•

シナリオ・ロールアップ

•

予測モデリング

•

ターゲット設定

•

What-If 分析
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さらに学ぶ

•

財務、資本、プロジェクトおよび要員との統合。ジョブ・コンソールからシナリ
オ・ロールアップのステータスを確認する機能、およびナビゲーション・フローを
カスタマイズする機能が含まれます。

戦略モデリング機能は、次に提供されています a) Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service の Oracle Financial Statement Planning オプションのライセンスされた
ユーザーまたは b) Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service の一部と
して提供されている Oracle Financial Statement Planning。
ビデオ
目的

視聴するビデオ

戦略モデリングについて学習します。

概要: Planning の戦略モデリングおよ
び長期予測

さらに学ぶ
詳細情報やヘルプを入手するには:

•

ホームページの「アカデミ」
をクリックして、ベスト・プラクティスを
確認し、チュートリアルや概要のビデオを視聴します。

• 「有効化」および「構成」で「ヘルプ」
プにアクセスします。
•
•

をクリックして、コンテキスト依存ヘル

ヘルプを表示するには、画面右上隅のユーザー・アイコンの横の矢印を使用して、
「ヘルプ」をクリックします。
Help Center (ヘルプ・センター)にある次の関連マニュアルを使用します:
–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド

–

Planning モジュールの操作

–

Planning の管理

–

Planning の操作

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reporting Studio
での設計

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud レポートでの設計

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reporting の操
作

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud レポートの操作

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理

–

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での
設計

–

Enterprise Performance Management Cloud Groovy ルール Java API リファ
レンス
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アプリケーションの設定
次も参照:
•

スタート・チェックリスト
このチェックリストのタスクを実行して、資本、財務、プロジェクトおよび要員を設定し
ます。

•

アプリケーションの作成
次のステップに従ってアプリケーションを作成します。

•

標準アプリケーションまたはレポート・アプリケーションの Enterprise アプリケーション
への変換
このトピックではアプリケーションの変換について学習します。

•

統合のシナリオおよびワークフロー
Planning では、データ・マップおよびスマート・プッシュを使用して、財務、要員、資
本、プロジェクトおよび戦略モデリングとの即時利用可能な統合を提供します。この項で
は、統合シナリオと統合のプロセス全体を説明します。

•

ユーザー変数の設定

•

13 期間カレンダについて
12 か月のかわりに 13 期間を使用するアプリケーションのカレンダの設定について学習
します。

スタート・チェックリスト
このチェックリストのタスクを実行して、資本、財務、プロジェクトおよび要員を設定しま
す。
戦略モデリングを設定するには、戦略モデリングの開始チェックリストを参照してください。
1.

アプリケーションを作成します。アプリケーションの作成を参照してください。

2.

アプリケーションが複数通貨の場合は、ディメンション・エディタを使用して各通貨のデ
ィメンション・メンバーを追加します。 Planning の管理 を参照してください。

3.

統合でサポートされているシナリオを確認し、有効化するオプションや必要なシーケンス
を決定します。統合のシナリオおよびワークフローを参照してください。

4.

機能を有効化します。
各モジュールに最大 3 個のカスタム・ディメンションを追加できます。
参照:
•

資本の機能の有効化

•

財務の機能の有効化

•

プロジェクトの機能の有効化

•

要員の機能の有効化
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機能を有効化している間は、アプリケーションはメンテナンス・モードとなり、管
理者しかアプリケーションを使用できません。メタデータの変更が検出された場
合、データベースがリフレッシュされてから機能は有効になります。検証エラーが
検出された場合、それらが表示されます。機能を有効にするには、このエラーを解
決する必要があります。
5.

必要なルールを構成および実行します。参照:
•

資本の構成

•

財務の構成

•

プロジェクトの構成

•

要員の構成

ノート:
エンティティはすべてのモジュールに 共通のため、すべてのエンティテ
ィ・メンバーを同時にインポートできます。
6.

構成の後では、構成の変更やメタデータのインポートを行うときに必ずデータベー

スをリフレッシュします。「アプリケーション」
、「構成」
の順にクリックして、「アクション」メニューから「データベースのリフレッシ
ュ」、「作成」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択します。
7.

必要なユーザー変数を設定します。ユーザー変数の設定を参照してください。

8.

データをインポートします。データのインポートを参照してください。

9.

必要なユーザーおよびグループ・アカウントを作成し、権限を付与します。 Oracle
Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド を参照してく
ださい。

10. ルールおよび Groovy テンプレートのセキュリティを設定します。
a. 「ホーム」ページで、
「ルール」、
「フィルタ」の順にクリックし、キューブおよ

びアーティファクト ・タイプを選択します。

b.

ルールまたはテンプレートの横の「権限」をクリックし、「権限の割当」をク
リックします。

c. 「権限の割当」で、
「権限」をクリックし、権限を割り当てます。

詳細は、ルール・セキュリティの管理を参照してください。

たとえば、プロジェクトおよび要員について、Groovy テンプレートのセキュリテ
ィを設定します。Groovy テンプレートは、その他のテンプレートとともに、プロ
ジェクトの「プロジェクトの追加」と「プロジェクトの削除」、および要員の「要
請の追加」と「要請の変更」で使用されます。要員で使用される Groovy テンプレ
ートのリストは、要員のルールを参照してください。
Groovy ルールの操作の詳細は、Groovy ルールの使用を参照してください。
11. レポートを設計して操作します。参照:
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•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reporting Studio での
設計

•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud レポートでの設計

12. プランナがアプリケーションを使用できるようにします。ホームページで「アプリケーシ

ョン」
をクリックし、「設定」
をクリックします。「システム設定」で、
「アプリケーションを使用可能にする対象」を「すべてのユーザー 」に変更します。
13. 承認プロセスを定義するには、組織でプランを承認するための承認ユニットと移動パスを

定義します。承認の管理を参照してください。

14. 必要に応じて、統合に必要なデータ・マッピングを実行します。ビジネス・プロセスを統

合するためのデータのプッシュを参照してください。

必要に応じて、後続のタスクを実行します。後続の管理タスクを参照してください。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
アプリケーションの有効化、構成および保守を行
う方法について学習します。

概要: Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud の管理

アプリケーションの作成
次のステップに従ってアプリケーションを作成します。
1.

EPM Cloud を 2019 年 6 月 4 日より前に購入した場合、ログインして「財務」で「開始」
をクリックし、「Planning and Budgeting」をクリックして「Enterprise」を選択しま
す。
2019 年 6 月 4 日より後に EPM Standard Cloud Service または EPM Enterprise Cloud
Service を購入した場合、ログインして「Planning」で「選択」をクリックし、「開始」
をクリックして Planning ビジネス・プロセスを作成してから「モジュール」を選択しま
す。詳細は、新しいサービスについて説明されている、 Oracle Enterprise Performance
Management Cloud 管理者スタート・ガイド の 新しい EPM Cloud サービスを参照してく
ださい。

2.

アプリケーション名と説明を入力し、「次」をクリックします。

3.

この情報を指定します(月次プランニングしかサポートされないことに注意します)。
•

期間—12 か月または 13 期間のいずれのプランニング用カレンダを設定するのかを
選択します。13 期間でのプランニングの詳細は、13 期間カレンダについてを参照し
てください。

•

開始年と終了年—アプリケーションに含める年。プランニングと分析に必要な履歴
実績を含む年を指定してください。たとえば、2020 年に開始するアプリケーション
では開始年として 2019 を選択し、トレンド分析とレポートで最新実績が使用できる
ようにします。

•

12 か月カレンダの場合は、次のオプションを選択します:
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•

–

会計年度の最初の月—会計年度が開始する月

–

週次配分—月の会計週数に基づいて月次配分パターンを設定します。

13 期間カレンダの場合は、次のオプションを選択します:
–

配分—四半期内の期間の配分を定義して、どの四半期に 4 つの期間がある
かを示します。(13 期間カレンダでは、3 つの四半期に 3 つの期間があり、
1 つの四半期に 4 つの期間があります。)
たとえば、3-3-3-4 を選択すると、第 4 四半期に追加の期間が追加されま
す。

–

会計年度末— 会計年度末を定義するには、
「曜日」を選択し、会計年度末
が、選択した月の「会計年度の最終日」か、「会計年度の最終日に最も近
い」かを選択します。

–

余剰週を追加する会計期間—5 週間を設定する期間を選択します。13 期
間のプランニングでは、各期間の長さは正確に 4 週間になります(ただし、
5、6 年ごとに 1 期間が 5 週間になります。)

これらのオプションによって、53 週目が発生する年と、システム・メンバー
式の計算方法が決まります。
たとえば、会計年度末を「金曜日」、
「会計年度の最終日」、
「12 月」と定義し、
「余剰週を追加する会計期間」に 13 を選択すると、2019 年 12 月 27 日(2019
年 12 月の最終金曜日)が会計年度の最終日としてカレンダが作成されます。
この日付を基に、後続年のカレンダが 13 期間カレンダに基づいて設定され、
数年ごとに発生する余剰週が 13 番目の期間に追加されます。

この例の選択に基づくと、FY19 は 52 週間(それぞれが 4 週間の期間が 13 個)
あります。FY20 も 52 週間(それぞれが 4 週間の期間が 13 個)あります。
FY21 は 53 週間あります。余剰週を期間 13 に追加するように選択したため、
最後の期間(11 月 27 日から 12 月 31 日)に第 5 週があります。
アプリケーションを作成した後は、カレンダをプレビューして各期間の日付を
表示できます。そのためには、ホーム・ページで、「アプリケーション」、「概
要」、
「アクション」、13 期間プレビュー・カレンダの順にクリックします。最
上部で、プレビューする年のカレンダを選択できます。説明した例の FY21 の
カレンダを次に示します。P13 には第 5 週(11 月 27 日から 12 月 31 日)があ
ることに注意してください:
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•

主要通貨—複数通貨アプリケーションでは、これがデフォルトのレポート通貨で、為
替レートのロード対象の通貨です。

•

複数通貨—複数通貨のサポートは「通貨」ディメンションで提供されます。これによ
り、様々な通貨を使用したプランニングを行えるようになります。
「複数通貨」を選択した場合、
「<メンバー>なし」という名前のメンバー(
「エンティテ
ィなし」、「期間なし」、「バージョンなし」など)が、通貨情報を格納するすべてのデ
ィメンションに追加されます。このメンバーを編集または削除することはできませ
ん。
表 2-1 ビデオ
目的

視聴するビデオ

複数通貨の設定について学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud での
複数通貨の設定.

詳細は、簡易複数通貨についてを参照してください。
•

接頭辞—13 期間アプリケーションの場合は、期間の接頭辞を定義します。デフォル
トは TP です。デフォルトのままにすると、期間の名前は TP1、TP2 などになりま
す。

•

入力キューブの名前—データ・エントリ(ブロック・ストレージ)キューブの名前。キ
ューブ名は後から変更することはできません。

•

レポート・キューブの名前—レポート(集約ストレージ)キューブの名前。キューブ名
は後から変更することはできません。

•

サンドボックス - アプリケーションの作成時に、
「サンドボックス」オプションを選
択することでサンドボックスに対して有効にできるブロック・ストレージ・キューブ
が作成されます。
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アプリケーションにカスタム・ブロック・ストレージ・キューブを作成する場
合、そのキューブでサンドボックスを使用できます。カスタム・キューブを作
成する場合、
「サンドボックスの有効化」を選択します。(モジュールでデフォ
ルトで作成されたキューブではサンドボックスはサポートされません 。)サン
ドボックスの設定と使用についてさらに学習するには、 Planning の管理 およ
び Planning の操作 を参照してください。
4. 「次へ」をクリックし、
「作成」をクリックします。

アプリケーションの作成の詳細は、 Planning の管理 を参照してください。

標準アプリケーションまたはレポート・アプリケ
ーションの Enterprise アプリケーションへの変換
このトピックではアプリケーションの変換について学習します。
•

2019 年 6 月 4 日より後に EPM Cloud を購入した場合は、アプリケーションを新
しいサービスに移行する方法について学習するには、 Oracle Enterprise
Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド の新しい EPM Cloud サ
ービスを参照してください。

•

EPM Cloud を 2019 年 6 月 4 日より前に購入した場合、標準アプリケーションま
たはレポート・アプリケーションを Enterprise アプリケーションへと変換できま
す。

標準アプリケーションまたはレポート・アプリケーションを変換するには:
1.

変換の考慮事項を確認します。変換の考慮事項を参照してください。

2.

標準アプリケーションまたはレポート・アプリケーションをバックアップします。

3.

アプリケーションを開き、
「アプリケーション」
の順にクリックします。

、
「概要」

4. 「アクション」
、「Enterprise に変換」、「続行」を順にクリックして次に進みます。

アプリケーションが Enterprise に変換されたかどうかがメッセージで通知されま
す。成功した場合はログオフします。
アプリケーション・タイプが「Enterprise」に変更されます。これには、Planning
モジュールを有効にして構成するオプションが含まれ、Groovy スクリプトが有効
になります。メタデータとデータは、変換中に変更されません。

5.

ログオンして必要な機能を有効化します。
これらの検証は、次の機能を有効にしているときに実行されます:
•

すでに存在するカスタム・ディメンションや基本ディメンションと同じ名前の
メンバーを「ディメンションのマップ/名前変更」に指定することはできませ
ん。たとえば、「市場」という名前のカスタム・ディメンションを財務に作成
する場合、他のディメンションに「市場」というメンバーが存在することはで
きません。

•

実際のディメンション名として<<Dimension>>を指定した場合、名前が
NO_<<customDimension>>、Total_<Dimension>>、
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All_<<Dimension>>のメンバーは存在できません。たとえば、財務の「プラン要
素」をカスタム・ディメンションとして「Element」という名前に変更した場合、
「No Element」や「Total Element」が存在することはできません。これは、接
頭辞なしのメンバーに依存するモジュールに固有です。
• 「期間」および「勘定科目」ディメンションのデータ・ストレージを「共有しない」
に設定する必要があります。
• 「年」ディメンション名は「年」にする必要があります。

6.

•

18 個の別名表が事前定義されています。サポートされる最大数は 32 です(1 個は内
部で使用されます)。変換プロセスが、事前定義済別名表を既存アプリケーション内
の別名表にマージしようとします。数が 30 を超えると検証エラーになります。

•

変換プロセスは、アプリケーション内の既存ディメンションの数と、モジュールが初
期化された場合に作成される新しいディメンションの数を計算します。両方の合計
が 32 (最大数)を超えると、検証エラーが表示されます。

•

プロジェクトでは、
「プログラム」に指定する名前(カスタム・ディメンション・オプ
ション)が、非属性ディメンションとしてすでに存在していてはなりません 。

•

要員では、バージョン・メンバーを「ラベルのみ」にすることはできません。

ユーザー定義のナビゲーション・フローを再作成します。

「移行」を使用してオンプレミス Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (サポート対象バージョ
ン)のアプリケーションを Planning に変換するときは、前述と同じルールが適用されます。

変換の考慮事項
次の場合に、標準アプリケーションまたはレポート・アプリケーションを Enterprise アプリ
ケーションに変換できます:
• 「Enterprise」タイプのアプリケーションを実装する商用の許可を受けています。
•

週次期間、四半期期間またはカスタム期間が使用されていません。

•

変換の前に、年ディメンションの名前を年(複数)に変更します。

•

複数通貨アプリケーションである場合、簡易複数通貨を使用しています(つまり、標準通
貨アプリケーションではありません)。

•

アーティファクト 名で次の接頭辞が使用されていません:
–

oep_—共通アーティファクトの 接頭辞

–

ofs_—財務アーティファクトの 接頭辞

–

owp_—要員アーティファクトの 接頭辞

–

opf_—プロジェクト・アーティファクトの 接頭辞

–

ocx_—資本アーティファクトの 接頭辞

カスタム・ナビゲーション・フローは変換されません。アプリケーションの変換後に再度作
成する必要があります。
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統合のシナリオおよびワークフロー
Planning では、データ・マップおよびスマート・プッシュを使用して、財務、要員、
資本、プロジェクトおよび戦略モデリングとの即時利用可能な統合を提供します。こ
の項では、統合シナリオと統合のプロセス全体を説明します。
統合シナリオ
次のシナリオを活用するためにモジュールを統合します:
•

財務で、要員の従業員詳細のロールアップを参照し、要員の費用(給与や福利厚生
など)を財務のレポートに統合します。

•

財務で、プロジェクトの詳細のロールアップを参照し、プロジェクトの費用と収益
を財務のレポートに統合します。財務とプロジェクトの統合は、プロジェクトから
集約レベルのデータを移動するように設計されています。プロジェクト・レベルの
データを表示する場合は、ルール(OFS_Rollup Project Integration Data)をカスタマ
イズできます。

•

財務では、資本資産詳細のロールアップを表示し、資本資産値(固定資産値、減価
償却、その他資産関連費用、キャッシュ・フローなど)を財務レポートに統合しま
す。

•

要員で、プロジェクト全体または各プロジェクトの従業員稼働率を参照します。

•

プロジェクトでは、プロジェクト費用を部分的または完全に配賦して、1 つ以上の
資本資産を作成します。

•

プロジェクトでは、労務費用プランニングのために要員のジョブ、従業員名および
他の仮定を使用します。

•

プロジェクトで、資本からの設備レートを使用します。

•

資本で、プロジェクトの資産の使用状況を表示します。

•

戦略モデリングのモデルと財務の損益計算書の間でデータを統合します。

統合のタスク・フロー
統合を実装するには、次のプロセス全体を順序どおりに実行します:

ノート:
戦略モデリングのモデルと財務の損益計算書の間でデータをプッシュするに
は、戦略モデリングおよび財務の間のデータの統合を参照してください。
1.

財務を有効化して構成します。
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ノート:
エンティティはすべてのモジュールで 共通です。理想としては、すべてのエン
ティティを 一度にインポートしてください。
財務とプロジェクトを統合する場合は、プロジェクト全体の集約データが財務
にプッシュされることに注意してください。プロジェクト・ディメンションを
財務に追加する必要はありません。
2.

要員を有効化して構成します。
•

財務との統合の場合、要員の福利厚生と税金ウィザードでコンポーネントを財務勘定
科目(たとえば、財務の「給与計算税」、「給与合計」など)にマップします。

•

プロジェクトとの統合: 稼働率機能は、プロジェクトとの統合に加えて、要員での「従
業員」モデルまたはジョブと従業員モデルに対する依存関係を持ちます。稼働率を有
効にするには、「有効化」ページの「粒度」で、「従業員」または「従業員とジョブ」
のいずれかを選択します。また、プロジェクトへの要員の統合も選択します。

• 「ディメンションのマップ/名前変更」で、「プロジェクト」という名前(プロジェクト
でのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンションを追加します。名
前を変更して、プロジェクトの「プロジェクト」ディメンションで別の名前を使用す
る予定がある場合は、そのディメンション名をここで使用します。
3.

資本を有効化します。
•

プロジェクトとの統合では、
「有効化」ページの「ディメンションのマップ/名前変更」
で、
「プロジェクト」という名前(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)の
カスタム・ディメンションを追加します。名前を変更して、プロジェクトの「プロジ
ェクト」ディメンションで別の名前を使用する予定がある場合は、そのディメンショ
ン名をここで使用します。

• 「構成」ページで、タスク「財務諸表への資本勘定科目のマップ」を選択します。各
資本勘定科目で、それぞれを財務の対応する勘定科目にマッピングします。水平タブ
を選択して、
「有形資産」、
「無形資産」および「リース資産」の資産をマップします。
• 「アクション」メニューで「同期」を選択します。このルールは次のシナリオで実行
します:

4.

–

新しい資産が追加されるとき。

–

資本と財務の統合マッピングが更新されるとき。

–

planningyearRange が増分されるとき(たとえば、FY14:FY15 から FY15:FY24
へ)。

–

資産を移動した後(たとえば、部署から部署へ)。

プロジェクトを有効化します。
•

資本との統合では、「有効化」ページで、タイプが「資本」のプロジェクトを有効化
します。

• 「費用」では、
「要員からの統合」および「従業員」(要員統合のため)を有効にします。
設備では、「資本からの統合」を有効にします(資本統合のため)。
•

プロジェクトを要員に統合している場合、リソース・クラスをプロジェクトにインポ
ートする必要はありません。かわりに、要員のジョブ構成インポート・タスクを使用
して、要員のジョブを使用します。
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• 「ディメンションのマップ/名前変更」に、「プロジェクト」と「プロジェクト」
のマッピングが表示されます。

ヒント:
カスタム・ディメンションを要員または資本で作成したときに、誤っ
て名前を「Project」ではなく「Projects」とした場合は、ここで名前
を変更できます。
• 「構成」ページで、タスク「プロジェクト財務マッピング」を選択します。各
プロジェクト勘定科目で、それぞれを財務の対応する勘定科目にマッピングし
ます。
5.

必要な場合には、作成されたデータ・マップを確認します。ホームページで「アプ

リケーション」
ックします。

、
「データ交換」

、
「データ・マップ」の順にクリ

6. 「スタート・チェックリスト」の残りのステップを実行します。スタート・チェッ

クリストを参照してください。

7.

ユーザーがプランと予測を準備する際に、データをモジュール間で移動しようとす
るとき、管理者は事前定義済データ・マップを使用してデータをプッシュする必要

があります。ホームページで「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。データ・マップを選択し、
「アクション」メニューから「データのプッシュ」を選択し、さらに「はい」をク
リックして、データをクリアするオプションを確認します。詳細は、ビジネス・プ
ロセスを統合するためのデータのプッシュを参照してください。
一部のフォームには、データをプッシュするためのメニュー・オプションがありま
す。これらのフォームの場合、ユーザーはデータ・マップを使用したデータのプッ
シュを管理者にリクエストする必要がありません。
詳しい統合シナリオ
財務と要員
•

詳しい要員データを財務サマリー・データにフィードできます。財務から、要員の
勘定科目の詳細にドリルできます。

•

財務の費用のラインを要員に格納されている詳しい値で上書きできます。

財務とプロジェクト
•

プロジェクトの財務情報を、勘定科目レベル・データについて財務に移動します

•

プロジェクトでプランニングされた収益が、財務で契約プロジェクトについてロー
ルアップされます

•

プロジェクト・レベルの財務データについて財務からプロジェクトにドリルできる
ようになります
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•

収益またはコストの影響が増加した場合に、間接プロジェクトのプロジェクト・ベネフィ
ットを、財務上の影響に割り当てます

財務と資本
•

資本の詳細な費用プランニングが、財務のサマリー・レベルにロールアップされます

•

費用に関連する資産(減価償却、償却、保険など)が移動されます

•

資本のキャッシュ・フローが財務のキャッシュ・フローにプッシュされます

要員とプロジェクト
•

ジョブ・レベル FTE がプロジェクトから要員に入力されます

•

割当てに基づくプロジェクト間での従業員稼働率および従業員のプロジェクトへの必要
に応じた再割当て

•

プロジェクトに配賦された FTE、労務時間および費用を確認します

資本とプロジェクト
•

プロジェクトから 1 つまたは複数の資産を作成します

•

プロジェクトでモデル化された詳細コストと、資産コストが、資本にプッシュされます

•

資本資産からプロジェクトへの設備の割当て

•

プロジェクトの「資本的支出仮勘定」の値を確認します

•

資本で、資産の使用状況サマリーと、プロジェクト全体における資産の使用状況を確認し
ます。

ビデオ
目的
財務と要員の統合について学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の要員デ
ータと財務の統合.

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的
このチュートリアルでは、資本と財務間でデータ
を統合する方法を示します。資本の資産データ
が、各エンティティごとに 資産クラス別に要約さ
れます。資本の資産クラスを、財務の勘定科目に
マップします。複数の資産クラスを財務の同じ勘
定科目にマップできます。この場合、値は集約さ
れます。たとえば、
「備品および設備」資産クラス
と「オフィス設備」資産クラスの両方を、財務の
「オフィスの備品および設備」勘定科目にマップで
きます。資本の新規資産、既存資産またはリース
資産に対してデータが変更された場合、更新され
たデータを財務にプッシュできます。

方法の学習
資本データの財務との統合
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目的

方法の学習

このチュートリアルでは、プロジェクトと財務間
でデータを統合する方法を示します。プロジェク
トを構成するときに、プロジェクトの勘定科目を
財務の勘定科目にマップします。プロジェクトの
複数の勘定科目を、財務の同じ勘定科目にマップ
できます。すべてのエンティティに 適用されるグ
ローバル・マッピングを作成するか、エンティテ
ィに固有のマッピングを作成できます。プロジェ
クト・データの入力と計算後は、プロジェクトの
ロールアップ・ビジネス・ルールを実行して、財
務に要約済データをプッシュできます。
このチュートリアルでは、要員の勘定科目を財務
の勘定科目にマップして、要員のデータを財務に
プッシュする方法を示します。財務で提供された
勘定体系を使用している場合は、要員の給与と功
績の両方の勘定科目が財務の給与勘定科目に自動
的にマップされます。その他の報酬データについ
ては、福利厚生と税金ウィザードを使用して要員
の報酬項目を構成するときに、各項目を財務の勘
定科目にマップします。その後、報酬データのデ
ータ・マップを使用して、財務にデータをプッシ
ュします。
このチュートリアルでは、プロジェクトのデータ
を資本と統合する方法を示します。資産計上可能
なプロジェクトをプロジェクトで作成するとき
に、ドライバ・ベースのプロジェクト費用と、直
接入力するプロジェクト費用の両方を、部分的に
または全部資本の費用勘定科目および資産クラス
にマップし、データを資本にプッシュできます。
プロジェクト費用を複数の勘定科目および資産ク
ラスにわたって配賦できます。また、減価償却の
計算も行えます。
このチュートリアルでは、プロジェクトと要員間
でデータを統合する方法を示します。プロジェク
ト・データを要員にプッシュするために、プロジ
ェクトと要員の両方で必要な設定を学びます。

プロジェクト・データの財務との統合

要員データの財務との統合

プロジェクト・データの資本との統合

プロジェクト・データの要員との統合

ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
1.

ホームページで「ツール」、
「ユーザー・プリファレンス」
、
「ユーザー変数」の順に
クリックします。

2.

次のユーザー変数を設定します:
•

エンティティ

•

シナリオ

•

バージョン

•

レポート通貨

•

年
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財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定します:
• 「費用勘定科目」変数では、OFS_Total Expenses などの、フォームに表示する勘定
科目を含む親勘定科目を選択します。
• 「費用ドライバ」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択します。
• 「予算の改訂」が有効になっている場合は、
「勘定科目グループ」変数を設定します。
「勘定科目グループ」ユーザー変数は、
「現在の承認済予算」や「現在の純予算」など
の「予算の改訂」のフォームに表示される一連の勘定科目をフィルタします。たとえ
ば、ニーズに応じて、費用、収益、負債、資産勘定科目またはすべての 勘定科目タイ
プの合計を選択できます。
財務では、「予算の改訂」を使用している場合は、「表示」の「日付フォーマット」を
「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ホームページで「ツール」、「ユーザー・プ
リファレンス」をクリックして、「表示」をクリックします。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプションで定
義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー変数の値はフ
ォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォルト値を設定する必要
がありません。

13 期間カレンダについて
12 か月のかわりに 13 期間を使用するアプリケーションのカレンダの設定について学習しま
す。
アプリケーションを作成する場合は、12 か月(例: 1 月から 12 月)または 13 期間に基づいてプ
ランニング・カレンダを設定できます。13 期間のプランニングでは、各期間の長さは正確に
4 週間になります(ただし、5、6 年ごとに 1 つの期間が 5 週間になります。)

ノート:
13 期間を使用して新規アプリケーションを作成できます。13 期間を使用して新規
アプリケーションを作成するには、ハイブリッド・ブロック・ストレージを有効に
する必要があります。
•

レガシー・クラウド・サービスの顧客は、13 期間アプリケーションを作成する
前に、ハイブリッド・ブロック・ストレージ(BSO)キューブを使用するためにア
プリケーションを変換する必要があります。環境でハイブリッドが有効になっ
た後は、新規アプリケーションを 13 期間で作成できます。ハイブリッド BSO
キューブを使用するためのアプリケーションの変換の詳細は、Oracle Enterprise
Performance Management Cloud 管理者のためのスタート・ガイドの EPM
Cloud の Essbase についてを参照してください。

•

EPM Enterprise Cloud Service および EPM Standard Cloud Service の
Planning ビジネス・プロセスは、デフォルトでハイブリッド・ブロック・スト
レージ(BSO)キューブを使用してデプロイされます。これらのお客様の場合は、
13 期間アプリケーションを作成可能にするための追加ステップは必要ありま
せん。

既存のアプリケーションに対して 13 期間カレンダを有効にすることはできません。

13 期間でのプランニングにはいくつかの利点があります。次に例を示します:
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•

一連の休日が、毎年同じ期間の同じ週に発生します。これは、年をまたがると休日
が異なる週に発生する可能性がある 12 か月アプリケーションとは対照的です。
同様に、各期間末が同じ曜日に発生します。この一貫性により、多くの場合にプラ
ンニングが簡素化されます。

•

年をまたがって重要なデータをより簡単に比較できます。たとえば、各損益計算書
は、28 日分の実績売上と 28 日分の実績支払を反映します。

•

すべての 期間に同じ数の平日と週末があるため、トレンドを容易に把握できます。
特に、小売ビジネスでは、年をまたがってこの一貫性を享受できます。

ヒント:
13 期間でのプランを選択すると、期間 TP1 から TP13 が作成されます。ただ
し、アプリケーションの作成時に接頭辞 TP を名前変更できます。P1 から
P13 のように、1 から 13 の数字が接頭辞に追加されます。また、期間メンバ
ーの名前をさらに見分けやすくする場合は、別名を作成できます。

13 期間アプリケーションでは、13 個の子メンバーが期間ディメンションの「年合計」
に追加されます。デフォルトでは、最初の 3 四半期に 3 つの期間があり、最後の四半
期に 4 つの期間があります(3-3-3-4)。ただし、どの四半期に 4 つの期間を追加するか
は、
「アプリケーションの作成: 詳細」ページで「配分」を設定する際に選択できます。
各期間には開始日と終了日があります。4-4-5、4-5-4 および 5-4-4 カレンダ(52 週 x 7
日 = 364 日)の週次レイアウト、毎年余る 1 日、およびうるう年の発生に基づいて、53
週目が年に追加されます。これは、5、6 年ごとに発生します。

ノート:
アプリケーションの作成者は、53 週目を追加する期間を「余剰週を追加する
会計期間」で設定します。(この設定は後で変更できません)。うるう年の 5
週目は、アプリケーションの作成時に定義した期間に自動的に適用されます。

アプリケーション作成時のカレンダ設定の詳細は、アプリケーションの作成を参照し
てください。
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ヒント:
13 期間カレンダを選択する場合は、各期間の日付を表示できます。そのためには、
ホーム・ページで、
「アプリケーション」、
「概要」、
「アクション」、13 期間プレビュ
ー・カレンダの順にクリックします。最上部で、プレビューする年のカレンダを選
択できます。例:

財務で、13 期間アプリケーションの週次レベルでプランニングする場合、アプリケーション
には 53 週が追加されます。53 週目が使用可能になるのは、うるう年のみで、これはアプリ
ケーションの作成時に(
「余剰週を追加する会計期間」で)指定する期間に追加されます。有効
な交差は自動的に作成されます。たとえば、月を週に変換する場合は、うるう年にのみ週 53
が計算されます。
要員での 13 期間カレンダの使用の詳細は、13 期間カレンダの計算を参照してください。
ビデオ
目的
13 期間カレンダの操作について学習します。

視聴するビデオ
概要: EPM Cloud での 13 期間カレンダを
使用したプランニング
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戦略モデリングの設定
次も参照:
•

戦略モデリングの開始チェックリスト

戦略モデリングの開始チェックリスト
次のタスクを実行して、戦略モデリングを設定します。
1.

エンタープライズ・アプリケーションを作成するか、使用する既存のアプリケーションを
指定します。アプリケーションの作成を参照してください。

2.

戦略モデリングを有効にします。戦略モデリングの有効化を参照してください。

3.

提供されたテンプレートを確認し、組織に必要なカスタム・テンプレートをアップロード
します。テンプレートの操作を参照してください。

4.

テンプレートからモデルを作成します。戦略モデリング・モデルの作成を参照してくださ
い。

5.

アクセス権限を設定します。モデル・アクセス権限の設定を参照してください。

6.

戦略モデリングを有効にした後、データベースをリフレッシュします。「アプリケーショ

ン」
、「構成」
の順にクリックして、「アクション」メニューから
「データベースのリフレッシュ」、「作成」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択し
ます。
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的

方法の学習

戦略モデリングの概要を理解します。
戦略モデリングの概要
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Planning モジュールの理解
次も参照:
•

ナビゲート

•

変更済アーティファクトの 確認
フォームやメニューなどのオリジナルのアプリケーション・アーティファクトのうちどれ
が変更されたかを確認できます。

•

事前定義済アーティファクトの 説明の取得

ナビゲート
有用なナビゲーション・ヒント:
•

ホームページ以外にナビゲートした後でホームページに戻るには、左上隅の Oracle ロゴ
(またはカスタム・ロゴ)か、ホーム・アイコン

をクリックします

。
•

ナビゲータで追加の管理者タスクを表示するには、Oracle ロゴ(またはカスタム・ロゴ)の
横の水平バー

をクリックします。

•

ダッシュボードの上部にある「表示/非表示」バーをクリックするとダッシュボードが全
画面に拡大され、再度クリックすると標準ビューに戻ります。

•

カーソルをフォームまたはダッシュボードの右上隅に置くと、コンテキストに適したオプ
ションのメニュー(「アクション」、「保存」、「リフレッシュ」、「設定」、「最大化」など)
が表示されます。

•

サブコンポーネントでは、水平タブおよび垂直タブを使用してタスクおよびカテゴリを切
り替えます。
たとえば、概要ダッシュボードの確認と費用のプランニングを切り替えるには、水平タブ
を使用します。垂直タブは、有効化した機能によって異なります。
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タスク内のカテゴリを切り替えるには、水平タブを使用します。たとえば、費用プ
ランニングで、費用ドライバを入力するか、トレンド・ベースのプランニング費用
を確認するかを選択します。

財務および資本の場合、アイコン

はデータ入力用でなくデータ確認用のレポー

は、フォームがプランニング詳細を入
ト・フォームを示しています。アイコン
力するためのデータ入力フォームであることを示しています。

変更済アーティファクトの 確認
フォームやメニューなどのオリジナルのアプリケーション・アーティファクトのうち
どれが変更されたかを確認できます。
アプリケーションのアーティファクトを 確認するには:

1. 「アプリケーション」

をクリックして「構成」
をクリックし、
「財
務」、「要員」、「プロジェクト」または「資本」を選択します。

2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの 確認」を選択します。
3. 「フィルタ」

クリックします。

をクリックしてアーティファクト ・タイプを選択し、「適用」を

変更されたアーティファクトがリストされます 。
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事前定義済アーティファクトの 説明の取得
機能を有効化した後で、機能や関連するアーティファクトの 仕組みを理解するために、事前
定義済アーティファクト (メンバー、フォーム、ダッシュボードなど)の説明を確認できます。
事前定義済コンテンツの説明を表示するには:

1. 「ツール」

します。

2. 「フィルタ」

をクリックし、「アーティファクト ・ラベル」

をクリック

をクリックします。

3. 「アーティファクト 」から「メンバー」または「フォーム」を選択します。
4. 「メンバー」を選択した場合は、
「ディメンション」リストから「勘定科目」を選択しま

す。

5. 「プロパティ」では、メンバー式の場合は「式の説明」を選択するか、フォームの説明の

場合は「説明」を選択して、「適用」をクリックします。

6.

言語を「言語の追加」リストから選択します。

有効化した機能のアーティファクトは 、次のいずれかの接頭辞が付いて表示されます:
•

OFS — 財務

•

OWP — 要員

•

OPF — プロジェクト

•

OCX — 資本

ノート:
「<言語>」列が表示されるまで右にスクロールします。
説明の変更、言語の変更、またはプランナ向け指示の追加の詳細は、事前定義済アーティフ
ァクトのヘルプのカスタマイズを参照してください。
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財務の構成
次も参照:
•

財務の機能の有効化

•

財務の構成
財務の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

•

予算改訂および予算管理との統合の設定

•

構成後のタスク

•

財務のルール

財務の機能の有効化
プランニングを開始する前に、財務の機能を有効化する必要があります。選択内容に基づい
て、ディメンション、ドライバ、フォームおよび勘定科目が作成されます。

ノート:
•

初めて機能を有効化するときに、すべてのカスタム ・ディメンションを定義す
る必要があります。後からこれらを定義することはできません。

•

機能は後で追加して有効化できるため、プランナが現在必要とする機能のみを
有効化することをお薦めします。

•

機能を後から無効化することはできません。

提供されたドライバによる勘定科目の計算方法の詳細は、内部集約ルールについて および「勘
定科目」およびプラン要素ディメンションについてを参照してください。
表 5-1 ビデオ
目的
財務の有効化および構成について学習します。

1.

ホームページで「アプリケーション」
リックします。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud の財務の構成

をクリックし、「構成」

をク

2. 「構成」リストから「財務」を選択し、
「機能を使用可能にする」をクリックします。
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3.

有効化する機能を選択します。

表 5-2 財務の機能の有効化
有効化

説明

収益/総マージン

収益プランニングを有効化します。独自の勘定科目を使用するか、提
供された勘定科目およびドライバを選択します。
「収益」と「総マージン」の有効化を参照してください。

費用

費用プランニングを有効化します。独自の勘定科目を使用するか、提
供された勘定科目およびドライバを選択します。
費用の有効化を参照してください。

損益計算書

損益計算書プランニングを有効化します。独自のフォーマットか、事
前定義済の損益計算書フォーマットを使用します。
損益計算書の有効化を参照してください。

貸借対照表

貸借対照表プランニングを有効化します。独自の勘定科目を使用す
るか、提供された勘定科目およびドライバを選択します。
貸借対照表の有効化を参照してください。

キャッシュ・フロー計算 キャッシュ・フロー・プランニングを有効化し、方法を選択します。
書
独自の勘定体系を使用するか、提供された勘定科目を選択します。
キャッシュ・フローの有効化を参照してください。
ローリング予測

(有効にした項目に応じて)収益、費用、貸借対照表およびキャッシュ・
フローのローリング予測を有効にして、1 年の時間枠を超える継続的
な予測を可能にします。
ローリング予測の有効化を参照してください。

予算の改訂

承認済予算に予算改訂を作成する機能を有効にする場合に選択しま
す
また、予算管理との統合を有効にします。現在の消費の表示、提案さ
れた予算変更がすでに消費済の予算を下回らないことの確認、および
予算変更を更新して使用可能資金に影響を与えることができます。
予算変更が引き当てられて承認されると、現在の承認済予算残高をド
リルダウンして、予算管理で予算改訂詳細を表示できます。
「予算の改訂」の有効化を参照してください。

週次プランニング

プランナは、週次レベルでプランニングおよび予測できます。週次プ
ランニングはいつでも有効化できます。
週次プランニングの有効化を参照してください。

ディメンションのマッ
プ/名前変更

•
•

最大 5 つのカスタム・ディメンションをアプリケーションに追加
します。
カスタム・ディメンションごとに、適用先の機能(「収益」、「費
用」、「貸借対照表」、「キャッシュ・フロー」または「予算の改
訂」)を指定します。カスタム・ディメンションと財務の機能の関
連付けを参照してください。

「予算の改訂」を有効にしている場合は、ディメンションの 1 つ
をエンティティ・ディメンションとともに「改訂の管理」フォー
ムの表示のプライマリ・ディメンションにすることもできます。
カスタム・ディメンションを既存のディメンションにマップしま
•
す。
基本ディメンションの名前を変更します。
•
このステップは、最初に財務を有効化するときに実行する必要があり
ます。これを後で行うことはできません。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化を参照してください。
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ディメンション、フォーム、勘定科目など、財務のアーティファクトが 移入されます。

財務の勘定体系について
財務には、すぐに使用できる堅牢で完全な勘定体系が含まれています。また、財務では独自
の勘定体系を使用でき、その場合も統合された財務フレームワークのメリットを活用できる
という柔軟性を備えています。
機能を有効化するときに、提供された勘定体系と独自の勘定体系のどちらを使用するかを選
択します。「機能を使用可能にする」で、次のようにします:
•

独自の勘定体系を使用する場合は、機能名の横のチェック・ボックスをクリックします。
独自の勘定体系を作成する場合、機能を有効化すると、キー・メンバーを含む勘定科目構
造が作成され、それに独自の勘定体系を追加できます。有効化した機能ごとに独自の勘定
科目をインポートします。このオプションを選択すると、直接入力およびトレンド・ベー
スのプランニングが有効になります。
最初に独自の勘定体系を作成した場合、提供された標準の勘定体系を追加で有効化できま
す。

•

提供された勘定体系を使用する場合は、各機能名の下の勘定科目およびドライバを選択し
ます。
標準の勘定体系を使用するか、ドライバ・ベースのプランニングを使用する場合、有効化
する勘定科目およびドライバを選択します。このオプションを選択すると、選択した機能
の完全な勘定体系が有効になり、ドライバ・ベースのプランニングが有効になります。

独自の勘定体系を作成するか、提供された勘定科目を使用するかに関係なく、次のことがで
きます:
•

既存のフォームおよびダッシュボードの使用

•

既存の統合財務諸表の使用

•

既存の計算(トレンド・ベースのプランニングなど)の使用

•

財務を資本、プロジェクトおよび要員と統合します。

独自の勘定体系を使用する場合は、次のことに注意してください:
•

勘定科目のインポートの詳細は、メタデータのインポートを参照してください。ディメン
ション・エディタを使用すると、提供された主要勘定科目を表示できます。

•

合計の結果をグラフィカルに示すダッシュボードを使用する場合は、勘定科目を適切な親
の下に共有メンバーとして追加する必要があります: OFS_Total Revenue、OFS_Total
Cost of Sales、OFS_Total Operating Expenses、OFS_Cash。ビジネスに必要な詳細
のレベルで共有を設定できます。
その他の表およびダッシュボードでは、提供されたキー・メンバーを使用してください。

ビデオ
目的
独自の勘定体系を使用する財務の有効化および構
成について学習します。

視聴するビデオ
Enterprise Planning Cloud に独自の勘定体
系を導入するための財務の構成

独自の勘定体系を使用する財務でのベスト・プラ
独自の勘定体系を使用する財務でのベス
クティス・プランニングの利用について学習しま
ト・プラクティス・プランニングの利用
す。
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「収益」と「総マージン」の有効化
「収益/総マージン」を選択して、収益/総マージン・プランニングを有効化します。
「収
益/総マージン」のみを選択すると、キー・メンバーを含む勘定科目構造が作成され、
それに収益プランニング用の独自の勘定体系を追加できます。このオプションを選択
すると、直接入力およびトレンド・ベースのプランニングが有効になります。
標準の勘定体系またはドライバ・ベースのプランニングを有効化するには、「勘定科
目」または「ドライバ」を選択し、有効化するドライバを選択します。

費用の有効化
「費用」を選択して、費用プランニングを有効化します。
「費用」のみを選択すると、
キー・メンバーを含む勘定科目構造が作成され、それに費用プランニング用の独自の
勘定体系を追加できます。このオプションを選択すると、直接入力およびトレンド・
ベースのプランニングが有効になります。
標準の勘定体系またはドライバ・ベースのプランニングを有効化するには、「勘定科
目」または「ドライバ」を選択し、費用ドライバ・カテゴリを選択します。たとえば、
「報酬」を有効化すると、「人数」と「平均給与」を使用して「給与費用」が導出され
ます。

損益計算書の有効化
「損益計算書」を選択して、損益計算書プランニングを有効化します。「損益計算書」
のみを選択すると、基本的な損益計算書フォーマットが作成されます。
事前定義済の損益計算書フォーマットを使用するには、「総利益」または「貢献利益」
および関連するオプションを選択します。提供された「総利益」勘定科目または「貢
献利益」勘定科目を使用するには、提供された「収益」勘定科目および「費用」勘定
科目も選択する必要があります。損益計算書を有効にする際に選択したオプション
は、損益計算書のロールアップに影響します。
「追加オプション」によって、損益計算書階層にロールアップが追加されます。
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貸借対照表の有効化
「貸借対照表」を選択して、貸借対照表プランニングを有効化します。「貸借対照表」のみを
選択すると、キー・メンバーを含む勘定科目構造が作成され、それに貸借対照表プランニン
グ用の独自の勘定体系を追加できます。このオプションを選択すると、直接入力およびトレ
ンド・ベースのプランニングが有効になります。
標準の勘定体系またはドライバ・ベースのプランニングを有効化するには、「勘定科目」と
「資産」および/または「負債と資本」または「ドライバと関連勘定科目」を選択します。キャ
ッシュ・フロー・プランニングおよびドライバ・ベースの貸借対照表プランニングを行う場
合は、間接法キャッシュ・フローを有効化し、構成後にアプリケーションで期間の日数を定
義する必要があります。

キャッシュ・フローの有効化
「キャッシュ・フロー計算書」およびキャッシュ・フローの方法(
「直接」または「間接」)を選
択します。
• 「直接」方法では、ソースを使用してキャッシュ・フローが計算され、現金が使用されま
す。この方法を使用できるのは、「収益」または「費用」(あるいは両方)のプランニング
を有効化した場合です。
• 「間接」方法では、営業活動、投資活動および融資活動からキャッシュ・フローが導出さ
れます。この方法を使用するには、「損益計算書」と「貸借対照表」も有効化する必要が
あります。
「キャッシュ・フロー計算書」と方法のみを選択すると、キー・メンバーを含む勘定科目構造
が作成され、それにキャッシュ・フロー・プランニング用の独自の勘定体系を追加できます。
勘定科目カテゴリを選択して、キャッシュ・フロー・レポートをサポートするための勘定科
目グループを追加します。

ローリング予測の有効化
ローリング予測を有効にすると、プランナは 1 年の時間枠を超える継続的なプランニングを
実行できます。ローリング予測を有効にした後、
「プランニングと予測の準備」構成タスクを
使用してローリング予測を構成することにより、週次レベル(13 週、26 週または 52 週)、月
次レベル(12 か月、18 か月または 24 か月、および財務の場合は 30 か月、36 か月、48 か月、
または 60 か月)あるいは四半期レベル(4 四半期、6 四半期または 8 四半期)で継続的なプラン
ニングを行います。13 期間カレンダを使用した財務のアプリケーションでは、期間レベル(13
期間または 26 期間)で継続的にプランニングできます。
「プランニングと予測の準備」構成タスクを使用して、ローリング予測範囲を定義します。提
供されたフォームを使用すると、ローリング予測を簡単に実装できます。ローリング予測は、
財務では主にデータの入力および分析で使用しますが、プロジェクトでローリング予測を有
効にした場合、定義したローリング予測時間範囲にわたってプロジェクトを分析できます。
ローリング予測を有効化および構成すると:
•

ローリング予測のプランニングおよび分析用のルール、フォームおよびダッシュボードが
作成されます。

•

ローリング予測範囲全体が表示されるようにフォームおよびダッシュボードが設計され
ます。有効な交差を使用して表示内容が制御されます。
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•

現在の期間を更新すると、フォームおよびダッシュボードが自動的に更新されま
す。必要に応じて新しい期間が追加または削除され、更新されたローリング予測範
囲を反映します。新しく追加された期間にトレンドおよびドライバが移入されま
す。有効な交差を使用してフォームが動的になります。

•

財務の場合、新規メンバー(OEP_Rolling Forecast)がシナリオ・ディメンション
に追加されます。標準予測メンバー(OEP_Forecast)もまだ使用可能なので、1 年
の時間枠の予測を可能にする標準予測手法およびローリング予測手法を使用でき
ます。

•

プロジェクトでは OEP_Rolling Forecast メンバーを使用して、対応する機関の予
測シナリオ(OEP_Forecast)を参照することにより、ローリング予測範囲のデータ
を動的に表示します。OEP_Rolling Forecast メンバーのデータ入力は許可され
ません。

•

レポートのために、KPI に 2 つのシナリオが追加されました:
–

OEP_TTM (12 か月の証跡)。このシナリオは、前の 12 か月のフローに基づい
た勘定科目のアクティビティをレポートします 。

– 「予測済 12」。フロー・タイプ勘定科目に対して、このシナリオは、(現在の期
間 + 11 個の将来の期間)の合計についてレポートします。残高タイプ勘定科目
に対して、このシナリオは将来のメンバー値 12 期間についてレポートします。
EPM Cloud を 2019 年 6 月 4 日より前に購入した場合、標準アプリケーションまたは
レポート・アプリケーションを Enterprise アプリケーションへと変換できます。アプ
リケーションを変換した場合、プランナは変換されたアプリケーションのローリング
予測手法を使用する既存のフォームを引き続き使用できます。ローリング予測を作成
するフォーム・プロパティがカスタム・キューブで引き続き使用可能であるためです。
ビデオ
目的
ローリング予測を使用したプランニングにつ
いて学習します。
ローリング予測の設定について学習します。

視聴するビデオ

測.

概要: Planning におけるローリング予

Oracle Enterprise Planning Cloud での
ローリング予測の設定.

週次プランニングの有効化
財務で、
「週次プランニング」を選択して、プランナが週次レベルでプランニングおよ
び予測できるようにします。フォームは、プランナが週次レベルのプランおよび予測
データを表示できるように設計されています。プランナは、週次の粒度でのローリン
グ予測範囲を使用したり、13、26 または 52 週の週次レベルで継続的にプランニング
することもできます。
12 期間アプリケーションの場合は、月の会計週数(4-4-5、4-5-4 または 5-4-4)に基づい
て、週を月にマップする方法も指定します。アプリケーションは、四半期の値をそれ
らが 13 週に分割されているかのように処理し、選択したパターンに従って週を分散し
ます。たとえば、5-4-4 を選択すると、四半期の最初の月は 5 週、最後の 2 か月は 4 週
あることになります。分散方法を後で変更することはできません。13 期間アプリケー
ションの場合は、アプリケーションの作成時にこれらの分散オプションを指定します。
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財務で、12 か月カレンダ・アプリケーションの週次レベルでプランニングしている場合は、
53 週カレンダをサポートするオプションを追加で有効化できます。53 週を有効化する際に
指定するオプションによって、53 週目に当たる月と年が決まります。通常、53 週目は、4 ま
たは 5 カレンダ年ごとに発生します。一旦有効にすると、この機能を無効にすることはでき
ません。53 週プランニングの有効化を参照してください。
週次予測を有効化した後、
「プランニングと予測の準備」構成タスクを使用して、計画、予
測、あるいは週次、月次または年次プランニングのローリング予測を構成します。
デフォルトでは、週次プランニングを有効化すると、エンティティと 勘定科目のすべての 組
合せが週次プランニングに設定されます。一部のエンティティ /勘定科目の組合せで月次プラ
ンニングを使用するように指定できます。これは、大部分のエンティティで 週次プランニン
グを使用するが、特定のエンティティでは 月次プランニングを使用する場合や、1 つのエンテ
ィティで特定の勘定科目以外には月次レベルで計画する場合に便利です。これらのシナリオ
で週次プランニングを構成するには、週次構成を参照してください。
週次プランニングを有効化または構成する場合:
•

月から週および週から月に変換する、週次プランニングおよび分析のルールが作成されま
す。

•

フォームは、各期間の適切な粒度を表示できるように設計されています。たとえば、週次
データを表示できる年もあれば、月次または年次データを表示する年もあります。有効な
交差を使用して表示内容が制御されます。

•

現在の期間を更新すると、フォームが自動的に更新されます。必要に応じて新しい期間が
追加または削除され、更新された期間を反映します。新しく追加された期間にトレンドお
よびドライバが移入されます。有効な交差を使用してフォームが動的になります。

•

新規メンバー(OEP_Weekly Plan)が期間ディメンションに追加されます。

• 「グローバル仮定」構成タスクにおいて月次レベルで為替レートを入力した場合、フォー
ムを保存すると、週から月へのマッピング方法(4-4-5、4-5-4 または 5-4-4)に基づいて、
月次為替レートが週次レベルにコピーされます(財務キューブ(OEP_FS)のみ)。週次期間
が財務で有効になっていても 、それ以外のキューブでは自動的には有効にはなりません。
他のキューブで週次期間を有効化した場合、週次期間で通貨換算を行うには、そのキュー
ブに対して週次期間の為替レートを入力する必要があります。
週次通貨換算は、BSO キューブでのみサポートされます。(ASO キューブで週次期間が有
効になっていても 、ASO キューブではサポートされません。)
•

資本やプロジェクト、要員と統合する場合、その統合に関連するレポートを表示するには
それぞれのデータの粒度が一致している必要があります。

週を月にまたは月を週に変換するために、次のバッチ・ルールを、週次レベルのプランニン
グの後に実行する必要があり、実績データが月次の粒度の場合、トレンドを求める式を実行
する前にこれを実行する必要があります。プランナにこれらのルールへのアクセス権を付与
し、週次プランニングの実行後にルールを実行するように指示します:
•

週次データの月次データへの変換。プランナがダッシュボードで月次データを表示でき
るようにするには、このルールを実行する必要があります。

•

月次データの週次データへの変換。

ルール「計画の準備」、「予測の準備」または「ローリング予測の準備」を実行する前に、必
ず月から週または週から月の必要な変換を実行してください。

5-7

第5章

財務の機能の有効化

ビデオ
目的

視聴するビデオ

週次プランニングについて学習します。

Oracle Enterprise Planning Cloud での
複数の期間の設定.

53 週プランニングの有効化
財務で、12 か月カレンダ・アプリケーションの週次レベルでプランニングしている場
合は、53 週カレンダをサポートするオプションを追加で有効化できます。
一旦有効にすると、この機能を無効にすることはできません。
「財務 - 機能を使用可能にする」で 53 週プランニングを有効化するには:
1. 「週次」を選択してから(まだ有効化していない場合)、
「53 週」を選択します。
2.

53 週目に当たる月と年を決定するオプションを指定します。通常、53 週目は、4
または 5 カレンダ年ごとに発生します。
•

週から月へのマッピング。以前に週次プランニングを設定していない場合は、
月の会計週数(4-4-5、4-5-4 または 5-4-4)に基づいて、週を月にマップする方法
を指定します。アプリケーションは、四半期の値をそれらが 13 週に分割され
ているかのように処理し、選択したパターンに従って週を分散します。たとえ
ば、5-4-4 を選択すると、四半期の最初の月は 5 週、最後の 2 か月は 4 週ある
ことになります。分散方法を後で変更することはできません。

•

モデルの会計年度の終了—会計年度末を定義するには、「曜日」を選択し、会
計年度末が「会計年度の最終日」か、「会計年度の最終日に最も近い」かを選
択します。

•

余剰週を追加する会計期間—53 週目を設定する月を選択します。

週次プランニングと 53 週プランニングを有効化した後、
「プランニングと予測の準備」
構成タスクを使用して、計画、予測、あるいは週次、月次または年次プランニングの
ローリング予測を構成します。
53 週プランニングを有効化する場合:
• 「プランニングと予測の準備」の「プラン」および「予測」タブでは、53 週を有効
化した際の選択によって決定した年および期間の「現在の週」リストに 53 週目が
追加されます。
• 「プランニングと予測の準備」の「ローリング予測」タブでは(ローリング予測を使
用している場合)、「ローリング予測範囲」が、対象の範囲に週 53 が含まれるよう
に更新されます。
•

期間ディメンションの週次階層に 53 週目(OEP_W53)が追加されます。

•

53 週目が対象となる年でのみ有効になるように有効な組合せが更新されます。

•

週次範囲の代替変数が、
「プランニングと予測の準備」での選択に基づいて 53 週
目に含まれるように更新されます。(OEP_WeeklyFCSTRange、
OEP_WeeklyPlanRange、OEP_WeeklyRange、OEP_WeeklyRFRange、
OEP_WeeklyYr2Range)

•

次のルールが、53 週目を考慮するように更新されます:
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•

–

週次データへの変換

–

週次データからの変換

–

フォームでの週次データへの変換

–

フォームでの週次データからの変換

フォームが、53 週目が表示される年に週 53 が含まれるように更新されます。

「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメンショ
ンのマップ/名前変更」を次のように使用します:
•

カスタム・ディメンションを追加します。たとえば、チャネルと市場についてプランニン
グすることができます。このケースでは、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネ
ルおよび市場メンバーをインポートします。計算、フォームおよび他のアーティファクト
には、指定する追加のディメンションが含まれます。

•

既存のディメンションの名前と有効化するモジュール内のディメンションの名前が同じ
で、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前を変更します。

•

複数のモジュールで既存のディメンションを使用します。たとえば、財務を設定し、あと
からプロジェクトを有効にした場合、両者に共通の既存のディメンションを利用できま
す。この機能を使用すると、新しいモジュールを有効化するときに共通ディメンションを
再構築する必要がありません。

•

変換済の Planning アプリケーションでディメンションを再利用します。

カスタム・ディメンションと財務機能の関連付け
財務機能を初めて有効化するときに、カスタム・ディメンション(製品、サービス、および最
大その他 3 つのカスタム・ディメンション)を追加できます。カスタム・ディメンションを追
加するときには、ディメンションを適用する機能(
「収益」、
「費用」、
「貸借対照表」、
「キャッシ
ュ・フロー」または「予算の改訂」)も指定します。たとえば、カスタム・ディメンションに費
用のみを適用したり、貸借対照表のみを適用したりできます。
カスタム・ディメンションは、適用する機能に対応するフォームのページに追加されます。
たとえば、費用のみに適用するカスタム・ディメンションは、費用フォームのページに表示
されます。それ以外の機能(収益など)のフォームでは、ディメンションの NoMember が POV
に表示されます。
最初に財務を有効化した後は、カスタム・ディメンションに関連付ける追加の機能を増やす
ことができます。
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ノート:
「予算の改訂」を有効にしている場合:
•

カスタム・ディメンションを財務の機能に関連付ける必要があります。
カスタム・ディメンションの横にある編集ボタンを選択し、「予算の改
訂」を選択します。

•

いずれかのカスタム・ディメンションで「予算改訂プライマリ・ディメ
ンション」を選択して、エンティティ ・ディメンションとともにフォー
ムの表示のプライマリ・ディメンションにします。

•

–

プライマリ・ディメンションとして選択できるのは、1 つのディメン
ションのみです。

–

選択したディメンションは、フォーム上のページではなく行に表示さ
れます。

–

プライマリ・ディメンションを選択しない場合は、すべてのディメン
ションがフォーム上のページに表示されます。

–

プライマリ・ディメンションを選択した後に別のプライマリ・ディメ
ンションを選択すると、最初の選択は解除されます。

プラン要素ディメンションの名前は変更しないでください。

ビデオ
目的
カスタム・ディメンションと財務の機能の関連
付けについて学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の機
能へのカスタム・ディメンションの追加.

内部集約ルールについて
財務では次のルールが使用されます:
実績 - 「実績の計算」ルールによってドライバが計算され、データが集計されます。
「プラン」および「予測」の場合 - 「ロールアップ」ルールはプランと予測を集計し、
ビジネス階層の様々なレベルでのレポートの実行またはデータの分析に必要です。収
益ディメンションを有効化した場合は、
「収益合計」データを表示するためにこのルー
ルを実行する必要があります。
費用合計は、すべての 親勘定科目グループのロールアップと集計によって判別します。
たとえば、「費用」では、「営業費用」および「減価償却および償却」が「費用合計」
で集計されます。

「勘定科目」およびプラン要素ディメンションについて
「勘定科目」ディメンションには、有効化した機能に基づいて値が移入されます。勘定
科目およびドライバを有効化した場合、各自のプランニングのタイプに対応して、勘
定科目グループ・メンバー、計算のドライバ・メンバー、KPI、およびフォームを含む
完全な勘定体系が生成されます。提供されたメンバーのうち接頭辞 OFS が付いたも
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のはすべてロックされています 。提供されたメンバーを削除または変更することはできませ
んが、自分のビジネス勘定科目のためにメンバーを追加し、カスタム・ドライバおよび KPI
を定義することはできます。独自の勘定体系を使用するように選択した場合、機能を有効化
すると、関連するフォームとともにキー・メンバーを含む簡略的な勘定科目構造が作成され、
それに独自の勘定体系を追加できます。
プラン要素ディメンションは、アプリケーションで使用される様々な種類やソースのデータ
を説明します。例:
•

合計: 計算済 - すべてのドライバ 導出計算の値を集計します。

•

修正合計 - トレンドまたはドライバ・ベースの計算によって計算された勘定科目値に対し
て、プランナが上書きや調整を行うことができます。

•

ロード - インポートされる勘定科目の実績を含みます。

•

キャッシュ・フローの影響 - 融資と投資の詳細から導出した現金を含みます。

•

キャッシュ・フローの計算 - 顧客による代金の送金期限を指定する支払期間(30 日以内に
50%、60 日以内に 40%、90 日以内に残りの 10%など)をプランナが定義できるようにし
ます。

•

直接入力 - プランまたは予測を入力します。

•

キャッシュ・フロー・レポート - メンバーはキャッシュ・フロー直接方法が有効な場合の
みシードされます。キャッシュ・フロー直接入力は、「キャッシュ・フローの影響」の定
義に対応します。キャッシュ・フローの計算は、プランナがキャッシュ計算で使用される
支払期間を定義する「キャッシュ・フロー直接プランニング」の結果です。

財務の構成
財務の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

1.

ホームページで「アプリケーション」
クします。

をクリックし、「構成」

をクリッ

2. 「構成」リストで「財務」を選択します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステ

ータスを確認します。「アクション」
す。

を使用して、タスクのステータスを更新しま

3.

必須のタスクをすべて 実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行します。

4.

ビジネス・データをインポートしてアプリケーションに移入します。データのインポート
を参照してください。データをインポートした後、「実績の計算」と「ロールアップ」を
実行してから、アプリケーションをリフレッシュします。

5. 「ドライバ・ベースの貸借対照表」を有効化した場合は、ドライバ・ベースの貸借対照表

の期間中の日数の指定を参照してください。

6.

構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、データベ
ースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから「データベー
スのリフレッシュ」を選択します。「作成」をクリックしてから「データベースのリフレ
ッシュ」をクリックします。
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表 5-3 財務の構成
構成

説明

プランニングと予測の
準備

プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間および粒度のレベルを構
成します。年ごとに異なる基準でプランニングおよび予測できます。
ローリング予測を有効にした場合、ローリング予測の期間を構成しま
す。
財務プランニングと予測の準備を参照してください。

週次構成

週次プランニングを有効化して、エンティティと 勘定科目の組合せに
対するプランニングの粒度をカスタマイズした後は、この構成タスク
を使用できます。
週次構成を参照してください。

「収益勘定科目」、「費用
勘定科目」、
「貸借対照表
勘定科目」、「キャッシ
ュ・フロー勘定科目」

有効化した機能に基づいて、勘定科目、ドライバおよび KPI を設定し
ます。これらのアーティファクトの 追加、変更、インポートおよびエ
クスポートを行うことができます。必要な場合には、カスタムの勘定
科目やドライバに関連する論理または計算を追加する必要がありま
す。また、カスタム費用ドライバ・カテゴリを追加することもできま
す。
勘定科目とドライバの追加および管理、KPI の追加およびカスタム費
用ドライバ・カテゴリの追加を参照してください。

エンティティ

エンティティをインポートします 。
部署、コスト・センター、事業部門など、ビジネス階層を反映する「エ
ンティティ 」ディメンション・メンバーをインポートします。
メンバーを含むファイルの場所(「ローカル」または「プランニング受
信ボックス」)を選択し、
「参照」をクリックしてファイルを探し、ファ
イルの種類を指定して「インポート」をクリックします。

ヒント:
エンティティはモジュール 間で共通の
ため、すべてのエンティティをまとめて
インポートします。

グローバル仮定

複数通貨アプリケーションの外国為替レートを入力します。グローバ
ル仮定の設定: 為替レートを参照してください。

製品

ビジネスの製品オファリングを表す製品ディメンション・メンバーを
インポートします。データのインポートを参照してください。

サービス

ビジネスのサービス・オファリングを表すサービス・ディメンション・
メンバーをインポートします。データのインポートを参照してくださ
い。

<カスタム・ディメンシ カスタム・ディメンションを有効化した場合は、そのディメンション
に移入するメンバーをインポートします。
ョン>
データのインポートを参照してください。

財務プランニングと予測の準備
各モジュールについてプランの時間枠および粒度を構成できます。モジュールや年ご
とに異なる時間枠と粒度を設定できます。
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プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、現在の

期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。

3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプランニング

を行うかを指定します

4. 「プラン」
、
「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、10 年の

アプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間を選択します。

5.

構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備する場
合は、
「すべて 」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。年によって異
なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。たとえば、FY20 で
は月ごと、FY21 では四半期ごとにプランニングする場合、FY20 の行では「月次」、FY21
の行では「四半期ごと」を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、「月次」の
かわりに「13 期間」を選択します。

6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、該当
期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差が設定されま
す。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ごとのプランニングを
有効にした場合は常に、代替変数 OEP_CurQtr が提供されます。
最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、現在
の月が四半期の最後の月の場合に財務で現在の四半期をどのように判別するかを選択で
きます。
現在の月が四半期の最後の月の場合は、財務で現在の四半期をどのように定義するかにつ
いて、「プランニングと予測の準備」でオプションを選択します:
• 「予測で現在の期間をロック」を選択した場合、財務では次の四半期が使用されます。
たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションを選択した場合、財務では現在の四半
期を Q2 として定義します。
• 「予測で現在の期間をロック」をクリアした場合、財務では現在の四半期が使用され
ます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションをクリア(選択を解除)した場合、
財務では現在の四半期を Q1 として定義します。
ノート:
• 「予測で現在の期間をロック」は、最初の年の予測に対するプランニングの基準とし
て四半期を選択している場合にのみ使用可能になります。
•

モジュールごとに「予測で現在の期間をロック」のオプションを選択できます。

財務について、週次プランニングを有効化した場合、オプションで「過去の期間(読取り
専用)」を選択できます。このオプションを選択した場合、週次レベルの過去の期間は予
測シナリオに対して読取り専用になります。たとえば、「現在の年」が FY21 で、「今月」
が「3 月」、「現在の週」が Week10 の場合、「過去の期間(読取り専用)」を選択すると、
FY21 の Week1 から 10 が編集できなくなります。
財務で週次プランニングが有効化されている場合、このチェックボックスは「予測」タブ
にのみ表示されます。
7.

財務について、ローリング予測を有効にした場合、「ローリング予測」をクリックして、
継続的なプランニングのための基準を選択します。プランニング頻度(
「月次」または「四
半期ごと」)、期間数、および実績期間数を選択します。
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財務の場合、週次プランニング頻度を選択し、13、26 または 52 週のどの週次レベ
ルでプランニングするかを選択することもできます。
実績期間数では、フォームおよびダッシュボードにローリング予測期間と組み合せ
て表示する実績データの期間数を定義します。
「ローリング予測範囲」は、選択した値に基づいて更新されます。
53 週の 12 期間カレンダを使用している場合、「ローリング予測範囲」は、対象の
範囲に週 53 が含まれるように更新されます。
ローリング予測を構成するとき、プランニング頻度と期間数に基づいてフォームお
よびダッシュボードが設定されます。現在のプランニング期間を変更すると、ロー
リング予測のフォームおよびダッシュボードが更新されます。期間が追加または
削除されて、新しいローリング予測範囲を反映して実績期間が更新されます。
標準予測とローリング予測を組み合せて使用してプランニングできます。
8.

財務の週次プランニングを有効化した場合、現在の週を指定します。この値は毎週
更新する必要があります。
•

13 期間アプリケーションでは、
「アプリケーションの作成」で選択したオプシ
ョンに基づいて 5、6 年ごとに 53 週目があります。

•

12 期間アプリケーションの「プラン」および「予測」タブでは、53 週を有効
化した際の選択によって決定した年および期間の「現在の週」リストに 53 週
目が追加されます。

9. 「予算の改訂」を有効にした場合、
「採用済予算」タブをクリックして、採用済予算

の各年のプランニング基準を指定します。これにより、予算改訂に許可される時間
枠が決まります。これは、予算サイクルに許可される時間枠と異なる場合がありま
す。

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて 設定されます。

ヒント:
ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズ
する場合、
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioNam
e")]]および
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("Module
Name")]]のようにルールで Planning 数式を使用して、構成済の時間範囲情報
を呼び出すことができます。
モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。
•

資本

•

財務

•

プロジェクト

•

要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での設計 の
シナリオを参照してください。
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週次構成
週次プランニングを有効化して、エンティティと 勘定科目の組合せに対するプランニングの
粒度をカスタマイズした後は、この構成タスクを使用できます。
週次プランニングを有効化すると、デフォルトで、エンティティと 勘定科目のすべての 組合
せが週次プランニングに設定されます。一部のエンティティ /勘定科目の組合せで月次プラン
ニングを使用するように指定できます。これは、大部分のエンティティで 週次プランニング
を使用するが、特定のエンティティでは 月次プランニングを使用する場合や、1 つのエンティ
ティで特定の勘定科目以外には月次レベルで計画する場合に便利です。たとえば、運用を週
次レベルで計画し、IT を月次レベルで計画する場合です。あるいは、営業(US)で、収益プラ
ンニングを週次レベルで行い、費用プランニングを月次レベルで行うことができます。
週次構成を設定する前に、
「プランニングと予測の準備」を実行して、プランの時間枠および
粒度を設定します。プランニングと予測の準備を参照してください。
エンティティおよび 勘定科目のプランニング粒度にカスタム構成を設定するには:
1. 「構成」から「週次構成」をクリックします。
2. 「エンティティ 」列で、変更するエンティティが 表示されるまで「エンティティ 」リスト

を展開します。
有効化した機能のエンティティおよび 勘定科目のみが表示されます。

3.

エンティティまたはエンティティ /勘定科目の組合せに対するプランニング粒度を変更し
ます。
•

エンティティおよびエンティティのすべての 勘定科目を月次プランニングに切り替
えるには、そのエンティティの「週次プランニング」チェック・ボックスをクリアし
ます。すべてのエンティティ 、または選択したエンティティのすべての 勘定科目を週
次プランニングに戻すには、「アクション」メニューから「すべてのエンティティを
週次として設定」または「すべての 勘定科目を週次として設定」を選択します。

•

エンティティの 一部の勘定科目のみを月次プランニングに切り替えるには、変更する
エンティティの「勘定科目」列でリンクをクリックし、変更する勘定科目が表示され
るまで展開して、その勘定科目の「週次プランニング」チェック・ボックスをクリア
します。エンティティのすべての 勘定科目を週次プランニングに戻すには、
「アクシ
ョン」メニューから「すべての 勘定科目を週次として設定」を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

週次構成の考慮事項:
•

フォームが更新され、エンティティ /勘定科目の組合せに対して指定した粒度で表示され
ます。

•

エンティティおよび 勘定科目の週次構成は、計画と予測のシナリオでのみサポートされま
す。ローリング予測シナリオではサポートされません。

•

計算に使用されるすべてのドライバの 粒度は同じにする必要があります。

•

関連するすべてのドライバ 勘定科目の粒度を同じにすることをお薦めします。たとえば、
ある特定のエンティティについて 、すべての 収益ドライバを週次に、すべての 費用ドライ
バを月次にできます。ただし、すべての 収益ドライバの粒度を同じにし、すべての 費用ド
ライバの粒度を同じにする必要があります。

•

親エンティティに 子の週次エンティティと 月次エンティティが 混在している場合は、結合
したデータをフォームやダッシュボードで確認する前に、エンティティごとに「週次デー
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タの月次データへの変換」または「月次データの週次データへの変換」ルールを起
動する必要があります。
•

1 つのフォームに月次データと週次データの両方が含まれる場合、無効な交差セル
は編集不可になります。

グローバル仮定の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートはこ
こで説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レー
トのインポートの詳細は、Planning の管理 の簡易複数通貨アプリケーションの為替レ
ート・タイプのインポートを参照してください。
為替レートを手動で設定するには:
1.

通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。

2. 「グローバル仮定」をクリックして、<基本通貨>に対する為替レートタスクを開き

ます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力します。

3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.

各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォー
ムを保存します。

フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。

ノート:
新しいバージョン・メンバーを追加した場合は、そのバージョンに為替レー
トを入力する必要があります。

為替レートおよび週次プランニングについて
財務で週次レベルでプランニングを行うときに、
「グローバル仮定」構成タスクで月次
レベルで為替レートを入力した場合、フォームを保存すると、週から月へのマッピン
グ方法(4-4-5、4-5-4 または 5-4-4)に基づいて、月次為替レートが週次レベルにコピー
されます(財務キューブ(OEP_FS)のみ)。それ以外のキューブでは、月次為替レートは
自動的に週次レベルにコピーされません。週次レベルで為替レートを入力するための
カスタム・フォームを作成できます。

アカウントとドライバの追加および変更について
追加または変更する必要のあるカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メンバーお
よび他のアーティファクトの 数に応じて、次のいずれかのタスクを実行します:
•

少数—構成ページで直接追加または編集を行います

•

多数—次によってインポートします:
–

既存のセットをエクスポートします。
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–

エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファクトのた
めの行やデータを追加します。

–

スプレッドシートをインポートします。

このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテナンス
にかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要に応じて何回
でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている新しいソーシャル・
メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マーケティング・ドライバを
表示することができます。容易に、ドライバをエクスポートし、マーケティング・ドライバ
のコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メディア・キャンペーン用に変更してから再
インポートできます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
カスタムの勘定科目およびドライバのインポート
について学習します。

Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud の財務へのカスタムの勘定科目およびドラ
イバのインポート

詳細は、勘定科目とドライバの追加および管理を参照してください。

勘定科目とドライバの追加および管理
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.

アカウントまたはドライバを設定する構成タスクを選択します。

2.

リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。

3.

次のタスクを実行します:
•

アーティファクトを 追加するには、
「アクション」メニューから「追加」を選択して、
新しい行に詳細を入力します。

•

一連のアーティファクトの 変更または多数のアーティファクトの 新規追加を行うに
は、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして「アクション」メニュ
(
ーの「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Microsoft Excel で変更し
ます。事前定義済アーティファクトの 編集や、アーティファクトのコピー 作成と変更
を行って、新しいアーティファクトを 作成したり、新しいアーティファクトを 追加し
たりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アクション」メニュー
から「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカテゴリを使
用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます 。

•

カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたはインポ
ートするには、「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」を使用しま
す。

•

特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、「カテゴリ」
または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクスポート」を
使用します。

ノート:
•

カスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、提供されているメンバ
ーと競合しないようにします。
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•

ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライバの式を
調べて、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどうか確認します。参
照している場合は、削除に対応するようにロジックを更新します。

KPI の追加
KPI の追加と編集は、勘定科目やドライバの追加または編集と同じ方法で行います。
KPI を追加または編集するには:
1.

KPI メンバーの別名と名前が、提供されている KPI と競合しないことを確認しま
す。

2. 「構成」ページで<Subcomponent>勘定科目を選択し、
「カテゴリ」リストから

「KPI」を選択します。

3.

次のタスクを実行します:
•

少数の KPI を追加するには、
「アクション」メニューから「追加」を選択して、
新しい行に詳細を入力します。
「式の編集」
の式を入力します。

•

4.

をクリックして、メトリック

一連の KPI を追加するには、事前定義済の KPI のセットをエクスポート(
「アク
ション」から「エクスポート」を選択)して、エクスポート・ファイルを Excel
で変更します。事前定義済 KPI の編集や、KPI のコピー作成と変更を行って、
新しい KPI を作成したり、新しい KPI を追加したりできます。その後、変更し
たファイルをインポートします(
「アクション」メニューから「インポート」を
選択します)。

データベースをリフレッシュします。

プロジェクトと統合するための勘定科目の追加
財務とプロジェクトを統合するときに、財務に別の勘定科目を追加する場合、
OFS_Financials Integration の下に共有メンバーを追加します。これにより、統合に
使用される「財務諸表勘定科目」スマート・リストに勘定科目が表示されるようにな
ります。

カスタム費用ドライバ・カテゴリの追加
財務で、ドライバ・ベースのプランニングを有効化した場合、提供された費用ドライ
バ・カテゴリ以外の追加の費用ドライバ・カテゴリが必要であれば、
「構成」ページで
カスタム・カテゴリおよびドライバを追加できます。メンバーは、適切な階層の下お
よび費用ドライバ・フォームに自動的に追加されます。
カスタム費用ドライバ・カテゴリを追加するには:
1.

財務の「構成」ページで、「費用勘定科目」をクリックします。

2. 「アクション」メニューから、
「カテゴリの追加」を選択します。
3.

カテゴリ名を入力し、「OK」をクリックします。
入力した CategoryName が「カテゴリ」リストに追加されます。CategoryName
および Total <CategoryName>が「コンポーネント」リストに追加されます。
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4.

ドライバを新しいカテゴリに追加するには、カテゴリを選択し、追加先のコンポーネント
(CategoryName または Total <CategoryName>)を選択します。
キューブが正常にリフレッシュされるように、ドライバを新しいカテゴリの下に追加して
ください。ドライバを新しいカテゴリの下に追加することが、キューブを正常にリフレッ
シュするために必要です。

5. 「アクション」メニューから「追加」を選択し、新しい費用ドライバの詳細を入力して、

「保存」をクリックします。
また、新しいカテゴリの費用ドライバを多数追加する場合は、
「エクスポート」および「イ
ンポート」を使用することもできます。

6.

データベースをリフレッシュします。

予算改訂および予算管理との統合の設定
関連リンク:
•

予算改訂および予算管理との統合について

•

EPM Planning 財務と予算管理の統合の設定

• 「予算の改訂」の有効化
•

予算改訂の記述的情報の構成

•

財務のディメンション・メンバーのインポート

•

予算改訂のカスタム・スマート・リスト・エントリの作成

•

接続の設定

•

財務の予算改訂のルール

予算改訂および予算管理との統合について
予算改訂により、プランナは EPM Planning 財務で承認済予算を改訂できます。Oracle ERP
Cloud の予算管理モジュールと統合すると、現在の消費の表示、提案された予算変更がすでに
消費済の予算を下回らないことの確認、および予算変更を更新して使用可能資金に影響を与
えることができます。予算変更が引き当てられて承認されると、プランナは現在の承認済予
算残高をドリルダウンして、予算管理で予算改訂詳細を表示できます。
予算管理がない場合でも、予算改訂を使用して予算改訂を作成および移入し、機能を拡張し
て他の ERP ソリューションと統合することで改訂を共有できます。
データ統合を使用して、EPM Planning 財務と予算管理の間で予算改訂の統合を推進します。
データ統合で提供されるソリューションによって、EPM Planning 財務のお客様は、予算管理
データ・モデルからターゲット・ディメンションにマップできるようになります。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
構成および拡張することもできます。
この統合により、完全なプランニングおよび改訂サイクルが、EPM Planning 財務と予算管理
の間で統合されます:
•

プランニングおよび予測プロセスを使用して EPM Planning 財務で当初予算を作成し、こ
の当初予算を予算管理にプッシュします。

•

予算改訂を作成し、EPM Planning 財務内から採用済予算の残余予算をチェックして、提
案している予算改訂が予算管理で設定された管理を満たしていることを確認します。
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•

EPM Planning 財務内から予算管理の残余予算を引き当てて、予算管理の予算残高
を更新します。

•

EPM Planning 財務の「現在の承認済予算」フォームの承認済予算から予算管理ま
でセル・レベルでドリル・スルーして、残高を構成する予算改訂トランザクション
を確認します。

予算管理の詳細は、公共部門での財務の使用の Enterprise Performance Management
を参照してください。

統合の考慮事項
EPM Planning 財務と予算管理の統合の考慮事項:
•

この機能を使用できるのは、Planning の財務モジュールが有効化されている次の
Oracle Enterprise Performance Management Cloud のお客様です:
–

財務が有効化されている従来の Enterprise Planning and Budgeting Cloud
Services のお客様および Planning and Budgeting Cloud Service Plus One
(PBCS +1)のお客様で、Essbase バージョンがハイブリッド Essbase をサポー
トするバージョンにアップグレードされ、ハイブリッド Essbase が有効化さ
れている場合。

–

アプリケーション・タイプが「モジュール」の EPM Standard Cloud および
EPM Enterprise Cloud のお客様で、ハイブリッド Essbase が有効化されてい
る場合。

• 「予算の改訂」は、EPM Planning 財務モジュールで使用できます。
他の EPM Planning モジュール(要員、プロジェクトまたは資本)に詳細データがあ
る場合は、データを予算管理と統合する前に、このデータを EPM Planning の財務
にプルする必要があります。
•

メンバーは、EPM Planning の財務と予算管理の間で一致する必要があります(ただ
し、データ統合で接頭辞および接尾辞を指定できます)。データ統合では、EPM
Planning 財務と予算管理の間でディメンションをマップできます。

•

提供されている勘定体系を使用するのではなく、EPM Planning 財務で独自の勘定
体系を使用する必要があります。財務の勘定体系についてを参照してください。
これにより、ディメンションが一致するように、予算管理から既存の勘定科目構造
を取り込むことができます。

•

月次、四半期および年次のプランニングのみがサポートされています。12 か月と
13 期間の両方のカレンダがサポートされています。週次プランニングはサポート
されていません。

•

開始する前に、Oracle ERP Cloud の予算管理モジュールを有効にする必要があり
ます。

•

EPM Planning 財務の通貨が予算管理の通貨と一致する必要があります。単一通貨
のアプリケーションのみがサポートされています。

•

予算管理では、この統合に、ソース予算タイプが「EPM Financials モジュール」
「Hyperion
(
Planning」ではない)の新しい管理予算が必要です。通貨、カレンダお
よび予算のセグメントは、元帳と一致している必要があります。将来のリリースで
は、ソース予算タイプが「その他」または「Hyperion Planning」の既存の管理予
算を「EPM Financials モジュール」ソース予算タイプに変更できます。
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•

予算の同期エラーを回避するために、EPM Planning 財務で予算管理の管理予算と同じ名
前の予算シナリオを作成します。

•

EPM Planning 財務の予算を、最下位レベルの詳細勘定科目およびカレンダを使用して管
理予算にロードします。要約管理予算を使用して、要約勘定および期間で管理します。

統合のワークフロー
EPM Planning 財務と予算管理の統合では次のワークフローを使用します:
1.

統合を設定します(1 回かぎりの管理者タスク)。EPM Planning 財務と予算管理の統合の
設定を参照してください。

2.

プランナはプランニングおよび予測サイクルを開始します。プランニングおよび予測が
完了したら、データ管理を使用して予算データを予算管理にプッシュします。EPM Cloud
の予算残高を予算管理にライトバックするプロセスの説明を参照してください。
これが当初予算になります。

3.

予算改訂プロセスを開始する準備ができたら、「改訂の準備」ルールを実行します。この
ルールを実行すると、当初予算のデータが EPM Planning 財務の採用済予算にコピーされ
ます。
通常、このルールは予算プロセスで毎年実行されます。
採用済予算が改訂プロセスの出発点になります。

4.

予算改訂を作成して移入します。改訂は、バージョン・シナリオの改訂 N の「OEP_Net
Current Budget」に保存されます。

5.

直接入力またはトレンド・ベースの改訂を使用して、予算改訂を入力します。

6.

予算改訂を分析します。

7.

残余予算をチェックします。このアクションは、予算管理を呼び出して残余予算をチェッ
クし、提案している予算改訂の変更が予算管理で設定された管理を満たしていることを検
証します。

8.

別のプランナが予算改訂プロセスに寄与する必要がある場合は、改訂を共有します。

9.

必要に応じて、Planning の承認プロセスを実行します。

10. 残余予算を引き当てます。これにより、予算管理の管理予算に残余予算が引き当てられま

す。また、このアクションにより、改訂が承認されてクリアされます。

EPM Planning 財務では、改訂のデータの差分が採用済予算シナリオの作業バージョンに
プッシュされ、現在の純予算に反映されます。
データは、親メンバー「OFS_Total Expenses」、「OFS_Total Revenue」および
「OFS_Balance Sheet」のレベル・ゼロ・メンバーから予算管理に送信されます。

EPM Planning 財務と予算管理の統合の設定
前提条件:
•

予算管理が Oracle ERP Cloud で有効です。公共部門での財務の使用の予算管理を参照
してください。

•

Planning モジュール・タイプのアプリケーションをすでに作成しています。アプリケー
ションの作成を参照してください。
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既存の Planning モジュール・タイプのアプリケーションがある場合は、追加で「予
算の改訂」を有効にできます。「予算の改訂」では、アプリケーションが単一通貨
であり、
「ハイブリッド」が有効になっている必要があることに注意してください。
予算管理での既存の EPM Planning アプリケーションの使用を参照してください。
次のタスクを実行して、「予算の改訂」を有効にし、EPM Planning 財務と予算管理の
統合を設定します。
1.

EPM Planning 財務および「予算の改訂」オプションを有効にします。ホームペー
ジで「アプリケーション」,をクリックし、「構成」をクリックします。「構成」リ
ストから「財務」を選択し、
「機能を使用可能にする」をクリックします。
「予算の
改訂」の有効化を参照してください。
既存の EPM Planning 財務アプリケーションがある場合は、追加で「予算の改訂」
を有効にできます。予算管理での既存の EPM Planning アプリケーションの使用
を参照してください。

2.

EPM Planning 財務および「予算の改訂」を構成します。ホームページで「アプリ
ケーション」,をクリックし、
「構成」をクリックします。
「構成」リストで「財務」
を選択します。
次のタスクを実行します:
•

予算改訂の記述的情報。予算改訂の記述的情報の構成を参照してください。

•

プラン(予算サイクル)、予測および採用済予算(改訂サイクル)の時間枠および
粒度を設定する「プランニングと予測の準備」
。それぞれのサイクルは異なる
場合があります。財務プランニングと予測の準備を参照してください。

•

他の財務の構成オプションの詳細は、財務の構成を参照してください。

3.

財務のディメンション・メンバーをインポートして、予算改訂関連メタデータを設
定します。財務のディメンション・メンバーのインポートを参照してください。

4.

必要に応じて、実績データをインポートし、EPM Planning 財務モジュールで予算
策定プロセスを開始します。

5.

必要に応じて、
「予算管理から残高をインポート」を有効にした場合は、予算管理
からシナリオ・ディメンションの「OEP_Consumed」に予算引当データをロード
します。このメンバーを使用して、予算管理から EPM Planning 財務に予算引当残
高、債務負担残高または取引約定残高をインポートできます。データ管理を使用し
て、これらすべての 残高を合計し、この単一メンバーに取り込みます。 Oracle
Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 の予算管理の予算
消費残高を EPM Cloud にロードするプロセスの説明を参照してください。

6.

提供されたスマート・リストを更新して、管理予算名を追加します。プランナは、
改訂を作成するときにスマート・リストから管理予算を選択します。予算改訂のカ
スタム・スマート・リスト・エントリの作成を参照してください。

7.

(オプション)承認プロセスを設定します。既存の承認階層がある場合は、それを使
用できます。2 つのディメンション(エンティティや 製品など)で承認できます。
Planning の管理 の承認の管理を参照してください。各改訂の承認ユニット階層の
シナリオとバージョンの組合せを設定します。承認ユニット階層のシナリオとバ
ージョンの組合せの割当てを参照してください。

8.

EPM Planning 財務のルールおよび他のアーティファクトへのアクセス 権を割り当
てます。
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ヒント:
ほとんどのアーティファクトの 場合、ナビゲータからアクセスできます。
Groovy テンプレートの場合、「ルール」からのアクセス権を割り当てます。ル
ールの詳細は、財務の予算改訂のルールを参照してください。
9.

予算管理で次のタスクを実行します。
a.

ソース予算タイプが「EPM Financials モジュール」(
「Hyperion Planning」ではな
い)の 1 つ以上の管理予算を作成します。

ノート:
タイプが「Hyperion Planning」の既存の管理予算は、「予算の改訂」機能
では動作しません。
b.

(オプション)追加の予算明細属性を追加します。

c.

(オプション)ヘッダー行にフィールドを追加する場合は、付加フレックスフィールド
を構成します。

ヒント:
「付加フレックスフィールドの管理」の「フレックスフィールド・コード」
ボックスに XCC と入力して、付加フレックスフィールド定義を検索しま
す。

財務およびプロジェクト・ポートフォリオ管理の共通機能の実装の付加フレックスフ

ィールドの概要を参照してください。

10. データ統合で、追加で必要な設定タスクを実行します。 Oracle Enterprise Performance

Management Cloud データ統合の管理 の予算改訂と予算管理の統合を参照してくださ
い。

ノート:
追加の管理予算を作成する場合は、データ統合でソースを再初期化し、追加の
ターゲットを作成して、接続を更新する必要があります。
11. 環境を接続するための接続を設定します。接続の設定を参照してください。
12. オプションで、Oracle EPM Cloud 環境と Oracle Fusion Cloud 環境間のシングル・サイ

ンオンを構成して、プランナが EPM Planning 財務から予算管理にドリル・スルーできる
ようにします。 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガ
イド のシングル・サインオンの構成を参照してください。
シングル・サインオンを有効にしない場合、プランナは作業にドリル・スルーするために
予算管理にログインする必要があります。

13. プランナはプランニングおよび予測サイクルを開始します。プランニングおよび予測が

完了したら、データ管理を使用して予算データを予算管理にプッシュします。 Oracle
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Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 の EPM Cloud の
予算残高を予算管理にライトバックするプロセスの説明を参照してください。
これが当初予算になります。
この EPM との統合には、ソース予算タイプが「EPM Financials モジュール」
「Hyperion
(
Planning」ではない)の新しい予算管理の管理予算が必要です。予算管
理では、当初予算と予算改訂に同じ管理予算タイプを使用してください。

ノート:
プランナは、プランニングおよび予測サイクルを開始する前に、ユーザ
ー変数を設定する必要があります。また、「表示」の「日付フォーマッ
ト」を「yyyy-MM-dd」に設定する必要があります。ユーザー・プリファ
レンスの設定の詳細は、ユーザー変数の設定を参照してください。
14. プランニングおよび予測が完了し、予算が予算管理にプッシュされた後、
「改訂の

準備」ルールを実行してデータを EPM Planning 財務の採用済予算にコピーしま
す。財務の予算改訂のルールを参照してください。
•

このルールは、現在の年の改訂を開始する前に 1 回のみ実行します。

•

このルールは、選択したシナリオおよびバージョンを使用して、当初予算から
データをコピーします。通常、プラン・シナリオ(OEP_Plan)および作業バー
ジョン(OEP_Working)を、選択した期間および年の採用済予算シナリオ
(OEP_Adopted Budget)、当初バージョン(OEP_Original)および作業バージョン
(OEP_Working)にコピーします。

•

このルールを実行すると、EPM Planning 財務から予算管理の管理予算へのド
リル・スルーも可能になります。

ヒント:
接続 URL が変更されたか、新規管理予算を追加するためにパラメー
タを変更した場合は、「改訂の準備」を再実行して、ドリル領域を更
新してください。

ヒント:
「改訂の管理」フォームの場合は、改訂する必要があるよりも多くのメン
バーがフォームに表示される場合があります。有効な交差を作成して、
フォームの表示を制限できます。
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
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目的

方法の学習

このチュートリアルでは、Oracle Enterprise
Performance Management (EPM) Planning 財
EPM Planning 財務の予算改訂と Oracle
務で予算改訂を設定し、それを Oracle Enterprise
ERP Cloud 予算管理の設定
Resource Planning (ERP) Cloud 予算管理と統合
する方法を示します。

ビデオ
目的

視聴

元帳またはプロジェクトに対して予算管理を有効
EPM 統合に対する Oracle ERP Cloud 予
にし、EPM Planning 財務統合の管理予算を定義
算管理の設定
する方法を学習します。
Oracle ERP Cloud 予算管理統合の予算改訂の設
Oracle ERP Cloud 予算管理統合の予算改
定方法について学習します。タスクには、予算の
改訂での財務の有効化、財務の構成タスクの実行、 訂の設定
メタデータのインポート、管理予算名スマート・
リストへのエントリの追加、およびルールへのア
クセス権限の割当てが含まれます。
Oracle EPM Planning 財務の予算改訂と Oracle
ERP Cloud 予算管理統合の間のデータ統合要件の
設定方法について学習します。タスクには、接続、
データ・ソースおよびアプリケーションの登録が
含まれます。
Oracle EPM Planning 財務の予算改訂と Oracle
ERP Cloud 予算管理統合の間のデータ統合要件の
設定方法について学習します。タスクには、統合
の作成、ディメンションのマッピングとそのオプ
ションの定義、および EPM 接続の作成が含まれま
す。

予算改訂と予算管理の統合 PART 1

予算改訂と予算管理の統合 PART 2

予算管理での既存の EPM Planning アプリケーションの使用
既存の EPM Planning モジュール・タイプのアプリケーションがある場合
財務が有効になっている既存の EPM Planning モジュール・タイプのアプリケーションがある
場合は、追加で「予算の改訂」を有効にできます。
「予算の改訂」では、アプリケーションが単一通貨であり、「ハイブリッド」が有効になって
いる必要があることに注意してください。アプリケーションで「ハイブリッド」が有効にな
っていない場合は、
「予算の改訂」を有効にする前に「ハイブリッド」を有効にする必要があ
ります。
「予算の改訂」を追加で有効にする場合、および「トレンド・ベースの計算」ルールをカスタ
マイズした場合は、財務アーティファクトの 更新を参照してください。

「予算の改訂」の有効化
「予算の改訂」を有効にする手順
1.

ホームページで「アプリケーション」,をクリックし、「構成」をクリックします。

2. 「構成」リストから「財務」を選択し、
「機能を使用可能にする」をクリックします。
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3. 「予算の改訂」を選択し、EPM Planning 財務で承認済予算の予算改訂を作成する機

能を有効にします。また、予算管理を有効にした場合は、追加オプションを使用で
きます。

ノート:
「予算の改訂」を有効にするには、
「費用」も有効にする必要があります。
有効化できる他の財務の機能の詳細は、財務の機能の有効化を参照して
ください。
提供されている勘定体系を使用するのではなく、EPM Planning 財務で独
自の勘定体系を使用する必要があります。独自の勘定体系を使用するに
は、機能名の横のチェック・ボックスをクリックします(
「勘定科目」また
は「ドライバと関連勘定科目」はクリックしないでください)。詳細は、
財務の勘定体系についてを参照してください。
「予算の改訂」のみを選択した場合、EPM Planning 財務は、予算改訂の実行に必要
なメタデータを提供します。このオプションを使用すると、プランナは改訂を作
成、移入および共有できます。
4.

追加オプションを選択して、予算管理との統合を有効にします。現在の消費の表
示、提案された予算変更がすでに消費済の予算を下回らないことの確認、および予
算変更を更新して使用可能資金に影響を与えることができます。予算変更が引き
当てられて承認されると、現在の承認済予算残高をドリルダウンして、予算管理で
予算改訂詳細を表示できます。
予算管理を有効にした場合は、必要に応じて追加オプションを選択します:

5.

•

予算管理から残高をインポート—予算引当会計の統合を有効にし、予算引当残
高を追跡できるようにします。シナリオ・ディメンションの
「OEP_Consumed」というシナリオ・メンバー、および予算を改訂するため
の関連トレンドを作成します。このオプションを使用して、予算管理から
EPM Planning 財務に予算引当残高、債務負担残高または取引約定残高をイン
ポートできます。

•

予算管理の予算変更の更新—予算管理に対する「残余予算引当」を有効にし
て、EPM Planning 財務内から予算管理で使用可能な予算残高および残余予算
を更新します。

•

予算変更を承認する前に予算管理の影響をレビュー—予算が承認される前に、
EPM Planning 財務内から予算管理に対する「残余予算チェック」を有効にし
ます。

また、次のオプションを指定します。これは、予算管理との統合は必要ありませ
ん:
•

アクティブな 改訂の数—保持できるアクティブな 予算改訂の数を指定します
(最大 30 個のアクティブな 改訂)。(この数は、バージョン・ディメンションの
合計メンバー数によっても 制限されます。)残余予算を引き当てると、EPM
Planning 財務でこれを再利用できるように、改訂がクリアされることに注意し
てください。この数を増減する必要がある場合は、後で変更できます。

•

改訂番号の接頭辞—システム生成の改訂番号に追加する接頭辞を指定します
この改訂番号は、予算管理における改訂の一意の識別子です。
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「予算の改訂」を有効にする際は、「ディメンションのマップ/名前変更」で、カスタム・ディ
メンションを機能に関連付けて、そのディメンションの 1 つをエンティティ ・ディメンショ
ンとともにフォームの表示のプライマリ・ディメンションにするかどうかを指定できます。
カスタム・ディメンションと財務の機能の関連付けを参照してください。また、
「ディメンシ
ョンのマップ/名前変更」を使用して、予算管理との統合に必要なディメンションの名前を変
更します。

EPM Planning 財務で「予算の改訂」を有効化した場合に起こる内容
「予算の改訂」を有効化すると、次の変更が発生します:
•

EPM Planning 財務に、予算改訂を作成するための新しいナビゲーション・フローが追加
されます。

•

新しいフォームが追加されます。

•

トレンド・ベースのプランニングに、現在の予算を調整するための新しいトレンドが追加
されます。
–

当期の実績

–

今年の予算引当

–

現在の純予算

–

今年の承認済予算

–

今年の当初予算

•

既存のフォームが更新され、予算の改訂メンバー、適切な承認済予算データ、実績データ
および予算引当データが含められます。

•

有効な交差が追加され、フォームに表示される情報が適切な組合せになるように制限され
ます。

•

メタデータがアプリケーションに追加されます。
–

勘定科目ディメンションが更新され、新しい階層「OFS_Revision Detail for Forms」
が含められます。

–

バージョン・ディメンションが更新され、「OEP_Revision Versions」、「OEP_Net
Current Budget」および有効にした各バージョンに関連付けられているメンバーが
含められます。

–

シナリオ・ディメンションが更新され、「OEP_Adopted Budget」が含められます。
また、
「予算管理から残高をインポート」を有効にした場合は、「OEP_Consumed」
が含められます。
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•

スマート・リスト(管理予算名)が作成されます。

• 「接続」に、新しい接続タイプ「Fusion Budgetary Control」が追加されます。
•

ルールが追加されます。財務の予算改訂のルールを参照してください。

予算改訂の記述的情報の構成
「予算改訂の記述的情報」を使用して、「予算の改訂」のカスタム・フィールドを作成
します。これらのフィールドは「予算の改訂」フォームに追加されるため、ユーザー
は改訂の詳細を追加できます。この構成タスクを使用してメタデータを追加すると、
メンバーが勘定科目ディメンション階層の正しい場所に追加されます。
1.

ホームページで「アプリケーション」,をクリックし、「構成」をクリックします。

2. 「構成」リストで「財務」を選択します。
3. 「予算改訂の記述的情報」をクリックします。
4.

5.

コンポーネントを選択し、「アクション」メニューから「インポート」または「バ
ッチ・インポート」を選択して、ファイルからメタデータをインポートします。
•

ヘッダーの記述的な詳細—デフォルトでは、「ヘッダー・ノート」および「ヘ
ッダー添付 URL」が含まれています

•

行の記述的な詳細—デフォルトでは、
「行ノート」および「行添付 URL」が含
まれています

摘要情報に別のメンバーを追加するには、「アクション」メニューから「追加」を
選択し、新しい行に詳細を入力します。

ノート:
•

カスタム・フィールドを追加する場合は、データベースをリフレッシュ
する必要があります。

• 「理由」および「ヘッダー摘要」はヘッダーの一部であり、必須フィール
ドです。
•

これらのフィールドを有効にする場合は、データ統合で設定を完了した
後、これらのフィールドをデータ統合の予算管理フィールドにマップす
る必要があります。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。

財務のディメンション・メンバーのインポート
必要に応じて、財務ディメンションのディメンション ・メンバーをインポートします。
予算管理と統合している場合は、データ管理を使用してディメンション・メンバーを
財務にマップできます。
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ノート:
「予算の改訂」を追加で有効化する場合は、データ管理を使用して財務の既存のディ
メンションと予算管理のディメンションをマップする必要があります。

予算改訂のカスタム・スマート・リスト・エントリの作成
「予算の改訂」を有効化すると、スマート・リスト(管理予算名)が作成されます。スマート・
リストのエントリを追加して、統合する各管理予算を定義します。これにより、ユーザーが
特定の管理予算の予算改訂を作成できるオプションがユーザー・インタフェースに表示され
ます。
1. 「ナビゲータ」アイコン

をクリックします。

をクリックし、「作成および管理」で、「スマート・リスト」

2. 「管理予算名」をクリックして、

をクリックします。

3. 「エントリ」タブをクリックし、各管理予算のエントリを追加して、
「保存」をクリックし

ます。
「ラベル」の値は、管理予算名と一致する必要があります。

詳細は、スマート・リストの管理を参照してください。

接続の設定
EPM Planning 財務とデータ管理の間の接続、および EPM Planning 財務と予算管理の間の接
続を作成します
1.

ホーム・ページで、
「ツール」、「接続」の順にクリックします。

2. 「作成」をクリックして、
「Fusion Budgetary Control」をクリックします。
3.

接続ごとに URL、ユーザー名およびパスワードを入力して、次の接続を作成します。
•

EPMXCCDMINTEGRATION。データ管理への接続を作成し、データ管理ジョブを呼
び出します。各管理予算のパラメータを追加します。
–

「予算
URL の形式: https://EPM Service connection Name/aif/rest。これは、
の改訂」を有効にしたローカル・ホストです

– 「ユーザー」と「パスワード」: EPM サービス管理者のユーザー名
(domain.userName の形式)およびパスワード。Oracle Cloud Infrastructure 環境
では、domain を省略できます。
–

•

詳細設定オプション: データ統合および管理予算で使用される統合名の各組合せ
をリンクさせるパラメータを追加します。「名前」には、管理予算名を入力しま
す。「値」には、統合名を入力します。

EPMXCCFUNDS。ERP システムで予算改訂を検証する資金チェックのため、および
残余予算引当のために、予算管理への接続を設定します。
–

URL の形式: https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/
11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions

– 「ユーザー」および「パスワード」: 予算管理のためのユーザー名およびパスワー
ド。
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「ユーザー」には、予算管理者として割り当てられており、統合する予算管
理予算へのアクセス権を持っているユーザーの名前を入力します。
•

EPMXCCVFR。ERP システムの予算管理の結果を表示するために、予算管理
への接続を設定します。
–

URL の形式: https://ERP Service Connection/fscmRestApi/
resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions

– 「ユーザー」および「パスワード」: 予算管理のためのユーザー名およびパ
スワード。
「ユーザー」には、予算管理者として割り当てられており、統合する予算管
理予算へのアクセス権を持っているユーザーの名前を入力します。

ヒント:
接続 URL が変更されたか、新規管理予算を追加するためにパラメータを変更
した場合は、
「改訂の準備」を再実行して、ドリル領域を更新してください。

詳細は、EPM Cloud の環境の接続を参照してください。

財務の予算改訂のルール
財務には、予算改訂のデータを計算してプッシュするルールが含まれています。
財務の他のルールの詳細は、財務のルールを参照してください。
ルールおよび Groovy テンプレートのセキュリティを設定して、ユーザーに必要なルー
ルへのアクセス権を付与します。
1. 「ホーム」ページで、
「ルール」、
「フィルタ」の順にクリックし、キューブおよびア

ーティファクト・タイプを選択します。

2.

ルールまたはテンプレートの横の「権限」をクリックし、「権限の割当」をクリッ
クします。

3. 「権限の割当」で、
「権限」をクリックし、権限を割り当てます。

詳細は、ルール・セキュリティの管理を参照してください。
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表 5-4 財務の予算改訂のルール
ルール

説明

改訂の準備

プランニングおよび予測が完了し、予算が予算管
理にプッシュされた後、このルールを実行して当
初予算のデータを EPM Planning 財務の採用済予
算にコピーします。
このルールは、現在の年の改訂を開始する前に 1
回のみ実行します。
このルールは、選択したシナリオおよびバージョ
ンを使用して、当初予算からデータをコピーしま
す。通常、プラン・シナリオ(OEP_Plan)および作
業バージョン(OEP_Working)を、選択した期間お
よび年の採用済予算シナリオ(OEP_Adopted
Budget)、当初バージョン(OEP_Original)および作
業バージョン(OEP_Working)にコピーします。
このルールを実行すると、EPM Planning 財務か
ら予算管理の管理予算へのドリル・スルーも可能
になります。

改訂の作成および移入

「改訂の準備」を実行した後、改訂ヘッダーを作成
し、必要に応じて現在の承認済金額の割合を移入
します。

改訂の共有

改訂を他のプランナと共有して、改訂サイクルに
寄与します。

資金チェック

予算管理を呼び出して残余予算をチェックし、予
算改訂が予算管理で設定された管理を満たしてい
ることを検証します。

予算引当

予算改訂の準備ができると残余予算チェックに成
功し、承認プロセスを使用している場合は必要に
応じて予算改訂が承認され、改訂に関連付けられ
た予算管理の管理予算に残余予算を引き当てま
す。
予算改訂は予算管理にプッシュされ、予算管理の
残余予算引当プロセスが呼び出され、更新された
セル値に残余予算が引き当てられます。
改訂もクリアします。

改訂のクリア
資金の結果の取得

残余予算の引当を続行しない場合は、手動で改訂
をクリアします。
「残余予算チェック」ルールを実行するときに、チ
ェック対象のセルが多数あり、すぐに結果が表示
されない場合は、「資金の取得結果」を実行して、
バッチ・ジョブがいつ完了したかを確認して結果
をレビューします。
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構成後のタスク
ドライバ・ベースの貸借対照表の期間中の日数の指定
「貸借対照表」
、
「ドライバ・ベース」
クし、各収集期間の日数を入力します。

、
「期間中の日数」の順にクリッ

別のレポート方法の勘定科目符号の変更
収益/資産を正のデータとして、費用/負債を負の値としてレポートする場合、ディメン
ション・エディタを使用して、メンバーを次のように変更します:
• 「勘定科目」ディメンションのメンバーの「勘定科目タイプ」および「差異レポー
ト」オプションを編集します。
•

財務キューブ(OEP_FS)のディメンションのメンバーの集計演算子を編集します。

財務のルール
ルールを実行して、アプリケーションの値を計算します。ホームページで「ルール」
をクリックします。

ヒント:
財務ルールのみを表示するには、
「フィルタ」の横の「すべてのキューブ 」を
クリックし、
「キューブ」リストで「OEP_FS」を選択します。
財務のルール:
•

OFS_Calculate Actuals - ドライバが計算され、データが集計されます。このルー
ルを実行すると、確実に最新の数字および計算を操作できます。

•

OFS_Calculate Cash Flow - 「直接法キャッシュ・フロー」のみで使用されます。
ソースに基づいて現金が計算され、現金が使用されます。

•

OFS_Prepare Forecast - 選択された実績結果の月が予測シナリオにコピーされ、
実績結果の新しい期間に基づいてドライバおよびトレンドが再計算されます。ま
た、このルールは、新しい年にロールオーバーするときに予測の開始点として使用
できます。

•

OFS_Prepare Plan - アプリケーションで設定されたトレンドとドライバに基づ
いて、プランが計算されます。これは、プランを作成または更新する場合にも使用
できますし、新しい年にロールオーバーする際の開始点としても使用できます。

•

OFS_Prepare Rolling Forecast - OFS_Prepare Forecast と同様に、
「ローリング
予測」機能が有効になっているときに使用します。

•

OFS_Trend Based Calculation/OFS_Rolling Trend Based Calc - ルールは、選
択したトレンドに基づいて勘定科目を計算するドライバおよびトレンド・フォーム
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に対して保存時に実行されます。OFS_Rolling Trend Based Calc は、
「ローリング予測」
が有効になっているときのみ使用可能です。
•

OFS_Rollup - 任意のシナリオ(実績、計画、予測またはローリング予測)で、値をロール
アップします。このルールは、値をディメンション階層の一番上に表示する場合に実行し
ます。

•

OFS_Rollup Project Integration Data/OFS_Clear Project Integration Data - 財務をプ
ロジェクトと統合するときに使用します。財務とプロジェクトの統合は、プロジェクトか
ら集約レベルのデータを移動するように設計されています。プロジェクト・レベルのデー
タを表示する場合は、ルールをカスタマイズできます。

「予算の改訂」を有効にすると追加される追加ルールについては、財務の予算改訂のルールを
参照してください。
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次も参照:
•

要員の機能の有効化
ユーザーが要員のプランニングを開始するためには、使用する要員機能を前もって有効化
します。

•

要員の構成
要員の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

•

構成後のタスク

•

要員のルール
要員のビジネス・ルールは、ここに記載されている状況で実行します。

•

要員のルールにおけるパフォーマンスの考慮事項
これらのヒントを考慮することで、要員のルールの実行パフォーマンスを向上できる可能
性があります。

要員の機能の有効化
ユーザーが要員のプランニングを開始するためには、使用する要員機能を前もって有効化し
ます。
選択内容に基づいて、ディメンション、ドライバ、フォームおよび勘定科目が移入されます。
ほとんどの場合、後から戻って、他の機能を有効化することができます。ただし、次の例外
に注意してください:
• 「従業員デモグラフィクス」を使用する場合は、初めて機能を有効にするときに選択する
必要があります。
•

アプリケーションに含めるディメンションは、
「ディメンションのマップ/名前変更」を使
用して最初に有効化するときにすべてを 有効化し、名前を変更する必要があります。

ヒント:
会社が組合コードを使用しない場合は、「組合コード」ディメンションの名前
を、ビジネスにとって意味のある名前に変更できます。これは、初めて機能を
有効にするときに行う必要があります。
一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
表 6-1 ビデオ
目的
要員の有効化および構成について学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での要員
プランニングの構成
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1.

ホームページで「アプリケーション」
をクリックします。

をクリックし、
「構成」

2. 「構成」リストで「要員」を選択してから「機能を使用可能にする」をクリックし

ます。
有効化する機能を選択します。特記しないかぎり、後から戻って追加の機能を有効
化することができます。現在使用する必要がある機能のみを有効化してください。

表 6-2 要員の機能の有効化
機能

説明

粒度

管理する要員の詳細レベルを選択します:
従業員 - 従業員レベルのみで要員費用を
管理します。
•
ジョブ - ジョブ・レベルのみでジョブ要員
費用を管理します。
•
従業員とジョブ - 従業員とジョブの両方
で要員費用を管理します。
粒度のレベルは選択する必要があります。

•

ノート:
プロジェクトと
の統合: 稼働率機
能は、プロジェク
トとの統合に加
えて、要員での
「従業員」モデル
またはジョブと
従業員モデルに
対する依存関係
を持ちます。稼
働率を有効にす
るには、
「有効化」
ページの「粒度」
で、「従業員」ま
たは「従業員とジ
ョブ」のいずれか
を選択します。
また、プロジェク
トへの要員の統
合も選択します。
さらに学習するには、次を参照してください 取
得する要員詳細レベルの指定
費用プランニング

管理する要員関連の費用を選択します
さらに学習するには、次を参照してください 費
用プランニングの有効化
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表 6-2 (続き) 要員の機能の有効化
機能

説明

フレキシブル勘定科目マッピング

要員および財務勘定科目のマッピングをより
柔軟に行うため、「フレキシブル勘定科目マッ
ピング」を有効にします。
さらに学習するには、次を参照してください フ
レキシブル勘定科目マッピングの有効化

人数プランニング

管理する人数関連の詳細を選択します。「人数
プランニング」のオプション:
•

•

従業員デモグラフィクス - 退役軍人ステ
ータス、性別、年齢層などの従業員属性を
分析する場合に選択します。
「従業員デモ
グラフィクス」を使用する場合は、初めて
機能を有効にするときに選択する必要が
あります。
戦略要員 - 人数と必要なスキルを長期的
にプランニングして企業戦略と実行を一
致させる場合に選択します。

ノート:
「戦略要員」を有効化するには、
「従業員とジョブ」または「ジョ
ブ」粒度のいずれかが必要です。
「戦略要員」を有効化した場合、
「需要プラ
ンニング」および「供給プランニング」は
自動的に有効化されます。
要員管理

従業員またはジョブの採用、雇用終了および別
の部署への異動に基づいて費用をプランニン
グする場合に選択します。「要員管理」のオプ
ション:
•
新規採用 - 新規採用および費用への影響
をプランニングできます。
•
雇用終了 - 従業員の退職および費用への
影響をプランニングできます。
•
異動 - 部署(エンティティ )間での従業員の
異動を行うことができます。従業員の異
動を行うと、報酬費用が計算される対象の
部署が変更されます。
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表 6-2 (続き) 要員の機能の有効化
機能

説明

ディメンションのマップ/名前変更

•

アプリケーションで最大 3 個のカスタ
ム・ディメンションを使用できます。
カスタム・ディメンションを既存のディメ
•
ンションにマップします。
基本ディメンションの名前を変更します。
•
このステップは、最初に要員を有効化するとき
に実行する必要があります。
たとえば、最初のパスで、最上位レベルの「人
数プランニング」チェック・ボックスを選択
し、その下のオプション(「従業員デモグラフィ
クス」など)は選択しません。後から、
「従業員
デモグラフィクス」を有効にします。それに関
連するディメンション「年齢層」、
「性別」およ
び最終学歴を名前変更することはできません。
要員をプロジェクトと統合する場合、「プロジ
ェクト」という名前(プロジェクトでのデフォ
ルト・ディメンション名)のカスタム・ディメ
ンションを追加します。他の名前を付ける場
合は、すべてのモジュールで 同じディメンショ
ン名になるようにしてください。
一部のディメンションでは、それらをレポー
ト・キューブ(OEP_REP)に追加するかどうかを
選択できます。レポート・キューブへのカスタ
ム・ディメンションの追加を参照してくださ
い。

取得する要員詳細レベルの指定
組織のプランニング・ニーズを反映するように要員を強化できます。
必要な粒度を判断するには:
表 6-3 粒度レベルの概要
オプション
従業員

説明
「従業員」を選択すると、組織の従業員が格納
される「従業員」ディメンションが追加されま
す。給与や関連する報酬の計算は、既存の従業
員に対して実行することも、新規採用をプラン
ニングする際に実行することもできます。既
存の従業員は、PeopleSoft などの人事システム
からインポートされていると予想されます。
このオプションを選択した場合は、「支払タイ
プ」(「控除」または「非控除」など)と「従業員
タイプ」(「常勤」、「契約社員」および「臨時」)
のデフォルトを設定する必要があります。ま
たは、この情報を使用しない場合は、null (No
<member name>)に設定します。デフォルト
の設定を参照してください。
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表 6-3 (続き) 粒度レベルの概要
オプション
ジョブ

従業員とジョブ

説明
「ジョブ」を選択すると、従業員に割り当てら
れた役割を格納する「ジョブ」ディメンション
が追加されます。ジョブの例: エンジニア、ソ
フトウェア開発者、整備士。
このオプションを選択した場合は、「支払タイ
プ」と「スキル・セット」にデフォルトを設定
する必要があります。または、この情報を使用
しない場合は、null (No <member name>)に設
定します。デフォルトの設定を参照してくだ
さい。
このオプションでは、「ジョブ」ディメンショ
ンは、組織内の役割の分析を容易にする、ま
た、新規採用要求を追跡し、役割別に従業員を
識別するために、「従業員」ディメンションと
ともに使用されます。
このオプションを選択した場合は、「ジョブ」
と「組合コード」にデフォルトを割り当てる必
要があります。デフォルトの設定を参照して
ください。
「組合コード」を追跡しない場合は、要員を有
効にすると、
「ディメンションのマップ/名前変
更」を使用して、「組合コード」をビジネスに
役立つ名前に変更することができます。要員
を有効にするときに組合コードの名前を変更
する場合でも、名前変更したディメンションの
デフォルトを割り当てる必要があります。

「ディメンションのマップ/名前変更」で、「従業員」、「ジョブ」または「従業員とジョブ」の
名前を変更できます。

費用プランニングの有効化
「費用プランニング」を選択し、管理する要員関連の費用を選択します。
「費用プランニング」
を選択すると、デフォルトで「報酬プランニング」(給与プランニングを含む)も選択されま
す。
•

また、選択した粒度レベルごとに、「追加所得」、「福利厚生」、「税金」および「非報酬費
用」を有効化することもできます。

• 「功績ベースのプランニング」を使用すると、従業員の功績レートを指定できます。
「従業
員」または「従業員とジョブ」のいずれかに粒度を有効にした場合のみ、「功績ベースの
プランニング」を選択できます。
「功績ベースのプランニング」のみを選択し、
「功績仮定」を選択しなかった場合、功績レ
ートはエンティティ ・レベルで設定されます。
必要に応じて、
「功績仮定」を有効にする場合、プランニングするレベルを指定できます:
「グローバル」または「エンティティ 当たり」。「功績仮定」を選択すると、既存の従業員
の「功績月」および「カットオフ日」の功績仮定を設定する追加オプションも有効になり
ます。仮定の設定を参照してください。
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「功績仮定」を選択した場合、
「グローバル」または「エンティティ 当たり」の選択
は、功績レート、功績月およびカットオフ日を含むすべての 功績ベースの仮定に適
用されます。選択したレベルに功績レートをロードしたことを確認します。
「功績仮定」を追加で有効にできます。

フレキシブル勘定科目マッピングの有効化
要員勘定科目対財務勘定科目のマッピングをより柔軟に行うため、
「フレキシブル勘定
科目マッピング」を有効にします。
要員では、デフォルトで、
「定義の同期」または「デフォルトの同期」ルールのいずれ
かを実行すると、基本給与と功績の両方が財務の OFS_Salaries にマップされます。
このデフォルトの統合に使用するデータ・マップの詳細は、ビジネス・プロセスを統
合するためのデータのプッシュを参照してください。
「フレキシブル勘定科目マッピング」を有効にすると、要員の給与および功績データを
財務の任意の勘定科目にマップできます。給与および功績を同じ勘定科目にマップし
たり、異なる勘定科目にマップできます。通常、提供された勘定体系を使用するので
はなく、財務で独自の勘定体系を使用する場合、
「フレキシブル勘定科目マッピング」
を有効にしますが、これは必須ではありません。独自の勘定体系の使用の詳細は、財
務の勘定体系についてを参照してください。
「フレキシブル勘定科目マッピング」を追加で有効にできます。
この機能を有効にするために、財務および財務の「費用」プランニング・オプション
を有効にする必要があります。
マッピング・レベル - 「グローバル」レベル(すべてのエンティティに 同じマッピング)
または「エンティティ 」レベルのどちらでマッピングを実行する必要があるかを指定
します。
マッピング・ドライバ - マッピング・ドライバがアプリケーションの「等級」または
「デフォルト」のどちらに基づく必要があるかを指定します。「デフォルト」を選択し
た場合、デフォルト・ドライバ間でマッピングを変化させることができます。たとえ
ば、「粒度」が「従業員とジョブ」の場合、「ジョブ」および「組合コード」間でマッ
ピングを変化させることができます。
デフォルトの場合:
•

粒度が「従業員とジョブ」の場合、デフォルトは「ジョブ」または「組合コード」
です。

•

粒度が「従業員」の場合、デフォルトは「従業員タイプ」または「支払タイプ」で
す。

•

粒度が「ジョブ」の場合、デフォルトは「支払タイプ」または「スキル・セット」
です。

機能を有効にした後、要員の給与および功績勘定科目を財務の勘定科目にマップしま
す。要員と財務の統合のマッピングのカスタマイズを参照してください。
提供されたデータ・マップを使用して要員から財務にデータをプッシュします。ビジ
ネス・プロセスを統合するためのデータのプッシュを参照してください。
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「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメンショ
ンのマップ/名前変更」を次のように使用します:
•

カスタム・ディメンションを追加します。たとえば、チャネルと市場についてプランニン
グすることができます。このケースでは、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネ
ルおよび市場メンバーをインポートします。計算、フォームおよび他のアーティファクト
には、指定する追加のディメンションが含まれます。

•

既存のディメンションの名前と有効化するモジュール内のディメンションの名前が同じ
で、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前を変更します。

•

複数のモジュールで既存のディメンションを使用します。たとえば、財務を設定し、あと
からプロジェクトを有効にした場合、両者に共通の既存のディメンションを利用できま
す。この機能を使用すると、新しいモジュールを有効化するときに共通ディメンションを
再構築する必要がありません。

•

変換済の Planning アプリケーションでディメンションを再利用します。

レポート・キューブへのカスタム・ディメンションの追加
デフォルトで、多くの要員ディメンションがレポート・キューブ(OEP_REP)に追加されます。
カスタム・ディメンションをレポート・キューブに追加するかどうかを選択できます。
新規アプリケーションの場合、初めて機能を有効化するときにこのタスクを 1 回のみ実行で
きます。
新規アプリケーションの場合、従業員デモグラフィクス・ディメンション(
「最終学歴」、
「スキ
ル・セット」、
「性別」および「年齢層」)がレポート・キューブに追加されないようにするかど
うかも選択できます。(このオプションは、既存のアプリケーションには使用できません。)
既存のアプリケーションの場合、次回「機能を使用可能にする」で変更を加えるときにこの
タスクを実行する 1 回かぎりのオプションがあります。機能を有効にする前に、OEP_REP
キューブ内のデータをクリアする必要があります。
ディメンションをレポート・キューブに追加するかどうかを選択するには:
1.

要員の「機能を使用可能にする」の「ディメンションのマップ/名前変更」セクションで、
ディメンション名の横にある

2.

をクリックします。

要員または Oracle Strategic Workforce Planning Cloud の「機能を使用可能にする」の「デ
ィメンションのマップ/名前変更」セクションで、ディメンション名の横にある
ックします。

をクリ

3. 「有効」セクションで、
「要員レポート・キューブ」をクリックし、
「OK」をクリックしま

す。
「選択された機能」列のラベルが WorkforceReportingCube に更新されます。

4.

新規アプリケーションの場合、従業員デモグラフィクス・ディメンションがレポート・キ
ューブに追加されないようにするには、従業員デモグラフィクス・ディメンション名の横
「有効」セクションで「要員レポート・キューブ」の選択をクリ
にある をクリックし、
アし、「OK」をクリックします。
「選択された機能」列のラベルが更新されて、WorkforceReportingCube が削除されま
す。
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さらに、データをレポート・キューブにプッシュすると、功績データもプッシュされ
てレポート・キューブの「功績昇給」にマップされます。

要員の構成
要員の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

1.

ホームページで「アプリケーション」
リックします。

をクリックし、
「構成」

をク

2. 「構成」リストで「要員」を選択します。
3.

必須のタスクをすべて 実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行
します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「ア
クション」

4.

を使用して、タスクのステータスを更新します。

構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、デ
ータベースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから
「データベースのリフレッシュ」を選択します。
「作成」をクリックしてから「デー
タベースのリフレッシュ」をクリックします。

表 6-4 要員の構成オプション
構成

説明

コンポーネント

オプション
選択した「等級」、
「税金」、
「福利厚生」および
「追加所得」をインポートします。これらが要
員のコンポーネントとみなされます。コンポ
ーネントをインポートしたら、適切な「構成」
オプションを使用して構成します。

ヒント:
バッチ・ファイル
でメタデータと
データをコンポ
ーネントにイン
ポートできます。
データをインポ
ートするために
テンプレートを
使用することも
できます。デー
タのインポート
を参照してくだ
さい。
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表 6-4 (続き) 要員の構成オプション
構成

説明

エンティティ

必須
部署、コスト・センター、事業部門など、ビジ
ネス階層を反映する「エンティティ 」ディメン
ション・メンバーをインポートします。

給与等級

必須
インポートした「給与等級」の給与基準(「年
次」や「1 時間ごと」など)と支給レートを定義
します。

オプションおよび層

オプション
「追加所得」のオプション(残業またはボーナス
など)および「福利厚生」のオプション(医療給
付率など)を設定します。
「税金」の層(雇用主負
担税など)を設定します。オプションと層を設
定したら、福利厚生と税金ウィザードを使用し
て「追加所得」、
「福利厚生」および「税金」を
構成します。
勘定科目とドライバの追加および管理および
「福利厚生」、「税金」および「追加所得」の構
成を参照してください。

プランニングと予測の準備

必須
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間お
よび粒度のレベルを設定します。年ごとに異
なる基準でプランニングおよび予測できます。
要員プランニングと予測の準備を参照してく
ださい。

福利厚生と税金

必須
「福利厚生」、「税金」および「追加所得」を設
定します。コンポーネントは、税金、福利厚生
または追加所得です。ウィザードでは、ビジネ
スに基づく質問に答えることでコンポーネン
トを設定できます。「福利厚生」、「税金」およ
び「追加所得」の構成を参照してください。

要員仮定

必須
日、週および年当たりの作業時間数のデフォル
トの仮定を設定します。また、部分的な支払係
数も設定し、産休ステータスに適用する支払パ
ーセンテージを設定します。これらの仮定は、
シナリオ、バージョン、エンティティおよび 通
貨別に設定できます。詳細は、仮定の設定を参
照してください。

従業員タイプ

オプション
組織の従業員タイプをメンバーとして「従業員
タイプ」ディメンションにインポートします。
提供されている従業員タイプ・メンバーは、
「常
勤」、
「契約社員」および「臨時」です。このオ
プションは、従業員のみレベルの粒度で使用可
能です。
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表 6-4 (続き) 要員の構成オプション
構成

説明

支払タイプ

オプション
組織の支払タイプをメンバーとして「支払タイ
プ」ディメンションにインポートします。提供
されている支払タイプは、
「控除」と「非控除」
です。このオプションは、従業員のみレベルの
粒度で使用可能です。

従業員デモグラフィクス

オプション
従業員デモグラフィクス(最終学歴など)を設定
します。デモグラフィクスを使用すると、個々
の従業員特性に基づいてデータを分析できま
す。エスニック・グループなどのデモグラフィ
クスを選択、追加、インポートまたはエクスポ
ートできます。
「従業員デモグラフィクス」を有効化すると、
要員によって「性別」、
「年齢層」および「最終
学歴」属性が提供されます。退役軍人ステータ
スなどの従業員デモグラフィクスを追加でき
ます。通常は既存の従業員のデモグラフィク
ス属性をインポートし、新しい従業員が採用さ
れるとプランナがデモグラフィクスを割り当
てます。
要員では、デモグラフィクスなどの情報のレポ
ート用にデータ・マップが提供されます。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

従業員プロパティ

オプション
従業員プロパティ(従業員タイプなど)を設定し
ます。プロパティ(スキル・セット、FT/PT、開
始月、功績月、採用ステータスなど)を追加、
インポートまたはエクスポートします。その
後、従業員プロパティを表示および編集するに
は、
「報酬プランニング」
、次に「従業員の詳細
の管理」タブを使用します。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

非報酬費用

オプション
非報酬費用(研修や出張費用など)を設定しま
す。非報酬費用を追加、インポートまたはエク
スポートします。非報酬費用を追加したら、フ
ォームにデータを入力します(「その他費用」→
「非報酬費用」)。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。
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表 6-4 (続き) 要員の構成オプション
構成

説明

パフォーマンス・メトリック

オプション
コンポーネントのパフォーマンス・メトリック
を追加、インポート、エクスポートまたは削除
します。たとえば、パフォーマンス評価(「期待
を満たす」や「期待を超える」など)を追加し
ます。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

功績レート

必須
年ごとの功績レートを定義します。功績レー
トを適用するシナリオ、バージョンおよび通貨
を選択します。

従業員

オプション
組織の従業員名および従業員番号をメンバー
として「従業員」ディメンションにインポート
します。

ジョブ

オプション
組織のジョブをメンバーとして「ジョブ」ディ
メンションにインポートします。

スキル・セット

ジョブの粒度には必須
メンバーのインポートによって、組織で使用さ
れるスキル・セットを「スキル・セット」ディ
メンションにインポートします。

組合コード

従業員およびジョブの粒度には必須
メンバーのインポートによって、組織で使用さ
れる組合コードを「組合コード」ディメンショ
ンにインポートします。「組合コード」を追跡
しない場合は、ディメンションをビジネスに役
立つ名前に変更できます。ただし、名前を変更
したディメンションには、これまでどおりデフ
ォルトを割り当てる必要があります。

性別

オプション
メンバーを「性別」ディメンションにインポー
トします

最終学歴

オプション
メンバーのインポートによって、組織で使用さ
れる最終学歴を「最終学歴」ディメンションに
インポートします。
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表 6-4 (続き) 要員の構成オプション
構成

説明

年齢層

オプション
メンバーを「年齢層」ディメンションにインポ
ートします。従業員の年齢は、経時的な変化に
伴って計算され、年齢層に割り当てられます。

ノート:
独自の年齢層を
ロードするので
はなく、デフォル
トの年齢層を使
用することをお
薦めします。

ノート:
既存の顧客は、引
き続き既存の年
齢層およびメン
バーを使用して
ください。

<カスタム・ディメンション名、
「Projects」な オプション
ど>
メンバーをディメンションにインポートする
ことによって、追加したディメンション(プロ
ジェクトなど)をアプリケーションに移入しま
す。
グローバル仮定

必須
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を設定します。

インポート・データの詳細は、データのインポートを参照してください。ディメンシ
ョン・エディタを使用してメンバーを追加することもできます。
ディメンションとメンバーをインポートしたら、ディメンション・エディタで階層構
造を確認できます。
次の点に注意してください。
•

指定されたメンバーの順序を変更しないようにします。メンバーの順序を維持す
ることは、指定された計算とロジックをサポートするために重要です。

• 「プロパティ」ディメンションにメンバーを割り当てることはできません。
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要員プランニングと予測の準備
要員モジュールについて、プランの時間枠および粒度を構成できます。計画および予測シナ
リオに対して、異なる時間枠および粒度を構成できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、現在の

期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。

3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプランニング

を行うかを指定します

4. 「プラン」
、
「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、10 年の

アプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間を選択します。

5.

構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備する場
合は、
「すべて 」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。年によって異
なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。たとえば、FY20 で
は月ごと、FY21 では四半期ごとにプランニングする場合、FY20 の行では「月次」、FY21
の行では「四半期ごと」を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、「月次」の
かわりに「13 期間」を選択します。

6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、該当
期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差が設定されま
す。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ごとのプランニングを
有効にした場合は常に、代替変数 OEP_CurQtr が提供されます。
最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、現在
の月が四半期の最後の月の場合に要員で現在の四半期をどのように判別するかを選択で
きます。
現在の月が四半期の最後の月の場合は、要員で現在の四半期をどのように定義するかにつ
いて、「プランニングと予測の準備」でオプションを選択します:
• 「予測で現在の期間をロック」を選択した場合、要員では次の四半期が使用されます。
たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションを選択した場合、要員では現在の四半
期を Q2 として定義します。
• 「予測で現在の期間をロック」をクリアした場合、要員では現在の四半期が使用され
ます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションをクリア(選択を解除)した場合、
要員では現在の四半期を Q1 として定義します。
ノート:
• 「予測で現在の期間をロック」は、最初の年の予測に対するプランニングの基準とし
て四半期を選択している場合にのみ使用可能になります。
•

モジュールごとに「予測で現在の期間をロック」のオプションを選択できます。

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて 設定されます。
要員 のルール、テンプレートおよびフォームでは、計画および予測シナリオに対して異なる
プランニング年を使用できます。
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要員ビジネス・ルールおよびテンプレートでは、各モジュールの計画および予測シナ
リオに対して、
「プランニングと予測の準備」構成タスクから個別に開始年と終了年を
読み取る方法を使用します。
要員のカスタム・ルールまたはテンプレートを作成するには、&OEP_YearRange 代替
変数ではなく次の関数を使用します。
•

[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]

•

[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]

ノート:
モジュール名およびシナリオ名は二重引用符で囲む必要があります。

ヒント:
ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズ
する場合、
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioNam
e")]]および
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("Module
Name")]]のようにルールで Planning 数式を使用して、構成済の時間範囲情報
を呼び出すことができます。
モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。
•

資本

•

財務

•

プロジェクト

•

要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager で
の設計 のシナリオを参照してください。

アカウントとドライバの追加および変更について
追加または変更する必要のあるカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メンバーお
よび他のアーティファクトの 数に応じて、次のいずれかのタスクを実行します:
•

少数—構成ページで直接追加または編集を行います

•

多数—次によってインポートします:
–

既存のセットをエクスポートします。

–

エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファク
トのための行やデータを追加します。

–

スプレッドシートをインポートします。
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このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテナンス
にかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要に応じて何回
でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている新しいソーシャル・
メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マーケティング・ドライバを
表示することができます。容易に、ドライバをエクスポートし、マーケティング・ドライバ
のコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メディア・キャンペーン用に変更してから再
インポートできます。
ビデオ
目的

視聴するビデオ

カスタムの勘定科目およびドライバのインポート
について学習します。

Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud の財務へのカスタムの勘定科目およびドラ
イバのインポート

詳細は、勘定科目とドライバの追加および管理を参照してください。

勘定科目とドライバの追加および管理
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.

アカウントまたはドライバを設定する構成タスクを選択します。

2.

リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。

3.

次のタスクを実行します:
•

アーティファクトを 追加するには、
「アクション」メニューから「追加」を選択して、
新しい行に詳細を入力します。

•

一連のアーティファクトの 変更または多数のアーティファクトの 新規追加を行うに
は、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして「アクション」メニュ
(
ーの「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Microsoft Excel で変更し
ます。事前定義済アーティファクトの 編集や、アーティファクトのコピー 作成と変更
を行って、新しいアーティファクトを 作成したり、新しいアーティファクトを 追加し
たりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アクション」メニュー
から「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカテゴリを使
用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます 。

•

カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたはインポ
ートするには、「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」を使用しま
す。

•

特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、「カテゴリ」
または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクスポート」を
使用します。

ノート:
•

カスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、提供されているメンバ
ーと競合しないようにします。

•

ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライバの式を調べ
て、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどうか確認します。参照している
場合は、削除に対応するようにロジックを更新します。
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従業員デモグラフィクスの設定について
ビデオ
目的

視聴するビデオ

要員データを分析するための従業員デモグラ
フィクスの設定および使用について学習しま
す。

Oracle Enterprise Planning Cloud での
要員デモグラフィクスの設定

詳細は、勘定科目とドライバの追加および管理を参照してください。

グローバル仮定の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートはこ
こで説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レー
トのインポートの詳細は、Planning の管理 の簡易複数通貨アプリケーションの為替レ
ート・タイプのインポートを参照してください。
為替レートを手動で設定するには:
1.

通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。

2. 「グローバル仮定」をクリックして、<基本通貨>に対する為替レートタスクを開き

ます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力します。

3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.

各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォー
ムを保存します。

フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。

ノート:
新しいバージョン・メンバーを追加した場合は、そのバージョンに為替レー
トを入力する必要があります。

「福利厚生」、「税金」および「追加所得」の構成
次の項では、福利厚生と税金ウィザードを使用して福利厚生、税金および追加所得を
構成する方法を説明します。要員では、粒度に基づいて従業員やジョブに(デフォルト
割当てを使用して)割り当てることができる、福利厚生、税金、および追加所得の 10 の
汎用勘定科目が用意されています。
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ヒント:
「オプションおよび層」の有効な交差を、「コンポーネント」ディメンションのそれ
ぞれの親に対して設定できます。有効な交差の設定の詳細は、 Planning の管理 の
有効な交差の定義を参照してください。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
方法の学習

目的
この 90 分のチュートリアルでは、要員で追加所
得、福利厚生および税金を構成する方法を示しま
す。

新しい追加所得の定義および福利厚生
と税金の構成

福利厚生と税金ウィザードを使用する前に
ウィザードを起動する前に、次のタスクを実行したことを確認します:
•

要員の「構成」ページの「コンポーネント」を使用して、
「福利厚生」、
「税金」および「追
加所得」をインポートしました。コンポーネントをインポートすると、そのコンポーネン
トがウィザードで使用できるようになります。

• 「構成」ページで「オプションおよび層」を構成して、
「福利厚生」、
「税金」(オプション)
および「追加所得」(層)を設定しました。これによってオプションと層が作成されます。
これで、福利厚生と税金ウィザードを起動して、
「福利厚生」、
「税金」および「追加所得」の
各オプションを定義する準備が整いました。

福利厚生と税金ウィザードについて
ウィザードは、ビジネスに基づく質問を使用して、
「福利厚生」や「追加所得」のオプション
を定義し、税金(雇用主負担)の層を定義するステップを進めます。
例:
•

追加所得: 「残業手当て」、「功績昇給」

•

福利厚生: 「健康保険」、「住宅ローン」、「車両手当」

•

雇用主負担税: US FICA、Canada Pension Plan (CPP)

ウィザードでは、税率が均等金額か給与の割合か、発生するのが月、四半期、年かなど、ロ
ジックを指定します。また、ウィザードを使用して税金、福利厚生、追加所得を管理するこ
ともできます。各コンポーネントはシナリオやバージョンによって変わります。

ノート:
アプリケーションが 13 期間カレンダに基づいている場合は、
「支払期間」を「月次」
に設定します。13 期間カレンダの計算を参照してください。
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ウィザードを起動するには、「構成」で「福利厚生と税金」リンクをクリックします。
「フィルタ」を使用して、構成するコンポーネントを選択します。3 つのステップ、
「詳
細」、「レート」、「確認」が順に表示されます。
ノート:
•

すべてのエンティティがレートおよびしきい 値を持っていることを確認してくだ
さい(コンポーネントでしきい値を使用する場合)。同じレートおよびしきい値を
グローバルに適用する場合、ソース・エンティティから「すべてのエンティティで
レートをコピー」ルールを実行します。階層別のレートの適用を参照してくださ
い。

•

福利厚生、税金または追加所得のエンティティ・デフォルトを更新するたびに、
「デ
フォルトの同期」ルールを実行して、従業員/ジョブ・レベルでエンティティ ・デ
フォルトを適用する必要があります。ウィザードで既存のコンポーネント(福利厚
生、税金または追加所得)を更新した場合、「報酬の定義の同期」ルールを実行し
て、更新済の定義を従業員およびジョブにプッシュする必要があります。

コンポーネントの共通プロパティ
「追加所得」、「福利厚生」および「税金」では特定のプロパティが共通です。
各コンポーネントは次のプロパティを共有します。
• 「支払期間」(
「月次」、「四半期ごと」、「年次」など)。

ノート:
アプリケーションが 13 期間カレンダに対して設定されている場合は、
「月次」を選択します。これにより、期間 1 から 13 が支払期間になりま
す。13 期間カレンダの操作の詳細は、13 期間カレンダの計算を参照して
ください。
• 「支払い頻度」(
「一括支払い」または「期間最後に支払い」など)。「支払い頻度」
は「支払期間」に結び付けられます。
•

コンポーネント・タイプ: 「標準」、「レート表」、しきい値を含むレート表および
「カスタム」。

ウィザードでのコンポーネントのタイプ
「詳細」画面で、福利厚生、税金または追加所得のコンポーネント・タイプ(計算レー
ト・タイプ)を選択します。
コンポーネント・タイプ:
•

標準 - しきい値を含む年ごとの単純レート・オプション。次に、必要なオプション
をデフォルトとして適切なドライバに割り当てます。「標準」コンポーネント・タ
イプは、すべてのデフォルトについてしきい 値を含む単一レートのオプションまた
は層であるため、1 行しかありません。「追加所得」と「福利厚生」では「オプシ
ョンなし」、「税金」では「層なし」です。

•

レート表 - しきい値のない異なるレート・オプションが提供されます。このコンポ
ーネント・タイプでは、必要なオプションまたは層をデフォルトとして適切なドラ
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イバに割り当てます。レート表には、オプションと層の行が表示され(これらのオプショ
ンと層の行は「構成」ページの「オプションおよび層」で定義したもの)、しきい値は割
り当てられていません。
•

レート表およびしきい値 - しきい値を含む様々なレート・オプションが提供されます。こ
のコンポーネント・タイプでは、必要なオプションまたは層をデフォルトとして適切なド
ライバに割り当てます。しきい値を含むレート表には、前に構成されたしきい値を含むオ
プションまたは層の行が表示されます。
「追加所得」と「税金」では、
「しきい値金額」の
「最大値タイプ」がサポートされます。デフォルトで割り当てられるオプションまたは層
に関係なくすべての 層が対象になります。

•

カスタム - コンポーネントの追加所得、福利厚生または税金に対してカスタム計算ロジッ
クを作成できます。コンポーネントでのカスタム計算ロジックの作成を参照してくださ
い。

ヒント:
しきい値は、結果の費用値に対する上限または最大値です。たとえば、「車両手当」
は、しきい値の$4,000 までは給与の割合です。これを超えると、「車両手当」福利
厚生は停止されます。上限に達するとレートが変わります。たとえば、最初の層(し
きい値$50,000 まで)の税率は 4.5%、2 番目の層($100,000 まで)は 12.6%です。し
きい値が層構造に適用されるだけでなく、最大値を「追加所得」、「福利厚生」、「税
金」の計算に設定することもできます。

一括支払いオプションについて
一括支払いオプションを使用すると、追加所得、福利厚生または税金の支払月を指定できま
す。これらのオプションは、コンポーネントに選択した「支払期間」に応じて変化します。
たとえば、2 月と 8 月の 6 か月ごとに 1 回、福利厚生を支払う必要がある場合、
「半期ごと(カ
レンダ)」として「支払期間」を、
「支払頻度」として「一括支払い」を、一括支払いオプショ
ンで 2 番目の月を選択します。
別の例: 「支払期間」が「年次(会計年度)」である場合、
「支払頻度」として「一括支払い」を
選択すると、会計年度で 1 回、一括支払いが発生します。一括支払いオプションでは、費用
を計算するための会計年度の月(1 番目から 12 番目まで)を選択できます。会計年度が 7 月に
開始する場合、11 番目の月を選択すると、費用は 5 月に追加されます。
福利厚生と税金ウィザードのこれらのオプションには、コンポーネントの「詳細」ページで
アクセスできます。

「最大値タイプ」について
「最大値タイプ」で使用可能なオプションは、コンポーネントが「追加所得」、「福利厚生」、
または「税金」のどれであるかに基づいています。
「最大値タイプ」を「しきい値金額」に設定できるのは、「税金」の場合のみです(
「追加所得」
または「福利厚生」では設定できません)。
「最大値タイプ」を「しきい値金額」に設定した場
合、各層のしきい値によって層の計算が導出されます。アプリケーションは、デフォルトで
割り当てられている層には関係なく、必要に応じてすべての 層をデフォルト割当てに適用し
ます。複数の層レートを持つ層型税金を適用する必要がある場合は、
「コンポーネント・タイ
プ」として「レート表およびしきい値」を、
「最大値タイプ」として「しきい値金額」を選択
します。
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「コンポーネント・タイプ」として「標準」を選択する場合、「層なし」でレートを指
定します。この場合、
「最大値タイプ」が「しきい値金額」である場合でも、層の計算
ロジックは適用されません。
「最大値タイプ」はウィザードの「詳細」ページで設定します。

「最大値タイプ」が「しきい値金額」に設定されない場合は、各オプションまたは層の
行の割当てが関連するため、適切に割り当てる必要があります。
たとえば、
「最大値タイプ」を「しきい値金額」に設定する例として、US FICA 税を使
用します。すべての 行が該当するため、デフォルトとして割り当てられる行はありま
せん。税率は、給与$118,500 までは 7.65%、$118,500 を超えて$200,000 までは 1.45%
です。$200,000 を超える分には税率 2.35%が適用されます。(デフォルトを割り当て
るときもオプションまたは層を選択する必要がありますが、計算で無視されます。)
例:

「所得タイプ」について
「所得タイプ」は「追加所得」のみで有効です。

所得タイプ「総支払に追加」および「総支払に追加しない」は、総所得から福利厚生
と税金の「値のタイプ」と「最大値タイプ」を導き出します。したがって、
「所得タイ
プ」が「総支払に追加」に設定されると、それらの追加所得は「総所得の割合」に基
づいて福利厚生と税金に組み込まれます。
「所得タイプ」が「総支払に追加しない」に設定されると、「所得タイプ」と「最大値
タイプ」に「総所得の割合」を使用する福利厚生または税金は、
「総所得の割合」に基
づく福利厚生または税金からそれらの追加所得を除外します
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「課税対象コンポーネント」について
「課税対象コンポーネント」は、「追加所得」または「福利厚生」が「はい」に設定されてい
る「所得タイプ」と同様に動作します。
「課税対象コンポーネント」はすべての 税金計算に含
まれるためです。この場合、
「値のタイプ」または「最大値タイプ」は「課税所得の割合」に
設定されています。

レートの入力について
福利厚生と税金ウィザードで、期間別およびエンティティ 別にコンポーネントのレートとロ
ジックを入力できます。年間に変動するレートを考慮して、報酬費用に対するその影響をア
セスメントできます。たとえば、7 月中に変動する税率を考慮できます。
福利厚生と税金ウィザードの「レート」ページが、
「残高」に設定された「勘定科目」の「タ
イム・バランス」プロパティで縮小された「年合計」メンバーとともに開かれます。「年合
計」に値を入力することができ、その値は自動的にその子の最後の期間に自動的に分散され
ます。既存の配分が存在しない場合(つまり、すべての 子の値がゼロであるかまたは欠落して
いる場合)、その値はすべての 子に分散されます。または、
「年合計」を展開して、レベル 0 の
メンバーのレートを手動で入力または変更できます。

レートおよびしきい値のスコープについて
コンポーネントの「しきい値のスコープ」オプション(
「YTD」または「月次」)では、月または
年ごとに独立して計算される追加所得、福利厚生または税金のレート層を設定できます。
たとえば、保険プログラムでは、月ごとにゼロから開始するレート層を適用できます。

ノート:
アプリケーションが 13 期間カレンダに対して設定されている場合は、
「月次」を選
択すると、計算ロジックが期間 1 から 13 に適用されます。

この例では、財務の従業員の所得が$4,000 であり、税金が給与の割合として定義され、
「しき
い値のスコープ」が「月次」で 3 つのレート層があるとします。

その税率は、最初の 1,000 の月次報酬に対しては 12%、1,000 から 3,000 までの所得に対し
ては 20%、3,000 から 5,000 までに対しては 30%です。
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階層別のレートの適用
「すべてのエンティティでレートをコピー 」ルールを使用して、エンティティ 階層のセ
クション内のメンバーに、同じレートおよびしきい値を適用できます。このルールを
使用すると、レート・データを手動で入力またはインポートする必要がなくなります。
「すべてのエンティティでレートをコピー 」ルールは、エンティティのメンバーが 追加
所得、福利厚生または税金に同じレートおよびしきい値を使用する場合、特に便利で
す。「レート」ページで、「アクション」メニューからこのルールを実行することで、
コンポーネントのレートおよびしきい値を、あるエンティティから 階層の別のセクシ
ョンにコピーできます。
「メンバー・セレクタ」で、レートをコピーするソース・レベ
ル 0 のエンティティ ・メンバーと、レートのコピー先となるターゲットの親またはレ
ベル 0 のメンバーを選択します。
たとえば、フランスの福利厚生のレート・データを入力し、
「すべてのエンティティで
レートをコピー」を使用して、関係関数を通じて福利厚生レートをヨーロッパ合計の
すべてのレベル 0 の子孫と、北ヨーロッパ合計のレベル 0 の子孫にコピーできます。

13 期間カレンダの計算
13 期間カレンダ(12 か月カレンダではなく)に対して要員が設定されている場合は、コ
ンポーネント計算が 13 期間とどのように相互作用するかについて学習します。
カレンダ年支払条件および 13 期間について:
•

カレンダ日付は会計年と期間をまたがります。

• 「支払期間」(「月次」、
「四半期ごと」
、
「年次」など)が「月次」に設定されている場
合は、各カレンダ月の最終日が発生する期間が支払期間になります。このため、通
常、少なくとも 1 つの期間に支払がありません。
•

計算ロジックでは、コンポーネントの費用は該当期間の月の最終日に発生すると想
定します。

例:
• 「支払期間」が「年次(カレンダ年)」で、
「支払頻度」が「期間最初に支払い」の場
合、費用は該当期間の 1 月 31 日に発生します。
• 「支払期間」が「年次(カレンダ年)」で、
「支払頻度」が「一括支払い」で、一括支
払いオプションが「最初の月」の場合、費用は該当期間の 1 月 31 日に支払われま
す。
• 「支払期間」が「年次(会計年)」で、
「支払頻度」が「一括支払い」で、一括支払い
オプションが「最初の月」の場合、費用は第 1 期間(TP1)に支払われます。
関連項目:
•

53 週の年について

•

サマリー期間と 13 期間

53 週の年について
要員が 13 期間カレンダで 53 週を処理する方法を学習します。
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デフォルトでは、最初の 3 四半期に 3 つの期間があり、最後の四半期に 4 つの期間がありま
す(3-3-3-4)。ただし、管理者は、アプリケーションの作成時に 4 つの期間を追加する四半期
を選択できます。4-4-5、4-5-4 および 5-4-4 カレンダ(52 週 x 7 日 = 364 日)の週次レイアウ
ト、毎年余る 1 日、およびうるう年の発生に基づいて、53 番目の期間はおよそ 5、6 年ごと
に発生します。うるう年の 5 番目の期間は、アプリケーションの作成時に定義した余剰期間
に自動的に適用されます。
給与基準のレートは、52 週に基づいた週次レートによって計算された後、その期間の週数が
乗算されます。53 週ある年では、13 番目の期間での週次レートは 5 で乗算されます。53 番
目の週には、アプリケーションの作成時に指定した期間の追加の週次金額が支払われます。
年合計金額は、53 週の年が 52 週の年より 1 週間分の値だけ多くなります。指定した給与基
準レートは、52 週または 53 週の年のいずれに対しても同じです。

サマリー期間と 13 期間
13 期間カレンダが要員のサマリー期間にどのように表示されるかを学習します。
給与基準のレートは、四半期ごとおよび半期ごとのサマリー期間(STP)には表示されません。
かわりに、給与基準レートは(52 週の年に基づいたレートを想定して)週次レートに変換され
た後、期間内の週数が乗算されます。うるう年では、構成済の余剰期間でのレートは 5 で乗
算されます。

コンポーネントでのカスタム計算ロジックの作成
カスタム・コンポーネントで独自の要員計算を定義すると、非常に柔軟に条件ロジックを適
用して、追加所得、福利厚生または税金の計算に値ドライバを指定できます。
たとえば、カレンダ年の最初の 6 か月に開始する新規採用には適用されるが、採用の初年に
おけるカレンダ年の最後の 6 か月に開始する新規採用には適用されないボーナス計算を作成
できます。
「均等金額」や「給与の割合」など、事前定義されたもの以外の値ドライバを選択
することもできます。たとえば、コミッションなどの追加所得を、収益などの作成したカス
タム・メンバーに基づかせることができます。値タイプ・ドライバとしてメンバーを指定す
るには、カスタム・コンポーネントのメンバー式にそれを含めます。
カスタム・コンポーネントのロジックをカスタマイズするには:
1.

福利厚生と税金ウィザードの「詳細」ページで既存のコンポーネントを編集し、「コンポ
ーネント・タイプ」で「カスタム」を選択します。

2.

コンポーネントの設定を続けます(カスタム・ロジックで使用するレートをオプションで
入力します)。
メンバー式に任意のしきい値を含めます。

3. 「プロパティ」
ディメンションの OWP_Custom Expense メンバーに対してメンバー式を

作成します。

a.

ホームページで「アプリケーション」、「概要」、「ディメンション」の順に選択しま
す。

b. 「キューブ」の右側の下矢印をクリックし、OEP_WFP を選択します。
c. 「プロパティ」をクリックし、
「メンバー名」列ヘッダーを右クリックして、
「デフォ

ルト・モード」をクリアします。

d.

OWP_Custom Expense メンバーを選択し、OEP_WFP Formula 列まで右にスクロ
ールして、交差セルをクリックします。
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グリッドの左上で、「メンバー式」アイコン

e.

をクリックします。
メンバー式を入力します。

f.

ノート:
•

カスタム計算ロジックを作成する前に、最初に事前定義済計算の使用を詳細に調査
することをお薦めします。

•

アプリケーションを本番環境に移行する前に、カスタム式のパフォーマンスを評価
してください。

•

複数のカスタム・コンポーネントを作成して使用するには、各コンポーネントのカ
スタム・ロジックを受け入れるように OWP_Custom Expense メンバー式を変更
します。たとえば、各カスタム・コンポーネント・タイプに対してネストされた
IF 条件を使用します。

ヒント:
計算ロジックのカスタマイズの詳細といくつかのサンプル式については、次
のトピックを参照してください。

OWP_Custom Expense のカスタム式の作成
次に示すヒントやサンプル式を使用すると、OWP_Custom Expense のカスタム式を
作成する際に役立ちます。これらのヒントでは、アプリケーション粒度が「従業員と
ジョブ」であると仮定します。
• 「支払期間」、「支払頻度」、「値のタイプ」などのプロパティのデータは、従業員と
ジョブの組合せで、対応する「プロパティ」メンバー→通貨なし→「BegBalance」
→「勘定科目」(福利厚生 1:10/所得 1:10/税 1:税 10)に格納されます。
•

レートは、従業員とジョブの組合せで、OWP_Value→「通貨」→「勘定科目」(福
利厚生 1:10/所得 1:10/税 1:税 10)に格納されます。

•

しきい値は、従業員とジョブの組合せで、OWP_Maximum Value→「通貨」→「勘
定科目」(福利厚生 1:10/所得 1:10/税 1:税 10)に格納されます。

•

期間を評価して、異なる「支払期間」オプションに応じて月の「暦期間-インデッ
クス」に基づき費用を計算するために、付属の式を参照できます。

•

複数のカスタム式を追加するには、OWP_Custom Expense のメンバー式でそれら
をネストします。

福利厚生と税金の計算のカスタマイズ
次の例を確認することで、福利厚生と税金の計算をカスタマイズする際に役立ちます。
使用例
コミッション基準勘定科目(要員に付属していないカスタムの勘定科目)のパーセンテ
ージとしてコミッションを計算するとします。コミッションは、福利厚生と税金ウィ
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ザードで入力されたレートと、カスタムのコミッション基準勘定科目を掛けて計算します。
サンプル式
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF
ENDIF
使用例
前述の例を基盤として、
「功績」勘定科目のパーセンテージとして計算される「保険」という
福利厚生を、福利厚生と税金ウィザードで選択した次の値とともに追加するとします。
•

コンポーネント・タイプ - カスタム

•

支払期間 - 四半期ごと(カレンダ年)

•

支払頻度 - 期間最初に支払い

•

最大値タイプ - 均等金額

•

しきい値のスコープ - YTD

•

課税対象コンポーネント - はい

•

すべての 月のレート - 10

•

しきい値 - 400

•

値のタイプ - 福利厚生はカスタム・ロジックで「功績」のパーセンテージとして計算する
ため、「値のタイプ」には任意の値を選択できます。

サンプル式
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal
TP-Index"==10)
"OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
ENDIF;
IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
"OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
ELSE
"OWP_Expense amount"=#MISSING;
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ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
使用例
前述の例を基盤として、「福利厚生 1」、「福利厚生 2」、「福利厚生 3」および「福利厚
生 4」のパーセンテージとして計算される SUTA という税金(層型税金)を、福利厚生と
税金ウィザードで選択した次の値とともに追加するとします。
•

コンポーネント・タイプ - カスタム

•

支払期間 - 月次

•

最大値タイプ - しきい値

•

しきい値のスコープ - 月次

• 「レート」ページではレートを指定しません。
•

カスタムの層型税金では、レートをカスタム式の一部として指定する必要がありま
す。

サンプル式
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR
"Cal TP-Index"==10)
"OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense
amount"*("OWP_Value"/100);
ENDIF;
IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated
Max Value")
IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
"OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
ELSE
"OWP_Expense amount"=#MISSING;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF
ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2">"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount"<=1000)
"OWP_Expense amount"=("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense

6-26

第6章

要員の構成

amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")*(10/100);
ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
"OWP_Expense amount"=(("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
"OWP_Expense amount"=(("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")-1200)*(30/100) +
(1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
ELSE
"OWP_Expense amount"=(1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) +
1000*(10/100);
ENDIF
ENDIF

ウィザードを使用して構成した後で
ウィザードを使用して「追加所得」、「福利厚生」および「税金」を構成した後で、次のタス
クを実行します:
•

給与、追加所得、福利厚生および税金のデフォルトを割り当てます。デフォルトの設定を
参照してください。

• 「新規採用」の「給与等級」のデフォルト値を割り当てます。
•

デフォルトを従業員(「従業員」のみまたは「従業員とジョブ」の粒度)およびジョブ(
「ジョ
ブ」のみの粒度)に割り当てるには、
「デフォルトの同期」ルールを実行します。このルー
ルは、新規採用者と既存の従業員またはジョブの両方に適用されます。
単一の従業員またはジョブに対して、または従業員とジョブの組合せに対してルールを実
行するには、フォームでその行を選択し、「アクション」、「デフォルトの同期」の順にク
リックします。「報酬プランニング」、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリック
します。親レベルの従業員/ジョブに対してルールを実行するには、
「アクション」、
「ビジ
ネス・ルール」、「デフォルトの同期」の順にクリックします。

例 - 付加給付の追加
この例では、新しい付加給付を作成するステップを説明します。たとえば、福利厚生を従業
員の給与のパーセンテージに設定するとします。北米、EMEA および APAC の従業員に、33%
から 35%の範囲で別々のパーセンテージを指定します。
開始前の前提条件は次のとおりです:
•

少なくとも「費用プランニング」、
「報酬費用」および「福利厚生」に対して要員を有効に
しておきます。(3 つの粒度レベルすべてで 福利厚生がサポートされます。)

•

アプリケーション・メタデータをインポートして、付加給付率コンポーネント・メンバー
を追加しておきます。

•

ユーザー変数を設定しました。
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付加給付をコンポーネントとして追加
まず、福利厚生と税金ウィザードを使用して、新しい福利厚生を作成します。
1.

ホームページで「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。

2. 「構成」リストで、
3.

、「要員」の順にクリックします。

構成: 要員で、「オプションおよび層」をクリックします。

4. 「オプションおよび層」の「コンポーネント」で、
「オプション」を選択します。
5. 「アクション」から「追加」を選択し、テキスト・ボックスに「Fringe Rate – North

America」と入力します。繰り返して、EMEA および APAC のオプションを追加し
ます:

6. 「保存」
、「次」、「閉じる」の順にクリックします。

付加給付の定義
次に、福利厚生と税金ウィザードを使用して、付加給付オプションのレートを設定し
ます。
1.

構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。

2. 「フィルタ」

をクリックします。

3. 「コンポーネント」から、付加給付のシナリオおよびバージョンを選択し、
「福利厚

生」、「適用」の順にクリックします:
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4. 「詳細」で、付加給付パラメータを設定します:

5. 「保存」
、「次」の順にクリックします。
6. 「レート」で、各年の給付レート・オプションごとに付加給付レートを入力します。

7. 「保存」
、「次」の順にクリックします。
8.

新しい福利厚生オプションを確認します。
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9. 「保存」
、「閉じる」の順にクリックします。

福利厚生のデフォルトの設定
次に、各親エンティティ (North America、EMEA および APAC)の子メンバーの福利厚
生デフォルトを設定します。
1.

ホームページで「要員」をクリックします。

2. 「報酬プランニング」
、「デフォルト」、「福利厚生」の順にクリックします。
3. 「POV」からエンティティ ・メンバーを選択します。

この例では、
「Sales Italy」の福利厚生デフォルトを設定します。

4. 「アクション」
、「福利厚生のデフォルトの追加」の順にクリックします。
5. 「福利厚生のデフォルトの追加」の「福利厚生」で、付加給付レートを選択し、
「オ

プション」で付加レート - EMEA を選択します。

6. 「起動」をクリックします。

これで、(「雇用予定者の追加」ビジネス・ルールを使用して) Sales Italy に採用要請を
追加するたびに、EMEA に設定した新しい付加給付レート(例: 2017 年の 34%)が適用
されます。付加給付を含む報酬が自動的に計算されます。(付加給付レートは、
「デフォ
ルトの同期」ビジネス・ルールを実行したときにも適用されます。)福利厚生と税金ウィ
ザードを使用して付加給付レートを更新した場合、更新したレートを適用するために、
「報酬の定義の同期」ビジネス・ルールを実行します。

構成後のタスク
次も参照:
•

仮定の設定
仮定(とデフォルト)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。

•

デフォルトの設定
デフォルト(と仮定)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。

•

要員と財務の統合のマッピングのカスタマイズ

•

デフォルトの同期
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•

更新後のタスク
月次更新から要員のコンテンツを更新した後、次の情報に注意してください。

仮定の設定
仮定(とデフォルト)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。

仮定を設定するには、「報酬プランニング」、「仮定」タブ
の順にクリックします。次
に、
「一般」、
「給与等級」または「功績レート」のタブをクリックします。管理者は、構成の
一環としてこれらの要員仮定を設定します。権限を付与されている場合、プランナは必要に
応じてそれらを更新できます。
仮定には次のようなものがあります。
•

日および週当たりの作業時間数、月当たり労働日数を含む「一般」仮定。時給従業員の給
与費用および一部支払係数(つまり、産休ステータスに適用する支払パーセンテージ)を導
き出します。
功績以外の仮定については、エンティティ 別に、または「エンティティなし 」レベル(デ
フォルト仮定の場合)で、仮定を設定できます。仮定がエンティティに 対して設定されて
いる場合、それが計算に使用されます。設定されていない場合、エンティティなし (組織
レベル)に設定されている仮定が使用されます。
「功績仮定」を有効にした場合、既存の従業員の「功績月」および「カットオフ日」の功
績仮定も設定できます。
– 「功績月」は、年ごとに功績昇給を付与する月を指定します。
–

既存の従業員の場合、
「カットオフ日」は、功績昇給に適格になるためにそれまでに
従業員を採用する必要がある年ごとの日付を示します。

功績仮定は、どのように有効化されたかによって、グローバル・レベルまたはエンティテ
ィ・レベルのいずれかで設定されます。功績仮定の設定にグローバル・レベルまたはエン
ティティ・レベルのどちらが使用されるかの詳細は、費用プランニングの有効化を参照し
てください。

ノート:
既存の従業員の場合、
「ロードされたデータの処理」を実行して、「功績月」お
よび「カットオフ日」の影響を確認する必要があります。
「功績月」または「カットオフ日」を更新するときは必ず、「ロードされたデー
タの処理」を実行して従業員レベルで同期する必要があります。
•

給与基準(たとえば、年次)および給与等級のレートを含む「給与等級」仮定。
エンティティ 別に、または「エンティティなし 」レベル(デフォルト仮定の場合)で、仮定
を設定できます。仮定がエンティティに 対して設定されている場合、それが計算に使用さ
れます。設定されていない場合、エンティティなし (組織レベル)に設定されている仮定が
使用されます。

•

給与計算に追加される「功績レート」。
功績レートは、功績仮定がどのように有効化されたかによって、グローバル・レベルまた
はエンティティ・レベルで設定されます。功績仮定の設定にグローバル・レベルまたはエ
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ンティティ・レベルのどちらが使用されるかの詳細は、費用プランニングの有効化
を参照してください。
「財務勘定科目マッピング」の詳細は、要員と財務の統合のマッピングのカスタマイズ
を参照してください。
仮定を設定した後で、
「デフォルトの同期」ルールを実行します(デフォルトの同期を参
照してください)。
「給与」、
「追加所得」、
「福利厚生」および「税金」のデフォルトを設
定するには、デフォルトの設定を参照してください。

デフォルトの設定
デフォルト(と仮定)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。
特定ジョブの全従業員に給与、追加所得、福利厚生または税金のデフォルトを使用す
る場合は、デフォルトの追加時にそのジョブを選択します。たとえば、ジョブのデフ
ォルトの追加時に会計士を選択した場合、会計士であるすべての 従業員にそのデフォ
ルトが割り当てられます。
従業員とジョブの粒度が有効になっている場合、ジョブと組合コードに基づいてデフ
ォルトを設定する必要があります。この設定により、特定ジョブの新規採用の報酬要
素がデフォルト設定されます。たとえば、組合コードがトラック運転手である倉庫作
業者に対して、デフォルトの給与等級を等級 3 に設定するとします。
報酬要素のデフォルトをすべてのジョブの 全従業員に適用するには、給与、追加所得、
福利厚生および税金のデフォルトを設定する場合などに、OWP_All の<メンバーを選択
します。たとえば、すべてのジョブおよび 組合の全従業員に対してデフォルトの報酬
要素を使用する場合は、OWP_All Union Code メンバーおよび OWP_All Jobs メンバー
を選択します。したがって、たとえば、OWP_All Union Code メンバーと OWP_All Job
メンバーを選択した場合、会計の Sue Doe (組合コードがデフォルト(組合コードなし))
と倉庫の Tom Blue (組合コードがトラック運転手)の報酬要素のデフォルトは同じにな
ります。

ノート:
要員では、「組合コードなし」という名前のレベル 0 のメンバーが、「組合コ
ード合計」の兄弟にシードされます。ただし、給与、追加所得、福利厚生お
よび税金のデフォルトを追加する場合、実行時プロンプトで「組合コードな
し」を選択することはできません。このニーズを満たすため、要員では、少
なくとも 1 つの兄弟の null メタデータ・メンバー(OWP_Unspecified Union
Code など)を OWP_All Union Code に追加することが求められます。
会社が「組合コード」を使用しない場合は、要員を有効にするときに、ディ
メンションの名前をビジネスにとって意味のある名前に変更できます。要員
を有効にしたときに「組合コード」の名前を変更しなかった場合は、
「組合コ
ード」ディメンションに含めるメンバーを作成し、ディメンションの別名を
好きな名前に変更できます。

「報酬プランニング」
、「デフォルト」
員のデフォルトを設定します。次に:

タブの順にクリックまたはタップし、要
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• 「給与」のデフォルトを設定するには、「給与」をクリックします。これらのデフォルト
は、新規採用またはジョブ給与のデフォルトに使用されます。
「仮定」、
「給与等級」
の順に使用して、プランナは、インポートした「給与等級」の給与基準(
「年次」や「1 時
間ごと」など)および給与レートを設定できます。
給与基準と給与レートを OEP_No Entity メンバーにインポートすると、それらがすべて
のエンティティで 使用されます。または、
「OEP_No Entity」を選択します(
「報酬プランニ
ング」、
「仮定」、「給与等級」)。
• 「追加所得」のデフォルトを設定するには、「追加所得」をクリックします。
• 「福利厚生」のデフォルトを設定するには、「福利厚生」をクリックします。
• 「税金」のデフォルトを設定するには、「税金」をクリックします。

ノート:
デフォルトを追加するとき、親ドライバ・ディメンション・メンバーまたはレベル・
ゼロ・メンバーを選択できます。

「給与マッピング」および「功績マッピング」の詳細は、要員と財務の統合のマッピングのカ
スタマイズを参照してください。

ヒント:
「給与」
、
「追加所得」、
「福利厚生」および「税金」のデフォルト、またはエンティテ
ィ間の「基本給与」あるいは「功績」のマッピングをコピーするには、メンバーを
右クリックし、
「すべてのエンティティでデータをコピー 」を選択し、
「OK」をクリ
ックします。元および先エンティティを 選択し、
「起動」をクリックします。このア
クションにより、メンバーをコピーする前にターゲットがクリアされます。
「すべてのエンティティで 等級のデータをコピー」を使用して、等級、レート情報お
よび等級の財務マッピングをコピーします。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的
この 45 分のチュートリアルでは、「給与のデフォ
ルト」を無効にするために、即時利用可能なテン
プレートを変更する方法を示します。最初に新規
の給与オプション・スマート・リストを作成し、
要員で使用される Groovy テンプレートを変更し
「要請の追加」
(
、
「要請の変更」および「既存の詳細
の変更」
)、スマート・リストで指定された給与オプ
ション: 「給与等級」および「給与基準とレート」
を使用します。

方法の学習
給与のデフォルトの無効化
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要員と財務の統合のマッピングのカスタマイズ
Note:
この機能は、
「フレキシブル勘定科目マッピング」を有効にした場合のみ使用
可能です。詳細は、フレキシブル勘定科目マッピングの有効化を参照してく
ださい。
デフォルトでは、要員と財務の統合に提供されているデータ・マップは、提供された
財務勘定体系を使用するように設定されています。
財務で独自の勘定体系を使用している場合、データ・マップがデータを正しい勘定科
目にプッシュするようにマッピングを変更できます。これにより、必要に応じて、給
与と功績を別々にマップすることもできます。
財務に勘定科目を追加した後、OFS_Cross Module Integration→OFS_Workforce
FinStmt Integration→OFS_Total Compensation の下の共有メンバーとして勘定科
目を必ず追加します。このステップにより、マッピングの変更時に独自の勘定科目を
選択できるようになります。
基本給与および功績勘定科目の要員と財務のメンバー・マッピングをカスタマイズす
るには:
1.

ホームページで「要員」をクリックし、「報酬プランニング」をクリックします。

2.

• 「等級」でフレキシブル勘定科目マッピング・ドライバを有効にした場合、
「仮
定」をクリックし、「財務勘定科目マッピング」タブをクリックします。
• 「デフォルト」でフレキシブル勘定科目マッピングを有効にした場合、
「デフォ
ルト」をクリックし、「給与マッピング」タブまたは「功績マッピング」タブ
をクリックします。
POV は、要員の「フレキシブル勘定科目マッピング」を有効にするときに「マッ
ピング・レベル」および「マッピング・ドライバ」に対して選択した内容によって
決まります。

3.

• 「等級」でフレキシブル勘定科目マッピング・ドライバを有効にした場合、マ
ップする財務勘定科目を選択し、「保存」をクリックします。
• 「デフォルト」でフレキシブル勘定科目マッピングを有効にした場合、フォー
ム上の行を右クリックし、「給与マッピングの追加」または「功績マッピング
の追加」を選択します。財務マッピングを適用する必要があるデフォルト・ド
ライバ・ディメンションごとに 1 つ以上のメンバーを選択し、マップ先にする
財務勘定科目を選択し、
「起動」をクリックします。

Note:
給与および功績メンバー・リストは、OFS_Total Compensation の財務
共有メンバーから移入されます。
4.

マッピングが完了したら、ルール OWP_Synchronize Mappings For Financial
Accounts または「デフォルトの同期」を実行します。

6-34

第6章

構成後のタスク
等級によって給与をマップすることを選択し、ロードしたデータに給与基準とレートのみが
あり、等級情報がない場合、これらの従業員のデータを正常に移動するには、コンポーネン
ト・ディメンションの OWP_No Grade へのマッピングを定義します。
「マッピング・ドライバ」が「デフォルト」に設定されているときにマッピングを削除するに
は、メンバーを右クリックして「財務マッピングの除去」を選択します。親メンバー勘定科
目を選択すると、親の下のすべてのマッピングが 削除されます。

Tip:
「給与」
、
「追加所得」、
「福利厚生」および「税金」のデフォルト、またはエンティテ
ィ間の「基本給与」あるいは「功績」のマッピングをコピーするには、メンバーを
右クリックし、
「すべてのエンティティでデータをコピー 」を選択し、
「OK」をクリ
ックします。元および先エンティティを 選択し、
「起動」をクリックします。このア
クションにより、メンバーをコピーする前にターゲットがクリアされます。
「すべてのエンティティで 等級のデータをコピー」を使用して、等級、レート情報お
よび等級の財務マッピングをコピーします。

要員と財務の間でデータをプッシュするために使用するデータ・マップの詳細は、ビジネス・
プロセスを統合するためのデータのプッシュを参照してください。財務統合サマリーも確認
できます: ホームページで「財務」、「分析」、「財務統合サマリー」の順にクリックします。

デフォルトの同期
「構成」ページで福利厚生と税金ウィザードを使用して、福利厚生、税金または追加所得のエ
ンティティ ・デフォルトを更新するたびに、
「デフォルトの同期」ビジネス・ルールを実行し
て、更新したデータを入力フォームにプッシュする必要があります。
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリックします。
2.

個人を含む行または空の行をハイライト表示します:
対象にあわせて次のようにビジネス・ルールを実行します:
•

1 名のみの場合は、その人物の名前を含む行をハイライト表示してからルールを実行
します

•

複数の人物の場合、または実行時プロンプトを使用してディメンションを選択する場
合は、空の行をハイライト表示してからルールを実行します

3. 「アクション」
、「ビジネス・ルール」
、「デフォルトの同期」の順にクリックします。

ビジネス・ルールによって、フォームのデータが再計算されて更新されます。

ノート:
コンポーネント(給与等級、福利厚生、税金、追加所得など)のメタデータを更新し
た場合は、
「報酬の定義の同期」ビジネス・ルールを実行して、更新した定義を割当
て済の従業員およびジョブにプッシュします。このルールは、エンティティ ・デフ
ォルトを更新しません。
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更新後のタスク
月次更新から要員のコンテンツを更新した後、次の情報に注意してください。
特定のリリースで使用可能な機能拡張には、一部の付属アーティファクトの 更新が含
まれます。これらのアーティファクトを 変更していない場合、アーティファクトおよ
び機能は、このリリースで自動的に使用可能になります。このリリース中、カスタマ
イズされたアーティファクトは 更新されないため、これらのアーティファクトをカス
タマイズ済で、新機能を利用する場合は、付録の要員アーティファクトの 更新の情報
を参照してください。
また、この付録を確認して新しいルールのリストを参照してください。新しいルール
をユーザーが使用できるようにするには、ユーザーにルールへのアクセス権を付与す
る必要があります。これを行うには、ホームページで「ルール」、OEP_WFP キュー
ブ、新しいルール、「権限」アイコンの順に選択します。
2021 年 8 月
要員の 2021 年 8 月コンテンツを更新した直後、これらのタスクを実行してください。
レポート・キューブへのカスタム・ディメンションの追加
この更新では、新規アプリケーションの場合、初めて機能を有効にするときにカスタ
ム・ディメンションをレポート・キューブ(OEP_REP)に追加するかどうかを選択でき
ます。
既存のアプリケーションの場合、次回機能を有効にするときにカスタム・ディメンシ
ョンをレポート・キューブに追加する 1 回かぎりのオプションがあります。機能を有
効にする前に、OEP_REP キューブ内のデータをクリアする必要があります。
レポート・キューブ(OEP_REP)にプッシュするディメンションを選択するには、レポ
ート・キューブへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください:
•

新規アプリケーションの場合、初めて機能を有効化するときにこのタスクを 1 回の
み実行できます。

•

既存のアプリケーションの場合、次回「機能を使用可能にする」で変更を加えると
きにこのタスクを実行する 1 回かぎりのオプションがあります。

•

既存のアプリケーションの場合、
「要員」または「戦略要員」のいずれかに対して、
次回「機能を使用可能にする」で変更を加えるときにこのタスクを実行する 1 回か
ぎりのオプションがあります。

功績仮定
•

新規ダッシュボード「要員および功績仮定」へのアクセス権をユーザーに付与しま
す。

• 「功績仮定」を有効にしており、
「グローバル」レベルでのプランニングを指定する
場合、「要員および功績仮定」ダッシュボードで会社仮定が使用され、エンティテ
ィは非表示になります。「エンティティ 当たり」レベルでのプランニングを指定す
る場合、「要員および功績仮定」ダッシュボードでエンティティが 使用され、会社
仮定は非表示になります。
•

既存の顧客の場合、「功績仮定」を有効にして「エンティティ 」または「グローバ
ル」によるプランニングを選択する場合、「エンティティ 」または「グローバル」
レベルでの「功績レート」、
「功績月」および「カットオフ日」のデータを入力する
必要があります。データ管理を使用して既存の従業員のデータをロードするとき、
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これらの仮定は増分的なデータの処理と同期ルールの一部として従業員にコピーされま
す。または、「功績月」あるいは「カットオフ日」を更新するときに必ず「ロードされた
データの処理」を実行できます。
更新された「従業員の詳細」フォーム
「コンポーネント」ディメンションには新規メンバーの「功績昇給」があり、これは功績勘定
科目のスマート・リスト値として割り当てられます。既存の顧客の場合、2021 年 8 月のコン
テンツを更新すると、
「従業員の詳細」フォームの「功績」の行見出しに、新しいスマート・
リスト値ではなく 1 が表示されます。「従業員の詳細」フォームを更新して新規メンバーの
「功績昇給」を表示するには、「報酬の計算」または「同期」ルールを実行します。
以前のリリース
•

要員の 2020 年 2 月コンテンツの更新直後に、新規ルール「1 回限り - 新規プロパティを
移入」を実行して、既存の「開始月」のデータを「開始日」勘定科目に変換する必要があ
ります。このルールは、コンテンツを更新した直後に、データのあるシナリオおよびバー
ジョンの各組合せに対して 1 度のみ実行してください。データを再計算するシナリオお
よびバージョンの組合せのみを指定してください。たとえば、履歴データの再計算は必要
ない場合があります。
最適なパフォーマンスのために、「1 回限り - 新規プロパティを移入」の実行前に、ディ
メンションを FIX 文から FIX Parallel に移動し、FIX Parallel 文に移動するディメンショ
ンのかわりにエンティティ・メンバー選択を FIX 文に移動することにより、プロセスの並
列処理に適したディメンションを使用するように FIX Parallel ディメンションを変更し
ます。この変更は、Calculation Manager の OWP_Populate New Properties_T テンプレ
ートで実行する必要があります。変更内容を保存した後、OWP_Populate New
Properties ルールをデプロイします。

ノート:
このルールを更新直後に実行しないと、どのルールを実行しても、結果として
一部のデータが失われる可能性があります。
「1 回限り - 新規プロパティを移
入」の実行前に誤ってルールを実行した場合は、
「1 回限り - 新規プロパティを
移入」を実行した後で、以前に実行したルールを再実行してください。
•

要員の 2019 年 5 月のコンテンツを更新した直後、新しいルール「1X BegBalance から
期間への報酬の詳細のコピー」を実行する必要があります。これにより、報酬の詳細が
BegBalance メンバーからすべての 月にコピーされます。このルールは、コンテンツを更
新した直後に、データのあるアクティブなシナリオおよびバージョンの 各組合せに対して
1 度のみ実行してください。このルールを実行するには、ホームページで「ルール」をク
リックし、
「すべてのキューブ 」をクリックして、
「キューブ」ドロップダウン・リストか
ら OEP_WFSC を選択します。次に、ルール「BegBalance から期間への報酬の詳細のコ
ピー」の「起動」をクリックします。

•

要員の 2018 年 7 月コンテンツを更新した直後に、新しいルールの「1 回限り - レートを
月にコピー」を実行して、レートを「BegBalance」メンバーからすべての 月にコピーす
る必要があります。このルールは、コンテンツを更新した直後に、データのあるアクティ
ブなシナリオおよびバージョンの各組合せに対して 1 度のみ実行してください。このル
ールを実行するには、ホームページで「ルール」をクリックし、「すべてのキューブ 」を
クリックして、
「キューブ」ドロップダウン・リストから OEP_WFSC を選択します。次
に、
「1 回限り - レートを月にコピー」ルールの「起動」をクリックします。
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• 「支払頻度」の設定が「一括支払い」に構成されたコンポーネントの場合: 一括支払
いオプションを選択しないかぎり、コンポーネントの費用は、引き続き、選択した
支払頻度の最初の月に発生します。
•

要員には、既存の従業員に関するデータを迅速に更新および処理するために 4 つの
フォームが用意されています。各フォームは、変更されたデータのみを処理する
Groovy ルールに関連付けられています。これらのフォームは、更新対象のデータ
の種類に応じて最適な処理を効率的に実行できるよう設計されています。これら
のフォームには、
「一括更新」タブからアクセスします。 Planning モジュールの操
作 の従業員およびジョブの詳細の更新を参照してください。
これらのフォームでは基本的に、フレックス・ディメンションおよびエンティテ
ィ・ディメンションがページに含まれています。フォームのロードのパフォーマン
スを分析してから、要件に応じて特定のディメンションをページから行に移動する
ことにより、これらのフォームのレイアウトを変更することをお薦めします。ペー
ジ上には年および期間もあります。変更したデータをロードおよび処理するため
に選択した年および期間を使用することが想定されます。年および期間の選択内
容は、「ロードされたデータの処理」ルールの実行時プロンプト値と同等です。
複数の同時ユーザーの効率的な処理を実現するために、Groovy ルールのデフォル
トの並列度は 2 に設定されています。ただし、プランナがこれらのフォームにアク
セスできないようにする場合、または低いレベルの同時性を想定している場合、設
計時プロンプト(DTP)値を調整して並列度を 4 に上げることができます。これに
より、データの大規模な変更の処理速度が上がります。

要員のルール
要員のビジネス・ルールは、ここに記載されている状況で実行します。

ヒント:
ルールの実行パフォーマンスを向上する方法の詳細は、要員のルールにおけ
るパフォーマンスの考慮事項を参照してください。

ビジネス・ルールを起動するには、「アクション」
、「ビジネス・ルール」、ルールの順
にクリックします。
•

デフォルトの同期 - 福利厚生、税金または追加所得のエンティティ・デフォルトを
更新した後、このルールを実行します。たとえば、新しい福利厚生を設定したり、
既存の福利厚生をエンティティ ・デフォルトから削除します。「新規採用」または
「既存の従業員の管理」フォームからこのルールを実行すると、更新されたエンテ
ィティ・デフォルトが従業員/ジョブ・レベルでプッシュされます。右クリック・
メニューを使用して「デフォルトの同期」を起動した場合は、選択されている従業
員とジョブの組合せに対してこれを使用します。
対象にあわせて次のように「デフォルトの同期」ルールを実行します:

•

–

1 人のみの場合、その人の名前を含む行を強調表示してから、ルールを実行し
ます。

–

複数の人の場合、または実行時プロンプトでディメンションを選択する場合、
空白部分を右クリックしてから、ルールを実行します。

報酬の定義の同期 - 既存の福利厚生、税金または追加所得を更新した後、このルー
ルを実行します。たとえば、レート表、支払い頻度、給与等級または最大値を更新
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したとします。「報酬の定義の同期」を実行すると、更新されたコンポーネント定義が従
業員およびジョブにプッシュされます。このルールは、エンティティ・デフォルトを更新
しません。
•

報酬の計算 - フォームでデータを更新した場合、費用を再計算するために、
「報酬の計算」
ルールを実行します。たとえば、従業員のステータスを変更した場合、その従業員の FTE
を確認してから、報酬の計算を実行します。
このルールを実行して、個々の従業員またはジョブの報酬を計算します。

• 「すべてのデータに 関する従業員報酬の計算」および「すべてのデータに 関するジョブ報
酬の計算」(ジョブのみのモデルの場合) - これらのルールを実行して、すべてのエンティ
ティまたはエンティティ 内のすべての 従業員またはジョブのデータを計算します。
•

ロードされたデータの処理 - 新しい報酬データをインポートした後、「ロードされたデー
タの処理」ルールを実行して、データをプランニング年範囲の必要な期間にコピーしま
す。このルール・セットを実行すると、処理月に異なる値をロードしていないかぎり、す
べての従業員について人数が 1、一部支払係数が 100%に設定されます。

ヒント:
4 つの要員の「一括更新」フォームで既存の従業員、エンティティおよびジョブに
関してソース・データを迅速に変更できます。各フォームは、変更されたデータの
みを処理する Groovy ルールに関連付けられています。Planning モジュールの操作
の複数の従業員およびジョブの詳細の更新を参照してください。

ノート:
「エンティティ 合計」の下の親エンティティを 選択することにより、ルール「デフォ
ルトの同期」、「報酬の定義の同期」および「ロードされたデータの処理」を複数の
エンティティに 対して一度に実行できます。パフォーマンス上の理由から、1 回の
パスですべてのエンティティのルールを 実行するかわりに、
「エンティティ 合計」で
別の子を選択してルールの複数インスタンスを実行することをお薦めします。

ノート:
ビジネス・ルールの実行時に無効なデータに関するエラー・メッセージが表示され
た場合、ルールのエラー・メッセージのトラブルシューティングを参照してくださ
い。

要員で使用される Groovy テンプレート
要員で使用される Groovy テンプレートのセキュリティを設定してください:
•

OWP_Add Requisition_GT—「採用要請の追加」メニュー・アイテム

•

OWP_Change Existing Details_GT—「既存の詳細の変更」および既存の従業員詳細の変
更メニュー・アイテム

•

OWP_Change Requisition_GT—「要請の変更」メニュー・アイテム
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•

OWP_Enable Job_GT
—「ジョブの追加」メニュー・アイテム

•

OWP_Change Salary_GT
—「給与の変更」メニュー・アイテム

•

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT—フォームへの
保存時に実行

•

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT—フォームへの保
存時に実行

•

OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT—フォームへの保存時に実行

•

OWP_Incremental Synchronize Definition_GT—フォームへの保存時に実行

•

OWP_Copy Data across Entities_GT

•

OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT

Groovy テンプレートのセキュリティを設定するには:
1. 「ホーム」ページで、
「ルール」、
「フィルタ」の順にクリックし、キューブおよびア

ーティファクト・タイプを選択します。

2.

ルールまたはテンプレートの横の「権限」をクリックし、「権限の割当」をクリッ
クします。

3. 「権限の割当」で、
「権限」をクリックし、権限を割り当てます。詳細は、アクセス

権限の設定を参照してください。

要員のルールにおけるパフォーマンスの考慮事項
これらのヒントを考慮することで、要員のルールの実行パフォーマンスを向上できる
可能性があります。
•

要員のルールでは、FIXPARALLEL 文が「エンティティ 」ディメンションで実行され
ると仮定されますが、これは大量のデータを「エンティティ 」ディメンションにロ
ードする場合に理想的です。ただし、大量のデータを別のディメンション(たとえ
ば、「プロジェクト」などのフレックス・ディメンション)にロードする場合、
FIXPARALLEL 文を変更してかわりに「プロジェクト」ディメンションに適用するこ
とで、パフォーマンスを向上できます。要員には、いくつかのルールおよびテンプ
レートで使用される OWP_Fix Parallel_T という名前のテンプレートが用意され
ています。OWP_Fix Parallel_T に依存するルールおよびテンプレートの詳細な
リストは、表表 1 を参照してください。最適なディメンションを反映するように
FIXPARALLEL 文を変更すると、すべての 依存ルールおよびテンプレートでパフォー
マンス向上が実現します。

ヒント:
FIXPARALLEL 文に含める最適なディメンションを決定するには、現実的
で代表的なデータを使用してテストを実行してみることをお薦めしま
す。
OWP_Fix Parallel_T テンプレートを変更するには:
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1.

2.

たとえば、FIXPARALLEL 文で使用するディメンションとして、Entity ではなく Flex
Dim1 を設定すると仮定します:
a.

OEP_WFP キューブの Calculation Manager で OWP_Fix Parallel_T テンプレー
トを開きます。

b.

"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(…"設計時プロンプト割当てオブジェクトを選択しま
す。

c.

等式の右側から先頭のカンマを削除して、"@RELATIVE({FlexDim1},0)"のみにし
ます。

d.

"Member selection of…"設計時プロンプト割当てオブジェクトを選択します

e.

@RELATIVE({Department},0)および[FlexDim1Fix],の FixParDimSel および
FixStmtMbrSel 式の等式の右側をそれぞれ入れ替えます。

f.

FixStmtMbrSel 式に含まれるようになった@RELATIVE({Department},0)の前に先
頭のカンマがあることを確認してください。

g.

テンプレートを保存します。

OWP_Fix Parallel_T を変更した後に、次のルールおよびテンプレートを再デプロイ
します。
表 6-5 OWP_Fix Parallel_T 依存ルールおよびテンプレート
ルール/テンプレート

名前

ルール

OWP_Process Loaded Data

ルール

OWP_Synchronize Defaults

ルール

OWP_Synchronize Definition

テンプレート

OWP_Incremental Process Data with
Synchronize Defaults_GT

テンプレート

OWP_Incremental Process Data with
Synchronize Definition_GT

テンプレート

OWP_Incremental Synchronize
Defaults_GT

テンプレート

OWP_Incremental Synchronize
Definition_GT

ノート:

•

–

本番環境で変更を適用する前に、テスト・インスタンスで変更をテスト
してください。

–

テンプレートを変更する場合、設計時プロンプト(DTP)を確認して、構
文(カンマの配置など)が有効でバランスがとれていることを確認しま
す。

組織の通常のプラクティスで、「ロードされたデータの処理」を実行した直後に「デフォ
ルトの同期」を実行する場合、同じ相対位置の「定義の同期」テンプレートのかわりに
「デフォルトの同期」テンプレートを使用するように「ロードされたデータの処理」ルー
ルを変更することで、実行時間を短縮できます。これを行うことで、「ロードされたデー
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タの処理」ルールに「デフォルトの同期」テンプレートを含める場合には不要とな
る「定義の同期」テンプレートの実行時間を排除できます(
「デフォルトの同期」に
は「定義の同期」のロジックが含まれているため)。
•

Oracle Fusion Human Capital Management などの人事または給与計算システムの
ソースから追加所得、福利厚生および税金の割当てを直接ロードする場合、「デフ
ォルトの同期」や「報酬の計算」を実行する必要はありません。この使用例で、ロ
ードされたすべてのデータに 対して報酬を計算する場合、「ロードされたデータの
処理」を実行するのみで十分です(これには「報酬の定義の同期」が含まれるた
め)。

•

すべての 要員データの一括ロードに対して、「データ管理」を使用して、増分デー
タ・ロード・プロセスを使用することをお薦めします。このプロセスは、要員デー
タをロードおよび計算するための最も効率的で最適なソリューションです。増分
要員データのロードおよび計算を参照してください。
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次も参照:
•

プロジェクトの機能の有効化

•

プロジェクトの構成
プロジェクトの機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

•

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合

•

構成後のタスク

•

プロジェクトのルール

プロジェクトの機能の有効化
プロジェクトのプランニングを開始する前に、プロジェクトの機能を有効化する必要があり
ます。使用する予定がある機能のみを有効化します。選択内容に基づいて、ディメンション、
ドライバ、フォームおよび勘定科目が移入されます。後から戻って追加の機能を有効化する
ことができますが、アプリケーションに含めるディメンションは最初に機能を有効化すると
きにすべてを 有効化する必要があります。

ノート:
一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
ビデオ
目的
プロジェクトの有効化および構成について学習し
ます。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud のプロジ
ェクトの構成

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的
この 90 分のチュートリアルでは、プロジェクトの
機能を構成して有効にする方法を示します。

方法の学習
プロジェクトの構成

このチュートリアルでは、契約プロジェクトおよ
び収益プランニングの追加での有効化、費用の計
契約プロジェクトおよび収益の追加で
画、収益の計画、および計画の分析の方法を示し
の有効化
ます。
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1.

ホームページで「アプリケーション」
をクリックします。

をクリックし、
「構成」

2. 「構成」リストで「プロジェクト」を選択してから「機能を使用可能にする」をク

リックします。

3.

有効化する機能を選択してから、
「有効化」をクリックします。特記しないかぎり、
後から戻って追加の機能を有効化することができます。現在使用する必要がある
機能のみを有効化してください。

表 7-1 プロジェクトの機能の有効化
有効化

説明

プロジェクト・タイプ

プランニングのためにプロジェクト・タイプを
選択します。
必要なプロジェクト・タイプのみを有効化しま
す。必要であれば、後から追加してプロジェク
ト・タイプを有効化することができます。
資本プロジェクトを有効化する前に、資本を有
効化し、
「プロジェクト」という名前(プロジェ
クトでのデフォルト・ディメンション名)のカ
スタム・ディメンションを資本に追加します。
名前を変更して、プロジェクトの「プロジェク
ト」ディメンションで別の名前を使用する予定
がある場合は、それと同じディメンション名を
資本で使用します。
プロジェクト・タイプの有効化を参照してくだ
さい。

収益

収益を管理できるようになります。
契約プロジェクトのみで選択できます。収益
を追跡するには、直接入力するか(「直接入力」)、
収益ドライバを設定します(「ドライバ・ベー
ス」)。収益プランニングに対応するアーティ
ファクト(フォーム、計算およびレポート)を追
加します。
プロジェクト収益の有効化を参照してくださ
い。

プロジェクト・ベネフィット

定性的および定量的のプロジェクト・ベネフィ
ットを追跡します。
プロジェクト・ベネフィットの有効化を参照し
てください。
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表 7-1 (続き) プロジェクトの機能の有効化
有効化

説明

費用

プランニングするプロジェクト関連の費用を
選択します。
費用を入力して(「直接入力」)、または費用ドラ
イバを設定して(「ドライバ・ベース」)、費用を
追跡します。費用プランニングに対応するフ
ォーム、計算およびレポートを追加します。要
員のジョブ・レートを使用するには最初に要員
を有効化する必要があります。従業員の稼働
率を追跡するには、要員をプロジェクトの前に
有効化して、粒度に「ジョブ」または「従業員
とジョブ」を選択する必要があります。資本の
設備レートを使用するには、最初に資本を有効
化する必要があります。
プロジェクト費用の有効化を参照してくださ
い。

ローリング予測

ローリング予測が有効になり、ローリング予測
期間範囲にわたるプロジェクトのレポートお
よび分析が可能になります。
ローリング予測の有効化を参照してください。

プロジェクト・レポート

プロジェクトに対してレポート・キューブを有
効化します。
「プロジェクト管理クラウド統合」を選択する
場合、この選択は必須です。このオプション
は、ハイブリッド Essbase が有効であるアプリ
ケーションにのみ使用可能です。

プロジェクト管理クラウド統合

Oracle Project Management Cloud との統合
を有効化します。統合をすべてサポートする
には、「プロジェクト・レポート」も選択する
必要があります。
このオプションは、ハイブリッド Essbase が有
効である 12 か月カレンダを使用するアプリケ
ーションにのみ使用可能であり、間接および資
本プロジェクトに対してのみサポートされま
す。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管
理の統合および「プロジェクト管理クラウド統
合」の有効化を参照してください。

ディメンションのマップ/名前変更

アプリケーションで最大 3 個のカスタ
ム・ディメンションを使用できます。プロ
ジェクトでは、提案されるディメンション
「ベンダー」
(
、
「フェーズ」および「プログ
ラム」)が提供されます。
カスタム・ディメンションを既存のディメ
•
ンションにマップします。
基本ディメンションの名前を変更します。
•
このステップは、最初にプロジェクトを有効化
するときに実行する必要があります。

•

「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
を参照してください。
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ディメンション、フォーム、勘定科目など、プロジェクトのアーティファクトが 移入
されます。

プロジェクト・タイプの有効化
「プロジェクト・タイプ」を選択し、有効化するプロジェクトのタイプを指定します:
•

契約 - 契約プロジェクトは顧客に対して実行される作業で、顧客は企業に払戻しを
行います。契約プロジェクトでは、基礎となる契約に基づいて収益が発生します。
そのためにかかるコストをプランニングします。契約プロジェクトの費用、収益お
よび請求を、クライアントが実行および払戻しを行うサービス用にすることができ
ます。契約プロジェクトは、「実費清算」、「固定価格」、「コスト加算」および「そ
の他」のいずれかにすることができます。

•

資本 - 資本プロジェクトは、長期間または短期間の投資プロジェクトで、資本資産
の工事(建物、堤防、道路など)のために請け負われます。プロジェクトに資本の分
類がある場合、プロジェクトの費用予算策定のみを行うことができます。ただし、
プロジェクトの財務または非財務ベネフィットを取得できます。資本プロジェク
トの費用は、資産の開発中に貸借対照表で建設仮勘定(CIP)として追跡されます。
資本プロジェクトが開始され、資産の準備が整ったら、CIP 資産を既存の資産と照
合する必要があります。資本プロジェクトを有効化する前に、資本を有効化し、
「プ
ロジェクト」という名前(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカス
タム・ディメンションを資本に追加します。名前を変更して、プロジェクトの「プ
ロジェクト」ディメンションで別の名前を使用する予定がある場合は、それと同じ
ディメンション名を資本で使用します。

•

間接 - 内部プロジェクトとも呼ばれるように、間接プロジェクトにはコスト影響が
ありますが、収益は発生しません。たとえば、人事チーム向けの、従業員の個人情
報を追跡するためのポータルを作成する IT プロジェクトは、間接プロジェクトで
す。プロジェクトが間接として分類される場合、プロジェクトの費用予算策定のみ
を行うことができます。ただし、プロジェクトの財務または非財務ベネフィットを
プランニングできます。

プロジェクト収益の有効化
プロジェクト収益をプランニングできるのは契約プロジェクトのみです。
契約プロジェクトに関連する収益をプランニングする場合は「収益」を選択し、収益
プランニングのオプションを選択します。収益プランニング方法を選択します:
•

直接入力—ユーザーがプランニング・フォームに値を直接入力できます。
直接入力を使用すると、事前定義済計算は使用されません。

•

ドライバ・ベース—ユーザーが収益計算のレートとドライバを入力できます。
ドライバ・ベースの収益プランニングを行うときは、入力する標準レートや収益ド
ライバが使用され、事前定義済の式に基づいて収益が計算されます。たとえば、オ
ンサイトおよびオフショアの請求可能リソースを使用して建設プロジェクトの収
益ドライバを設定できます。オンサイトおよびオフショア・リソースの請求可能レ
ートを指定します。労務収益は、リソース数、請求可能時間および請求可能レート
に基づいて計算されます。
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プロジェクト・ベネフィットの有効化
間接プロジェクトや資本プロジェクトでは、プロジェクト資産を分析するもう 1 つの方法と
してプロジェクト・ベネフィットの追跡があります。プロジェクト・ベネフィットをプラン
ニングすることで、財務ベネフィットを数値化することができ、プロジェクトのニーズの正
当化に役立ちます。プロジェクトの非財務ベネフィットをプランニングすることもできま
す。これは、プロジェクトを正当化し、プロジェクトの成功を判断するために役立ちます。
「プロジェクト・ベネフィット」を選択し、有効化するプロジェクト・ベネフィットのタイプ
を指定します:
•

財務—プロジェクトに関連付ける財務ベネフィットを定義します。ユーザーはプロジェ
クトのパフォーマンスを追跡できます。たとえば、新しい Web サイトを設定する場合、
プロジェクトから得られる可能性がある財務ベネフィットを追跡できます。たとえば、
Web サイトのリードから徐々に収益が上がることがあります。または、Web サイトで問
合せを扱うと、コール・センターの費用を節約することができます。あるいは、新しいビ
デオ会議施設によって出張費用を節約できるようになることがあります。

•

財務以外—非財務ベネフィットも定義できます。たとえば、新しい Web サイトによって
顧客満足指数が改善することや、プロジェクトへの投資によってユーザー・ベースが次第
に増加することがあります。ベネフィットを数値化して、様々なプロジェクト勘定科目に
マッピングできます。

ベネフィットを定義したら、パフォーマンスを追跡できます。
ユーザーは、これらの他に質的プロジェクト・ベネフィットを取得することもできますが、
これはプロジェクトの正当化に役立つ数値で追跡することはできません。たとえば、Web サ
イトのデザインの改善により顧客のユーザー・エクスペリエンスが 向上することに気が付く
場合があります。

プロジェクト費用の有効化
すべてのプロジェクト ・タイプの費用をプランニングできます。
プロジェクトに関連する費用をプランニングする場合は、
「費用」を選択してから、費用プラ
ンニング方法を選択します:
•

ドライバ・ベース—ユーザーが費用計算のドライバを入力します。
ドライバ・ベース・プランニングを行うときは、入力する標準レートや費用ドライバが使
用され、事前定義済の式に基づいて費用が計算されます。
いくつかの費用ドライバ・タイプを有効かできます:
–

労務 - プランナが、様々な労務関連コストの計算、開始日付と終了日付の設定、FTE
のプランニングなどを行うことができます。その他のオプションも選択できます:
*

要員からの統合—要員から労務コードおよびコードのレートを取り込みます。

*

従業員 - ジョブ・レベルではなく指定した従業員レベルでのプランニングを実行
できます。従業員稼働率の追跡に使用されます。

–

設備—プランナが、開始日付と終了日付やユニット数など、プロジェクトの設備費用
をプランニングできます。
「資本からの統合」を選択すると、資本資産を取り込んで、
プロジェクトに配賦することもできます。

–

材料—プランナがプロジェクトの材料費用をプランニングできます。たとえば、建設
プロジェクトでは製材、コンクリートおよび鉄筋が必要になります。
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•

直接入力—ユーザーがプランニング・フォームに値を直接入力できます。
直接入力を使用すると、事前定義済計算は使用されません。

ローリング予測の有効化
ローリング予測を有効にすると、プランナは 1 年の時間枠を超える継続的なプランニ
ングを実行できます。ローリング予測を有効にした後、「プランニングと予測の準備」
構成タスクを使用してローリング予測を構成することにより、週次レベル(13 週、26
週または 52 週)、月次レベル(12 か月、18 か月または 24 か月、および財務の場合は
30 か月、36 か月、48 か月、または 60 か月)あるいは四半期レベル(4 四半期、6 四半
期または 8 四半期)で継続的なプランニングを行います。13 期間カレンダを使用した
財務のアプリケーションでは、期間レベル(13 期間または 26 期間)で継続的にプランニ
ングできます。
「プランニングと予測の準備」構成タスクを使用して、ローリング予測範囲を定義しま
す。提供されたフォームを使用すると、ローリング予測を簡単に実装できます。ロー
リング予測は、財務では主にデータの入力および分析で使用しますが、プロジェクト
でローリング予測を有効にした場合、定義したローリング予測時間範囲にわたってプ
ロジェクトを分析できます。
ローリング予測を有効化および構成すると:
•

ローリング予測のプランニングおよび分析用のルール、フォームおよびダッシュボ
ードが作成されます。

•

ローリング予測範囲全体が表示されるようにフォームおよびダッシュボードが設
計されます。有効な交差を使用して表示内容が制御されます。

•

現在の期間を更新すると、フォームおよびダッシュボードが自動的に更新されま
す。必要に応じて新しい期間が追加または削除され、更新されたローリング予測範
囲を反映します。新しく追加された期間にトレンドおよびドライバが移入されま
す。有効な交差を使用してフォームが動的になります。

•

財務の場合、新規メンバー(OEP_Rolling Forecast)がシナリオ・ディメンション
に追加されます。標準予測メンバー(OEP_Forecast)もまだ使用可能なので、1 年
の時間枠の予測を可能にする標準予測手法およびローリング予測手法を使用でき
ます。

•

プロジェクトでは OEP_Rolling Forecast メンバーを使用して、対応する機関の予
測シナリオ(OEP_Forecast)を参照することにより、ローリング予測範囲のデータ
を動的に表示します。OEP_Rolling Forecast メンバーのデータ入力は許可され
ません。

•

レポートのために、KPI に 2 つのシナリオが追加されました:
–

OEP_TTM (12 か月の証跡)。このシナリオは、前の 12 か月のフローに基づい
た勘定科目のアクティビティをレポートします 。

– 「予測済 12」。フロー・タイプ勘定科目に対して、このシナリオは、(現在の期
間 + 11 個の将来の期間)の合計についてレポートします。残高タイプ勘定科目
に対して、このシナリオは将来のメンバー値 12 期間についてレポートします。
EPM Cloud を 2019 年 6 月 4 日より前に購入した場合、標準アプリケーションまたは
レポート・アプリケーションを Enterprise アプリケーションへと変換できます。アプ
リケーションを変換した場合、プランナは変換されたアプリケーションのローリング
予測手法を使用する既存のフォームを引き続き使用できます。ローリング予測を作成
するフォーム・プロパティがカスタム・キューブで引き続き使用可能であるためです。
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ビデオ
目的
ローリング予測を使用したプランニングについて
学習します。
ローリング予測の設定について学習します。

視聴するビデオ
概要: Planning におけるローリング予測.
Oracle Enterprise Planning Cloud でのロー
リング予測の設定.

「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメンショ
ンのマップ/名前変更」を次のように使用します:
•

カスタム・ディメンションを追加します。たとえば、チャネルと市場についてプランニン
グすることができます。このケースでは、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネ
ルおよび市場メンバーをインポートします。計算、フォームおよび他のアーティファクト
には、指定する追加のディメンションが含まれます。

•

既存のディメンションの名前と有効化するモジュール内のディメンションの名前が同じ
で、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前を変更します。

•

複数のモジュールで既存のディメンションを使用します。たとえば、財務を設定し、あと
からプロジェクトを有効にした場合、両者に共通の既存のディメンションを利用できま
す。この機能を使用すると、新しいモジュールを有効化するときに共通ディメンションを
再構築する必要がありません。

•

変換済の Planning アプリケーションでディメンションを再利用します。

プロジェクトの構成
プロジェクトの機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

1.

ホームページで「アプリケーション」
リックします。

をクリックし、「構成」

をク

2. 「構成」リストで「プロジェクト」を選択します。
3.

必須のタスクをすべて 実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「アクション」
を使用して、タスクのステータスを更新します。
ファイルのインポートやファイル・フォーマットの詳細は、データのインポートを参照し
てください。

4.

構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、データベ
ースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから「データベー
スのリフレッシュ」を選択します。「作成」をクリックしてから「データベースのリフレ
ッシュ」をクリックします。
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表 7-2 プロジェクトの構成
構成

説明

プロジェクト

プロジェクトをインポートします。
メンバーを「プロジェクト」ディメンションに
インポートすることにより、アプリケーション
にプロジェクトを移入します。

リソース・クラス

リソース・クラスをインポートします。リソー
ス・クラスは、労務、材料および設備コードで
構成されます。
プロジェクト費用をプランニングするために
使用する詳細ジョブをインポートします。メ
ンバーをインポートするか、あるいは要員が有
効化されている場合は、要員のジョブを使用で
きます。

ノート:
要員とプロジェ
クトを統合して
いる場合、ジョブ
をインポートす
る必要はありま
せん。ジョブは
要員から自動的
にインポートさ
れます。
エンティティ

エンティティをインポートします 。
部署、コスト・センター、事業部門など、ビジ
ネス階層を反映する「エンティティ 」ディメン
ション・メンバーをインポートします。
メンバーを含むファイルの場所(「ローカル」ま
たは「プランニング受信ボックス」)を選択し、
「参照」をクリックしてファイルを探し、ファ
イルの種類を指定して「インポート」をクリッ
クします。

ノート:
エンティティは
モジュール間で
共通のため、すべ
てのエンティテ
ィをまとめてイ
ンポートします。
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表 7-2 (続き) プロジェクトの構成
構成

説明

費用勘定科目

費用勘定科目を構成します。
使用する定義済アーティファクトを 選択しま
す。ビジネス・ニーズに合せてプロジェクト費
用を管理するために、カスタム・ドライバまた
は勘定科目を追加またはインポートします。
必要な場合には、カスタムの勘定科目に関連す
る論理または計算を追加する必要があります。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

収益勘定科目

収益勘定科目を構成します。
使用する定義済アーティファクトを 選択しま
す。ビジネス・ニーズに合せてプロジェクト収
益を管理するために、カスタム・ドライバまた
は勘定科目を追加またはインポートします。
必要な場合には、カスタムの勘定科目に関連す
る論理または計算を追加する必要があります。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

プランニングと予測の準備

プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間お
よび粒度のレベルを構成します。年ごとに異
なる基準でプランニングおよび予測できます。
プロジェクト・プランニングと予測の準備を参
照してください。

プロジェクトのプロパティ

プロジェクトのプロパティを構成します。
使用する定義済アーティファクトを 選択しま
す。勘定科目やドライバの追加とインポート
で使用したのと同じプロセスを使用して、カス
タム・プロジェクト・プロパティを追加または
インポートします。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

グローバル仮定

為替レートを設定します。
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を入力します。
さらに、標準労務レート、諸経費、労働日数お
よび時間数、割引率など、プロジェクトのグロ
ーバル仮定を入力します。
グローバル仮定の設定: 為替レートおよびグロ
ーバル・プロジェクト・レートの入力を参照し
てください。
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表 7-2 (続き) プロジェクトの構成
構成

説明

プロジェクト財務マッピング

プロジェクトと財務を統合している場合、各プ
ロジェクト勘定科目について、対応する財務勘
定科目を「スマート・リスト」で選択します。
マッピングは「エンティティなし 」レベル(デ
フォルト)で行うことができ、これはエンティ
ティ・レベル・マッピングが設定されていない
場合に使用されます。
財務が有効化されている場合のみ使用できま
す。

<customName>ディメンション

<customName>ディメンションのメンバーを
インポートします。
<customName>ディメンションを有効化した
場合に、プロジェクトとドライバの関連付けな
どのために使用します。

プロジェクト・プランニングと予測の準備
各モジュールについてプランの時間枠および粒度を構成できます。モジュールや年ご
とに異なる時間枠と粒度を設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、

現在の期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。

3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン

ニングを行うかを指定します

4. 「プラン」
、「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、

10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間を選択します。

5.

構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、「すべて 」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。
年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。
たとえば、FY20 では月ごと、FY21 では四半期ごとにプランニングする場合、FY20
の行では「月次」、FY21 の行では「四半期ごと」を選択します。 13 期間アプリケ
ーションの場合は、「月次」のかわりに「13 期間」を選択します。

6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択する
と、該当期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差
が設定されます。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ご
とのプランニングを有効にした場合は常に、代替変数 OEP_CurQtr が提供されま
す。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択する
と、現在の月が四半期の最後の月の場合にプロジェクトで現在の四半期をどのよう
に判別するかを選択できます。
現在の月が四半期の最後の月の場合は、プロジェクトで現在の四半期をどのように
定義するかについて、
「プランニングと予測の準備」でオプションを選択します:
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• 「予測で現在の期間をロック」を選択した場合、プロジェクトでは次の四半期が使用
されます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションを選択した場合、プロジェ
クトでは現在の四半期を Q2 として定義します。
• 「予測で現在の期間をロック」をクリアした場合、プロジェクトでは現在の四半期が
使用されます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションをクリア(選択を解除)
した場合、プロジェクトでは現在の四半期を Q1 として定義します。
ノート:
• 「予測で現在の期間をロック」は、最初の年の予測に対するプランニングの基準とし
て四半期を選択している場合にのみ使用可能になります。
モジュールごとに「予測で現在の期間をロック」のオプションを選択できます。

•
7.

プロジェクトについて、ローリング予測を有効にした場合、「ローリング予測」をクリッ
クして、継続的なプランニングのための基準を選択します。プランニング頻度(
「月次」ま
たは「四半期ごと」)、期間数、および実績期間数を選択します。
実績期間数では、フォームおよびダッシュボードにローリング予測期間と組み合せて表示
する実績データの期間数を定義します。
「ローリング予測範囲」は、選択した値に基づいて更新されます。
ローリング予測を構成するとき、プランニング頻度と期間数に基づいてフォームおよびダ
ッシュボードが設定されます。現在のプランニング期間を変更すると、ローリング予測の
フォームおよびダッシュボードが更新されます。期間が追加または削除されて、新しいロ
ーリング予測範囲を反映して実績期間が更新されます。
標準予測とローリング予測を組み合せて使用してプランニングできます。

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて 設定されます。

ヒント:
ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズする場
合、
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]
および
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName"
)]]のようにルールで Planning 数式を使用して、構成済の時間範囲情報を呼び出す
ことができます。
モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。
•

資本

•

財務

•

プロジェクト

•

要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での設計
のシナリオを参照してください。
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アカウントとドライバの追加および変更について
追加または変更する必要のあるカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メンバーお
よび他のアーティファクトの 数に応じて、次のいずれかのタスクを実行します:
•

少数—構成ページで直接追加または編集を行います

•

多数—次によってインポートします:
–

既存のセットをエクスポートします。

–

エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファク
トのための行やデータを追加します。

–

スプレッドシートをインポートします。

このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
カスタムの勘定科目およびドライバのインポ
ートについて学習します。

Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud の財務へのカスタムの勘定科
目およびドライバのインポート

詳細は、勘定科目とドライバの追加および管理を参照してください。

勘定科目とドライバの追加および管理
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.

アカウントまたはドライバを設定する構成タスクを選択します。

2.

リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。

3.

次のタスクを実行します:
•

アーティファクトを 追加するには、「アクション」メニューから「追加」を選
択して、新しい行に詳細を入力します。

•

一連のアーティファクトの 変更または多数のアーティファクトの 新規追加を
行うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして「アクシ
(
ョン」メニューの「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Microsoft
Excel で変更します。事前定義済アーティファクトの 編集や、アーティファク
トのコピー作成と変更を行って、新しいアーティファクトを 作成したり、新し
いアーティファクトを 追加したりします。その後、変更したファイルをインポ
ートします(「アクション」メニューから「インポート」を選択します)。可能な
場合には、カテゴリやサブカテゴリを使用して、関連する機能のアーティファ
クトをまとめます。
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•

カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたはインポ
ートするには、「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」を使用しま
す。

•

特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、「カテゴリ」
または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクスポート」を
使用します。

ノート:
•

カスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、提供されているメンバ
ーと競合しないようにします。

•

ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライバの式を調べ
て、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどうか確認します。参照している
場合は、削除に対応するようにロジックを更新します。

グローバル仮定の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートはここで説
明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レートのインポー
トの詳細は、 Planning の管理 の簡易複数通貨アプリケーションの為替レート・タイプのイン
ポートを参照してください。
為替レートを手動で設定するには:
1.

通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。

2. 「グローバル仮定」をクリックして、<基本通貨>に対する為替レートタスクを開きます。

ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力します。

3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.

各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォームを保
存します。

フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、アプリケ
ーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケーションの基本
通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。これは、データの変換
に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プランナがシナリオ、年および
バージョンに固有のレートを入力できるようにします。

ノート:
新しいバージョン・メンバーを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを入
力する必要があります。

グローバル・プロジェクト・レートの入力
収益および費用の計算を促進する標準レートについて、諸経費、労働日数および時間数、労
務レート、設備レートなど、グローバル・プロジェクト仮定を入力します。プロジェクトの
設定で「標準労務レートの上書き」、「標準設備レートの上書き」または「標準材料レートの
上書き」が「はい」になっている場合、プランナがプロジェクトのこれらの値を上書きでき
ます。
グローバル・プロジェクト仮定を入力するには:
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1. 「グローバル仮定」をクリックします。
2.

入力するグローバル仮定に対応する水平タブを選択し、仮定の詳細を入力します。
•

標準レート—設備、労務および材料のレートを指定します。

•

諸経費—様々な勘定科目の諸経費を指定します。たとえば、エンジニアリング
または製造の諸経費レートのプランニングや、施設諸経費の配賦を行うことが
できます。

•

割引率—NPV 計算で使用される年ごとの割引率を指定します。

•

労務の標準レート - 様々なジョブのレートを指定します。

•

労働日数および労働時間数—1 か月の労働日数および時間数を指定します(こ
れはエンティティごとに 変わる場合があります)。たとえば、様々な地域や部
署に応じて、異なる稼働日数および時間数を設定できます。

ロードされるフォームは、有効化した機能と統合に基づきます。

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の
統合
次も参照:
•

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 プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設定)

• 「プロジェクト管理クラウド統合」の有効化
•

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合用のカスタム・スマート・
リスト・エントリの作成

•

レポート・キューブへの接続の設定

•

ジョブを使用した EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の間のデータ
のインポートおよびエクスポート

•

既存の実装の移行(1 回かぎりの設定)

•

プロジェクト管理との統合のための EPM Planning プロジェクト・ルール

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。
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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は、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。
さらに、EPM Planning プロジェクトは、ワンクリック自動化を提供し、統合を簡素化する次
の 3 つのジョブ・タイプを管理者に提供します: 「プロジェクトと予算のエクスポート」、
「プ
ロジェクト実績のインポート」および「プロジェクトと予算のインポート」
。
このガイドの他に、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合に必要な設定につ
いて説明したホワイト・ペーパーを参照できます。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
(Oracle サポートへのアクセスが必要です)。

実装シナリオ
一般的な統合の実装シナリオ:
•

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理がどちらも新規です。この統合の設定に
ついては、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設
定)を参照してください。

•

EPM Planning プロジェクトがすでに実装済で、既存のプロジェクトがあります。そして、
プロジェクト管理を実装して 2 つを統合したいと考えています。この場合、統合をサポー
トするためにアプリケーションを更新し、データを移行する必要があります。EPM
Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設定)およびプロ
ジェクト管理への既存の EPM Planning プロジェクト実装の移行(1 回かぎりの設定)を参
照してください

•

プロジェクト管理がすでに実装済で、プロジェクト管理にプロジェクトが存在していま
す。そして、EPM Planning プロジェクトを実装して 2 つを統合したいと考えています。
この場合、データ移行を実行して、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・レベルでプロジェクト、予算および実績コストを移行する必要が
あります。この移行が完了した後は、このプロセスを継続的に実行しないでください。こ
れ以降は、EPM Planning プロジェクトでプロジェクトのプランニングおよび予算作成を
開始し、プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にプッシュします。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設定)および
EPM Planning プロジェクトへの既存のプロジェクト管理実装の移行(1 回かぎりの設定)
を参照してください。
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ノート:
会社ですでに EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の両方を実装
済であり、カスタム統合を構築しているか互いに無関係にアプリケーション
を操作している場合は、この統合を使用する前に前提条件としてプロジェク
トを調整する必要があります。

統合の考慮事項
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合に関する考慮事項:
•

ハイブリッド Essbase が有効である EPM Planning プロジェクト・アプリケーシ
ョンに対してのみサポートされます。

•

標準の SKU 顧客は、データをインポートおよびエクスポートするために、データ
管理の統合ではなくプランニング・ジョブを使用する必要があります。ハイブリッ
ド Essbase が有効である必要があります。

•

12 か月カレンダのみを使用する EPM Planning プロジェクト・アプリケーション
に対してサポートされます。

•

EPM Planning プロジェクトでは、間接および資本プロジェクトのみサポートされ
ます。

•

EPM Planning プロジェクトで有効になっているプロジェクトのタイプは、プロジ
ェクト管理で使用されているプロジェクトのタイプと一致する必要があります。

•

EPM Planning プロジェクト・キューブとのみ統合されます。カスタム・キューブ
はサポートされません。

•

EPM Planning プロジェクトで、統合が正しく機能するためには、日付フォーマッ
トの設定が MM/DD/YY である必要があります。

•

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ます。4-4-4 会計カレンダはサポートされません。

•

プロジェクト管理では、間接、資本および非スポンサード・プロジェクトがサポー
トされます。契約プロジェクトおよび助成金はプロジェクト管理でサポートされ
ていますが、対象範囲外です。

•

計画済費用(プロジェクト管理の予算)および実績コストは、リソース・クラス・レ
ベル(労務、設備、材料、その他のリソースなど)で共有されます。

•

確定コストではなく、実績コストのみがインタフェースされます。

•

詳細予算は戦略的予算に対して合計金額でのみ検証できます。

•

EPM Planning プロジェクト・アプリケーションが複数通貨アプリケーションであ
る場合、すべての 通貨がプロジェクト管理の財務プラン・タイプにも含まれている
ことを確認してください。金額は、入力通貨を使用して EPM Planning プロジェク
トから転送されます。

•

統合する前に、EPM Planning プロジェクトのエンティティ 階層をプロジェクト管
理のプロジェクト所有組織とあわせてください。
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統合のワークフロー
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合では次のワークフローが使用されま
す:
1.

統合を設定します(1 回かぎりの管理者タスク)。

2.

EPM Planning プロジェクトでプロジェクトおよびプロジェクト予算を作成およびプラン
ニングします。

3.

EPM Planning プロジェクトでプロジェクトが承認されたら、EPM Planning プロジェク
トからプロジェクト管理にプロジェクトおよびプロジェクト予算をエクスポートします。
プランナは、データ統合の統合を使用してこのタスクを実行できます。または、管理者は
EPM Planning プロジェクト・ジョブを実行またはスケジュールして、このタスクを実行
できます。

4.

プロジェクト管理でプロジェクトを処理します。
プロジェクト・マネージャがプロジェクト管理で、オプションで戦略的予算に対して検証
される詳細予算を準備します。プロジェクトが実行されると、プロジェクト管理で実績コ
ストが収集されます。

5.

プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにプロジェクトの実績をインポート
します。
プランナは、データ統合の統合を使用してこのタスクを実行できます。または、管理者は
EPM Planning プロジェクト・ジョブを実行またはスケジュールして、このタスクを実行
できます。

6.

EPM Planning プロジェクトで、実行されているプロジェクトのモニター、プロジェクト
予算の確認と更新および差異分析の実行を行います。

7.

定期的にポートフォリオ・マネージャが組織の予算を再プランニングして、別の予算バー
ジョンをプロジェクト管理に送信します。
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EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設
定(1 回かぎりの設定)
次のタスクを実行して、EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合を有効
にします。
EPM Planning プロジェクトまたはプロジェクト管理をすでにスタンドアロンで実装
している場合は、移行を使用できます。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合を設定するには:
1.

EPM Planning プロジェクトおよび統合オプションを有効にします。「プロジェク
ト管理クラウド統合」の有効化を参照してください。
「プロジェクト管理クラウド統合」、
「プロジェクト・レポート」,および「費用」を
有効にする必要があります。
既存の EPM Planning プロジェクト・アプリケーションがある場合、追加でプロジ
ェクト管理クラウド統合を有効にできます。このオプションを追加で有効にする
場合は追加ステップが必要で、その内容はこのチェックリストに含まれています。

2.

EPM Planning プロジェクトを構成します(まだ構成されていない場合)。プロジェ
クトの構成を参照してください。
プロジェクト管理クラウド統合を追加で有効にする場合、必要な新規構成タスクは
ありません。

3.

提供されているスマート・リストを更新して、プロジェクト管理からプロジェク
ト・テンプレート名を追加します。EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管
理の統合用のカスタム・スマート・リスト・エントリの作成を参照してください。

4.

レポート・キューブへの接続を設定します。レポート・キューブへの接続の設定を
参照してください。
このステップは、プランナがデータのインポートおよびエクスポートのためにデー
タ統合の統合を実行する場合のみ必要です。このステップは、管理者がデータのイ
ンポートおよびエクスポートのために EPM Planning プロジェクトのジョブを使
用する場合は必要ありません。

5.

データ統合で、追加で必要な設定タスクを実行します。Oracle Enterprise
Performance Management Cloud データ統合の管理の EPM Planning プロジェク
トと Oracle Project Management の統合プロセスの説明を参照してください。

6.

必要に応じて、提供されているルールおよび統合へのアクセスをユーザーに付与し
ます。
プロジェクト管理クラウド統合を有効にする際に提供されるルール・リストについ
ては、プロジェクト管理との統合のための EPM Planning プロジェクト・ルールを
参照してください。
データ統合で統合を初期化する際に提供される統合リストについては、Oracle
Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理の統合プロジェク
ト・ファイル参照を参照してください。

7.

オプションで、ジョブを実行するか、スケジュールしてインポートおよびエクスポ
ート・プロセスを自動化します。ジョブを使用した EPM Planning プロジェクトと
プロジェクト管理の間のデータのインポートおよびエクスポートを参照してくだ
さい。

8.

EPM Planning プロジェクトの既存のスタンドアロン実装がある場合は、統合をサ
ポートするために既存のプロジェクトおよび予算を移行します。プロジェクト管
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理への既存の EPM Planning プロジェクト実装の移行(1 回かぎりの設定)を参照してくだ
さい。
9.

プロジェクト管理の既存のスタンドアロン実装がある場合は、統合をサポートするために
既存のプロジェクト、予算および実績を移行します。EPM Planning プロジェクトへの既
存のプロジェクト管理実装の移行(1 回かぎりの設定)を参照してください。

ノート:
データのロードに新規メンバー OPF_Load を使用することをお薦めします。詳細
は、プロジェクト・アーティファクトの 更新を参照してください。
プロジェクトの準備が完了し、ユーザーがプロジェクトおよびプロジェクト予算を入力でき
るようになります。プロジェクト、プロジェクト予算およびプロジェクト管理の操作の詳細
は、Planning モジュールの操作の統合された EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管
理の操作タスクの概要を参照してください。
プロジェクト管理での作業の詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装の
Enterprise Performance Management とプロジェクト管理の連携方法を参照してください。
統合後にプロジェクト管理でプロジェクト所有組織を変更する場合は、EPM Planning プロジ
ェクトでデータを新規エンティティに 手動で移動した後、古いエンティティからプロジェク
トおよび予算データを削除する必要があります。このオプションは、EPM Planning プロジェ
クトのプロジェクトに対応するエンティティのみが 存在する場合に機能します。(プロジェク
ト管理では、1 つのプロジェクトが 1 つのエンティティのみに 対応します。)
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的

方法の学習

Planning のプロジェクトモジュールを Oracle
Fusion Cloud Project Management (プロジェク
ト管理)と統合する方法について学習します。
EPM Planning プロジェクトで、プロジェクトを EPM Planning のプロジェクトとプロジェクト管
作成し、サマリー予算データを入力し、プロジェ 理の統合
クトを承認してから、プロジェクトおよび予算デ
ータをプロジェクト管理にプッシュする統合ジョ
ブを実行します。プロジェクト管理で、プロジェ
クト・マネージャを割り当て、詳細なプロジェク
ト予算を作成し、プロジェクトの実績データを収
集します。次に、EPM Planning プロジェクトで、
プロジェクト管理からプロジェクトの実績をイン
ポートし、実績と計画データの間の差異分析を実
行できるようにそれらを計算します。
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目的

方法の学習

Oracle Fusion Cloud Project Management (プロ
ジェクト管理)と統合するための EPM Planning
プロジェクト管理の統合のための EPM
プロジェクトの構成方法を確認します。即時利用
Planning の構成
可能なプロジェクト管理の統合機能の有効化、プ
ロジェクト・テンプレート名でのプロジェクト・
スマート・リストの更新、
「エンティティ 」ディメ
ンションへのプロジェクト組織の追加、プロジェ
クトのレポート・キューブへの内部接続の設定の
方法について学習します。
Planning と統合するための、Oracle Fusion
Cloud Project Management (プロジェクト管理)
EPM Planning の統合のためのプロジェ
での要件の設定方法を学習します。セキュリティ
クト管理の構成
を構成する必要があるロールおよび権限につい
て、および財務プラン・タイプ、プロジェクト・
テンプレートおよび予算承認ワークフローの定義
方法について学習します。
Planning と Oracle Fusion Cloud Project
Management (プロジェクト管理)の間でデータを
EPM Planning とプロジェクト管理のマ
コピーするために使用するデータ統合ジョブの構
ッピングおよび統合オプションの構成
成方法について確認します。統合の定義を初期化
した後、実装要件に基づいてそれらを確認および
更新する必要があります。各統合定義について、
ソースおよびターゲット・ディメンションのマッ
プ、フィルタ・オプションの設定、およびカレン
ダ統合オプションの設定の方法について学習しま
す。
Planning と Oracle Fusion Cloud Project
Management (プロジェクト管理)の間のデータ統
EPM Planning とプロジェクト管理のデ
合要件の設定方法について確認します。ソース・
ータ統合の設定
システムとしてのプロジェクト管理の登録、ソー
ス接続の構成、アプリケーションの登録、アプリ
ケーション詳細でのディメンションのマップ、デ
ータのプッシュに使用する統合ジョブの初期化、
および期間マッピングの定義の方法について学習
します。

「プロジェクト管理クラウド統合」の有効化
「プロジェクト管理クラウド統合」を選択し、Oracle Project Management Cloud との
統合を有効にします。統合をサポートするには、「プロジェクト・レポート」および
「費用」も選択する必要があります。
このオプションは、12 か月カレンダを使用し、ハイブリッド Essbase が有効であるア
プリケーションにのみ使用可能です。これは、間接および資本プロジェクトに対して
のみサポートされます。
既存の EPM Planning プロジェクト・アプリケーションがあり、追加でプロジェクト管
理クラウド統合を有効にする場合は、EPM Planning プロジェクトを有効化および構成
して設定タスクを実行した後に、追加のタスクを実行する必要があります。プロジェ
クト管理クラウド統合を使用するための既存の EPM Planning プロジェクト・アプリケ
ーションの更新を参照してください。
EPM Planning プロジェクトの有効化の詳細は、プロジェクトの機能の有効化を参照し
てください
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「プロジェクト管理クラウド統合」を有効化した場合に起こる内容
プロジェクト管理クラウド統合およびプロジェクト・レポートを有効にすると、次の変更が
発生します:
•

CapitalProjectTemplate および IndirectProjectTemplate の 2 つのスマート・リストが
アプリケーションに追加されます。

•

ルールがアプリケーションに追加されます。プロジェクト管理との統合のための EPM
Planning プロジェクト・ルールを参照してください。

•

ジョブ・タイプはアプリケーション「プロジェクトと予算のエクスポート」、
「プロジェク
ト実績のインポート」および「プロジェクトと予算のインポート」に追加されます。

•

レポート・キューブ(PFP_REP)がアプリケーションに追加されます。レポート・キュー
ブに対して有効化されるディメンションは、有効にした機能に応じて異なります。

•

一部の勘定科目が「勘定科目」ディメンションに追加されます。

•

メンバーが「リソース・クラス」ディメンションに追加されます(OPF_Load および
OPF_Adjustment (+/-))。

•

既存のスマート・リストが変更されます。プロジェクト優先度が「優先度なし」を含むよ
うに更新されます。「ランク」がランクなしを含むように更新されます。

•

有効な交差ルールであるリソース・クラスが変更されます。

•

一部のルールおよびフォームは統合をサポートするために変更されています。プロジェ
クト・アーティファクトの 更新を参照してください。

データ統合で統合を初期化すると、追加のアーティファクトがアプリケーションに 追加され
ます。

EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合用のカ
スタム・スマート・リスト・エントリの作成
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合を有効にすると、
CapitalProjectTemplate および IndirectProjectTemplate の 2 つのスマート・リストがアプ
リケーションに追加されます。EPM Planning プロジェクトで、プロジェクトに関連付けるプ
ロジェクト管理テンプレートごとにスマート・リスト・エントリを追加します。
プランナが「プロジェクト詳細」フォームでスマート・リストを使用して各 EPM Planning プ
ロジェクトをプロジェクト管理のプロジェクト・テンプレートに関連付けます。
1.

ホームページで、「ナビゲータ」アイコン

をクリックします。

2. 「作成および管理」で「スマート・リスト」をクリックします。
3.

作業するプロジェクトのタイプに応じて、「CapitalProjectTemplate」または
「IndirectProjectTemplate」を選択し、
「編集」

をクリックします。

4. 「エントリ」タブをクリックします。
5. 「追加」
6.

をクリックします。

スマート・リスト・エントリとして表示される名前とラベルを追加します。ラベルはプロ
ジェクト管理のプロジェクト・テンプレート名に対応している必要があります。
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プロジェクト管理のプロジェクト・テンプレートのエクスポート・レポート BIP
レポートで、プロジェクト・タイプごとにプロジェクト・テンプレートのリストを
取得できます。
7.

必要な数のエントリを追加して、「保存」をクリックします。

詳細は、スマート・リストの管理を参照してください。

レポート・キューブへの接続の設定
このステップは、プランナがデータのインポートおよびエクスポートのためにデータ
統合の統合を実行する場合のみ必要です。このステップは、管理者がデータのインポ
ートおよびエクスポートのために EPM Planning プロジェクトのジョブを使用する場
合は必要ありません。
プロジェクト管理クラウド統合で使用するために提供されているレポート・キューブ
への接続を設定するには:
1.

ホーム・ページで、「ツール」、「接続」の順にクリックします。

2. 「作成」
、「その他の Web サービス・プロバイダ」の順にクリックします。
3. 「接続名」に「プロジェクト・レポート」と入力します。
4. 「URL」に、接続を設定しているマシンへの URL を次の書式で入力します。

http://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/
Application Name/jobs。ここで、Application Name は、この統合用に作成した
Planning アプリケーションの名前です。

5. 「詳細設定オプション」をクリックし、次のパラメータを設定します:

• 「タイプ」リストから「ヘッダー」を選択します。
• 「名前」に「Content-Type」と入力します。
• 「値」に「application/json」と入力します。
6.

ユーザー名とパスワードを入力し、「保存して閉じる」をクリックします。

ノート:
接続が成功しなかった場合は、ユーザー名を入力するときにドメイン名を含
めてください。たとえば、domainName.userName です。ここで、domainName
は、管理者から提供された URL の一部です。
たとえば、us1 データ・センター領域のアイデンティティ ・ドメイン
exampleDoM でプロビジョニングされた、epmid が example の EPM Cloud 環
境の場合、URL は次のようになります:
本番環境: https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud
テスト環境: https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/
epmcloud
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ジョブを使用した EPM Planning プロジェクトとプロジェクト
管理の間のデータのインポートおよびエクスポート
プロジェクトとプロジェクト管理の統合を有効にすると、ワンクリック自動化を提供し、統
合を簡素化するジョブ・タイプを管理者が使用できるようになります:
•

プロジェクトと予算のエクスポート。このジョブを継続的に使用して、EPM Planning プ
ロジェクトからプロジェクト管理にプロジェクトおよびプロジェクト予算をエクスポー
トします。プロジェクトと予算のエクスポート(進行中のタスク)を参照してください。

•

プロジェクト実績のインポート。このジョブを継続的に使用して、プロジェクト実績が使
用可能になれば、プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにプロジェクト実績
をインポートします。プロジェクト実績のインポート(進行中のタスク)を参照してくだ
さい。

•

プロジェクトと予算のインポート。このジョブを 1 回のみ使用して、既存のプロジェクト
管理実装を EPM Planning プロジェクトに移行します。ジョブを使用したプロジェクト
と予算のインポート(1 回かぎりの設定)を参照してください。

各ジョブ・タイプには、
「プロジェクト管理クラウド統合」を有効にした際に設定した統合に
対するデータ統合からの情報が事前に移入されます。プロジェクト管理に送信されるデータ
の量を制限するために、EPM Planning プロジェクトで使用可能なデータに基づいて開始期間
と終了期間が移入されます。
ジョブを使用すると統合プロセスが簡素化されます:
•

複数の統合を実行するためにデータ統合を使用する必要はありません。EPM Planning プ
ロジェクト・モジュールでジョブを直接起動できます。

• 「データベースのリフレッシュ」や「インポート済プロジェクトの計算」などの必要な追
加ルールがジョブに含まれているため、ステップ数は少ないです。
•

ジョブをスケジュールして都合のよい時間に実行し、プロセスを自動化できます。

管理者のみがジョブを実行およびスケジュールできます。プランナは引き続きデータ統合の
統合を使用して、データをインポートおよびエクスポートできます。プランナがこれらの統
合タスクを実行するための指示は、Planning モジュールの操作の 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。
ジョブの詳細は、Planning の管理のジョブの管理を参照してください。

プロジェクトと予算のエクスポート(進行中のタスク)
プロジェクトを作成し、プロジェクト費用を入力し、プロジェクト予算の準備ができて EPM
Planning プロジェクトで承認されたら、プロジェクトおよびプロジェクト予算を 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。管理者は継続的に「プ
ロジェクトと予算のエクスポート」ジョブを使用して、プロジェクトおよびプロジェクト予
算をエクスポートでき、ジョブを定期的に実行するようにスケジュールできます。
管理者のみがジョブを実行およびスケジュールできます。または、プランナはデータ統合の
統合を使用して、プロジェクトおよび予算をエクスポートできます。プランナがプロジェク
トおよび予算をエクスポートするための指示は、Planning モジュールの操作の EPM Planning
プロジェクトからプロジェクト管理へのプロジェクト・データおよび予算のエクスポートを
参照してください。
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ジョブを使用するとプロセスが簡素化されます。ジョブ「プロジェクトと予算のエク
スポート」を実行すると、次のタスクがジョブの一部として実行されます:
•

データベースのリフレッシュ

•

プロジェクトのエクスポート

•

プロジェクト予算のエクスポート

EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理にプロジェクトおよびプロジェク
ト予算をエクスポートするには:
1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、
「ジョブ」をクリックします。

2. 「ジョブのスケジュール」をクリックし、
「プロジェクトと予算のエクスポート」を

クリックします。

3. 「今すぐ実行」をクリックするか、ジョブをスケジュールするオプションを指定し、

「次」をクリックします。
ジョブには、「プロジェクト管理クラウド統合」を有効にした際に設定した統合に
対するデータ統合からの情報が事前に移入されます。
「統合ジョブ名(プロジェクト
のエクスポート)」および「統合ジョブ名(予算のエクスポート)」のリストには、す
べてのプロジェクト管理カレンダに対して定義されたすべての 統合が含まれます。
「シナリオ」、「バージョン」および「エンティティ 」は移入されますが、変更でき
ます。プロジェクト管理に送信されるデータの量を制限するために、EPM
Planning プロジェクトで使用可能なデータに基づいて開始期間と終了期間が移入
されます。

4. 「統合ジョブ名(プロジェクトのエクスポート)」および「統合ジョブ名(予算のエク

スポート)」の統合ジョブ名を選択します。

Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、
「統合ジョブ名(プロジェ
クトのエクスポート)」および「統合ジョブ名(予算のエクスポート)」に
使用可能な統合が複数あります。これらはそれぞれ異なる名前で始ま
り、それぞれ異なる事業部門に関連付けられます。実装に必要な統合を
実行します。
5.

必要に応じて、「シナリオ」、「バージョン」および「エンティティ 」の選択と、開
始期間と終了期間を変更し、
「次」をクリックします。

6.

ジョブ詳細を確認し、「終了」をクリックします。

EPM Planning プロジェクトでプロジェクトおよびプロジェクト予算を追加または更
新する場合は、必要に応じてこのジョブを実行またはスケジュールします。

プロジェクト実績のインポート(進行中のタスク)
EPM Planning プロジェクトのプロジェクトを作成および承認し、プロジェクトおよび
予算をプロジェクト管理にエクスポートすると、プロジェクト・マネージャがプロジ
ェクト管理で、オプションで戦略的予算に対して検証される詳細予算を準備します。
プロジェクトが実行されると、プロジェクト管理で実績コストが収集されます。
プロジェクト管理で実績の準備ができたら、EPM Planning プロジェクトに実績データ
をインポートします。
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管理者は継続的に「プロジェクト実績のインポート」ジョブを使用して、プロジェクト実績
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でき、ジョブを定期的に実
行するようにスケジュールできます。
管理者のみがジョブを実行およびスケジュールできます。または、プランナはデータ統合の
統合を使用して、実績をインポートできます。プランナが実績をインポートするための指示
は、Planning モジュールの操作のプロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトへの実
績データのインポートを参照してください。
ジョブを使用するとプロセスが簡素化されます。ジョブ「プロジェクト実績のインポート」
を実行すると、次のタスクがジョブの一部として実行されます:
•

プロジェクト実績のインポート

•

インポート済プロジェクトの計算

さらに、日付範囲に代替変数を使用して、このジョブを定期的に実行するようにスケジュー
ルすることを簡素化できます。代替変数を使用する場合、実績に最新の日付範囲を使用する
ように、ジョブ定義を定期的に更新する必要はありません。かわりに、代替変数の値を更新
します。
プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトに実績をインポートするには:
1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「ジョブ」をクリックします。

2. 「ジョブのスケジュール」をクリックし、
「プロジェクト実績のインポート」をクリックし

ます。

3. 「今すぐ実行」をクリックするか、ジョブをスケジュールするオプションを指定し、
「次」

をクリックします。
ジョブには、
「プロジェクト管理クラウド統合」を有効にした際に設定した統合に対する
データ統合からの情報が事前に移入されます。「統合ジョブ名(プロジェクト実績)」のリ
ストには、すべてのプロジェクト 管理カレンダに対して定義されたすべての 統合が含まれ
ます。「シナリオ」、「バージョン」および「エンティティ 」は移入されますが、変更でき
ます。
デフォルトでは、開始期間と終了期間は代替変数を使用します。

4. 「統合ジョブ名(プロジェクト実績)」の統合ジョブ名を選択します。

Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、
「統合ジョブ名(プロジェクト実
績)」に使用可能な統合が複数あります。これらはそれぞれ異なる名前で始まり、
それぞれ異なる事業部門に関連付けられます。実装に必要な統合を実行しま
す。
5.

必要に応じて、
「シナリオ」、
「バージョン」および「エンティティ 」の選択を変更し、
「次」
をクリックします。
現在ジョブを実行している場合、開始期間と終了期間も変更できます。ジョブをスケジュ
ールする場合、代替変数を使用して、様々な期間に対するこのジョブの実行を簡素化でき
ます。
ここで選択するエンティティ 値は、
「インポート済プロジェクトの計算」ルールの入力と
して使用されます。(その事業部門に対応する値をフェッチするために、エンティティ 値
がプロジェクト管理に渡されることはありません。データ統合で、フィルタを設定してプ
ロジェクト管理事業部門のデータを取得します。
)
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6.

ジョブ詳細を確認し、「終了」をクリックします。

既存の実装の移行(1 回かぎりの設定)
プロジェクト管理への既存の EPM Planning プロジェクト実装の移
行(1 回かぎりの設定)
既存の EPM Planning プロジェクト・アプリケーションがあり、プロジェクト管理およ
び統合を実装する場合は、最初に EPM Planning プロジェクト・アプリケーションに対
する更新を実行してから、プロジェクトおよび予算をプロジェクト管理にエクスポー
トする必要があります。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設定)に記
載された設定ステップを完了した後でこれらのタスクを実行します。
EPM Planning プロジェクトで作成した既存のプロジェクトおよびプロジェクト予算
を移行してプロジェクト管理で使用できるようにするには:
1.

統合をサポートするために、既存の EPM Planning プロジェクトアプリケーション
に対する更新を実行します。プロジェクト管理クラウド統合を使用するための既
存の EPM Planning プロジェクト・アプリケーションの更新を参照してください。

2.

EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理にプロジェクトおよびプロジェ
クト予算をエクスポートします。
•

ジョブを使用してこのタスクを実行するには、プロジェクトと予算のエクスポ
ート(進行中のタスク)を参照してください。

•

データ統合の統合を使用してこのタスクを実行するには、Planning モジュール
の操作の EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理へのプロジェク
ト・データおよび予算のエクスポートを参照してください。

この初期設定後、EPM Planning プロジェクトで新規プロジェクトの作成または予
算の更新を行う場合はいつでも、必要に応じて定期的にプロジェクトおよびプロジ
ェクト予算をエクスポートできます。

プロジェクト管理クラウド統合を使用するための既存の EPM Planning プロ
ジェクト・アプリケーションの更新
既存の EPM Planning プロジェクト・アプリケーションがあり、追加でプロジェクト管
理クラウド統合を有効にする場合、次のステップを実行してアプリケーションを更新
します:
1.

既存のプロジェクトにプロジェクト名の別名がない場合は、別名を指定します。デ
ィメンション・エディタを使用するか、アウトライン・ロード・ユーティリティを
使用できます。
プロジェクトの別名は、プロジェクト管理のプロジェクト名に対応します。

2.

統合するプロジェクトごとに、「名前」というプロジェクト・プロパティに別名と
同じ値を移入します。「名前」は、「勘定科目」ディメンションの OPF_Required
Properties の下にあります。ディメンション・エディタを使用するか、アウトラ
イン・ロード・ユーティリティを 使用できます。

3.

25 文字以下になるように既存のプロジェクト・メンバー名を変更します。
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プロジェクト・メンバー名は、プロジェクト管理のプロジェクト番号に対応します。
プロジェクト管理クラウド統合が有効な場合、作成する新規プロジェクトにプロジェクト
番号を入力する必要があります。これは、EPM Planning プロジェクトでプロジェクト・
メンバー名として保存されます。
4.

プロジェクト管理のプロジェクト・テンプレートを、EPM Planning プロジェクトの既存
する各プロジェクトに関連付けます。これは、「プロジェクト詳細」フォームで実行する
か、またはアウトライン・ロード・ユーティリティを 使用できます。

5.

EPM Planning プロジェクトで提供されているプロジェクトの承認(OPF_Approve
Projects)ルールを使用して、プロジェクトを承認します。承認されているプロジェクトの
みプロジェクト管理にエクスポートできます。
プロジェクトを承認すると、プロジェクト管理にエクスポートする準備が完了しているこ
とを示す統合ステータスが設定されます。
アウトライン・ロード・ユーティリティを 使用して、プロジェクト承認ステータスおよび
統合ステータスを変更することもできます。

6.

プロジェクト管理クラウド統合を追加で有効にしている場合、プロジェクトのレポート・
キューブ(PFP_REP)はカスタム・メンバーに対して自動的には有効になりません。必要
に応じて、次に対してプロジェクトのレポート・キューブを有効にします:
•

エンティティ 、プロジェクトなどのカスタム・メンバー。

•

ジョブや従業員などの要員が有効な場合に使用される、ディメンション内で使用可能
なカスタム・メンバー。

7.

一部のルールおよびフォームはこの統合をサポートするために変更されます。ルールま
たはフォームをカスタマイズしてある 場合は、プロジェクト・アーティファクトの 更新を
参照してください。

8.

データのロードに新規メンバー OPF_Load を使用することをお薦めします。詳細は、プ
ロジェクト・アーティファクトの 更新を参照してください。

次に、EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理にプロジェクトおよびプロジェクト
予算をエクスポートします。EPM Planning プロジェクトからプロジェクト管理へのプロジ
ェクト・データおよび予算のエクスポートを参照してください。

EPM Planning プロジェクトへの既存のプロジェクト管理実装の移行(1
回かぎりの設定)
既存のプロジェクト管理実装があり、EPM Planning プロジェクトおよびこの 2 つの間の統合
を実装する場合は、プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトに、サマリー・レベル
でプロジェクト、予算および実績を移行する必要があります。これは 1 回かぎりのタスクで
す。
EPM Planning プロジェクトには、この 1 回かぎりのデータ移行を実行するための 2 つの方法
が用意されています:
•

EPM Planning プロジェクトから実行するジョブ「プロジェクトと予算のインポート」。こ
の方法を使用するには、ジョブを使用したプロジェクトと予算のインポート(1 回かぎり
の設定)を参照してください。

•

データ統合から実行する統合。この方法を使用するには、データ統合の統合を使用したプ
ロジェクトと予算のインポートを参照してください。

データ移行の完了後に、EPM Planning プロジェクトでプロジェクトのプランニングおよび予
算作成を開始し、プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポート
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する必要があります。戦略的予算を作成するためのプロジェクト管理でのプロジェク
トの操作。プロジェクトが実行されるとプロジェクト管理で実績コストが収集され、
これを後で EPM Planning プロジェクトにインポートできます。
EPM Planning プロジェクトとプロジェクト管理の統合の設定(1 回かぎりの設定)に記
載された設定ステップを完了した後でこれらのタスクを実行します。

ジョブを使用したプロジェクトと予算のインポート(1 回かぎりの設定)
「プロジェクトと予算のインポート」ジョブにより、サマリー・レベルでのプロジェク
ト管理から EPM Planning プロジェクトへのプロジェクト、予算および実績の移行の 1
回かぎりのタスクが簡素化されます。
ジョブ「プロジェクトと予算のインポート」を実行すると、次のタスクがジョブの一
部として実行されます:
• 「プロジェクトのインポート」統合を実行します。
•

プロジェクト予算のインポート統合を実行します。

•

ルールセット「インポート済プロジェクトの計算」を実行します。

ジョブを使用して、プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにプロジェク
ト、予算および実績をインポートするには:
1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、
「ジョブ」をクリックします。

2. 「ジョブのスケジュール」をクリックし、
「プロジェクトと予算のインポート」をク

リックします。

3. 「今すぐ実行」をクリックするか、ジョブをスケジュールするオプションを指定し、

「次」をクリックします。
ジョブには、「プロジェクト管理クラウド統合」を有効にした際に設定した統合に
対するデータ統合からの情報が事前に移入されます。
「統合ジョブ名(プロジェクト
のインポート)」および「統合ジョブ名(予算のインポート)」のリストには、すべて
のプロジェクト管理カレンダに対して定義されたすべての 統合が含まれます。
「シ
ナリオ」、「バージョン」および「エンティティ 」は移入されますが、変更できま
す。データの量を制限するために、EPM Planning プロジェクトのカレンダ設定に
基づいて開始期間と終了期間が移入されます。

ここで選択するエンティティ 値は、
「インポート済プロジェクトの計算」ルールの
入力として使用されます。(その事業部門に対応する値をフェッチするために、エ
ンティティ 値がプロジェクト管理に渡されることはありません。データ統合で、フ
ィルタを設定してプロジェクト管理事業部門のデータを取得します。)
4. 「統合ジョブ名(プロジェクトのインポート)」および「統合ジョブ名(予算のインポ

ート)」の統合ジョブ名を選択します。

Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、
「統合ジョブ名(プロジェ
クトのインポート)」および「統合ジョブ名(予算のインポート)」に使用
可能な統合が複数あります。これらはそれぞれ異なる名前で始まり、そ
れぞれ異なる事業部門に関連付けられます。実装に必要な統合を実行し
ます。
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5.

必要に応じて、「シナリオ」、「バージョン」および「エンティティ 」の選択と、開始期間
と終了期間を変更し、「次」をクリックします。

6.

ジョブ詳細を確認し、「終了」をクリックします。

7.

実績をインポートします(継続実行するタスク)。プロジェクト管理から EPM Planning プ
ロジェクトに最初にプロジェクトを移行するときにこのタスクを実行し、プランニング・
サイクルの必要に応じて繰り返し実行します。
2 つの方法のいずれかで、このタスクを実行できます:
a.

ジョブの使用。プロジェクト実績のインポート(進行中のタスク)を参照してくださ
い。

b.

統合の実行。Planning モジュールの操作のプロジェクト管理から EPM Planning プ
ロジェクトへの実績データのインポートを参照してください。

データ統合の統合を使用したプロジェクトと予算のインポート
Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、プロジェクトのインポートおよび
プロジェクト予算のインポート用に複数の統合ジョブが構成されています。これら
はそれぞれ異なる名前で始まり、1 つのカレンダと関連付けられ、それぞれ異なる
事業部門に関連付けられます。1 つの事業部門に対するプロジェクトのインポート
およびプロジェクト予算のインポートの統合を実行してから、別の事業部門に対す
るプロジェクトのインポートおよびプロジェクト予算のインポートを続行します。
プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトにプロジェクト、予算および実績をインポ
ートするには:
1.

ホームページで、「アプリケーション」
、「データ交換」の順にクリックします。

2.

プロジェクト組織をインポートします(オプション、1 回かぎりのタスク)。「データ統合」
でプロジェクト組織のインポートを選択し、
「実行」 をクリックします。オプションを
指定し、「実行」をクリックします。
オプション:
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - マージ

•

開始期間 - BegBalance

•

終了期間 - BegBalance

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
デフォルトでは、この統合によって OEP_Total Entity の下の「エンティティ 」ディメンシ
ョンにメンバーがインポートされます。
このオプションのステップでは、プロジェクト管理から EPM Planning プロジェクトのエ
ンティティ 階層に組織構造がインポートされます。または、プロジェクト管理からインポ
ートせずに、EPM Planning プロジェクトでエンティティ 階層に移入できます。
この統合が完了するまで待ってから次に進みます。
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3.

プロジェクト定義およびプロジェクト・プロパティを含めてプロジェクトをインポ
ートします(1 回かぎりのタスク)。「データ統合」で「プロジェクトのインポート」
を選択し、
「実行」 をクリックします。オプションを指定し、
「実行」をクリック
します。

Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、プロジェクト予算のイ
ンポートに使用可能な統合が複数あります。これらはそれぞれ異なる名
前で始まり、それぞれ異なる事業部門に関連付けられます。実装に必要
な統合を実行します。
オプション:
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - マージ

•

開始期間 - BegBalance

•

終了期間 - BegBalance

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
この統合によって、EPM Planning プロジェクトの「プロジェクト」ディメンショ
ンにメタデータ・メンバーがインポートされます。プロジェクトのタイプに応じ
て、メンバーは「プロジェクト合計」→「すべてのプロジェクト 」→「内部プロジ
ェクト」→「間接プロジェクト」または「プロジェクト合計」→「すべてのプロジ
ェクト」→「内部プロジェクト」→「資本プロジェクト」のいずれかにインポート
されます。統合時にプロジェクト・タイプを識別するためのマッピングが設定され
ます。
プロジェクトのインポートが完了すると、プロジェクト・プロパティのインポート
が自動的に実行されます。この統合によって、プロジェクト名、プロジェクトの説
明、プロジェクト開始日などのプロジェクト・プロパティ・データがインポートさ
れます。
この統合が完了するまで待ってから次に進みます。
4.

プロジェクト予算をインポートします(1 回かぎりのタスク)。
「データ統合」でプロ
ジェクト予算のインポートを選択し、「実行」 をクリックします。オプションを
指定し、「実行」をクリックします。

Note:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合、プロジェクト予算のイ
ンポートに使用可能な統合が複数あります。これらはそれぞれ異なる名
前で始まり、それぞれ異なる事業部門に関連付けられます。実装に必要
な統合を実行します。
オプション:
•

インポート・モード - 置換

•

エクスポート・モード - マージ
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•

開始期間 - 開始日を選択します

•

終了期間 - 終了日を選択します

この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
この統合によって、OEP_Plan に予算データがインポートされます。
プロジェクト予算のインポートが完了すると、EPM プロジェクト・ステータスのエクス
ポートが自動的に実行されます。この統合によって、EPM Planning プロジェクトでこれ
らのプロジェクト管理のプロジェクトに統合済のマークが付けられ、同じプロジェクト予
算データが再インポートされなくなります。
この統合が完了するまで待ってから次に進みます。
5.

プロジェクトのロール・アップ・ルールを実行します。

6.

実績をインポートします(継続実行するタスク)。プロジェクト管理から EPM Planning プ
ロジェクトに最初にプロジェクトを移行するときにこのタスクを実行し、プランニング・
サイクルの必要に応じて繰り返し実行します。
2 つの方法のいずれかで、このタスクを実行できます:
a.

ジョブの使用。プロジェクト実績のインポート(進行中のタスク)を参照してくださ
い。

b.

統合の実行。Planning モジュールの操作のプロジェクト管理から EPM Planning プ
ロジェクトへの実績データのインポートを参照してください。

プロジェクト管理との統合のための EPM Planning プロジェク
ト・ルール
プロジェクト管理クラウド統合を有効にすると、ルールおよびルールセットが追加されます。
ルール
•

プロジェクト統合エラー・ステータスの変更(OPF_Change Project Integration Error
Status): 「プロジェクト詳細」フォームの「アクション」メニューからこのルールを実行
して、統合ステータスを「エラー」から「初期」または「準備完了」のいずれかに変更し
ます。

•

四半期ごとおよび年次から月次への分散 - 調整(OPF_Spread Qrtly and Yearly to
Months - Adjustments): このルールは、
「プロジェクト費用の調整」フォームで「保存時
に実行」に設定されており、四半期ごとおよび年次の費用を月次に分散します。

ルールセット
•

インポート済プロジェクトの計算(OPF_Calculate Imported Projects)
インポートされたデータをロールアップし、材料費用/収益のキャッシュ・フローを計算
します。このルールは統合シナリオの範囲外でも使用できます。
入力: 通貨、エンティティ 、シナリオ、バージョン、プロジェクト。すべてのレベル ・ゼ
ロのメンバーが計算に含まれる場合は、通貨、エンティティおよびプロジェクトに 親メン
バーを指定できます。
ルールの構成:
–

OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects: 材料費用/収益のキャッシュ・フロ
ーを計算します。
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•

–

OPF_Rollup Project Cube: データをロールアップします(既存のルール)。

–

OPF_Set Missing Properties for Reporting: インポートされたプロジェクト
の欠落したプロジェクト統合ステータス、ランクおよび優先度を設定します
(該当する場合)。

承認済プロジェクトのエクスポート(OPF_Export Approved Projects)
プロジェクト管理との統合のために、「承認済」(プロジェクト・ステータス)およ
び「内部」または「準備完了」(プロジェクト統合ステータス)であるすべてのプロ
ジェクトをエクスポートします。このルールセットはデータ管理によって呼び出
されます。
入力: シナリオ、バージョン、エンティティ 。親メンバーの下にあるすべてのレベ
ル・ゼロのメンバーが計算に含まれるように、エンティティに 親メンバーを指定で
きます。
ルールの構成:

•

–

OPF_Prepare Data For Reporting: レポート・キューブに移動するためのデー
タを準備します。

–

OPF_Set Missing Properties for Reporting: インポートされたプロジェクト
の欠落したプロジェクト統合ステータス、ランクおよび優先度を設定します
(該当する場合)。

–

OPF_Execute Project Reporting Data Maps: データ・マップを実行して、
OEP_PFP キューブから PFP_REP レポート・キューブにプロジェクト・デー
タを移動します。

–

OPF_Merge Data Slice: ゼロをクリアし、PFP_REP レポート・キューブのデ
ータ・スライスをマージします。

–

OPF_Export Project Properties To File: 統合ステータスが「初期」または「準
備完了」である承認済プロジェクトを、プランニング送信ボックスのファイル
にエクスポートします。エクスポートはレポート・キューブから実行されま
す。

–

OPF_Reset Integration Properties: 統合ステータスの説明をクリアします。

統合プロジェクト・リストのエクスポート(OPF_Export Integrated Project List)
統合ステータスで統合済ステータスになっているプロジェクトをエクスポートし
ます。このルールはデータ管理によって呼び出されます。
入力: シナリオ、バージョン、エンティティ 。親メンバーの下にあるすべてのレベ
ル・ゼロのメンバーが計算に含まれるように、エンティティに 親メンバーを指定で
きます。
ルールの構成:
–

OPF_Set Missing Properties for Reporting: インポートされたプロジェクト
の欠落したプロジェクト統合ステータス、ランクおよび優先度を設定します
(該当する場合)。

–

OPF_Execute Project Reporting Data Maps: データ・マップを実行して、
OEP_PFP キューブから PFP_REP レポート・キューブにプロジェクト・デー
タを移動します。

–

OPF_Merge Data Slice: ゼロをクリアし、PFP_REP レポート・キューブのデ
ータ・スライスをマージします。
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–

•

OPF_Export Integrated Project List To File: 統合ステータスが統合済であるプロジ
ェクトを、レポート・キューブからプランニング送信ボックスのファイルにエクスポ
ートします。

プロジェクト予算のエクスポート(OPF_Export Project Budget)
プロジェクト予算をプランニング受信ボックスのファイルにエクスポートします。この
ルールは統合には使用されませんが、ユーザーが費用をファイルにエクスポートできるよ
うに用意されています。ただし、ファイルが大きくなりすぎないようにするためにプロジ
ェクトの数が制限されています。
入力: シナリオ、バージョン、エンティティ 。親メンバーの下にあるすべてのレベル ・ゼ
ロのメンバーが計算に含まれるように、エンティティに 親メンバーを指定できます。
ルールの構成:
–

OPF_Prepare Data For Reporting: レポート・キューブに移動するためのデータを準
備します。

–

OPF_Set Missing Properties for Reporting: インポートされたプロジェクトの欠落
したプロジェクト統合ステータス、ランクおよび優先度を設定します(該当する場合)。

–

OPF_Execute Project Reporting Data Maps: データ・マップを実行して、OEP_PFP
キューブから PFP_REP レポート・キューブにプロジェクト・データを移動します。

–

OPF_Merge Data Slice: ゼロをクリアし、PFP_REP レポート・キューブのデータ・
スライスをマージします。

–

OPF_Export Project Budget To File: すべてのプロジェクトの 個々の費用合計レベ
ルの費用をプランニング受信ボックスのファイルにエクスポートします。エクスポ
ートはレポート・キューブから実行されます。

また、プロジェクト管理クラウド統合を有効にすると、一部のルールが変更されます。プロ
ジェクト・アーティファクトの 更新を参照してください。

構成後のタスク
プロジェクトとプログラムのマッピング
「プログラム」ディメンションを有効化した場合は、分析のためにプロジェクトを 1 つのプロ
グラムにまとめることができます。このタスクを実行するには、あらかじめプロジェクトを
追加しておく必要があります。
「プログラム」ディメンションを有効化すると、属性ディメンションとして追加されます。デ
ィメンション・エディタでプロジェクトをプログラムにマッピングします。
プロジェクトをプログラムにマッピングするには:
1.

ホームページでナビゲータ
ンション」を選択します。

をクリックし、
「作成および管理」カテゴリから「ディメ

2. 「ディメンション」ドロップダウン・リストから「プロジェクト」を選択します。
3. 「アクション」メニューで「カスタム属性」を選択します。
4. 「プログラム」をクリックして、
「属性値」ペインに移します。
5. 「+」をクリックしてプログラム・メンバーを追加します。
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6.

プログラムを選択し、そのプログラムに関連付けるプロジェクトを「属性値」で選
択します。

7.

データベースをリフレッシュします。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
目的

方法の学習

このチュートリアルでは、プログラムをプロジ
ェクトに割り当てて、プログラム別にプロジェ
クトを分析する方法を示します。

て

プログラムへのプロジェクトの割当

プロジェクトのルール
ルールを実行して、アプリケーションの値を計算します。ホームページで「ルール」
をクリックします。

ヒント:
プロジェクトのルールのみを表示するには、
「フィルタ」の横の「すべてのキ
ューブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_PFP」を選択します。
プロジェクトのルール:
•

OPF_Add Project - 新規プロジェクトをオンザフライで追加します。

•

OPF_Add Expense Line Item - 新規費用ライン・アイテムをプロジェクト内に追
加します。

•

OPF_Add Revenue Line Item - 新規収益ライン・アイテムをプロジェクト内に追
加します。

•

OPF_Approve Project - プロジェクトのステータスを「承認済」に設定します。
このプロジェクトは推進される可能性が高いため、計画データを予測シナリオにコ
ピーします。

•

OPF_Calculate Capitalized Expense - 資本プロジェクトの資産計上可能費用を
計算します。

•

OPF_Calculate Direct Expense - すべてのプロジェクトの 直接費を計算します。

•

OPF_Calculate EVM - プロジェクトの収益値メジャー(設定されたターゲットに
基づくスケジュールおよびコスト差異)を計算します。

•

OPF_Calculate Expense CashFlow - プロジェクトに設定された仮定に基づい
て、費用に関連するキャッシュ・フローを計算します。

•

OPF_Calculate Expense - 設定されたドライバ・ベースの仮定に基づいて、労務、
材料および設備に対するドライバ・ベースの費用を計算します。

•

OPF_Calculate Financial Benefits - 集計された財務ベネフィットを計算します。
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•

OPF_Calculate Non Financial Benefits - 年合計を計上して、非財務ベネフィットを計算
します。

•

OPF_Calculate Overhead Expenses - 指定されたドライバに基づいて、諸経費費用を計
算します。

•

OPF_Calculate Payback period - プロジェクトに計画された費用とベネフィットに基
づいて、回収期間を計算します。

•

OPF_Calculate Payback period Revenue - プロジェクトの費用と収益に基づいて、回収
期間を計算します。

•

プロジェクトの計算

•

OPF_Calculate Project Benefits - 間接プロジェクトおよび資本プロジェクトのプロジ
ェクト・ベネフィットを計算します。

•

OPF_Calculate Revenue - プロジェクト・タイプ(実費清算、コスト加算または直接)に基
づいて、契約プロジェクトの収益を計算します。

•

OPF_Calculate Revenue cash flows - 収益実現のためのキャッシュ・フローを計算しま
す。

•

OPF_Calculate Revenues

•

OPF_Copy Data to Finstmt - すべてのプロジェクトのデータ 集計後、定義されたマッピ
ングに基づいて、プロジェクトから財務にデータを移動します。

•

OPF_Delete Project - プロジェクトを削除します。

•

OPF_Execute Project to Capital Map Reporting - プロジェクト費用から資本資産を作
成します。

•

OPF_Execute Project to Capital Map Reporting - Capitalized - リソース・クラスに基
づいて、プロジェクト費用から資本資産を作成します。

•

OPF_Execute Project to WFP Map Reporting - 割り当てられたジョブ・コードと従業員
FTE、労務時間および費用を要員に移動します。

•

OPF_Prepare Detailed Forecast Data - 月と年の予測のデータを編成します。

•

OPF_Prepare High Level Forecast Data - 月および年の概要レベル予測のデータを編成
します。

•

OPF_Push data to capex from Projects - 配賦された費用に基づいて、プロジェクトか
ら資本に、計画された資本的支出仮勘定にデータを移動します。

•

OPF_Recognize Revenue - 割り当てられた収益認識ドライバに基づいて、収益認識を計
算します。

•

OPF_Refresh Project Dates - インポートされたプロジェクトの費用または収益を直接
入力する前に、またはプロジェクト日付が変更されたときに、このルールを実行します。

•

OPF_Remove Line items - プロジェクトからライン・アイテムを削除します。

•

OPF_Rollup Project Cube - 階層全体にわたるプロジェクトの集計を計算します。

•

プロジェクトのロール・アップ - プロジェクトを集計し、勘定科目マッピングに基づいて
データを財務にプッシュします。

プロジェクト管理クラウド統合を有効にすると、ルールが追加されます。プロジェクト管理
との統合のための EPM Planning プロジェクト・ルールを参照してください。
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次も参照:
•

資本の機能の有効化

•

資本の構成
資本の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

•

構成後のタスク

•

資本のルール

•

カスタム減価償却または償却方法の作成

資本の機能の有効化
資本資産のプランニングを開始する前に、資本の機能を有効化する必要があります。使用す
る予定がある機能のみを有効化します。選択内容に基づいて、ディメンション、ドライバ、
フォームおよび勘定科目が移入されます。後から戻って追加の機能を有効化することができ
ますが、アプリケーションに含めるディメンションは最初に機能を有効化するときにすべて
を有効化する必要があります。最初に資本の機能を有効化するときに「名前付き資産」も指
定する必要があります。

ノート:
一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
ビデオ
目的

視聴するビデオ

資本の有効化および構成について学習します。
構成

Oracle Enterprise Planning Cloud の資本の

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
目的
この 60 分のチュートリアルでは、資本の機能を構
成して有効にする方法を示します。

方法の学習
資本の構成
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1.

ホームページで「アプリケーション」
をクリックします。

をクリックし、
「構成」

2. 「構成」リストで「資本」を選択し、
「機能を使用可能にする」をクリックします。
3.

有効化する機能を選択します。特記しないかぎり、後から戻って追加の機能を有効
化することができます。現在使用する必要がある機能のみを有効化してください。

表 8-1 資本の有効化
有効化

説明

新規設備投資

新規設備投資を選択します。
「新規設備投資」の有効化を参照してください。

既存資産の管理

既存の資本資産を選択します。
「既存資産の管理」の有効化を参照してくださ
い。

ディメンションのマップ/名前変更

アプリケーションで最大 3 個のカスタ
ム・ディメンションを使用できます。
カスタム・ディメンションを既存のディメ
•
ンションにマップします。
基本ディメンションの名前を変更します。
•
このステップは、最初に資本を有効化するとき
に実行する必要があります。

•

資本をプロジェクトと統合する場合、「プロジ
ェクト」という名前(プロジェクトでのデフォ
ルト・ディメンション名)のカスタム・ディメ
ンションを追加します。他の名前を付ける場
合は、すべてのモジュールで 同じディメンショ
ン名になるようにしてください。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
を参照してください

ディメンション、フォーム、勘定科目など、資本のアーティファクトが 移入されます。

「新規設備投資」の有効化
固定資産の新規設備投資を行うことができます。オプションで、リース資産(車両など)
または無形資産(著作権など)についてプランニングすることもできます。「名前付き資
産」を選択して、資産の名前を詳細レベルでプランに追加し、プランニング・サイク
ルで追加する予定がある名前付き資産の概数を指定します。
「名前付き資産」を使用する場合は、最初に資本を有効化するときに選択する必要があ
ります。後で戻って有効化することはできません。名前付き資産の数を後から増やす
ことはできます。
リース資産プランニングの IFRS16
リース資産プランニングを実行している場合、
「リース資産」の「IFRS16 標準」を選
択して、IFRS16 のサポートを付加的に有効化できます。
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「IFRS16 標準」を有効化すると、次の変更が発生します:
•

リース資産の計算に新しい標準を使用するために、「リース資産の計算」ルールが更新さ
れます。(
「IFRS16 標準」を有効化しない場合、ルールは更新されません。
)

• 「減価償却および償却の仮定」 – 下限リース期間(月)および下限リース金額の 2 つの新し
いメンバーが使用可能になります。下限資産の場合、貸借対照表で資産価値を処理するの
ではなく、利益と損失で資産を償却できます。たとえば、12 か月のリース期間また
は$5000 の値のリース資産が下限資産と考えられますが、各資産タイプの値を変更できま
す。入力した下限しきい値に一致するリース資産は、下限資産の IFRS16 標準を使用して
計算され、他の資産のように処理されるのではなく、利益と損失で償却されます。
•

リース資産が下限資産であるかどうかを判断する際は、支払頻度が考慮されます。資産価
値は(lease payment x payment frequency)として計算されます。計算された値が下限リ
ース金額より小さい場合、その資産は下限リース資産とみなされます。
たとえば、下限リース金額が$5000 で、リース資産に支払頻度が月次の$500 の支払があ
る場合、リース資産価値は$500 x 12 か月 = $6000 として計算されます。$6000 が下限リ
ース金額の$5000 よりも高いため、このリースは下限資産とみなされません。ただし、こ
の同じ資産の支払頻度が半期ごとである場合、リース資産価値は$500 x 2 = $1000 として
計算され、これは下限リース金額の$5,000 よりも低いため、下限資産とみなされます。

•

新しい勘定科目 - 下限値のオーバーライドが作成されます。資産の下限リース金額をオ
ーバーライドして、資産を下限リース資産として計算するように強制できます。
「リース
資産プランニング」フォームに下限値のオーバーライド列が追加されます。デフォルトで
は、各資産の下限値のオーバーライドの値は「いいえ」です。資産のこの値を「はい」に
変更すると、リース資産の価値に関係なく、資産は下限資産として計算されます。

•

新規資産勘定科目「インデックス・レート」が追加されました。新規リース資産の作成時
に「インデックス・レート」を設定できます。
– 「インデックス・レート」を設定した場合、リース金額は「インデックス・レート基
準」(選択内容に応じて、年次または支払い頻度に応じた基準)に基づき、インフレー
ションに応じて増加します。
– 「リース資産の計算」ビジネス・ルールでは、資産の NPV の計算時にインデックス・
レートおよびインデックス・レート基準が考慮されます。インデックス・レートを設
定しない場合、リース支払額は各期間に対して同じです。
–

•

既存の資産の場合、「投資」、「リース資産プランニング」の「新規リース資産」フォ
ームに「インデックス・レート」を入力できます。

新規勘定科目「インデックス・レート基準」が追加されました。
– 「年次」および「支払頻度」のエントリを持つ「インデックス・レート基準」で、新
しいスマート・リストが使用可能です。

–

*

年次—支払の頻度にかかわらず、インフレーションを年次で適用します。

*

支払頻度—支払頻度に基づいてインフレーションを適用します。

リース資産の追加で新規リース資産を追加するときに、
「インデックス・レート基準」
で「年次」または「支払頻度」を選択します。デフォルトでは、新規リース資産の
「インデックス・レート基準」は「年次」です。

– 「インデックス・レート基準」は、
「リース資産プランニング」フォームでいつでも変
更できます。
•

賃貸無料期間(リース・ホリデーとも呼ばれます)が使用可能です。
–

新しいフォーム「賃貸無料期間」が使用可能です。
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–

新規勘定科目 OCX_LeaseRentFreePeriod を使用して、期間が賃貸無料かど
うかを取得できます。

–

賃貸無料期間は、日付範囲ではなく、リースの支払頻度(月次、四半期ごと、
年次)に応じた期間に基づきます。

–

各リース資産について、「賃貸無料期間」フォームに新規リース資産を追加し
たら、賃貸無料にするすべての期間について「はい」を選択します。

–

賃貸無料期間のリース支払はゼロに設定され、リースを計算するときには、賃
貸無料期間を考慮して現在価値とキャッシュ・フローの値が計算されます。

–

次の新しいルールが使用可能です:
*

OCX_Free Rent Asset BeforeLoad。「賃貸無料期間」フォームに添付さ
れ、すべてのセルを 読取り専用にし、支払頻度に従って該当するセルのみ
が編集可能になります。

*

OCX_Free Rent Period Spread。「賃貸無料期間」フォームに添付され、
四半期/半年ごと/年次を月次に分散します。

•

リース資産減価償却は、リースの所有権に基づいて異なります。所有権が賃貸人に
ある場合、減価償却はリース期間に対して、または資産の耐用年数が終わるまでの
どちらか早い方まで請求されます。所有権が賃借人にある場合、減価償却は資産の
耐用年数に対して請求されます。

•

リース資産に対して、12 か月または 13 期間のカレンダを使用して計画できます。

•

勘定科目 OCX_Operating_Lease_Payments の別名は、「オペレーティング・リ
ース支払」から「リースの支払」に変更されます。

「IFRS16 標準」を有効化した後、「減価償却および償却の仮定」の下限リース期間(月)
および下限リース金額の値を入力します。資本資産仮定の入力を参照してください。
ビデオ
目的
資本の IFRS16 について学習します。

視聴するビデオ
概要: IFRS 16 用の資本プランニング
のリース資産

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用し
た手順が用意されています。
目的

方法の学習

このチュートリアルでは、IFRS16 標準のサポ
ートが有効な資本のリース資産の計画と、既存
IFRS16 を使用するリース資産プラ
のリース資産のインポートを行う方法につい
ンニング
て説明します。いくつかの使用例が含まれま
す。
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「既存資産の管理」の有効化
資産関連の費用、既存の資産の除・売却、移動および改善のプランニングを行うことができ
ます。必要に応じて、既存の無形資産についてプランニングすることもできます。
標準パーセント仮定を設定してプランニングできる高度なメンテナンスや高価な資産につい
て、資産レベルでの費用をプランニングする場合は、このオプションを使用します。

「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメンショ
ンのマップ/名前変更」を次のように使用します:
•

カスタム・ディメンションを追加します。たとえば、チャネルと市場についてプランニン
グすることができます。このケースでは、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネ
ルおよび市場メンバーをインポートします。計算、フォームおよび他のアーティファクト
には、指定する追加のディメンションが含まれます。

•

既存のディメンションの名前と有効化するモジュール内のディメンションの名前が同じ
で、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前を変更します。

•

複数のモジュールで既存のディメンションを使用します。たとえば、財務を設定し、あと
からプロジェクトを有効にした場合、両者に共通の既存のディメンションを利用できま
す。この機能を使用すると、新しいモジュールを有効化するときに共通ディメンションを
再構築する必要がありません。

•

変換済の Planning アプリケーションでディメンションを再利用します。

資本の構成
資本の機能を有効化した後で次の構成タスクを実行します。

1.

ホームページで「アプリケーション」
リックします。

をクリックし、「構成」

をク

2. 「構成」リストで「資本」を選択します。
3.

必須のタスクをすべて 実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「アクション」
を使用して、タスクのステータスを更新します。
提供されるメンバーから資産クラス(および無形資産が有効な場合は無形資産)を追加す
るか、ファイルからそれらをインポートする必要があります。これはダッシュボードとフ
ォームをロードするために必要です。
インポート・ファイルのフォーマットの詳細は、データのインポートを参照してくださ
い。

4.

構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、データベ
ースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから「データベー
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スのリフレッシュ」を選択します。「作成」をクリックしてから「データベースの
リフレッシュ」をクリックします。
表 8-2 資本の構成
構成

説明

エンティティ

エンティティをインポートします 。
部署、コスト・センター、事業部門など、ビジ
ネス階層を反映する「エンティティ 」ディメン
ション・メンバーをインポートします。
メンバーを含むファイルの場所(「ローカル」ま
たは「プランニング受信ボックス」)を選択し、
「参照」をクリックしてファイルを探し、ファ
イルの種類を指定して「インポート」をクリッ
クします。

ノート:
エンティティは
モジュール間で
共通のため、すべ
てのエンティテ
ィをまとめてイ
ンポートします。

資産

資産クラスを設定します。
有形資産クラス・メンバーを追加またはインポ
ートします。資産クラスの定義済リストから
選択するか、独自のカスタム資産クラスを追加
できます。資産クラス・ディメンションは、企
業が所有する資産のカテゴリを詳述します。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

無形資産

無形資産を設定します。
無形資産クラス・メンバーを追加またはインポ
ートします。資産クラスの定義済リストから
選択するか、「スマート・リスト」から追加す
るか、独自のカスタム資産クラスを追加できま
す。資産クラス・ディメンションは、企業が所
有する資産のカテゴリを詳述します。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

費用

定義済アーティファクトを 選択して、管理する
費用勘定科目を構成します。
資本の費用勘定科目は削除できますが、追加ま
たはインポートすることはできません。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

8-6

第8章

資本の構成

表 8-2 (続き) 資本の構成
構成
資産の詳細

説明
資産の詳細をインポートします。
「資産詳細」ディメンションに資産の詳細をイ
ンポートします。これは、要件に応じて個々の
資産または資産のグループとして資産詳細の
追跡に使用されます。資産は、新規所有、既存
所有、新規リースまたは既存リースになりま
す。
詳細は、データのインポートを参照してくださ
い。

プランニングと予測の準備

プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間お
よび粒度のレベルを構成します。年ごとに異
なる基準でプランニングおよび予測できます。
資本プランニングと予測の準備を参照してく
ださい。

費用およびキャッシュ・フローの仮定

有形資産費用、減価償却および償却の仮定、お
よび資金調達仮定を設定します。有形資産の
費用計算のドライバとして使用されます。
事前定義済費用仮定は削除することしかでき
ません。新たに追加またはインポートするこ
とはできません。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

無形資産の仮定

減価償却の方法と規則、耐用年数、キャッシ
ュ・フローおよび資金調達の仮定を設定しま
す。無形資産の費用計算のドライバとして使
用されます。
事前定義済費用仮定は削除することしかでき
ません。新たに追加またはインポートするこ
とはできません。
勘定科目とドライバの追加および管理を参照
してください。

グローバル仮定

為替レートを設定します。
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を入力します。グローバル仮定の設定: 為替レ
ートを参照してください。

資本勘定科目の財務へのマップ

資本の資産勘定科目を財務の勘定科目にマッ
プして、資本の詳細資産から財務の勘定科目レ
ベルへのデータの統合および移動を許可しま
す。各資産勘定科目について、対応する財務勘
定科目を「スマート・リスト」で選択します。
水平タブを選択して、
「有形資産」、
「無形資産」
および「リース資産」の資産をマップします。
財務が有効化されている場合のみ使用できま
す。
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表 8-2 (続き) 資本の構成
構成

説明

<customName Dimension>のインポート

<customName Dimension>をインポートしま
す。
<customName Dimension>ディメンションに
移入するメンバーをインポートします。有効
なカスタム・ディメンションがある場合に使用
します。

資本プランニングと予測の準備
各モジュールについてプランの時間枠および粒度を構成できます。モジュールや年ご
とに異なる時間枠と粒度を設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13 期間アプリケーションの場合は、

現在の期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。

3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン

ニングを行うかを指定します

4. 「プラン」
、「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、

10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間を選択します。

5.

構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、「すべて 」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。
年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。
たとえば、FY20 では月ごと、FY21 では四半期ごとにプランニングする場合、FY20
の行では「月次」、FY21 の行では「四半期ごと」を選択します。 13 期間アプリケ
ーションの場合は、「月次」のかわりに「13 期間」を選択します。

6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択する
と、該当期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差
が設定されます。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ご
とのプランニングを有効にした場合は常に、代替変数 OEP_CurQtr が提供されま
す。

最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択する
と、現在の月が四半期の最後の月の場合に資本で現在の四半期をどのように判別す
るかを選択できます。
現在の月が四半期の最後の月の場合は、資本で現在の四半期をどのように定義する
かについて、
「プランニングと予測の準備」でオプションを選択します:
• 「予測で現在の期間をロック」を選択した場合、資本では次の四半期が使用さ
れます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションを選択した場合、資本
では現在の四半期を Q2 として定義します。
• 「予測で現在の期間をロック」をクリアした場合、資本では現在の四半期が使
用されます。たとえば、現在の月が 3 月で、このオプションをクリア(選択を
解除)した場合、資本では現在の四半期を Q1 として定義します。

8-8

第8章

資本の構成
ノート:
• 「予測で現在の期間をロック」は、最初の年の予測に対するプランニングの基準とし
て四半期を選択している場合にのみ使用可能になります。
モジュールごとに「予測で現在の期間をロック」のオプションを選択できます。

•

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて 設定されます。
資本のフォームおよびルールでは、プランおよび予測シナリオに対して異なるプランニング
年を使用できます。
資本の「プランニングと予測の準備」構成中、計画シナリオと予測シナリオの両方に対して
&OEP_YearRange 代替変数を設定するかわりに、資本では、シナリオごとに個別に「プラン
ニングと予測の準備」構成の開始年と終了年を読み取る方法を使用するようビジネス・ルー
ルが構成されます。シナリオの開始期間と終了期間に基づいてデータを表示するためのフォ
ームが作成されます。
資本のカスタム・ルールを作成するには、&OEP_YearRange 代替変数ではなく次の関数を使
用します。
•

[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定のシナリ
オの開始年を返します

•

[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定のシナリオ
の終了年を返します

資本のカスタム・フォームを作成するには、&OEP_YearRange のかわりに「すべての 年」の
ILvl0Descendants を使用します。

ヒント:
ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズする場
合、
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]
および
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName"
)]]のようにルールで Planning 数式を使用して、構成済の時間範囲情報を呼び出す
ことができます。
モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。
•

資本

•

財務

•

プロジェクト

•

要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での設計
のシナリオを参照してください。

アカウントとドライバの追加および変更について
追加または変更する必要のあるカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メンバーおよび他
のアーティファクトの 数に応じて、次のいずれかのタスクを実行します:
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•

少数—構成ページで直接追加または編集を行います

•

多数—次によってインポートします:
–

既存のセットをエクスポートします。

–

エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファク
トのための行やデータを追加します。

–

スプレッドシートをインポートします。

このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。
ビデオ
視聴するビデオ

目的
カスタムの勘定科目およびドライバのインポ
ートについて学習します。

Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud の財務へのカスタムの勘定科
目およびドライバのインポート

詳細は、勘定科目とドライバの追加および管理を参照してください。

勘定科目とドライバの追加および管理
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.

アカウントまたはドライバを設定する構成タスクを選択します。

2.

リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。

3.

次のタスクを実行します:
•

アーティファクトを 追加するには、「アクション」メニューから「追加」を選
択して、新しい行に詳細を入力します。

•

一連のアーティファクトの 変更または多数のアーティファクトの 新規追加を
行うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして「アクシ
(
ョン」メニューの「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Microsoft
Excel で変更します。事前定義済アーティファクトの 編集や、アーティファク
トのコピー作成と変更を行って、新しいアーティファクトを 作成したり、新し
いアーティファクトを 追加したりします。その後、変更したファイルをインポ
ートします(「アクション」メニューから「インポート」を選択します)。可能な
場合には、カテゴリやサブカテゴリを使用して、関連する機能のアーティファ
クトをまとめます。

•

カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたは
インポートするには、
「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」
を使用します。

•

特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、「カテ
ゴリ」または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エク
スポート」を使用します。
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ノート:
•

カスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、提供されているメンバ
ーと競合しないようにします。

•

ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライバの式を調べ
て、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどうか確認します。参照している
場合は、削除に対応するようにロジックを更新します。

グローバル仮定の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートはここで説
明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レートのインポー
トの詳細は、 Planning の管理 の簡易複数通貨アプリケーションの為替レート・タイプのイン
ポートを参照してください。
為替レートを手動で設定するには:
1.

通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。

2. 「グローバル仮定」をクリックして、<基本通貨>に対する為替レートタスクを開きます。

ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力します。

3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.

各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォームを保
存します。

フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、アプリケ
ーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケーションの基本
通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。これは、データの変換
に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プランナがシナリオ、年および
バージョンに固有のレートを入力できるようにします。

ノート:
新しいバージョン・メンバーを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを入
力する必要があります。

構成後のタスク
構成タスクを完了したら、次のタスクを実行します。
•

構成の後やメタデータをインポートした後でキューブをリフレッシュします。

• 「投資」および「無形資産」の下、および「エンティティなし 」レベルや「エンティティ
合計」レベルのメンバーでの「既存資産」で、仮定フォームを確認します。必要であれ
ば、プランナがプランニングのスタート地点として使用できるように「エンティティな
し」レベルで仮定を設定します。「エンティティなし 」を「読取り専用」に設定すると、
プランナのために「エンティティなし 」仮定値を編集不可にすることができます。こうし
た場合、プランナはグローバル仮定を見ることができますが変更できません。
• 「資産詳細」ディメンションの OCX_Total New および OCX_New Lease メンバーについ
て、「動的な子に対して使用可能」プロパティと「使用可能な動的な子の数」プロパティ
を変更しないでください。これらのプロパティは「読取り専用」にする必要があります。
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•

ビジネスに必要な場合、カスタム減価償却および償却方法を作成できます。カスタ
ム減価償却または償却方法の作成を参照してください。

資本のルール
ルールを実行するには、ホーム・ページで「ルール」をクリックします。

ヒント:
資本のルールのみを表示するには、「フィルタ」の横の「すべてのキューブ 」
をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_CPX」を選択します。
資本のルール:
•

資産の追加 - 資産クラス(有形資産)に対して新規資産を追加します。

•

資産の動的な追加 - 実行時プロンプトに表示されているメンバー名を持つ新しい
資産を追加します。

•

無形資産の追加 - 資産クラスに対して無形資産を追加します。

•

無形資産の追加 - 「機能を使用可能にする」で「名前付き資産」が選択されていな
い場合に新しい資産を追加します

•

OCX_Add Intangibles Dynamic - 実行時プロンプトに表示されているメンバー名
で新しい資産を追加します。

•

リース資産の追加 - リース資産をエンティティ・レベルで追加し、それがオペレー
ティング・リースかキャピタル・リースかを決定します。

•

リース資産の追加 - 名前付きリース資産をエンティティ・レベルで追加し、それが
オペレーティング・リースかキャピタル・リースかを決定します。

•

プラン年のドライバの割当て - ソース年に基づいて、または単純に指定された値に
基づいて、ターゲット年のパーセンテージ・ドライバを設定します。

•

OCX_Add LeasedAsset Dynamic - 実行時プロンプトに表示されているメンバー
名でリース資産を追加します。

•

すべての 既存の無形資産の計算 - このルールは現在、廃止されています。かわりに
「無形資産の計算」ルールを使用してください。

•

すべての 既存の有形資産の計算 - このルールは現在、廃止されています。かわりに
「有形資産の計算」ルールを使用してください。

•

既存の無形資産の計算 - 指定した既存の無形資産について、償却とその他すべての
費用、およびキャッシュ・フローを計算します。

•

無形資産の計算 - 指定した無形資産について、償却とその他すべての 費用、および
キャッシュ・フローを計算します。

•

有形資産の計算 - 指定した資産について、減価償却とその他すべての 費用、および
キャッシュ・フローを計算します。

•

すべてのリース 資産の計算 - エンティティのすべてのリース 資産について、リース
の PV 値、減価償却、利率およびキャッシュ・フローを計算します。

•

リース資産の計算 - 指定したリース資産について、リースの PV 値、減価償却、利
率およびキャッシュ・フローを計算します。
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•

無形資産の減損 - 無形資産の減損(資産価値の減少)を計算します。

•

資産の改良 - 資産を分割し、改良の値を作成することにより、既存の資産に対する改良を
許可します。

•

資産の照合 - 既存資産に対して新規資産要求を照合します。すべての 値は、割り当てられ
た資産にプッシュされます。

•

リース資産の照合 - 既存リース資産に対して新規リース資産要求を照合します。すべて
の値は、割り当てられた資産にプッシュされます。

•

名前付き資産の削除 - 関連がなくなった名前付き資産を削除します。

•

OCX_Remove Asset Dynamic - 関連がなくなった計画済名前付き資産投資を削除しま
す。

•

リース資産の削除 - 関連がなくなった計画済リース資産投資を削除します。

•

OCX_Remove Leased Asset Dynamic - 関連がなくなった計画済名前付きリース資産
投資を削除します。

•

資産の除・売却 - 既存資産を除・売却します。資産は売却または償却でき、対応する会計
情報が示されます。

•

無形資産の除・売却 - 既存無形資産を除・売却します。資産は売却または償却でき、対応
する会計情報が示されます。

•

資本のロール・アップ - 勘定科目、資産詳細、資産クラス、エンティティをロール・アッ
プします。

•

FS 勘定科目のマッピングの同期 - 資本と財務の間で財務諸表勘定科目のマッピングを同
期します。

•

ドライバの同期 - 資産仮定をレベル 0 の資産に同期します。

•

資産の譲渡 - エンティティ 間で既存の有形資産を譲渡し、すべてのコスト /費用が新しい
エンティティにプッシュされます 。

•

無形資産の譲渡 - エンティティ 間で無形資産を譲渡し、すべてのコスト /費用が新しいエ
ンティティにプッシュされます 。

•

データの財務へのプッシュ - データ・マップ「財務諸表統合」を実行し、データを資本か
ら財務にプッシュします。

•

OCX_Free Rent Asset BeforeLoad。IFRS-16 サポートが有効な場合に使用可能です。
「賃貸無料期間」フォームに添付され、すべてのセルを 読取り専用にし、支払頻度に従っ
て該当するセルのみが編集可能になります。

•

OCX_Free Rent Period Spread。IFRS-16 サポートが有効な場合に使用可能です。「賃
貸無料期間」フォームに添付され、四半期/半年ごと/年次を月次に分散します。

カスタム減価償却または償却方法の作成
ビジネスに必要な場合、カスタム減価償却および償却方法を定義できます。資本には、
「カス
タム」と呼ばれるスマート・リスト・エントリが用意されています。ビジネスに必要な減価
償却または償却を計算するためのビジネス・ルールを定義し、新しいビジネス・ルールを「カ
スタム」スマート・リスト・エントリに関連付けることができます。
「カスタム」スマート・
リスト・エントリは、減価償却および償却の仮定で使用できます。
カスタム減価償却または償却方法を作成するには:
1.

Calculation Manager を使用して、新しい減価償却または償却ルールを定義します。
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ビジネス・ルールを定義する場合、deprMethod = 5 に設定するか、amortMethod
= 3 に設定します。これらは、
「カスタム」エントリのスマート・リスト・エント
リ番号です。
ビジネス・ルールの設計を参照してください。
2.

アクション・メニュー・メニュー・オブジェクト(名前付きカスタム減価償却また
はカスタム償却など)を作成し、作成したビジネス・ルールをこのメニューに関連
付けます。ホームページで、「ナビゲータ」クリックし、「アクション・メニュー」
をクリックします。
アクション・メニューの管理を参照してください。

3.

新しいメニュー・オプション(「新規有形資産」など)を関連付けるフォームを編集
し、このフォームにメニュー・オプションを追加します。フォームの管理を参照し
てください。

4.

減価償却および償却の仮定フォームで、カスタム方法が必要な資産クラスについ
て、「カスタム」を選択します。

ここで、ユーザーが新しい資産を作成している場合、新しい資産にカスタム方法が必
要な場合、
「アクション」メニューで定義したカスタム・ルールを選択できます。

ノート:
カスタム減価償却または償却スマート・リスト・エントリとともにカスタム・
ルールを使用し、提供されている方法に対して提供されているルールを使用
する必要があります。

ヒント:
「カスタム」方法の名前を変更するには、アーティファクト・ラベルを変更し
ます。ホームページで、
「ツール」、
「アーティファクト・ラベル」の順にクリ
ックし、フィルタを適用して「スマート・リスト・エントリ」を表示します。
言語を選択し、カスタム OCX_AmortizationMethod または
OCX_DeprMethod エントリのラベルを変更します。
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戦略モデリングの構成
次も参照:
•

戦略モデリングの有効化

•

テンプレートの操作

•

戦略モデリング・モデルの作成

•

モデル・アクセス権限の設定

•

モデル・プロパティの変更

•

戦略モデリングと Planning 間でのデータのプッシュ

•

1 つの戦略モデリング・モデルから複数の戦略モデリング・モデルへのデータのプッシュ

•

戦略モデリング・シナリオ・ロールアップから戦略モデリング・シナリオ・ロールアップ
へのデータのプッシュ

•

モデルの変更管理を使用したメタデータの管理
モデルの変更管理を使用して、ソース・モデルから 1 つ以上のターゲット・モデルにメタ
データをコピーします。

戦略モデリングの有効化
ユーザーが戦略プランニングを開始できるように、戦略モデリングを有効にしておく必要が
あります。
戦略モデリングを有効にするには:

1.

ホームページで「アプリケーション」
リックします。

をクリックし、「構成」

をク

2. 「構成」リストで「戦略モデリング」を選択してから、
「機能を使用可能にする」をクリッ

クします。

3.

ログアウトしてからログインし、新しく有効にした機能を確認します。

戦略モデリングに必要な構成タスクはありません。
戦略モデリングで提供されているテンプレートにデータが移入されます。

テンプレートの操作
テンプレートを使用すると、モデルをすばやく作成できます。テンプレートには、期間やデ
ータのない階層構造の勘定科目セットが含まれます。
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戦略モデリングには、よく使用される勘定科目構造用のテンプレートが含まれていま
す。提供されたテンプレートの 1 つを使用することも、カスタム・テンプレートを作
成してアップロードすることもできます。
Oracle で提供されるテンプレートは次のとおりです:
•

標準

•

ユーティリティ

•

ヘルスケア

•

小売

•

高等教育

戦略モデリングを有効にすると、これらのテンプレートがすぐに使用できるように選
択可能になります。Oracle で提供されるテンプレートは変更できませんが、テンプレ
ートのコピーを保存してから、ビジネスの事例にあわせてそれを変更することはでき
ます。
提供されたテンプレートおよびアップロードしたカスタム・テンプレートの勘定科目
構造を確認するには:

1.

ホームページで「戦略モデリング」

をクリックし、「テンプレート」

をクリックします。
2.

確認するテンプレートの「アクション」メニューから、
「開く」をクリックします。

3. 「シナリオ」
、データビューまたは「勘定科目グループ」を変更すると、異なる勘定

科目セットを表示できます。

また、Oracle Smart View for Office で戦略モデリングを使用して、Oracle で提供され
るテンプレートで勘定科目構造を確認および編集することもできます。

カスタム・テンプレートの作成およびアップロード
Oracle が提供するテンプレートのいずれかのコピーを保存し、カスタマイズすること
で、カスタム・テンプレートを作成できます。提供されているテンプレートの勘定科
目構造を確認してビジネス・ニーズに最も近いものを決定し、Oracle Smart View for
Office を使用して、テンプレートをカスタマイズし、Web で使用するためにアップロ
ードします。
また、Smart View を使用して、Oracle Hyperion Strategic Finance のオンプレミス・バ
ージョンから作成したテンプレートをアップロードし、Web で使用することもできま
す。
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カスタム・テンプレートの所有者またはアクセス権限の変更
すべてのユーザー「アクセス権なし」のユーザーを除く)は、戦略モデリングに提供されてい
(
る即時利用可能なテンプレートを表示できます。管理者は、カスタム・テンプレートの所有
者およびアクセス権限を変更できます。
カスタム・テンプレートの所有者またはアクセス権限を変更するには:

1.

ホームページで「戦略モデリング」
クリックします。

2.

変更するテンプレートの横にある「アクション」メニューから、「プロパティ」をクリッ
クします。

3.

必要な場合、テンプレートの所有者を変更します。

をクリックし、
「テンプレート」

を

4. 「権限」をクリックします。

5.

をクリックして、ユーザーまたはグループを追加し、テンプレートへのアクセス権
を割り当てます。
ユーザーおよびグループ権限の詳細は、モデル・アクセス権限の設定を参照してくださ
い。

6.

現在の権限をデフォルト権限で置き換えるには、「デフォルト・アクセス権の継承」をク
リックします。

7. 「適用」をクリックして変更を保存します。

戦略モデリング・モデルの作成
管理者とモデラーは、テンプレート(事前定義されたレポートおよびモデリングの標準が含ま
れた財務モデル・フレームワーク)を使用して、戦略モデリング・モデルを作成できます。
Oracle には、すぐに使用できる事前定義済のテンプレートがいくつか含まれています。また、
既存のモデルに基づくモデルを作成することもできます。
ユーザーはモデルをチェック・アウトして使用することも、モデルのコピーを使用すること
もできます。ユーザーがモデルのコピーを使用する場合、データまたはモデルに対する変更
を保存することはできません。
モデルを作成すると、階層勘定体系、期間構造、レポート、データビュー、勘定科目グルー
プ、および作成元のテンプレートやモデルからのすべてのメタデータがそのモデルに 移入さ
れます。
アプリケーションを作成し、戦略モデリングを有効にしておく必要があります。(Oracle
Smart View for Office を使用してカスタマイズした)カスタム・テンプレートを使用してモデ
ルを作成する場合は、そのテンプレートをアップロードしておく必要があります。
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ビデオ
目的

視聴するビデオ

戦略モデリング・モデルの作成について学習し
ます。

Oracle Enterprise Planning Cloud での
戦略モデリングの作成

戦略モデリング・モデルを作成するには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
をクリックします。

をクリックし、
「モデル」

2. 「作成」をクリックします。
3. 「一般」ページで、次のオプションを指定し、
「次」をクリックします。

•

モデルの名前と説明を指定します。

•

モデルをテンプレートから作成するか、現在のアプリケーション内の既存のモ
デルから作成するか、または.alc から作成するかを選択し、テンプレート、
モデルまたはファイルを選択します。
ローカルの.alc ファイルからモデルを作成する場合、ファイルは、クラウド
で使用するために Smart View ですでに変換済である必要があります。
戦略モデリング・データを財務に統合するには、「財務」テンプレートを選択
します。

•

スタンドアロン・モデルを作成する場合、または別のモデルの親となるモデル
を作成する場合は、ルートに配置を選択します。階層構造を作成する場合は、
ルートに配置をクリアして、親モデルを選択します。
階層モデル構造を作成すると、シナリオ・ロールアップやアクセス制御の管
理、モデルの視覚的な編成を行う場合に役立ちます。

•

基本通貨および基本単位を選択します。
各モデルには、アプリケーションとは無関係にそれ自体の通貨と単位を設定で
きます。
ローカルの.alc ファイル、またはソース・データを保持している場合既存の
ファイルからモデルを作成する場合、これらのオプションは使用できません。
元のモデルの単位および通貨を使用してモデルが作成されます。

ノート:
通貨換算は、Smart View で設定します。 Smart View での戦略モデリ
ングの操作 の通貨の換算を参照してください。
•

既存のモデルからモデルを作成した場合に、新しいモデルで既存のモデルと同
じ期間構造を使用するには、「時間構造の保持」を選択します。
「時間構造の保持」を選択した場合、
「ソース・モデル・データの保持」を選択
して、ソース・モデルのデータ値を勘定科目に含めることができます。
期間構造を保持を選択した場合、スキップしてステップ 5 に進みます。
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•

Financials との統合のために「財務」テンプレートを使用してモデルを作成した場合、
「エンティティの 選択」で財務エンティティ ・ディメンション・メンバーを選択しま
す。モデルは選択されたエンティティ・ディメンション・メンバーにマッピングされ
ます。
このオプションは、「財務」テンプレートからモデルを作成した場合にのみ使用可能
です。詳細は、戦略モデリングおよび財務の間のデータの統合を参照してください。

4. 「カレンダ」ページ、
「期間」ページおよび年の構成ページで、このモデルのカレンダを作

成するためのオプションを指定します。

5.

モデル作成オプションを確認し、「モデルの作成」をクリックします。

選択したオプションに基づく勘定体系およびカレンダ構造で、モデルが作成されます。
Smart View で、Oracle Hyperion Strategic Finance モデルを戦略モデリング・モデルに変換で
きます。Smart View での戦略モデリングの操作を参照してください。

モデル・アクセス権限の設定
Planning 管理者は戦略モデリング管理者として設定され、ユーザーおよびグループがモデル
や戦略モデリング機能に対して持つアクセス権のタイプを定義するアクセス権限(アプリケー
ション内のすべてのモデルに 適用されるグローバル権限、および個々のモデルに対する権限)
を設定できます。個々のモデルへのアクセス権限を割り当てると、モデル階層内でそのモデ
ルの下にネストされたモデルはすべて 、親からアクセス権限を継承します。
あるモデルが(グローバル・レベルまたは親から)アクセス権限を継承する場合、ユーザーが個
々のモデルのアクセス権限に変更を加えていないかぎり、そのモデルはアクセス権限に対す
る変更を継承します。ただし、ユーザーが個々のモデルのアクセス権限を変更した場合は、
グローバル・レベルまたは親(権限の継承元による)で行われた権限変更を継承しません。
使用可能な役割は、モデラー、アナリスト、
「参照者」および「アクセス権なし」です。これ
らの役割の詳細は、モデル・アクセス権限についてを参照してください。これらの権限は、
Oracle Smart View for Office で戦略モデリングを使用する場合も適用されます。
モデル・アクセス権の詳細:
•

Planning ユーザー(管理者以外)は、「ユーザー」リストでモデル・アクセス権の割当て先
として選択可能です。戦略モデリングのアクセス権限は Planning のアクセス権限とは関
係ないことに注意してください。Planning アプリケーションへのアクセス権を持ってい
るユーザーにも、戦略モデリングのモデルへのアクセス権を付与する必要があります。

•

初めて作成するモデルは、デフォルトの権限および所有者の権限で設定されます。これら
を削除することはできません。新しく追加したユーザーまたはグループには、デフォルト
権限が割り当てられます。
デフォルトの権限および新規のユーザーおよびグループには、デフォルトで「アクセス権
なし」役割が割り当てられます。グローバル・アクセス権を割り当てると、新しいモデル
はすべてそのアクセス 権を継承します。

•

ユーザーがモデルへのアクセス権を持っていない場合、使用可能なモデル・アクションま
たはオプションはありません。ユーザーがメニュー・アイテムへのアクセス 権を持ってい
ない場合、「アクション」メニューにそのメニュー・アイテムは表示されません。
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ビデオ
目的
モデル・アクセス権限の設定について学習しま
す。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud の戦
略モデリングのモデル・アクセス権限の設定

モデル・アクセス権限について
管理者は次のタスクを実行できます:
•

戦略モデリングの有効化

•

アクセス権限の割当て

•

モデルおよびシナリオ・ロールアップの作成、削除および変更

•

テンプレートのアップロード、カスタム・テンプレートへのアクセス権の割当て、
およびテンプレートの削除

シナリオ・ロールアップのためのユーザーのアクセス権は、グローバル・アクセスに
基づきます。
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表 9-1 モデル・アクセス権限
役割

アクセス権

モデラー

•

•

•
•
•
•

モデル:
–
作成
–
開く - チェック・アウトおよびチェック・
イン
–
コピーとして開く
–
ローカル・ファイルとして保存
–
削除
–
データ・マップのモデル化
勘定科目ビュー: すべてのオプションが 使用
可能です
–
勘定科目の検索
–
勘定科目の予測
–
サブ勘定科目
–
ゴール・シーク
–
シナリオ・マネージャ
–
監査証跡
–
シミュレーション
–
データの入力、計算および保存
–
視点の変更による、異なる勘定科目グル
ープ、シナリオおよびデータビューの表
示
シナリオ・ロールアップ: すべてのオプション
が使用可能です
テンプレート: テンプレートの表示、カスタ
ム・テンプレートの削除、テンプレートのイ
ンポート
レポート: すべてのオプションが 使用可能で
す
Oracle Smart View for Office:
–
モデル: ローカル・ファイルをサーバーに
コピー、モデルの削除、入力ステータス、
勘定科目グループ、資金調達オプション、
必須要素、テンプレート名
–
時間管理: 「時間」タブ。すべてのオプシ
ョンが使用可能です
–
シナリオ: すべてのオプションが 使用可
能です
–
ディメンション: すべてのオプションが
使用可能です
*
カスタム・ディメンションの作成
*
カスタム・ディメンションの割当
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表 9-1 (続き) モデル・アクセス権限
役割

アクセス権

アナリスト

•

•

•
•
参照者

•

•

•
•
アクセス権なし

モデル:
–
開く - チェック・アウトおよびチェック・
イン
–
コピーとして開く
–
ローカル・ファイルとして保存
勘定科目ビュー
–
勘定科目の検索
–
勘定科目の予測
–
ゴール・シーク
–
監査証跡
–
データの入力、計算および保存
–
視点の変更による、異なる勘定科目グル
ープ、シナリオおよびデータビューの表
示
テンプレート: テンプレートの表示
レポート: レポートの表示
モデル:
–
コピーとして開く
–
ローカル・ファイルとして保存
勘定科目ビュー
–
勘定科目の検索
–
ゴール・シーク
–
監査証跡(ただし、参照者が入力に変更を
加えることはできません)
–
読取り専用モードでのグリッドの表示(デ
ータの入力や保存はできません)
–
視点の変更による、異なる勘定科目グル
ープ、シナリオおよびデータビューの表
示
テンプレート: テンプレートの表示
レポート: レポートの表示

アクセス権なし

すべてのモデルのグローバル ・アクセス権限の指定
すべてのモデルに 適用されるグローバル・アクセス権限を指定するには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
をクリックし、
「モデル」
「グローバル・アクセス」をクリックします。

、

2.

各ユーザーまたはグループの役割を指定します。

3.

をクリックして、ユーザーまたはグループを追加し、グローバル・アクセス
を割り当てます。
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モデルのアクセス権限の指定
グローバル・アクセス権限を設定した場合、各個別のモデルは、グローバル・アクセス・リ
ストからアクセス権限を継承します。各モデルの権限を変更できます。子モデルは、親モデ
ルから権限を継承しますが、親に特定の権限がない場合はこの限りではありませんが、この
場合、グローバル・アクセス権限を継承します。ユーザーが個々のモデルのアクセス権限を
変更した場合は、グローバル・レベルまたは親(権限の継承元による)で行われた権限変更を継
承しません。
特定のモデルのアクセス権限を指定するには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
す。

、
「モデル」

の順にクリックしま

2.

変更するモデルの横にある「アクション」メニューから、「プロパティ」をクリックしま
す。

3. 「権限」をクリックして、モデルのユーザーおよびグループ権限を指定します。

4.

をクリックして、ユーザーまたはグループを追加し、モデルへのアクセス権を割り
当てます。

5.

現在の権限をデフォルト権限で置き換えるには、
「デフォルト・アクセス権の継承」をク
リックします。

6. 「適用」をクリックして変更を保存します。

モデルの所有者の変更
モデルの所有者を変更できます。
モデルの所有者を変更するには:

、
「モデル」

の順にクリックしま

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
す。

2.

変更するモデルの横にある「アクション」メニューから、「プロパティ」をクリックしま
す。

3.

所有者を変更し、「適用」をクリックします。

モデル・プロパティの変更
管理者およびモデル所有者は、モデルのプロパティを変更できます。
モデルのプロパティを変更するには:
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1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
クします。

、
「モデル」

の順にクリッ

2.

変更するモデルの横にある「アクション」メニューから、「プロパティ」をクリッ
クします。

3.

プロパティを変更し、「適用」をクリックします。
•

所有者 - 勘定科目の所有者を指定します。

•

デフォルトの単位 - モデルのデフォルト単位を指定します。

•

デフォルト通貨 - モデルのデフォルト通貨を指定します。

•

入力の小数点以下桁数 - 入力勘定科目を表示するための小数点以下の桁数を
指定します。

•

出力の小数点以下桁数 - 出力勘定科目を表示するための小数点以下の桁数を
指定します。

戦略モデリングおよび Planning 間でのデータのプ
ッシュ
戦略モデリングおよび Planning の間で、2 つの方法でデータをプッシュできます。
•

データ・マップおよびスマート・プッシュ - 同じ名前のディメンションとメンバー
を自動的にマップする使いやすいインタフェースが用意されており、その他のディ
メンションとメンバーの間のマッピングを定義できます。単一のディメンション
または複数のディメンションとの複雑なマッピングを定義できます。この機能に
は、詳細なマッピングの設定をさらに簡素化し、使い慣れたインタフェースを使用
してこれらをインポートできる Microsoft Excel テンプレートも用意されていま
す。データ・マップとスマート・プッシュを使用する方法は、ほとんどの使用例で
役立ちます。データ・マップを使用した戦略モデリングと Planning 間でのデータ
のプッシュを参照してください。

•

Groovy ルール - Groovy スクリプト言語を使用して複雑なデータ・マップを作成す
るための強力なルールベースのメソッドを提供します。Groovy ルールを使用し
て、複雑なマッピングを定義します。たとえば、編集したセルからのみなど、現在
のフォームに基づいて対象領域に関するデータを Planning からプルする Groovy
ルールを定義できます。また、スケーリング係数の適用など、データをプッシュす
る前にデータに対して計算を実行することもできます。Groovy ビジネス・ルール
についておよび戦略モデリングでの Groovy ビジネス・ルールの使用を参照してく
ださい。

戦略モデリングでの Groovy ビジネス・ルールの使用
Groovy ビジネス・ルールを作成して、プランニング・キューブと戦略モデリング・モ
デルの間でデータをプッシュできます。Groovy ルールの設計の詳細は、 Oracle
Enterprise Performance Management Cloud Calculation Manager での設計 の Groovy
ビジネス・ルールの作成および Planning の管理 の Groovy ルールの使用を参照してく
ださい。
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ビデオ
目的

視聴するビデオ

戦略モデリングでの Groovy ルールの使用につい
て学習します。

合

Groovy ルールを使用した戦略モデルの統

Groovy ビジネス・ルールの例
Groovy スクリプトの例が使用可能です。
Groovy スクリプトの例を参照するには:
1.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud の Groovy ルールに関する Java API
リファレンス(http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/)を参照してくだ
さい。

2.

次のいずれかを行います:
•

メイン・ページの「Example Groovy Scripts」で、 ここ という語をクリックする
と、サンプルのスクリプトが表示されます:

•

左ペインの「All Classes」で、クラスをクリックすると、そのクラスの例が表示さ
れます。
たとえば、戦略モデリングの例を表示するには、左のペインで「StrategicModel」ク
ラスをクリックします。

データ・マップを使用した戦略モデリングと Planning 間でのデ
ータのプッシュ
データ・マップを使用して戦略モデリングと Planning 間でデータをプッシュできます。デー
タをプッシュするデータ・マップを定義できます。
•

戦略モデリングのモデルまたはシナリオ・ロールアップからプランニング・キューブ。

•

Planning キューブから戦略モデリング・モデルへ。

•

プランニング・キューブから戦略モデリング・シナリオ・ロールアップ。

詳細設定オプションを使用すると、複数のディメンションと単一のディメンション間、およ
び名前が異なるメンバー間で複雑なマッピングを定義できます。これらの詳細設定データ・
マップ・オプションが使用可能なのは、戦略モデリングが有効であり、データ・マップ内の
ソースまたはターゲットである場合のみです。
管理者には、データ・マップを作成、編集および実行する権限があります。
データ・マップを作成するには:
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1.

ホームページで「アプリケーション」
タ・マップ」の順にクリックします。

、「データ交換」

、「デー

2. 「作成」をクリックします。
3.

データ・マップの名前および説明を入力します。

4. 「ソース」で、データのソースを選択します。次を選択できます:

•

現在のアプリケーションで使用可能なキューブ内の Planning 入力キューブ(ブ
ロック・ストレージ)。

ノート:
レポート・キューブ(集約ストレージ)はソースとしてサポートされて
いません。
•

戦略モデリング・モデル。選択したアプリケーション内の任意のモデルから選
択できます。

•

戦略モデリング・シナリオ・ロールアップ。現在のアプリケーションの任意の
シナリオ・ロールアップから選択できます。ソースがシナリオ・ロールアップ
の場合、メタデータはシナリオ・ロールアップのルート・モデルからプルされ
ます。

ノート:
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。
同期アクションは、次の 2 通りの方法で実行できます:
a.

リストされたデータ・マップの「アクション」からアクセスする、初
期データ・マップ画面で(ステップ 1)。

b. 「アクション」を使用して、データ・マップの作成/変更中に

•

プランニングからプランニング—ターゲットの戦略モデリング・モデ
ルでメタデータの変更を更新します。

•

プランニングから戦略モデリング—ターゲットの戦略モデリング・モ
デルでメタデータの変更を更新します。

•

戦略モデリングからプランニング—ソースの戦略モデリング・モデル
のメタデータのみを更新します。

•

戦略モデリングから戦略モデリング—ソース・モデルとターゲット・
モデルの両方でメタデータの変更を更新します。

5. 「ターゲット」で、次を選択します。
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•

ソースがモデルまたはシナリオ・ロールアップの場合、使用可能なアプリケーション
の Planning 入力キューブ(ブロック・ストレージ)またはレポート・キューブ(集約ス
トレージ)。

•

ソースが Planning 入力キューブ(ブロック・ストレージ)である場合、戦略モデリン
グ・モデルを選択する「モデルの選択」。

•

ソースが Planning 入力キューブ(ブロック・ストレージ)の場合、戦略モデリング・シ
ナリオ・ロールアップを選択する「シナリオ・ロールアップの選択」。

リストに戦略モデリング・モデルまたはシナリオ・ロールアップがない場合、「アクショ
ン」メニューから「同期」を選択します。
6.

ソースとターゲット間でディメンションをマップする方法を定義します。
マップした各ディメンションで、「選択」をクリックし、使用する 1 つ以上のアーティフ
ァクトを選択します。
これらのディメンションは、自動的にマップされます。
•

戦略モデリング内の「モデル」と Planning 内の「エンティティ 」。
複数のモデルをターゲットとして(アプリケーション内のすべてのモデルのリストか
ら)選択できます。たとえば、戦略モデリング内の複数のモデルにマップする
Planning 内の複数のエンティティを 設定できます。複数選択する場合、モデルとエン
ティティ 間で 1 対 1 のマッピングを設定する必要があります。

•

戦略モデリング内の「シナリオ」(またはソースあるいはターゲットがシナリオ・ロ
ールアップである場合は「ビジネス・ケース」)から Planning 内の「シナリオ」へ。複
数選択する場合、戦略モデリング内のシナリオまたはビジネス・ケースと Planning 内
のシナリオ間で 1 対 1 のマッピングを設定する必要があります。

•

戦略モデリング内の「勘定科目」と Planning 内の「勘定科目」。勘定科目は複数選択
可能です。

ヒント:
同じ名前の勘定科目メンバーが(戦略モデリング内の「説明」および Planning
内の「名前」に基づいて)自動的にマップされます。
「勘定科目」行内の「マ
ップ」をクリックし、マッピングを表示します。

ヒント:
メンバー名がすべてわかっている 場合、このステップをスキップし、メンバ
ー名を詳細設定データ・マップに直接入力できます。詳細設定データ・マッ
プの定義を参照してください。
•

同じ名前を持つディメンション。

その他のディメンションは、
「マップされていないディメンション」リスト内にあります。
7.

必要に応じて、「マップされていないディメンション」リストから残りのディメンション
をマップします。「マップされていないディメンション」リスト内のディメンションの横
にある矢印をクリックし、「マッピング」領域に移動します。マップ先のディメンション
を選択し、
「選択」をクリックし、マップするメンバーを選択します。マップされていな
いディメンションの場合は、メンバーを選択します。

8.

カスタム・ディメンションをマップします。
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基本ディメンションのマップと同じ方法でカスタム・ディメンションをマップしま
す。カスタム・ディメンションに関連付けられたメンバーは、勘定科目ディメンシ
ョンの下ではなくカスタム・ディメンションの下に表示されます。
データ・マップに、カスタム・ディメンションの一部ではない勘定科目が含まれる
場合、戦略モデリング内のカスタム・ディメンションのルートを Planning 内の特
定のメンバーにマップします。カスタム・ディメンションの一部ではない勘定科目
のデータは、このメンバーにプッシュされます。
9.

必要に応じて、複数のディメンションと単一のディメンション間でマップできま
す。
a.

マッピング行の横の「アクション」
をクリックし、
「ソース・マッピングの
追加」または「ターゲット・マッピングの追加」を選択します。

b.

マップする追加ディメンションを選択し、マップするメンバーを選択します。
たとえば、戦略モデリング内の「時間」ディメンションを Planning 内の「年」
および「期間」ディメンションにマップできます。
または、戦略モデリング内の「ビジネス・ケース」ディメンションを Planning
内の「シナリオ」および「バージョン」にマップできます。「バージョン」デ
ィメンションを含めると、シナリオ・ロールアップの実行時にランタイム入力
が可能になります。

10. データ・マップからソース・メンバーを除外するには、マッピング行の横にある

「アクション」
をクリックし、
「除外の追加」を選択します。除外する 1 つ以上
のメンバーを定義し、
「OK」をクリックします。除外された 1 つ以上のメンバーが
「データ・マップ」ページに表示されます。
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。
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。
除外リストから 1 つ以上の除外メンバーを削除するには、除外リストのメンバーを
クリックし、メンバー・セレクタを使用して、リストから 1 つ以上のメンバーを削
除します。
除外全体を削除するには、マッピング行の横にある「アクション」
し、「除外の削除」を選択します。

をクリック

ヒント:
フォームのスマート・プッシュを設定する場合は、スマート・プッシュ
からもメンバーを除外できます。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。Planning フォームにスマート・プッシュを定義し
て、データを戦略モデリングにプッシュする場合は、スマート・プッシ
ュに定義されたメンバーがデータ・マップに定義されたメンバーと一致
する必要があります。
11. メンバー名がソースとターゲットで一致しない場合、または複数のディメンション

と単一のディメンション間でマップする場合、詳細設定データ・マップを定義する
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必要があります。詳細設定データ・マップの定義を参照してください。また、すべてのメ
ンバー名がわかっている場合は、詳細設定データ・マップを使用してマッピングを定義す
ることもできます。
12. 任意の時点で「保存して閉じる」をクリックします。データ・マップ定義がまだ完全では

ない場合、エラーが発生します。ただし、データ・マップをドラフトとして保存できるた
め、別の時点でその処理を続行できます。

13. データ・マップをモデルまたはシナリオ・ロールアップに関連付けます:

•

ソースがモデルである場合、必要に応じてデータ・マップをモデルに関連付けること
ができます。データ・マップとモデルの関連付けを参照してください。

•

ソースがシナリオ・ロールアップの場合、データ・マップをシナリオ・ロールアップ
に関連付ける必要があります。データ・マップのシナリオ・ロールアップとの関連付
けを参照してください。

ノート:
Planning から戦略モデリングへのシナリオ・ロールアップ・データ・マップは、
Planning フォームとの関連では使用できません。
14. 必要に応じて、データ・マップの実行方法を定義するオプションを指定します。戦略モデ

リング・データ・マップ・オプションの定義を参照してください。
Planning 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。

データ・マップの実行の詳細は、データ・マップの実行を参照してください。
ビデオ
目的

視聴するビデオ

データ・マップを作成してデータを戦略モデリン
グと Planning の間で移動する方法について学習
します。

データ・マップの作成および連結後の戦略
モデルからのデータの移動
データ・マップを作成してデータをプラン
ニング・キューブと戦略モデリングの間で移動

詳細設定データ・マップの定義
メンバー名がソースとターゲットで一致しない場合、または複数のディメンションと単一の
ディメンション間でマップする場合、詳細設定データ・マップを定義する必要があります。
1.

マッピング行内の「マップ」をクリックし、詳細設定マッピングを定義します。
たとえば、Planning 内の複数の勘定科目を戦略モデリング内の単一の勘定科目にマップ
できます。
「データ・マップの編集」ページを使用して、各タブ上でのマッピングを定義できます。
タブには、基本情報、ソース選択、ターゲット選択、マップされた各ディメンション用の
タブ、およびこれらが存在する場合はマップされていないソース・ディメンションとマッ
プされていないターゲット・ディメンションが含まれます。
ソース選択およびターゲット選択タブには、その他のタブでマップする詳細のスーパーセ
ットが含まれます。
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2.

マッピングの詳細を定義するタブをクリックします。ディメンションごとに、ソー
ス・メンバーがリストされます。
•

ソースとターゲット間でメンバー名が異なるソース・メンバーごとに、ターゲ
ット・メンバーを追加します。(ターゲット・メンバーは、階層内のレベル・
ゼロのメンバーである必要があります。
)

•

すでに除外したメンバーは、ソース選択タブの ディメンション (除外)列にリス
トされます。

•

データ・マップからメンバーを除外するには、ソース選択タブで、メンバーを
除外するディメンションの列ヘッダーをクリックし、「除外の追加」
、
dimension(除外)列の順にクリックして、除外するメンバーを定義します。
–

すでにマップされているメンバーを除外する場合は、ディメンションのタ
ブをクリックして、メンバーのマッピングを更新します。

– 「除外」リストからメンバーを削除するには、メンバーを選択し、「削除」
キーを押します。
「除外」リストからメンバーを削除する場合は、ディメン
ションのタブをクリックして、メンバーのマッピングを追加します。
–

除外を削除するには、ディメンションの列ヘッダーをクリックし、
「除外の
削除」

•

をクリックします。

必要に応じて、演算子を指定します。デフォルトの演算子は+です。
行の演算子により、現在の行に対して使用する操作が定義されます。
たとえば、ソース集約内の複数の勘定科目を設定し、ターゲット内の単一の勘
定科目にマップする場合、ソース内の(同じターゲット・メンバーにそれぞれ
がマップされた)メンバーごとに行を追加します。デフォルトでは、各行の+演
算子によって集約が定義されます。
または、キューブ内の複数の期間(1 月から 12 月まで)をモデル(2018)内の単一
の期間にマップすることもできます。

• 「行のコピー」
または「行の貼付け」
を使用することも、1 つのタブか
らデータをコピーして別のタブに貼り付けることもできます。
•

必要な数だけ行を追加し、マップするすべてのメンバーを 定義できます。
「行
をクリックし、ソース・メンバーとターゲット・メンバー間のマ
の挿入」
ッピング定義を追加します。

•
3.

必要に応じて、
「無効なエントリの削除」 をクリックし、ソースが無効であ
るマッピング行をクリアし、無効なターゲット・メンバーをクリアします。

複数のディメンションから単一のディメンションにマップする場合(Planning 内の
年と期間から戦略モデリング内の時間へマップする場合など)、
「データ・マップの
編集」ページに使用可能なソースの組合せがすべて 移入されます。必要なソースの
組合せごとに対応するターゲット・メンバーを選択します。
除外を定義している場合、除外メンバーはリストされません。
マップ先とする必要がないソースの組合せがある場合、行を選択し、「行の削除」
をクリックします。このソースの組合せは、「データ・マップの編集」ページ
に戻ったときに自動的には再移入されません。
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削除したソースの組合せを後で参照する場合は、「詳細マッピングの移入」
をクリッ
クします。「データ・マップの編集」ページが更新され、使用可能なソースの組合せがす
べて表示されます。
4. 「完了」をクリックします。

マッピング・メンバーについて次の点に注意してください。
•

ソースとターゲット内のメンバー名が一致し、自動的にマップされる場合、これらは「マ
ッピングの詳細」ページにはリストされません。

•

ターゲット選択タブにリストされているターゲット・メンバーのみを選択できます。異な
るメンバーが必要である場合、「データ・マップ」ページに戻り、「ターゲット」メンバ
ー・リストから選択します。(「データ・マップ」ページでメンバーを入力しなかった場
合、この方法に制限されることはありません。)

詳細設定データ・マップの定義を簡素化するには、データ・マップ定義を Excel にエクスポ
ートし、Excel 内のデータ・マップ・テンプレートを編集し、インポートします。Microsoft
Excel を使用した詳細設定データ・マップの使用を参照してください。

データ・マップおよびカスタム・ディメンションについて
データ・マップ内の一部の戦略モデリング・アカウントがカスタム・ディメンションに関連
付けられているが一部は関連付けられていないときにデータ・マップを定義する場合、次の
点に注意してください。
Planning から戦略モデリングへのデータ・マップを作成する場合、データは次のルールに基
づいて移動します。
•

•

戦略モデリング内のディメンションのルートが詳細マッピングの一部である場合:
–

このディメンションの適用が可能な勘定科目の場合、ルート・ディメンションのマッ
ピングは無視されます。(データを有効な勘定科目のルートに書き込むことはできま
せん。)

–

このディメンションの適用が不可能な勘定科目の場合、ルート・ディメンションのマ
ッピングが考慮されます。(存在しないリーフ・メンバーにデータを書き込むことは
できません。)

–

戦略モデリング内にメンバーがないディメンションの場合、データは常にルートに書
き込まれます。(使用可能な唯一のメンバーはルート・メンバーです。
)

戦略モデリング内のディメンションのルートが詳細マッピングの一部でない場合:
–

このディメンションの適用が可能な勘定科目の場合、データの移動はデータ・マップ
定義に定義されているとおりに行われます。(データは、マッピング内のすべてのメ
ンバーに書き込むことができます。)

–

このディメンションの適用が不可能な勘定科目の場合、ターゲット内の各メンバーが
ルート・ディメンションに置き換わります。すべてのメンバーの 集約データが、戦略
モデリング・ディメンションのルートに移動します。
これが求める動作ではない場合、Planning 内の適切なメンバーを戦略モデリング内の
ルート・ディメンションに確実にマップしてください。

•

ディメンションがマップされていないディメンションの 一部である場合(ターゲットの場
合):
–

このディメンションの適用が可能な勘定科目の場合、ターゲットに定義されているメ
ンバーにデータがプッシュされます。
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–

このディメンションの適用が不可能な勘定科目の場合、ルートにデータがプッ
シュされます。

戦略モデリングから Planning へのデータ・マップを作成する場合、データは次のルー
ルに基づいて移動します。
戦略モデリング内のディメンションのルートが詳細マッピングの一部である場合:
•

カスタム・ディメンションに複数の選択メンバーがある場合、カスタム・ディメン
ションのルートは、カスタム・ディメンションが有効ではないメンバーにのみ適用
できます。

•

カスタム・ディメンションが有効な場合のデータ重複を回避するために、データ・
マップ検証の一環としてカスタム・ディメンションのルートのマッピングがチェッ
クで要求されます。マッピングの「カスタム」ディメンションのセクションに複数
のメンバーがある場合、ルート・メンバーは無視されます。

•

カスタム・ディメンションに割り当てられたメンバーは、子メンバーの値を
Planning にプッシュします。データ・マップでルート・メンバーのみが定義され
ている場合、ルート・メンバーが Planning にプッシュされます。

Microsoft Excel を使用した詳細設定データ・マップの使用
詳細設定データ・マップの定義を簡素化するには、Microsoft Excel を使用してデータ・
マップを定義します。
1. 「データ・マップ」ページで基本ディメンションのマッピングを定義します。
2. 「アクション」メニューで、
「データ・マップのエクスポート」を選択し、Microsoft

Excel でファイルを開きます。

3.

必要に応じて「ソース」および「ターゲット」タブ、および Excel ワークシートの
各タブ内の詳細なマッピングを更新し、保存します。

4. 「データ・マップ」ページの「アクション」メニューで、
「データ・マップのインポ

ート」を選択し、データ・マップを保存します。

ビデオ
目的
データ・マップのインポートについて学習しま
す。

視聴するビデオ
データ・マップのインポートおよび戦
略モデルから Planning レポート・キューブへ
のデータの移動
プランニング・キューブと戦略モデリ
ングの間でデータを移動するための Excel デ
ータ・マップの使用

データ・マップとモデルの関連付け
データ・マップのソースがモデルである場合、データ・マップをモデルに関連付け、
モデルのチェックイン時にデータ・マップが実行されるよう指定します。
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1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
クします。

をクリックし、「モデル」

2.

データ・マップを関連付けるモデルの横にある「アクション」
ィ」をクリックし、「データ・マップ」をクリックします。

をクリッ

メニューで、
「プロパテ

3. 「使用可能なデータ・マップ」リストから、モデルと関連付けるデータ・マップをクリッ

クし、

をクリックしてデータ・マップを「関連データ・マップ」リストに移動します。
このモデルがソースとして含まれるデータ・マップ、またはこのモデルがモデルの詳細マ
ッピングのソース・セクションに含まれるデータ・マップがリストされます。

ヒント:
データ・マップを「関連データ・マップ」リストにドラッグ・アンド・ドロッ
プすることもできます。1 つのモデルに複数のデータ・マップを関連付けること
ができます。
4.

モデルがチェックインされるときにデータ・マップを実行するには、「チェックイン時に
実行」を選択します。

5. 「適用」をクリックします。

また、モデルとのデータ・マップの関連付けを削除することもできます。

データ・マップのシナリオ・ロールアップとの関連付け
シナリオ・ロールアップの個別のモデルでは、次のように操作を行います:
1.

前フェーズ: このモデルを処理する前に実行するために割り当てられているデータ・マッ
プを実行します。これらはデータを現在のモデルに移動する必要があります。

2.

モデルの処理: リーフ・ノードであるモデルをその親ノードにロールアップする準備が完
了し、必要な通貨換算を含めてそれらが完全に計算されていることが確認されます。親ノ
ードであるモデルがその子ノードをロールアップしてから、必要な通貨換算を含めて完全
に計算されます。

3.

後フェーズ: このモデルを処理した後に実行するために割り当てられているデータ・マッ
プを実行します。これらは、このモデルのデータを、現在のモデルからの結果を必要とす
る他のモデルに移動する必要があります。

4.

最終フェーズ: シナリオ・ロールアップ全体が完了すると、モデルのデータをシナリオ・
ロールアップ外のデータ・ストア(たとえば、Planning)に移動するためにこのフェーズに
割り当てられているデータ・マップを実行します。
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ノート:
•

Planning から戦略モデリングへのシナリオ・ロールアップ・タイプ・デ
ータ・マップは、データ・マップが定義されたシナリオ・ロールアップ
のモデルに対して、
「前」フェーズの関連付けにのみ使用可能です。これ
らは、シナリオ・ロールアップに関して外部ソースのデータマップとし
て考慮されます。

•

戦略モデリング・シナリオ・ロールアップから戦略モデリング・シナリ
オ・ロールアップ・タイプのデータ・マップは、データ・マップが定義
されているそれぞれのシナリオ・ロールアップ内のモデルの「前」/「後」
フェーズの関連付けに使用できます。

•

戦略モデリング・シナリオ・ロールアップで、特定のシナリオを考えて
みましょう。データ・マップがモデル A の「前」データ・マップとして
関連付けられており、このデータ・マップがモデル A をターゲット・モ
デルとするように設定されており、モデル A が親モデルである場合、デ
ータ・マップ結果は、その子からのシナリオ・ロールアップによって上
書きされます。

データ・マップをシナリオ・ロールアップと関連付けるには:

1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」
ップ」

をクリックし、
「シナリオ・ロールア

をクリックします。

2.

データ・マップを関連付けるシナリオ・ロールアップを開きます。

3.

シナリオ・ロールアップ階層内のモデルをクリックし、「データ・マップ」タブを
クリックします。

4.

ドロップダウン・リストから、データ・マップを実行するタイミング(
「前」、「後」
または「最終」)を選択します。
データ・マップ・リストは、選択内容に応じてフィルタ処理され、データ・マップ
定義、およびモデルがソースの一部であるかターゲットの一部であるかに基づいて
います。
例:
•

現在選択しているモデルがデータ・マップのターゲットであるか、モデルのデ
ィメンション・マッピングのターゲット・セクションに存在する場合は、モデ
ルのロールアップ前にデータ・マップを実行でき、
「前」を選択するとデータ・
マップがリストされます。

•

現在選択しているモデルがデータ・マップのソースであるか、モデルのディメ
ンション・マッピングのソース・セクションに存在する場合は、モデルのロー
ルアップ後にデータ・マップを実行でき、
「後」を選択すると、データ・マッ
プがリストされます。

5. 「使用可能なデータ・マップ」リストから、モデルと関連付けるデータ・マップを

クリックし、
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をクリックしてデータ・マップを「関連データ・マップ」リストに追加します。

ヒント:
データ・マップを検索することも、
「関連データ・マップ」リストにデータ・マ
ップをドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。
6. 「データの実行およびプッシュ」を選択してシナリオ・ロールアップを実行するときにデ

ータ・マップが実行されるよう「ロールアップ時に実行」が選択されていることを確認し
ます。

7. 「適用」をクリックします。
8.

データ・マップを関連付けるすべてのモデル (ルート・モデルを含む)に対してこのプロセ
スを繰り返します。

9.

シナリオ・ロールアップ内のモデルに関連付けられているすべてのデータ・マップを表示
するには、「アクション」
メニューから「データ・マップの設定」を選択します。
リストには、シナリオ・ロールアップ階層内の各モデルに関連付けられているデータ・マ
ップ、およびデータ・マップの実行タイミング(モデルのロールアップ前(
「前」)、モデルの
ロールアップ後(「後」)またはロールアップ・プロセス全体が完了したとき(
「最終」))が表示
されます。このページから、シナリオ・ロールアップ階層内のモデルに、データ・マップ
を関連付けることもできます。

10. 「閉じる」をクリックします。

ノート:
•

シナリオ・ロールアップの実行時にモデルがすでに「準備完了」状態の場合、シナリオ・
ロールアップ前に実行するように定義されたデータ・マップは実行されませんが、例外が
1 つあります。外部ソースからのデータ・マップの場合、データ・マップの実行時に「シ
ナリオ・ロールアップ前に外部ソースからデータ・マップを実行」を選択すると、モデル
が「準備完了」状態の場合でもこれらのデータ・マップが実行されます。

•

シナリオ・ロールアップの実行時点でモデルがすでに準備完了の状態になっている場合、
ロールアップ後に実行するように定義されているデータ・マップは実行されません。

•

シナリオ・ロールアップの実行中に、シナリオ・ロールアップ後に実行するように定義さ
れたデータ・マップは、すでにロールアップされて準備完了の状態になっているシナリ
オ・ロールアップ内のモデルにデータをプッシュできません。

•

シナリオ・ロールアップの実行時:
–

データ・マップのソースが、現在のシナリオ・ロールアップの外部の Planning モデ
ルまたは戦略モデリング・モデルである場合、データ・マップは外部ソースのデー
タ・マップとみなされます。このタイプのデータ・マップは、通常、データを外部ソ
ースからインポートしてシナリオ・ロールアップ用にモデルを準備するために使用さ
れます。

– 「データの実行およびプッシュ」は、シナリオ・ロールアップで、少なくとも 1 つの
データ・マップが「最終」フェーズで実行され、現在のシナリオ・ロールアップ内の
任意のモデルがロールアップ時に実行するように定義されている場合にのみ使用可
能になります。
– 「実行」を選択すると、シナリオ・ロールアップの前または後に実行するように定義
された任意のデータ・マップが実行されます。また、「シナリオ・ロールアップ前に
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外部ソースからデータ・マップを実行」が選択されている場合に「前」のシナ
リオ・ロールアップを実行するように定義されたソース・データ・マップも実
行されます。最終フェーズのデータ・マップは除外されます。
– 「データの実行およびプッシュ」を選択すると、シナリオ・ロールアップが実
行され、外部ターゲットにデータがプッシュされます。これにより、
「前」、
「後」
または「最終」に実行されるように定義された、すべてのデータ・マップが実
行されます。また、「シナリオ・ロールアップ前に外部ソースからデータ・マ
ップを実行」が選択されている場合に「前」のシナリオ・ロールアップを実行
するように定義されたソース・データ・マップも実行されます。

戦略モデリング・データ・マップ・オプションの定義
戦略モデリング・データ・マップに適用するデータ・マップ・オプションを指定しま
す。

ノート:
Planning データ・マップ・オプションの詳細は、 Planning の管理 のデータ・
マップ・オプションの定義を参照してください。

1. 「データ・マップ」リスト・ページを表示します。
2.

既存のデータ・マップを選択するか、「作成」をクリックして新しいデータ・マッ
プを作成します。

3. 「オプション」をクリック(または新しいデータ・マップを作成する場合は「アクシ

ョン」をクリックしてから「オプション」をクリック)します。

4.

データ・マップ・オプションを指定し、「OK」をクリックします。

表 9-2 戦略モデリング・データ・マップ・オプション
データ・マップ・オプション

説明

#missing 値を次の形式でインポート

•

(Planning がソースで戦略モデリングがター
ゲットであるデータ・マップにのみ使用できま
•
す)
•
•

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 9-2 (続き) 戦略モデリング・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およびターゲットの
両方であるデータ・マップにのみ使用できま
す)

•
•
•

インポート中でないセルの場合

•
•

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

マップされたカスタム・ディメンション・ルー マッピングにカスタム・ディメンションの親と
トのデータのプッシュ
子の両方のメンバーが含まれている場合、この
オプションはカスタム・ディメンション・ルー
トのデータをターゲットにプッシュします。

データ・マップの実行
データ・マップは、次の状況下で自動的に実行されます。
•

ソースがモデルであり、データ・マップがこのモデルに関連付けられており、「チェック
イン時に実行」が選択されている場合、モデルを変更し、チェックインすると、データ・
マップが実行され、スマート・プッシュによってデータが Planning にプッシュされます。

•

ソースがシナリオ・ロールアップで、データ・マップをシナリオ・ロールアップに関連付
けており、「ロールアップ時に実行」を選択している場合、「実行」メニューの「シナリ
オ・ロールアップ」で、「データの実行およびプッシュ」をクリックします。データ・マ
ップが実行され、スマート・プッシュによってデータが Planning にプッシュされます。
戦略モデリング内の「ビジネス・ケース」を Planning 内の「シナリオ」および「バージ
ョン」にマップした場合、シナリオ・ロールアップを実行するときに、「ターゲット・バ
ージョンの上書き」を選択できます。これにより、データ・マップに定義されている「バ
ージョン」が上書きされます。
「マップ解除」セクションに「バージョン」がある場合、選択さ「ターゲット・バージョ
ンの上書き」は無視されます

•

ソースが Planning キューブである場合、データ・マップをフォームに関連付け、
「保存時
に実行」するよう指定します。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。単一のフォームに複数のデータ・マップを関連付けることができます。

ソースがモデルまたは Planning キューブである場合、
「データ・マップ」ページからデータ・
マップを実行することもできます。ホームページで「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。実行するデータ・マップの「アクション」メニュー
で、「データのクリアおよびプッシュ」を選択します。
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ノート:
「データのクリアおよびプッシュ」オプションは、Planning から戦略モデリ
ング・シナリオ・ロールアップでは使用できません。

データ・マップおよびスマート・プッシュ・ジョブのステータスを確認するには、ホ
ームページで「アプリケーション」、「ジョブ」の順にクリックします。ジョブ名をク
リックし、スマート・プッシュ・ジョブに関する情報とステータスを表示します。エ
ラーがある場合、「エラー」をクリックし、エラーの解決の役に立つ詳細を表示しま
す。

ノート:
Planning から複数の戦略モデリング・モデルにデータをプッシュするデー
タ・マップは、ターゲットに欠落した勘定科目がある場合は無視され、すべ
ての有効な勘定科目に対してデータがプッシュされます。ジョブ詳細は、タ
ーゲット・モデルで使用できなかったために無視されたディメンション・メ
ンバーのリストを提供します。

戦略モデリングおよび財務の間のデータの統合
提供されているテンプレートおよびデータ・マップを使用して、戦略モデリングのモ
デルと財務の損益計算書の間でデータをプッシュできます。
このタスクを完了するには、戦略モデリングと財務が任意の順序で有効になっている
必要があります。財務では「損益計算書」が有効になっている必要があります。
1. 「損益計算書」を有効にして 財務を有効にし、財務アプリケーションを作成しま

す。
財務の構成を参照してください。

2.

戦略モデリングを有効にし、新規モデルを作成します。
• 「新規モデルの作成」ウィザードの「全般」ページで、テンプレートからのモ
デルの作成を選択し、それから「テンプレートの選択」リストから「財務」を
選択します。
• 「エンティティの 選択」で、財務エンティティ ・ディメンション・メンバーを
選択します。モデルは選択されたエンティティ・ディメンション・メンバーに
マッピングされます。
•

Planning アプリケーションが複数通貨である場合、
「通貨」リストから通貨を
選択します。Planning アプリケーションが単一通貨である場合、このオプショ
ンは表示されず、デフォルトでアプリケーションの通貨になります。

•

財務テンプレートからモデルを作成した場合、
「新規モデルの作成」ウィザー
ドの「カレンダ」、「期間」および「年の構成」ページは表示されません。「開
始期間と終了期間」の日付は Planning アプリケーションに基づいて設定され
ます。「年構成」は月次となります。

モデルを作成すると、2 つのデータ・マップが作成されます。データ・マップの詳
細マッピングは、戦略モデリングおよび財務のディメンション・メンバーの間で自
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動的に移入されます。オプションで詳細データ・マップを表示できます。ホームページ
で、「アプリケーション」をクリックして「データ交換」をクリックし、それから「デー
タ・マップ」をクリックします。
•

<Model_Name>_SMtoPLDatamap は、戦略モデリングから財務のターゲット・バー
ジョンにデータをプッシュします。デフォルトでは、データ・モデルは作成したモデ
ルに関連付けられ、そのモデルをチェック・インするときに実行するように設定され
ます。

•

<Model_Name>_PLtoSMDatamap は、財務の作業バージョンから戦略モデリングへ
とデータをプッシュします。

戦略モデリングの有効化の詳細は、戦略モデリングの有効化を参照してください。
戦略モデリングのモデルの作成の詳細は、戦略モデリング・モデルの作成を参照してくだ
さい。
3.

戦略モデリングから財務へとデータをプッシュするには:
a.

戦略モデリングのモデルをチェック・アウトし、データを入力してからそのシナリオ
またはすべてのシナリオを 計算します。

b.

モデルをチェック・インします。
データ・マップがチェック・イン時に実行されるように設定されている場合(デフォ
ルト)、データ・マップが実行され、スマート・プッシュ・ジョブが送信されます。

ヒント:
ジョブのステータスをチェックするには、ホームページから「アプリケーシ
ョン」をクリックし、それから「ジョブ」をクリックします。
財務で、損益計算書を開いてプッシュされたデータを確認します。ホームページで、
「財務」をクリックして「収益」をクリックし、それから「損益計算書」をクリック
します。
4.

次のいずれかの方法を使用して財務から戦略モデリングへとデータをプッシュします。
• 「データ・マップ」ページからデータ・マップを実行します。ホームページで、
「アプ

リケーション」
をクリックして「データ交換」
をクリックし、それ
から「データ・マップ」をクリックします。<Model_Name>_PLtoSMDatamap の
「アクション」
•

メニューから、
「データのクリアおよびプッシュ」を選択します。

<Model_Name>_PLtoSMDatamap データ・マップをフォームに関連付け、スマー
ト・プッシュ用に設定します。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。

後から追加の勘定科目を財務で有効化する場合、データ・マップを編集して財務の勘定科目
と戦略モデリングの勘定科目の間に詳細マッピングを追加します。データ・マップの編集お
よび詳細マッピングの詳細は、詳細設定データ・マップの定義を参照してください。
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ノート:
データ・マップを編集する前にコピーを作成しておくことで、元のデータ・
マップ定義を保存しておくことができます。

ノート:
戦略モデリングと財務の間でデータをプッシュする際には、戦略モデリング
のカスタム・ディメンションおよび財務の勘定科目のカスタム・チャートは
サポートされません。

1 つの戦略モデリング・モデルから複数の戦略モ
デリング・モデルへのデータのプッシュ
1 つの戦略モデリング・モデル(ソース)から、勘定科目レベルで指定した様々なプロパ
ティで制御される複数の戦略モデリング・モデル(ターゲット)にデータをプッシュでき
ます。

データ・マップを使用した、1 つの戦略モデリング・モデ
ルから複数の戦略モデリング・モデルへのデータのプッシ
ュ
データ・マップを使用して、1 つの戦略モデリング・モデルから複数の戦略モデリン
グ・モデルにデータをプッシュできます。データをプッシュする、モデルからモデル
へのデータ・マップを定義できます。
管理者には、データ・マップを作成、編集および実行する権限があります。
モデルからモデルへのデータ・マップを作成するには:

1.

ホームページで「アプリケーション」
タ・マップ」の順にクリックします。

、「データ交換」

、「デー

2. 「作成」をクリックします。
3.

データ・マップの名前および説明を入力します。

4. 「ソース」で、データのソースを選択します: モデルの選択。

「モデルの選択」ページが表示されます。
5.

戦略モデリング・モデルを選択し、「選択」をクリックします。
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. 「ターゲット」で、
「モデル」を選択します。
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ノート:
このオプションは、ソースで戦略モデリング・モデルが選択されている場合の
み使用できます。
7.

モデルのディメンション・マッピング行の「ターゲット」セクションで、「選択」をクリ
ックします。
「メンバーの選択」ページが表示されます。

8.

モデルを選択して「OK」をクリックします。

ノート:
ターゲットは複数のモデルにすることができます。1 つのソース・モデルから複
数のターゲット・モデルにデータをプッシュできます。
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。
9.

勘定科目のディメンション・マッピング行の「ソース」セクションで、「選択」をクリッ
クします。
「メンバーの選択」ページが表示されます。

10. 勘定科目を選択して「OK」をクリックします。

ノート:
選択した勘定科目メンバーが「ソース」および「ターゲット」の両方の列に表
示されます。
11. 「構成」をクリックします。

「データ・マップの編集」ページが、選択した勘定科目構成とともに表示されます。
12. 必要に応じて、
「シナリオ」、「値」、「期間」および「セル・テキスト」のデフォルトのメ

ンバー値を更新し、「完了」をクリックします。

13. 「保存して閉じる」をクリックします

勘定科目構成の定義
データ・マップを編集して、ソースの選択した各勘定科目のプロパティを設定できます。こ
れは、モデル間でデータをプッシュするときに使用される値を定義します。
勘定科目構成を定義するには:
1. 「データ・マップ」ページで、
「構成」をクリックします。

「データ・マップの編集」ページに、選択した勘定科目構成が表示されます。このページ
で、「基本情報」
、「オプション」、「選択」および「勘定科目構成」を更新できます。
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2. 「勘定科目構成」の場合、
「シナリオ」をクリックし、選択した勘定科目に対して選

択を行います。

ノート:
•

これらの選択は、選択した勘定科目のデータ・プッシュに使用されま
す。

•

シナリオ・ロールアップの場合、「シナリオ」列のかわりに「ビジネ
ス・ケース」列が表示されます。
「ビジネス・ケース」列にはデフォ
ルト・オプションの「任意」が表示され、このオプションは編集でき
ません。これは、データの移動に対する勘定科目構成が、現在のシナ
リオ・ロールアップ内のすべてのビジネス・ケースに適用できるため
です。データ移動が発生する正確なビジネス・ケースは、ビジネス・
ケースの選択に基づいて実行時に特定されます。

3. 「値」をクリックし、選択した勘定科目の値を選択します。

ノート:
値は、選択した勘定科目のどのデータをプッシュするかを定義します:
• 「入力」: 選択した勘定科目に対して入力値のデータがプッシュされ
ます。
• 「出力」: 選択した勘定科目に対して出力値のデータがプッシュされ
ます。
• 「なし」: 選択した勘定科目に対してどのデータもプッシュされませ
ん
4. 「期間」をクリックし、選択した勘定科目の値を選択します。

ノート:
「期間」の値によって、選択した勘定科目に対してデータをプッシュする
期間のデータが定義されます:
• 「履歴」: 選択した勘定科目に対して履歴期間データがプッシュされ
ます。
• 「予測」: 選択した勘定科目に対して予測期間データがプッシュされ
ます。
5. 「セル・テキスト」をクリックし、選択した勘定科目の値を選択します。
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ノート:
「セル・テキスト」の値によって、選択した勘定科目に対してセル・テキストが
プッシュされるセル・テキストが定義されます:
• 「シナリオ」: 選択した勘定科目に対して、
「シナリオ」セルのセル・テキス
トがプッシュされます。
• 「時系列」: 選択した勘定科目に対して、期間セルのセル・テキストがプッ
シュされます。
• 「なし」: 指定された勘定科目に対してどのセル・テキストもプッシュされ
ません。
6. 「完了」をクリックします。

「勘定科目構成」で次のアクションを実行できます:
• 「勘定科目の追加」
のクリック、これは「勘定科目」ページをリストします。必要な勘定科目を選択し、「選
択」をクリックして勘定科目を追加します。
• 「行の削除」
のクリック: 削除する行を選択し、「行の削除」ボタンをクリックします。
• 「行のコピー」
のクリック: コピーする行を選択し、「行のコピー」ボタンをクリックします。
• 「行の貼付け」
のクリック: グリッドをクリックし、「行の貼付け」ボタンをクリックします。
• 「無効なエントリの削除」
のクリック: クリックして無効なエントリを削除します。
• 「検索」
のクリック: クリックして検索する語を入力します。

データ・マップの実行
勘定科目構成の作成および定義の後にデータ・マップを実行します。
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1.

ホームページで「アプリケーション」
タ・マップ」の順にクリックします。

2.

実行するデータ・マップの「アクション」
びプッシュ」を選択します。

、「データ交換」

、「デー

メニューで、「データのクリアおよ

データ・マップおよびスマート・プッシュ・ジョブのステータスを確認するには、ホ

ームページで「アプリケーション」
す。

、
「ジョブ」

の順にクリックしま

ジョブ名をクリックし、スマート・プッシュ・ジョブに関する情報とステータスを表
示します。エラーがある場合、
「エラー」をクリックし、エラーの解決の役に立つ詳細
を表示します。

モデルからモデルへのデータ・マップとソース・モデルの
関連付け
モデルからモデルへのデータ・マップをソース・モデルに関連付けると、モデルのチ
ェックイン時にターゲット・モデルが自動的に更新されます。
モデルからモデルへのデータ・マップをソース・モデルに関連付けるには:
1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」

をクリックし、「モデル」

をクリックします。
2.

ソース・モデルの横にある「アクション」メニューから、「プロパティ」をクリッ
クします。

3. 「データ・マップ」タブをクリックします。
4. 「使用可能なデータ・マップ」リストから、モデルと関連付けるデータ・マップを

選択します。

5.

データ・マップをクリックし、

をクリックします。
「関連データ・マップ」リストに、選択したデータ・マップが表示されます。
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ノート:
データ・マップを「関連データ・マップ」リストにドラッグ・アンド・ドロッ
プすることもできます。
6.

モデルがチェックインされるときにデータ・マップを実行するには、「関連データ・マッ
プ」リストの「チェックイン時に実行」を選択します。

7. 「適用」をクリックします。

Microsoft Excel を使用したモデルからモデルへのデータ・マップ
の定義
Microsoft Excel を使用して、モデルからモデルへのデータ・マップを定義できます。
1. 「データ・マップ」ページで基本ディメンションのマッピングを定義します。
2. 「アクション」メニューで、
「データ・マップのエクスポート」を選択します。
3.

勘定科目、ソースおよびターゲット・モデルが含まれるエクスポート済の Excel シートを
開きます。
a. 「選択」シートで、必要に応じて勘定科目およびターゲット・モデルを更新します。
b. 「勘定科目構成」で、選択シートで変更した勘定科目を更新します。

4. 「データ・マップ」ページの「アクション」メニューで、
「データ・マップのインポート」

を選択し、データ・マップを保存します。

戦略モデリング・シナリオ・ロールアップから戦略
モデリング・シナリオ・ロールアップへのデータの
プッシュ
データ・マップを使用して、1 つの戦略モデリング・シナリオ・ロールアップから 1 つの戦略
モデリング・シナリオ・ロールアップにデータをプッシュできます。特定のビジネス・ケー
スのシナリオ・ロールアップ・モデル間でデータをプッシュする、シナリオ・ロールアップ
からシナリオ・ロールアップへのデータ・マップを定義できます。
管理者には、データ・マップを作成、編集および実行する権限が必要です。
シナリオ・ロールアップからシナリオ・ロールアップへのデータ・マップを作成するには:
1.

ホームページで「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. 「作成」をクリックします。
3.

データ・マップの名前および説明を入力します。

4. 「ソース」で、データのソースを選択します: 「シナリオ・ロールアップの選択」
。

「シナリオ・ロールアップの選択」ページが表示されます。
5.

シナリオ・ロールアップを選択して、「選択」をクリックします。
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リストに戦略モデリング・シナリオ・ロールアップがない場合、「アクション」メ
ニューから「同期」を選択します。
6. 「ターゲット」で、シナリオ・ロールアップを選択します。
7.

モデルのディメンション・マッピング行の「ソース」および「ターゲット」セクシ
ョンで、「選択」をクリックします。
「メンバーの選択」ページが表示されます。

8.

ソースおよびターゲットのモデルを選択し、
「OK」をクリックします。

Note:
ターゲットは複数のモデルにすることができます。1 つのソース・モデル
から複数のターゲット・モデルにデータをプッシュできます。
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。
9. 「勘定科目」のディメンション・マッピング行の「ソース」セクションで、
「選択」

をクリックします。

「メンバーの選択」ページが表示されます。
10. 勘定科目を選択して「OK」をクリックします。

Note:
選択した勘定科目メンバーが「ソース」および「ターゲット」の両方の
列に表示されます。
11. 「構成」をクリックします。勘定科目構成の定義を参照してください。

「データ・マップの編集」ページが、選択した勘定科目構成とともに表示されます。
12. 必要に応じて、
「値」、「期間」および「セル・テキスト」のデフォルトのメンバー

値を更新し、「完了」をクリックします。

Note:
「ビジネス・ケース」に「任意」が表示され、編集できません。
13. 「保存して閉じる」をクリックします。

シナリオ・ロールアップからシナリオ・ロールアップ・タイプのデータ・マップを実
行するとき、ビジネス・ケースおよびコントリビューション・シナリオに関するデー
タ移動が発生します。ビジネス・ケース情報は動的であり、
「実行」ダイアログで選択
されたビジネス・ケースに基づいて実行時に取得され、選択されたビジネス・ケース/
勘定科目のソースとターゲット・モデル間のコントリビューション・シナリオ/データ・
マップで定義されたカスタム・ディメンション選択に基づいてデータ移動が発生しま
す。
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Note:
「データのクリアおよびプッシュ」オプションは、シナリオ・ロールアップからシナ
リオ・ロールアップ・タイプのデータ・マップでは使用できません。シナリオ・ロ
ールアップからシナリオ・ロールアップ・タイプのデータ・マップは、シナリオ・
ロールアップ内からのみ実行できます。

Microsoft Excel を使用したシナリオ・ロールアップ・データ・マ
ップへのシナリオ・ロールアップの定義
Microsoft Excel を使用して、シナリオ・ロールアップからシナリオ・ロールアップへのデー
タ・マップを定義できます。
1. 「データ・マップ」ページでマッピングを定義します。
2. 「アクション」メニューで、
「データ・マップのエクスポート」を選択します。
3.

エクスポートした Excel シートを開き、必要に応じて更新します:
a. 「選択」シートで、
「ソース・モデル」、
「ターゲット・モデル」および「勘定科目」列

を更新します。

b. 「勘定科目構成」シートで、
「選択」シートで変更した勘定科目を更新します。

Note:
シナリオ・ロールアップからシナリオ・ロールアップへのデータ・マップの
場合、
「シナリオ」列のかわりに「ビジネス・ケース」の列があります。
「ビ
ジネス・ケース」列で許可される唯一の値は「任意」です。「ビジネス・ケ
ース」列に存在する「任意」以外のすべての 値は、Excel シートがアプリケ
ーションにインポートされるときに「任意」にデフォルト設定されます。
4. 「データ・マップ」ページの「アクション」メニューで、
「データ・マップのインポート」

を選択し、データ・マップを保存します。

モデルの変更管理を使用したメタデータの管理
モデルの変更管理を使用して、ソース・モデルから 1 つ以上のターゲット・モデルにメタデ
ータをコピーします。
組織は、様々なモデルを使用して戦略プランニングを実行します。一部のモデルの方が粒度
が大きい場合や、一部のモデルでは特定のテリトリまたは地域に焦点を当てている場合など
があります。通常、モデルの多くは似た構造を持っています。たとえば、カスタム・ディメ
ンション、勘定科目、シナリオ、および期間の違いはわずかでしかない場合があります。マ
スター・ソース・モデルを作成し、この中で勘定科目、勘定科目グループ、カスタム・ディ
メンション、時間構造、およびシナリオのマスター構造を構築できます。このソース・モデ
ル内のすべてまたは 一部のメタデータを 1 つ以上のターゲット・モデルにコピーすることに
より、メタデータを管理します。また、ソース・モデルからターゲット・モデルへの増分変
更をコピーすることもできます。
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モデルの変更管理を使用するには、ソースとして使用する基本モデルを最初に作成し
ます。ソース・モデルには、任意のターゲット・モデルにコピーする勘定科目、勘定
科目グループ、カスタム・ディメンション、時間構造、およびシナリオを含める必要
があります。ソース・モデルを作成した後、モデルの変更管理を使用して任意のメタ
データを 1 つ以上のターゲット・モデルにコピーできます。
モデルの変更管理のステップの概要:
1.

1 つ以上のターゲット・モデルを選択することにより、モデルの変更管理定義を作
成します。
モデルの変更管理用のターゲット・モデルの定義を参照してください。

2.

コピーするメタデータを定義します。
•

勘定科目と勘定科目属性

•

勘定科目グループ

•

カスタム・ディメンション

•

時間

•

シナリオ

モデルの変更管理を使用したコピー対象のメタデータの定義を参照してください。
3.

モデルの変更管理を実行して、ソース・モデルから 1 つ以上のターゲット・モデル
にメタデータをコピーします。
ソースからターゲットへのメタデータのコピーを参照してください。

4.

必要に応じて、モデルの変更管理定義を編集または削除できます。
モデルの変更管理定義の編集または削除を参照してください。

ビデオ
視聴するビデオ

目的
モデルの変更管理を使用したサブ勘定科目お
よび勘定科目属性のコピーについて学習しま
す。
モデルの変更管理を使用した勘定科目グルー
プのコピーについて学習します。

モデルの変更管理を使用したシナリオのコピ
ーについて学習します。
モデルの変更管理を使用した期間のコピーに
ついて学習します。

Enterprise Planning Cloud のモデルの
変更管理を使用したサブ勘定科目および勘定
科目属性のコピー.
Enterprise Planning Cloud のモデルの
変更管理を使用した勘定科目グループのコピ
ー.
Enterprise Planning Cloud のモデルの
変更管理を使用したシナリオのコピー.
Enterprise Planning Cloud のモデルの
変更管理を使用した期間のコピー.

ヒント:
勘定科目、勘定科目グループ、シナリオおよびレポートをコピーすると、戦
略モデリングはターゲット・モデル内のアイテムの順序をソース・モデル内
の順序にできるかぎり一致させようとします。
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モデルの変更管理用のターゲット・モデルの定義
モデルの変更管理を使用してメタデータを管理するには、最初にメタデータのコピー先のタ
ーゲット・モデルを定義します。
1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」をクリックし、「モデル」をクリックします。

2.

ソースとして使用するモデルの「アクション」
く」、「編集」の順にクリックします。

メニューで、「モデルの変更管理」、「開

3. 「ターゲット・モデルのマップ」

タブで、「ターゲットの追加」
をクリックし、
メタデータのコピー先のターゲット・モデルを 1 つ以上選択し、「OK」をクリックしま
す。
リストには、アプリケーション内のすべてのモデルが 含まれます。
モデルの変更管理の実行時にターゲット・モデルが含まれないようにするには、「除外」
をクリックします。これにより、メタデータがこのモデルにコピーされなくなります。

4.

コピーするメタデータを定義し、「保存」をクリックします。
モデルの変更管理を使用したコピー対象のメタデータの定義を参照してください。

ターゲット・モデルを削除するには、それを選択して「ターゲットの削除」
します。

をクリック

モデルの変更管理を使用したコピー対象のメタデータの定義
モデルの変更管理を使用してメタデータを管理するには、ターゲット・モデルを定義した後、
コピーするメタデータを定義します。
1. 「モデルの変更管理」ページで、
「モデルの構成」

ータを指定します。

2.

をクリックし、コピーするメタデ

、「サブ勘定科
コピーするサブ勘定科目を定義します。「勘定科目」タブで、「追加」
目変更の追加」の順にクリックします。サブ勘定科目を持つすべての 勘定科目がリストに
表示されます。ターゲット・モデルにコピーするサブ勘定科目を持つ勘定科目を選択し、
サブ勘定科目をコピーするための追加オプションから選択します。
•

勘定科目詳細をターゲットに保持 - 勘定科目階層の詳細は、ソース内に存在しない場
合でもターゲット内で保持します。

•

勘定科目属性のコピー - 選択した勘定科目の属性をターゲットにコピーします。
すべての 勘定科目について、次をコピーします。
–

勘定科目名

–

予測方法

–

小計メソッド

–

勘定科目のノート

–

為替レート

メモ勘定科目について、次をコピーします。
–

勘定科目名
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•

–

計算メソッド

–

集約メソッド

–

出力タイプ

–

出力単位

ソースにない勘定科目の削除 - ソースにないターゲット内の勘定科目を削除
します。このオプションを選択することをお薦めします。この選択をクリア
すると、シナリオ・ロールアップ中にエラーが発生する可能性があります。

選択した勘定科目内のすべてのサブ 勘定科目がターゲットにコピーされます。
3.

コピーする勘定科目属性を定義します。
「勘定科目」タブで、「追加」
、「勘定
科目属性の変更の追加」の順にクリックします。ターゲット・モデルにコピーする
属性を持つ勘定科目を選択し、選択した勘定科目についてコピーするシナリオを選
択し、勘定科目属性をコピーするための追加オプションから選択します。

ノート:
勘定科目名はユーザー編集可能フィールドであるため、他の言語に翻訳
されません。

•

勘定科目の名前変更 - ターゲット内の勘定科目の名前をソース内の勘定科目
の名前にあわせて変更します。

•

その他の勘定科目属性のコピー - このオプションを選択すると、次の勘定科目
属性がソースからターゲットにコピーされます。
–

–

すべての 勘定科目について、次をコピーします。
*

予測方法

*

小計メソッド

*

勘定科目のノート

*

為替レート

メモ勘定科目について、次をコピーします。
*

計算メソッド

*

集約メソッド

*

出力タイプ

*

出力単位

ヒント:
勘定科目の選択内容を編集するには、
「勘定科目」タブの「詳細の変更」
列内のリンクをクリックします。
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4.

コピーする勘定科目グループを定義します。
「勘定科目グループ」タブで、
「勘定科目グル
ープの追加」
をクリックします。ターゲット・モデルにコピーする勘定科目グループ
を選択し、次のオプションから選択します。
•

ターゲットの勘定科目グループを上書きしない - 勘定科目グループがターゲット内
にすでに存在する場合は上書きしません。

•

ターゲットの勘定科目グループを上書き - 勘定科目グループがターゲット内にすで
に存在する場合は上書きします。

•

ターゲットの勘定科目グループを削除 - ソースにないターゲット内の勘定科目グル
ープを削除します。

ヒント:
「勘定科目グループの検索」を使用すると、コピーする勘定科目グループが簡単
に見つかります。
5.

ターゲットへのコピー時にカスタム・ディメンションを処理する方法を定義します。
「カ
スタム・ディメンション」タブで、
「カスタム・ディメンションのコピー」をクリックし、
カスタム・ディメンションをターゲットにコピーし、次のオプションから選択します。
•

勘定科目をターゲット内のカスタム・ディメンションに割当て - カスタム・ディメン
ション構造とともに勘定科目割当てをターゲットにコピーします。たとえば、ソース
内の販売勘定科目がカスタム・ディメンションに関連付けられているときに、カスタ
ム・ディメンション構造をターゲットにコピーする場合、このオプションを選択する
と、ターゲット内の販売勘定科目にカスタム・ディメンションが割り当てられます。

•

サブ階層をターゲット内のカスタム・ディメンションに保持 - カスタム・ディメンシ
ョンがターゲット内とソース内にある場合、ソースにないターゲット内のカスタム・
ディメンション内の子ディメンション・メンバーを保持できます。

•

ソースにないカスタム・ディメンションの削除 - ソースにないターゲット内のカスタ
ム・ディメンションを削除します。このオプションを選択することをお薦めします。
この選択をクリアすると、シナリオ・ロールアップ中にエラーが発生する可能性があ
ります。

ヒント:
「ソース・カスタム・ディメンションのプレビュー」をクリックすると、選択を
行う前にソース・モデル内のカスタム・ディメンションを確認できます。
6.

ターゲットへのコピー時に期間を処理する方法を定義します。「時間」タブで、時間構造
のコピーをクリックし、時間構造をターゲットにコピーし、ターゲット内の時間構造の詳
細を保持するために次のオプションを 1 つ以上選択します。
•

ターゲットに期間詳細の保持を許可 - ソースにない時間の詳細をターゲットで保持
できます。たとえば、ソースには年のみが含まれるが、ターゲットには四半期も含ま
れる場合、このオプションを選択すると、時間構造のコピー時にターゲット内の四半
期が保持されます。

•

ターゲットにソースで定義されている年より前の年の保持を許可 - たとえば、ソー
ス・モデルの時間構造に 2018 - 2022 が含まれ、ターゲット・モデルに 2015 - 2020
が含まれる場合、このオプションを選択すると、ターゲット・モデルの時間構造に
2015 - 2022 が含まれるようになります。
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•

ターゲットにソースで定義されている年より後の年の保持を許可 - たとえば、
ソース・モデルの時間構造に 2017 - 2022 が含まれ、ターゲット・モデルに
2018 - 2025 が含まれる場合、このオプションを選択すると、ターゲット・モ
デルの時間構造に 2017 - 2025 が含まれるようになります。

これらのオプションをクリアされたままにすると、ターゲットの時間構造がソース
の時間構造に完全に置き換えられます。

ヒント:
「ソース期間のプレビュー」をクリックすると、選択を行う前にソース・
モデル内の期間を確認できます。
7.

ターゲットへのコピー時にシナリオを処理する方法を定義します。「シナリオ」タ
ブで、「シナリオの変更の追加」
をクリックし、ターゲットにコピーするシナ
リオを選択し、次のオプションから選択し、「追加」をクリックします。
•

ターゲットのシナリオを上書きしない - ターゲット内にすでに存在するシナ
リオがソース内に存在しない場合でもターゲット内で保持します。

•

ターゲットのシナリオを上書き - ターゲットのシナリオを上書きします。

•

ターゲットのシナリオを削除 - ソースにないターゲット内のシナリオを削除
します。

必要に応じて、コピーするシナリオを定義した後、「シナリオ」タブでオプション
を変更できます。シナリオの横の「詳細の変更」をクリックし、新しいオプション
を選択します。
8.

ターゲットへのコピー時にレポートを処理する方法を定義します: 「レポート」タ
ブで、
「レポートの変更の追加」

をクリックし、ターゲットにコピーするレポートを選択し、次のオプションから選
択し、確認アイコンをクリックします

:
•

ターゲットにレポートが存在する場合に上書きしない - ターゲットにレポー
トがすでに存在する場合、そのままになります。

•

ターゲットにレポートが存在する場合に上書き - ターゲット・モデルの既存の
レポートを上書きします。

•

レポートの削除 - ターゲット・モデルにレポートが存在する場合、そのレポー
トを削除します。

必要に応じて、コピーするシナリオを定義した後、「レポート」タブでオプション
を変更できます。レポートの横の「詳細の変更」をクリックし、新しいオプション
を選択します。
9. 「保存して閉じる」をクリックします。

9-38

第9章

モデルの変更管理を使用したメタデータの管理

ソースからターゲットへのメタデータのコピー
モデルの変更管理を使用してメタデータを管理するには、ターゲット・モデルおよびコピー
対象のメタデータを定義した後、ソースからターゲットにメタデータをコピーします。
1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」をクリックし、「モデル」をクリックします。

2.

ソース・モデルの「アクション」 メニューで、「モデルの変更管理」、「開く」、「実行」
の順にクリックします。
モデルの変更管理により、新しいメタデータを書き込むためにターゲットが一時的にロッ
クされます。ターゲットが別のユーザーによってロックされている 場合、そのターゲット
はスキップされ、ログに記録されます。

3.

モデルの変更管理ジョブのステータスを確認します。ホームページで、「アプリケーショ
ン」、
「ジョブ」の順にクリックします。ジョブ名をクリックし、ジョブに関する情報とス
テータスを表示します。エラーがある場合、「エラー」をクリックし、エラーの解決の役
に立つ詳細を表示します。
また、「モデルの変更管理」ページでジョブ・ステータスを確認することもできます。ソ
ース・モデルの「アクション」 メニューで、「モデルの変更管理」、「ステータス」の順
にクリックします。各ターゲット・モデルのステータスおよびソース・モデルの全体的な
ステータスが表示されます。

4.

1 つ以上のターゲット・モデルの変更を確認します。

モデルの変更管理定義の編集または削除
必要に応じて、モデルの変更管理定義を編集または削除できます。
1.

ホーム・ページで「戦略モデリング」をクリックし、「モデル」をクリックします。

2.

•

モデルの変更管理定義を編集するには、ソース・モデルの「アクション」 メニュー
で、「モデルの変更管理」、「開く」、「編集」の順にクリックします。

•

モデルの変更管理定義を削除するには、ソース・モデルの「アクション」 メニュー
で、「モデルの変更管理」、「削除」の順にクリックします。

モデルが別のユーザーによってロックされている 場合、モデルの変更管理定義は表示できま
すが、変更することはできません。
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後続の管理タスク
Related Topics
•

データ・マップを使用するデータのプッシュ
Planning モジュールのデータ・マップを使用して、モジュール間、モデル間またはキュ
ーブ間でデータをプッシュします。

•

仮定の入力

•

アプリケーションのメンテナンス

•

Planning モジュールの更新

•

事前定義済アーティファクトのカスタマイズ

•

ナビゲーション・フローのカスタマイズ

データ・マップを使用するデータのプッシュ
Planning モジュールのデータ・マップを使用して、モジュール間、モデル間またはキューブ
間でデータをプッシュします。
次のシナリオのデータ・マップを使用します:
表 10-1 データ・マップ・シナリオ
データ・マップ・シナリオ

リファレンス

データを財務、要員、プロジェクトおよび資本と ビジネス・プロセスを統合するためのデータのプ
統合します。
ッシュ.
要員でレポート用のデータをマップします。

要員でのレポート用のデータのマッピング

次の間でデータをプッシュします:
•
•
戦略モデリングと Planning。
戦略モデリングと財務。
•
•
戦略モデリング・モデル。
•
戦略モデリング・シナリオ・ロールアップ。 •
•
•

データ・マップを使用した戦略モデリングと
Planning 間でのデータのプッシュ.
戦略モデリングおよび財務の間のデータの統
合.
1 つの戦略モデリング・モデルから複数の戦略
モデリング・モデルへのデータのプッシュ.
戦略モデリング・シナリオ・ロールアップか
ら戦略モデリング・シナリオ・ロールアップ
へのデータのプッシュ

データ・マップを使用してデータをプッシュするには:

1.

ホームページで「アプリケーション」
ップ」の順にクリックします。

、
「データ交換」

、
「データ・マ

2.

データ・マップを選択し、「アクション」の「データのプッシュ」をクリックします。
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ノート:
データ・マップにラベルが変更されたソースがあり、ラベルがターゲットで
一致しない場合、データ・マップは一致しない年について警告を表示します。
ただし、プッシュはデータをプッシュしていません。データ・マップにラベ
ルが変更されたターゲットがあり、ラベルがターゲットで一致しない場合、
データ・マップは成功し、ソースの年は期間 ID を使用して照合されます。

Groovy ルールを使用して、複雑なマッピングを定義することもできます。Groovy ル
ールは、Groovy スクリプト言語を使用して複雑なデータ・マップを作成するための強
力なルールベースのメソッドを提供します。Groovy ルールを使用して、複雑なマッピ
ングを定義します。たとえば、編集したセルからのみなど、現在のフォームに基づい
て対象領域に関するデータを Planning からプルする Groovy ルールを定義できます。
また、スケーリング係数の適用など、データをプッシュする前にデータに対して計算
を実行することもできます。Groovy ビジネス・ルールについてを参照してください。
要員では、エンティティ 、シナリオおよびバージョンの実行時プロンプトを使用して
事前定義済データ・マップを実行する Groovy ルールを提供します。要員の Groovy ル
ールを参照してください。

Groovy ビジネス・ルールについて
Groovy ビジネス・ルールを使用すると、通常のビジネス・ルールでは解決できないユ
ース・ケースを解決する高度なルールを設計できます。たとえば、フォーム上のデー
タ値が事前定義済のしきい値を超える場合に、そのデータの保存を禁止するルールを
設計できます。

ノート:
•

Groovy は EPM Enterprise Cloud で使用できます。Groovy ルールはすべ
てのアプリケーション・タイプ(カスタム、モジュール、およびフリー・
フォーム)で作成および編集できます。

•

次と一緒に Groovy ルールを使用することもできます:
–

Enterprise PBCS および PBCS Plus One

–

Oracle Strategic Workforce Planning Cloud および Oracle Sales
Planning Cloud

–

Financial Consolidation and Close オンデマンド・ルール

Groovy ルールは、Calculation Manager で作成し、「ルール」ページ、フォームのコン
テキスト内、ジョブ・スケジューラ、ダッシュボード、タスク・リストなど、Planning
アプリケーションで計算スクリプト・ルールを実行できる任意の場所から実行します。
Groovy ルールはルールセットでもサポートされています。ルールセット内では計算
スクリプト・ルールと Groovy ルールを併用できます。
Groovy ルールは複合フォームではサポートされません。
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Groovy ルールから、タイプがルール、ルールセットおよびテンプレートのジョブを同期的に
実行できます。
Groovy スクリプトを作成し、EPM 自動化クライアントをクライアント・マシンにインストー
ルせずに、Oracle Enterprise Performance Management Cloud 内で直接 EPM 自動化コマンド
の選択を実行できます。Groovy を介して実行できる EPM 自動化コマンドおよびスクリプト
例は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPM 自動化の操作 の EPM 自動化
をインストールしないコマンドの実行およびサポートされているコマンドを参照してくださ
い。
Oracle では、次の 2 つのタイプの Groovy ルールをサポートしています。
•

実行時プロンプト以外のコンテキストに基づいて実行時に計算スクリプトを動的に生成
し、Essbase に対して実行される計算スクリプトを返すルール。
たとえば、プロジェクトの期間(開始日から終了日まで)のみを対象としたプロジェクト費
用を計算するルールを作成できます。
また、フォーム上にある勘定科目のみを対象としたトレンドベースの計算も同様の例の 1
つです。収益、費用、貸借対照表およびキャッシュ・フローの各種フォームで同じ計算を
使用できます。これにより、最適化と再利用が可能になります。

•

データ検証を実行し、入力されたデータが会社のポリシーに違反する場合に操作を取り消
すような純粋な Groovy ルール。

ビデオ
目的
Oracle Enterprise Performance Management
Cloud で Groovy ルールを作成するためのトレー
ニング・オプションについて学習します。

視聴するビデオ
Oracle EPM Cloud の Groovy を学ぶ

要員の Groovy ルール
要員では、エンティティ 、シナリオおよびバージョンの実行時プロンプトを使用して事前定
義済データ・マップを実行する Groovy ルールを提供します。さらに、これらの Groovy ルー
ルは、シナリオごとに「プランニングと予測の準備」構成タスクで定義された年を使用しま
す。逆に、データ・マップはすべてのエンティティ 、すべてのバージョン 、すべてのシナリ
オおよびすべての 年に対して実行されます。
表 10-2 要員の Groovy ルール
データ・マップ

Groovy ルール

レポート用の報酬データ

レポート用の報酬データ

レポート用の非報酬データ

レポート用の非報酬データ

レポート用の人数および FTE データ

レポート用の人数データ

財務諸表への報酬データ

財務諸表への報酬データ

財務諸表への非報酬データ

財務諸表への非報酬データ

これらの Groovy ルールを実行できるのはサービス管理者のみです。Groovy ルールを使用す
ると、プッシュするデータのスコープに焦点を当てて、パフォーマンスを向上させることが
できます。

10-3

Chapter 10

データ・マップを使用するデータのプッシュ

ビジネス・プロセスを統合するためのデータのプッシュ
財務、要員、プロジェクトおよび資本間で統合を有効化し構成する場合に、統合のシ
ナリオおよびワークフローの説明に従い、このタスクを実行します。ユーザーがプラ
ンと予測を準備する際に、データを移動する準備が整うと、管理者は事前定義済デー
タ・マップを使用してデータをプッシュする必要があります。
Table 10-3

統合のためのデータ・マップ

統合シナリオ

説明/プランナのアクション

管理者ルール/実行するデー
タ・マップ

プロジェクトから財務

プランナが「プロジェクト」キ 必要ありません。
ューブをロールアップすると
「OPF_Rollup
(
Projects」およ
び「プロジェクト・キューブの
ロールアップ」のルールを使
用)、データは財務に移されま
す。

プロジェクトから資本

プランナがフォーム「プロジェ 必要ありません。
クト資産計上」を保存すると、
データが資本に移されます。
資本で資産の使用状況を確認
するには、プランナがプロジェ
クトに設備コストを追加し、
「プロジェクトの計算」ルール
を実行して、「資本のロール・
アップ」ルールを実行します。

プロジェクトから要員

プランナがドライバ・ベース労 必要ありません。
務を含むプロジェクトでルー
ル費用の計算を実行すると、デ
ータは要員に移されて稼働率
計算で使用されます。
要員では、プランナは「集約」
ルールを実行する必要があり
ます。
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Table 10-3

(Cont.) 統合のためのデータ・マップ

統合シナリオ

説明/プランナのアクション

管理者ルール/実行するデー
タ・マップ

要員から財務

報酬データまたは非報酬デー 「データ・マップ」で「財務諸
タが計算され、プランナが「同 表への報酬データ」または「財
期」ルールを実行すると、デー 務諸表への非報酬データ」、
「デ
タが移動されます。
ータのプッシュ」の順に選択
し、「はい」をクリックして、
データをクリアするオプショ
ンを確認します。
非報酬データをプッシュして
いる場合は、詳細なメンバー・
レベルのマッピングとスマー
ト・プッシュによるデータ・マ
ップを使用した要員から財務
への非報酬データのプッシュ
を参照してください。
財務で独自の勘定体系を使用
している場合、または給与と功
績のマッピングにさらに柔軟
性が必要な場合、マッピングを
カスタマイズできます。要員
と財務の統合のマッピングの
カスタマイズを参照してくだ
さい。
要員では、これらのデータ・マ
ップを実行する管理者に
Groovy ルールが提供されま
す。要員の Groovy ルールを
参照してください。

資本から財務

プランナが資産を追加して「資 •
産の計算」を実行すると、デー
タが移されます。プランナが
資産を移動しても、データが移
されます。
•

資本の「構成」ページで
「資本勘定科目の財務への
マップ」を選択し、「アク
ション」メニューから「同
期」を選択します。
「データ・マップ」で「財
務諸表統合」、
「データのプ
ッシュ」の順に選択し、さ
らに「はい」をクリックし
て、データをクリアするオ
プションを確認します。

データを一括してプッシュするようにシステムを構成できます。
詳細なメンバー・レベルのマッピングとスマート・プッシュによるデータ・マップを使用し
た要員から財務への非報酬データのプッシュ
非報酬データを要員から財務にプッシュするには、詳細なメンバー・レベルのマッピングを
提供されたデータ・マップ「財務諸表への非報酬データ」に定義し、要員の勘定科目名を財
務の勘定科目名にマップして、データをプッシュする場所を定義します。変更後のデータ・
マップをスマート・プッシュを使用してフォームに添付し、フォームで変更を保存すると必
ずデータがプッシュされるようにします。
ステップの概要:
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1.

データ・マップ「財務諸表への非報酬データ」を「データ・マップ」で開き、詳細
マッピングを変更して要員の勘定科目名を財務の勘定科目名にマッピングします。
ヒント: データ・マップを Excel にエクスポートし、詳細なメンバー・レベルのマ
ッピングを変更しやすくします。次に、データ・マップを「データ・マップ」にイ
ンポートします。

2.

要員で新しいフォームを作成するか、
「すべての 従業員の非報酬費用の管理」など、
既存のフォームを変更します。
a. 「レイアウト」タブで、財務にプッシュする非報酬勘定科目の行ごとにレベル

0 のメンバーを追加します。

b. 「スマート・プッシュ」タブで、
「OWP_Non Compensation Data to FinStmt」

を追加し、「保存後に実行」を選択します。

これで、フォーム上のデータを更新した場合は常に、保存後にスマート・プッシュで
非報酬データが要員から財務にプッシュされるようになります。
詳細なメンバー・レベルのマッピングをスマート・プッシュと使用することで、メン
バー名が一致しなくても、要員と財務間で非報酬データをプッシュできます。
詳細なメンバー・レベルのマッピングは、現在、フォーム上でスマート・プッシュで
のみ機能します。
詳細は、次のトピックを参照してください:
•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理のデータ・マ
ップの管理

•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理の詳細なメ
ンバー・レベルのマッピングの使用

•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理の Excel へ
のデータ・マップのエクスポート

•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理のデータ・マ
ップのインポート

要員でのレポート用のデータのマッピング
データの完全なレポートを行うために、要員には、あるキューブからレポート・キュ
ーブに統合済データをプッシュするためのデータ・マップが用意されています。たと
えば、報酬データをレポート・キューブにプッシュできます。
要員では、これらのデータ・マップを実行する管理者に Groovy ルールも提供されま
す。Groovy ルールは、エンティティ 、シナリオおよびバージョンの実行時プロンプト
を使用して事前定義済データ・マップを実行します。
表 10-4 レポート用の要員のデータ・マップおよび Groovy ルール
データ・マップ

Groovy ルール

レポート用の報酬データ

レポート用の報酬データ

レポート用の非報酬データ

レポート用の非報酬データ

レポート用の人数および FTE データ

レポート用の人数データ
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必要な場合に既存のデータ・マップを変更するか、アプリケーションに加えるカスタマイズ
に合せて新規データ・マップを作成することもできます。必要に応じてデータを同期するか
プッシュします。データ・マップの詳細は、 Planning の管理 のデータ・マップの定義を参照
してください。

仮定の入力
財務、要員、プロジェクトおよび資本では、プランナは、収益ドライバ、費用ドライバ、レ
ートなど、計算を推進する仮定を定義できます。管理者は、プランナが出発点として使用で
きるようにこのような仮定を定義できます。プランナは必要に応じてそれらを変更できま
す。
仮定の設定の詳細は、 Planning モジュールの操作 を参照してください。

アプリケーションのメンテナンス
財務、要員、プロジェクトおよび資本の場合: 事業の変化に応じて、ドライバ、勘定科目、ユ
ーザーなどを継続的に更新し、アプリケーションの状態を最新に保ちます。
構成タスクに戻ると、これらのタスクを容易に実行できます。
毎月、現在のプランニング期間を更新する必要があります:
1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックして、それから
モジュールを選択します。

2. 「構成」ページで「プランニングと予測の準備」を選択します。
3.

現在のプランニング月を「期間」リストから選択して「保存」をクリックします。

ディメンションの順序の最適化
時間の経過に伴って、メタデータをロードする際に、ディメンションの順序が最適ではない
場合があります。
アプリケーションのパフォーマンスを最適化するベスト・プラクティスに従うように、ディ
メンションの順序を構成できます。順序は、アプリケーションがハイブリッドに対応してい
るかどうかに応じて、ベスト・プラクティスに基づいて自動的に構成されます。
機能を有効にしたときに設定されていた順序にディメンションを復元することもできます。
考慮事項:
•

ディメンションの順序を最適化する前に、データベースをリフレッシュし、アプリケーシ
ョンをバックアップしてスナップショットをダウンロードします。Oracle Enterprise
Performance Management Cloud 管理者のためのスタート・ガイドのメンテナンス・スナ
ップショットを使用した環境のバックアップと復元を参照してくださいこの手順により、
ディメンションの順序が変更されます。

•

本番環境でこのタスクを実行する前に、テスト環境で実行します。

•

この機能は、財務およびプロジェクトに対してのみ使用可能で、有効化および構成時に作
成された指定した BSO キューブに対してのみ使用可能です。

•

この新しい順序は、追加機能または他のモジュールを有効化した場合でも維持されます。

ディメンションの順序を最適化するには:
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1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックします。

2. 「構成」リストから、
「財務」または「プロジェクト」を選択します。
3. 「アクション」メニューから、
「ディメンションの順序の最適化」をクリックしま

す。

4.

既存のディメンションの順序を確認し、推奨された提案の順序と比較します。

5.

ディメンションを並べ替えるには、
「適用」をクリックします。
ディメンションに必要な変更がない場合、「適用」は使用できません。

6.

データベースをリフレッシュし、アプリケーションをバックアップし、スナップシ
ョットをダウンロードしたことを確認してから、
「続行」をクリックします。

7.

データベースをリフレッシュして変更を適用します。

機能を有効にしたときに設定されていた順序にディメンションを復元する場合、
「ディ
メンションの順序のリストア」をクリックすることもできます。このアクションによ
り、適用済のディメンションの順序変更がロール・バックされたり元に戻されること
はないことに注意してください。復元されたディメンションの順序は、新規アプリケ
ーション内の順序と同じになります。

Planning モジュールの更新
Planning モジュールを更新した場合、行ったカスタムの変更は維持されます。たとえ
ば、ロック解除済の事前定義済アーティファクト (フォームなど)への変更は、内部的に
追跡されます。アップグレード時、これらの変更済アーティファクトは 変更されませ
ん。
•

要員を使用している場合、一部の更新での製品の機能拡張では、特定のアーティフ
ァクトを変更した場合、これらの更新が必要です。要員アーティファクトをカスタ
マイズしている場合、新機能の使用方法の重要な詳細は、要員アーティファクトの
更新を参照してください。

•

資本を使用している場合、一部の更新での製品の機能拡張では、特定のアーティフ
ァクトを変更した場合、これらの更新が必要です。資本アーティファクトをカスタ
マイズした場合、資本アーティファクトの 更新を参照してください。

•

戦略モデリングを使用している場合、カスタム・テンプレートおよびカスタム・レ
ポートは、アプリケーション更新時に影響を受けません。Oracle に付属する任意
のテンプレートでは、コンテンツの更新中に変更が適用される可能性があります。

ノート:
ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナビゲー
ション・フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更する
ことをお薦めします。更新時には、更新は元のナビゲーション・フローに適
用され、変更したナビゲーション・フローには適用されません。
戦略モデリングのスナップショットに下位互換性はありません。

更新の前にアプリケーションはメンテナンス・モードとなり、管理者しかアプリケー
ションを使用できません。
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メタデータの変更が検出された場合、コンテンツの更新前にデータベースがリフレッシュさ
れます。検証エラーが検出された場合、コンテンツを更新するには、エラーを解決する必要
があります。
ジョブ・コンソールを使用して、エラーを確認します。

事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
財務、要員、プロジェクトおよび資本の場合: 「ディメンションのマップ/名前変更」タスクを
使用して最初に有効化および構成する際に、追加のカスタム・ディメンションを追加できま
す。
有効化して構成すると、事前定義済アーティファクトがアプリケーションに 追加されます。
次のアーティファクトをカスタマイズできます :
•

勘定科目 - 勘定科目を追加できます。事前定義済勘定科目の場合、別名やメンバー式を変
更したり、他のキューブについてメンバーを有効にしたりできます。事前定義済メンバー
の削除や名前の変更はできません。

•

フォーム - 新規フォームを追加したり、事前定義済のフォームのレイアウトを変更できま
す。事前定義済フォームの名前の変更や削除はできません。

•

計算 - メンバー式/ルールの追加や事前定義済メンバー式/ルールの変更を行えます。ルー
ルをカスタマイズした場合は、Calculation Manager で再デプロイする必要があります。

•

ダッシュボード - ダッシュボード・レイアウトの変更やダッシュボードの追加を行えま
す。事前定義済ダッシュボードの名前の変更や削除はできません。

•

ナビゲーション・フロー—タスクの名前変更や新規タスクの追加によるナビゲーション・
フローの変更。変更したナビゲーション・フローをコンテンツの更新時に保持するための
要件の詳細は、ナビゲーション・フローのカスタマイズを参照してください。

•

(事前定義済ドライバの)別名 - 変更のみ行えます。削除や名前の変更はできません。

•

マップ・レポート定義(統合の場合) - 変更のみ行えます。削除や名前の変更はできません。

•

ドライバと KPI 式 - 変更のみ行えます。削除や名前の変更はできません。

•

ラベル - すべての 事前定義済アーティファクトのラベルを 変更できます。

•

変数 - 新規変数を追加できます。

アーティファクトをカスタマイズすると 、場合によっては、アプリケーションの整合性を保
証するために計算や関連するコンテンツを調整する必要があります。

ノート:
アーティファクトを 変更すると、内部で追跡されます。Oracle では、コンテンツの
更新時にこれらのカスタマイズが維持されます。
一部のアーティファクトは 、内部の計算が正しく実行されるようにロックされているため、
変更できません。
一部のアーティファクト・プロパティはロックされており 、メンバーをエクスポートしても 、
プロパティはエクスポートされません 。
アーティファクトのカスタマイズの 詳細は、 Planning の管理 を参照してください。
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変更済アーティファクトの 確認
フォームやメニューなどのオリジナルのアプリケーション・アーティファクトのうち
どれが変更されたかを確認できます。
アプリケーションのアーティファクトを 確認するには:

1. 「アプリケーション」

をクリックし、
「財
をクリックして「構成」
務」、「要員」、「プロジェクト」または「資本」を選択します。

2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの 確認」を選択します。
3. 「フィルタ」

クリックします。

をクリックしてアーティファクト ・タイプを選択し、「適用」を

変更されたアーティファクトがリストされます 。

カスタマイズを元に戻す
事前定義済アーティファクトのカスタマイズを 元に戻すには:
1.

ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックして、そ
れからモジュールを選択します。

2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの 確認」を選択します。

「フィルタ」
す。
3.

をクリックして、異なるアーティファクト ・タイプを選択しま

アーティファクトを 選択し、
「復元」をクリックします。

表 10-5 ビデオ
目的
アーティファクトを 事前定義の状態に戻す方
法について学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での
アーティファクトの 復元

事前定義済アーティファクトのヘルプのカスタマイズ
ビジネスのニーズに適用するように、事前定義済アーティファクト (メンバー、フォー
ム、ダッシュボード)に提供されるヘルプをカスタマイズできます。表示されるヘルプ
の言語を変更することもできます。
事前定義済の内容について説明を編集したり、言語を変更したりするには:
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1. 「ツール」

します。

2. 「フィルタ」

をクリックし、「アーティファクト ・ラベル」

をクリック

をクリックします。

3. 「アーティファクト 」から「メンバー」または「フォーム」を選択します。
4. 「メンバー」を選択した場合は、
「ディメンション」リストから「勘定科目」を選択しま

す。

5. 「プロパティ」では、メンバー式の場合は「式の説明」を選択するか、フォームの説明の

場合は「説明」を選択して、「適用」をクリックします。

6.

言語を「言語の追加」リストから選択します。

7.

ヘルプをカスタマイズするには、「アクション」と「エクスポート」を順にクリックして
から、必要に応じて内容を変更し、「インポート」をクリックしてヘルプをアプリケーシ
ョンに統合します。

8.

ヘルプの言語を変更するには、「言語の追加」をクリックして言語を選択します。

他のアーティファクトの 説明やプランナへの指示を追加することもできます。 Planning の
管理 を参照してください。

ナビゲーション・フローのカスタマイズ
Planning モジュールは、プランナが使用しやすいプランニング・プロセスを実装するカスタ
マイズ・ナビゲーション・フローに対応するように設計されています。ナビゲーション・フ
ローをカスタマイズするか、組織の必要に応じて独自のナビゲーション・フローを追加でき
ます。詳細は、 Planning の管理 を参照してください。

ノート:
ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナビゲーション・
フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更することをお薦めし
ます。コンテンツの更新時には、更新は元のナビゲーション・フローに適用され、
変更したナビゲーション・フローには適用されません。
追加の機能を段階的に有効化する場合、新しいフォームやその他のアーティファクトはオリ
ジナルとコピーのナビゲーション・フローに追加されます。

10-11

A
ビジネス・シナリオ
財務を使用したヘルスケア・プランニング
Oracle では、財務モジュールを使用して構成されたヘルスケア・プランニングのベスト・プ
ラクティス・ソリューションを提供しています。これは、ヘルスケア・プランニングの財務
および運用の両面の課題を管理するのに役立ちます。ヘルスケア・プロバイダ向けに設計さ
れた、この柔軟なプランニングおよび予測ツールは、マネージャが重要な決定を下すのに役
立つトレーサビリティと可視性を提供します。施設、コスト・センター、サービス明細およ
び支払人レベルで、データ駆動型のプランニングと予測がサポートされます。このソリュー
ションでは、プランの可変領域と固定領域にドライバと予測および分散方式を活用しながら、
ビジネスのすべての 領域に対してトップダウンおよびボトムアップのプランニングの両方が
サポートされます。EPM Cloud プラットフォーム上に構築されているため、承認プロセスも
サポートされており、組織内のすべてのレベル 間でのコラボレーションを実現します。

Note:
ヘルスケア・プランニング・ソリューションは、実装のアクセラレータであり、サ
ポートされる Planning モジュールではありません。「モジュール」と「ソリューシ
ョン」の両方でベスト・プラクティスを提供します。ただし、「モジュール」は
Oracle Enterprise Performance Management Cloud で完全にサポートされる機能で
す。一方、
「ソリューション」は実装のスターター・キット・アクセラレータとなる
ことが意図されており、サポートされていません。ヘルスケア・プランニング・ソ
リューションの詳細は、クラウド・カスタマ・コネクトに問い合せてください。

ヘルスケア・プランニング・ソリューションは、次を含む予算、予測および長期的なプラン
の迅速な開発を可能にする、実績のあるヘルスケア・メソッドを提供します:
•

事前作成された KPI、ダッシュボード、入力テンプレートおよびレポート

•

ドライバ・ベースのボリューム、払戻、費用および労務

•

エンティティ 、部署、支払人およびサービス明細のモデリング

ヘルスケア・プランニング・ソリューションは、EPM Cloud プラットフォームに構築された、
次のような革新的な機能を活用します:
•

予測プランニングおよびモンテ・カルロ・シミュレーション

•

IPM インサイト

•

シナリオ・モデリング

•

ダッシュボードおよびインフォレット

•

Oracle Smart View for Office(これにより、使い慣れた Microsoft Excel 環境での操作が可
能)
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•

レポート

ナビゲーションと設計は、業界のベスト・プラクティスを使用して構築されており、
標準のヘルスケア・オペレーション・プランニングおよび予測フローに従っています。
ロール・ベースのナビゲーション・フローは、システムおよび予算の管理者向けと、
プランナ(臨床と非臨床)向けに用意されています。
システム管理者および予算管理者向けのナビゲーション・フロー:

プランナ(臨床と非臨床)向けのナビゲーション・フロー:

プランナは、提供されるフォームを使用して収益(エンティティ ・レベルまたはサービ
ス明細レベル)および費用(給与関連および非給与関連)を計画します。次に、給与以外
の費用入力用フォームの例を示します:
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プランナは、次に示すダッシュボードのような、提供されるダッシュボードと KPI を使用し
て分析および意思決定を行います。
概要ダッシュボード:

収益ダッシュボード:
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費用ダッシュボード:

プランナは、提供される分析レポートを使用して、最適な患者ケア戦略のための分析
および計画を行えます:
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Oracle Healthcare Planning ソリューションは、業界のベスト・プラクティスに構築されてお
り、固有のビジネス要件を満たすために高度に構成可能です。このソリューションは、エン
ド・ユーザーを念頭に置いて設計されており、これを利用することで、迅速な価値の実現と
実装タイムラインの短縮が可能になります。
ヘルスケア・プランニング・ソリューションの詳細は、 クラウド・カスタマ・コネクトに問
い合せてください。

EPM Cloud による IT 財務管理
Oracle Enterprise Performance Management Cloud は、今日の組織において 1 人の CIO が担
う、ビジネスを運営するための支出面の役割と、ビジネスを成長させ、変革するための投資
面の役割の両方をサポートします。
Profitability and Cost Management にはカスタマイズされたソリューションを、Planning モジ
ュールにはプロジェクトと財務を実装し、一般会計のデータを統合することで、IT 財務部門
は、EPM Cloud を使用した IT 財務管理プランニングでビジネスの戦略的なパートナになるこ
とができます。
Profitability and Cost Management と IT コスト計算およびチャージバック・テンプレートを
使用すると、ビジネス・サービス・プロバイダとして、財務データをモデリングし、IT を分
析できます。(IT サービス・カタログを使用して)組織が提供するサービスや、組織の IT 資産
およびリソース(ハードウェアやソフトウェア、従業員など)を定義し、一般会計からデータを
インポートしたら、サービスのコスト計算とチャージバックのルールを定義します。これに
より、資産をサービスにリンクして、IT 運用のコストを見極めることができます。この方法
でモデリングすると、現在のコストを分析して、将来のコストを計画することが可能になり
ます。ビジネスに必要な場合には、プロジェクトまたは部門にサービス・コストや諸経費コ
ストを配賦し、各プロジェクトと部門の IT サービスやリソースのチャージバックを 決定する
ことも可能です。
データのフローは、Profitability and Cost Management で「ルールの管理」を使用してモデル
化します(
「ルールの管理」では、データの変更やマッピングのルールを定義します)。勘定科
目やエンティティ 、プロジェクト、リソース、サービス、コンシューマを含むディメンショ
ンを使用してデータをモデリングすると、次のことが可能になります。
•

プロジェクトへの諸経費の配賦。

•

一般会計データとプロジェクト・データの取得と、リソースまたはサービスへの転送。

•

リソース・コストの取得とサービスへの転送(サービスで使用されるサーバーの数など)。

•

オプションで、コンシューマへのサービス・コストのチャージ・バック。(モデルでは、
チャージバックかショーバックのどちらかを実行できます。)
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ビジネス・ユーザーは、ルール・バランシングを使用して、ルールと、データに対す
るその影響を確認できます。詳細を表示するには、Smart View リンクをクリックしま
す。詳細にアクセスしながら、ルールをステップごとに検証できるため、透過性と監
査性があります。これにより、一般会計以外の運用データにアクセスすることができ、
一般会計に影響を与えることなく、あらかじめ組み込まれた分析機能を使用してデー
タをモデリングできます。

ルールを定義したら、IT コスト計算およびチャージバック・テンプレートを使用して
作成される 10 以上のレポートを確認できます。レポートには次のものが含まれます。
•

IT サービス関連の請求 - チャージバック、請求レートおよびドライバが表示されま
す。使用している組織にチャージ・バックするかどうかを選択できます。チャージ
バックを実行する場合は、そのチャージ・バックを一般会計にプッシュできます。
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•

サービス・コスト計算 - サポート・ユーザー当たりのコストと、プロジェクトやリソース
の使用量が表示されます。

•

プロジェクト・コスト計算 - 実行とビルド、資本支出と営業費用の分析が可能です。

Profitability and Cost Management で IT コストのモデリングとコストの配賦が完了したら、
Oracle Enterprise Data Management Cloud を使用してデータを Planning モジュールに転送
し、財務やプロジェクトでさらにプランニングと分析を行います。
財務では、サービスやアプリケーション別に、大まかな IT 支出のプランニングを実行できま
す。
プロジェクトでは、より詳細なプロジェクト・プランニングを行ってリソース別に計画を立
てることが可能で、プロジェクトのコストと利益を確認してからプランを送信して承認を求
めることができます。その後、このプランを実際の支出と比較し、IT コスト計算を使用して
差異や偏差を確認できます。
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カスタム・フォームやダッシュボード、ドライバ、ナビゲーション・フローでは、プ
ロジェクトを IT 用にカスタマイズできます。サービス用にカスタム・ディメンション
を追加し、Profitability and Cost Management の IT サービス・カタログのメンバーを
共有します。
所属している組織の要件に合うよう、ナビゲーション・フローをカスタマイズします。

たとえば、プロジェクトのこのカスタム・ナビゲーション・フローには、次のような
ワークフローがあります。
•

サービス・アプリケーションの IT 支出の入力。

•

プロジェクトへの IT 支出の配賦。

•

IT プロジェクトのコストと利益の分析。

•

チャージバック・プランニングの実行。

•

ダッシュボードでの IT 支出の概要確認。

サービス・アプリケーションの IT 支出をデータ入力フォームで入力します。
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プロジェクトに IT 支出を配賦します。

プロジェクトの利益を定義することもできます。
IT 支出や差異分析を全体的に把握できるカスタム・ダッシュボードを設計します。
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一般会計からデータをインポートして、Profitability and Cost Management でモデリン
グとコストの配賦を行い、Oracle Enterprise Data Management Cloud を使用してその
データを Planning モジュールに転送することにより、使いやすい分析機能があらかじ
め組み込まれた IT 財務管理システムを作成でき、結果の透過性と監査性を確保して、
IT 関連投資の意思決定の最適化と、事業との協調の促進を実現できます。
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ビデオ
目的
EPM Cloud の IT 財務管理について学習します。

視聴するビデオ
概要: EPM Cloud の IT 財務管理

IT プランニングのための Planning モジュールの構成
包括的で堅牢な IT 財務管理プロセスを実装することにより、企業の IT サービス・ポートフォ
リオ、ベンダーとの関係、リソース割当てが企業のコスト構造全体にどのように影響するか
に関するインサイトを得られます。IT プロジェクトを管理するための事前定義済のフォー
ム、ダッシュボード、勘定科目およびドライバを変更することで、プロジェクトをカスタマ
イズし、 IT 型プロジェクトのプランニングを最適化できます。
さらに、カスタマイズされたナビゲーション・フローを設計することで、ユーザーが IT プロ
ジェクトのプランニングおよび分析、成果の計測ならびに支出のモニターを実行できる完全
なシステムを作成できます。ニーズに合せて、カスタム・ナビゲーション・フローでカード
を作成できます:
•

IT、業務および財務部門間で連携し、プロジェクト・プランを構築できるコラボレーショ
ンおよびプランニング

•

最大利得を目指した、予算制約内のリソースの評価および最適化

•

測定可能ターゲット、プロジェクトの理由、およびプロジェクトに投資の価値があるかど
うかの決定に役立つその他の財務ベネフィットの管理

•

プロジェクトの承認後の進行状況およびパフォーマンスのモニター

ビデオ
目的
IT プランニングのための Planning モジュールの
構成について学習します。

視聴するビデオ
Oracle IT Financial Management Cloud を
使用した IT プロジェクトのプランニング.

次にカスタマイズされたナビゲーション・フローを示します:
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各カードおよびそのカスタム・ダッシュボードおよびフォームを見てみましょう。
IT 支出
IT 支出タブでは、新規および既存の IT プロジェクトの費用をモニターできます。
IT 支出ダッシュボードでは、カテゴリおよびトレンド別の IT 支出など、概要レベルの
費用をモニターできます。トップダウンの IT 支出ターゲットを確認し、信頼できる IT
支出予測を設計できます。

「費用」および「損益計算書」タブで費用および損益計算書に関連する追加詳細をモニ
ターします。
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「ドライバおよびトレンド・ベース」タブ
で、費用は、ドライバ・ベースまたはトレ
ンド・ベースの仮定を使用して計算されます。
たとえば、サーバー・マシンの取得は、IT サーバー・マシンの数およびマシン当たりのメン
テナンス・コストのドライバが必要です。

ドライバ・トレンドを管理すると、コスト削減の機会を識別できます。
「直接入力」タブ

で、他の支出をプランニングできます。
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「損益計算書」タブで財務パフォーマンスを確認できます。

.
分析
「分析」では、進行状況およびパフォーマンスをモニターし、財務および非財務ベネフ
ィットを確認できるため、特定の IT プロジェクトに対して投資の価値があるかどうか
を判断できます
「分析」ダッシュボードには、プロジェクトのモニターに使用されるチャートのサマリ
ーが含まれます。
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IT プロジェクト・サマリー
IT プロジェクト・サマリーでは、IT プロジェクトおよび関連労務費をモニターできます。

このセクションでは、リソース割当てを管理およびプランニングできます。
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プロジェクトのコストおよびベネフィット
プロジェクトのコストおよびベネフィットにより、仮定、直接費、プロジェクト費用
合計ならびに請求レートおよびコストをモニターできます。

このセクションでは、プロジェクトに関連する他のコストを識別し、IT プロヘクトへ
の投資の正当化に役立つ財務および非財務ベネフィットを判断できます。
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カスタム・ナビゲーション・フローの詳細は、 Planning の管理 のカスタム・ナビゲーショ
ン・フローの設計を参照してください。
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データのインポート
データをインポートする前に、このヘルプ・システムの説明に従ってアプリケーションを構
成し、ディメンション・メタデータをインポートします。
アプリケーション内から、データ・インポート・テンプレートをダウンロードできます。テ
ンプレートは、有効化した機能および追加されているカスタム・ディメンションに基づいて
生成されます。
データ・インポート・テンプレートをダウンロードするには:

1.

ホームページで「アプリケーション」
クします。

をクリックし、
「構成」

をクリッ

2. 「構成」リストから、テンプレートをダウンロードするモジュールを選択し、
「アクショ

ン」メニューから「データ・ロード・テンプレートのダウンロード」を選択します。

3.

ZIP ファイルをローカルに保存し、次に CSV ファイルを抽出します。

次のタスクを実行して、データをインポートします。
1.

適切なデータ・インポート設定を指定します。データ・ロード設定の管理を参照してくだ
さい。

2.

オプション: 必要な場合に元に戻すことができるように、データ・インポート・テンプレ
ートのバックアップ・コピーを作成します。

3.

オプション: アプリケーションをバックアップします。

4.

カスタム・スマート・リストを作成した場合は、関連データの前にそれらをインポートし
ます(一部のモジュールにおいてのみ可能)。
インポートするスマート・リストとそれらのエントリ名を特定するには:
a. 「ナビゲータ」

をクリックしてから、
「作成および管理」の「スマート・リスト」
をクリックします。

5.

b.

スマート・リストを選択して「編集」をクリックし、「エントリ」を選択します。

c.

関連付けられている名前を書き留めます。

Microsoft Excel でテンプレートを開き、ビジネス・データを指定してカスタマイズしま
す。

ヒント:
13 期間アプリケーションの場合は、13 番目の期間の行が含まれるようにテンプ
レートをカスタマイズできます。
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6.

オプション: データのインポートと計算を確実に正しく行うためには、まずテス
ト・アプリケーションにインポートします。

7.

データを本番アプリケーションにインポートします。

8.

最初のデータ・インポートでは、データの処理と計算に必要なルールを実行しま
す。

テンプレートをカスタマイズする場合:
•

ゼロを入力しないでください。

•

データをインポートするには、インポートするファイルのすべてのディメンション
に少なくとも 1 つのメンバーが必要です。

•

データがない列は削除します。たとえば、期間設定が月次の場合は、Qtrly 1 - 4 の
列を削除できます。

•

メンバー名がゼロ(0)で始まる場合は、数値の列をテキストに変更してください。

データのインポートについて
アプリケーション内から、データ・インポート・テンプレートをダウンロードできま
す。テンプレートは、有効化した機能および追加されているカスタム・ディメンショ
ンに基づいて生成されます。
ビデオ
目的
データのインポートについて学習します。

視聴するビデオ
Oracle Enterprise Planning Cloud での
データのロード

財務データのインポート
財務テンプレートは、アプリケーションのディメンションに基づいて作成され、機能
を有効化したときに追加したカスタム・ディメンションが含まれます。
有効化した機能に応じて、次のテンプレートが zip ファイルで使用可能になります:
•

FinStmt Expense Data Load Template.csv

•

FinStmt Expense Weekly Load Template.csv - 週次レベルでプランニン
グしている場合、このテンプレートを使用します

•

FinStmt Revenue Data Load Template.csv

•

FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv - 週次レベルでプランニン
グしている場合、このテンプレートを使用します

•

FinStmt Balance Sheet Load Template.csv

•

FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv

•

FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

テンプレートでは、有効なディメンションすべてに 対してプレースホルダーがあり、
各ディメンションは NoMember メンバーがデフォルト設定されます。ロードしてい
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る各レコード・データに対して適切なディメンション・メンバーを指定します。ディメンシ
ョンがデータのレコードに対して適用不可の場合、NoMember を使用します。
FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv 以外のすべてのテンプレートでは 、次
のガイドラインを使用してデータをインポートします:
•

列 A の行に勘定科目を指定し、縦方向に期間を指定します。

•

勘定科目の名前の変更が反映されるよう列 A の勘定科目ディメンション・メンバーを変
更します。

•

期間は列 D-S にあります(費用を週次レベルでプランニングしている場合は行 B - BA、収
益を週次レベルでプランニングしている場合は行 C - BB)。使用しない期間の列は削除し
ます。

• 「視点」列のデータを変更して、データのインポート先を指定します:
–

OFS_Load - インポートするデータ値

–

<カスタム・ディメンション > - 機能を有効化したときに追加したカスタム・ディメン
ション。

–

OEP_No Entity - データのインポート先のビジネス階層内の部署を指定する、
「エンテ
ィティ」ディメンションのメンバー

–

年なし - 年番号

–

OEP_Actual - シナリオ・メンバー

–

OEP_Working - バージョン・メンバー

–

USD - 為替レート(複数通貨アプリケーション用)

•

データ・ロード・キューブ名は OEP_FS である必要があります。

•

FinStmt Balance Sheet Load Template.csv では、「BegBalance」を使用して、
貸借対照表勘定科目の開始金額を格納します。

FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv では、次のガイドラインを使用してデ
ータをインポートします:
•

•

•

行
–

列 A の行のキャッシュ・フロー・ソースまたはキャッシュ・フロー使用勘定科目(あ
るいはその両方)を識別します。

–

1 列目は「勘定科目」ディメンション用です。「勘定科目」の名前が変更されている
場合は、対応するように更新します。

列
–

直説法キャッシュ・フロー仮定メンバーは、列 B - F にあります。

–

列 B は、特定の勘定科目に設定する現金回収または現金支払い期間を設定します。

–

列 C-F は、特定の勘定科目の現金回収または現金支払いのタイミングを設定します。
入力した値は、4 つの列で 100%である必要があります。

視点 - 「BegBalance」、製品なし、サービスなし、チャネルなし、顧客なし、セグメント
なし、OEP_No Entity、「年なし」、OEP_Plan、OEP_Working、「USD」をどこにロード
するかを識別します
–

BegBalance - 「直接法キャッシュ・フロー」仮定は、
「BegBalance」にロードされま
す。
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–

製品なし、サービスなし、チャネルなし、顧客なし、セグメントなし - 機能を
有効化したときに設定した適用可能なカスタム・ディメンションを示します。
カスタム・ディメンションを使用しない場合は、そのメンバーはシードされま
せん。

–

OEP_NoEntity - データのロード先のビジネス階層内の部署を指定する、
「エン
ティティ 」ディメンションのメンバー。

–

年なし - 「年」ディメンション・メンバーを示します。

–

OEP_Plan - 「シナリオ」ディメンションのメンバー。

–

OEP_Working - 「バージョン」ディメンションのメンバー。

–

USD - 為替レート(複数通貨アプリケーション用)

•

データ・ロード・キューブ名は OEP_FS である必要があります。

•

最初のデータ・インポートでは、データの処理と計算に必要な次のルールを実行し
ます: 財務: 実績の計算およびロールアップ。

要員データのインポート
アプリケーション内から、要員データ・インポート・テンプレートをダウンロードで
きます。これらのテンプレートは、有効化した機能と、機能を有効化したときに追加
したカスタム・ディメンションに基づいて生成されます。データのインポートを参照
してください。
データ・ロード・テンプレートに含まれる勘定科目にのみデータをロードします。

ノート:
最後のロード以降の変更済および新しい要員データをロードする場合、デー
タ管理を使用してロードのパフォーマンスを改善できます。増分要員データ
のロードおよび計算を参照してください。

ノート:
2020 年 2 月のリリース時点で、要員は新規の「開始日」プロパティをサポー
トしています。データ・インポート・テンプレートには、
「採用日」などのデ
ータを「OWP_Start Month」ではなく「OWP_Start Date」にロードするため
のヘッダーおよび例が含まれています。データは引き続き「開始月」にロー
ドでき、「ロードされたデータの処理」ルールにより、「開始月」勘定科目に
指定された月の初日を使用して、データが「開始日」に変換されます。した
がって、「開始月」データに基づいた既存のデータ統合は引き続き機能しま
す。ただし、データを「開始日」にロードすると、さらに正確な計算を取得
できます。

これらのテンプレートは、
「プランニングと予測の準備」構成タスクで設定した CurYr
を反映します。データをインポートしてキューブをリフレッシュした後で、ロードさ
れたデータの処理ルールを実行して、プランニングを行う年範囲の必要な期間にデー
タをコピーします。

B-4

付録 B

要員データのインポート
各テンプレート名の接頭辞は、アプリケーションの粒度によって決まります:
•

従業員とジョブ・アプリケーションの場合、テンプレート名の前に EJ_が付きます。たと
えば、EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv のようになります。

•

従業員のみのアプリケーションの場合、テンプレート名の前に EO_が付きます。たとえ
ば、EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv のようになります。

•

ジョブのみのアプリケーションの場合、テンプレート名の前に JO_が付きます。たとえ
ば、JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv のようになります。

従業員プロパティのインポート
次のテンプレートを使用して、既存の従業員のプロパティをインポートします:
•

EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv - 従業員のプラン・プロパティをインポー
トします。(人数および部分的な支払係数は、これらの値を明示的に設定しないかぎり、
ロードする必要はありません。人数および部分的な支払値をロードしない場合、これらは
すべての 従業員についてそれぞれ 1 および 100%に設定されます。)

ノート:
EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv テンプレートの場合、
「組合
コードなし」や「OWP_All Union Code」にロードしないでください。かわり
に、
「組合コード合計」の新しい子メタデータ・メンバーを追加して使用してく
ださい。そうしない場合、同期ルールが適切に機能しない可能性があります。
•

EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv - 従業員の実績プロパティをインポ
ートします。

従業員報酬のインポート
EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv を使用して、給与の計算に使用するデータをインポ
ートします。
従業員の実績報酬のインポート
EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv を使用して、従業員の実績報酬データ
をインポートします。
このテンプレートを使用するには、次の「データ・ロードの設定」を設定します:
1.

ホーム・ページで「ナビゲータ」
定」をクリックします。

2.

データをインポートするための次のパラメータを設定します:

をクリックし、「統合」で、「データ・ロードの設

•

データ・ロード・ディメンション: 勘定科目

•

ドライバ・ディメンション: 期間。メンバー: BegBalance、
ILvl0Descendants(YearTotal)

•

データ・ロード・ディメンションの親:
–

OWP_Total Earnings。ドライバ・ディメンションの一意の識別子: BegBalance
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–

OWP_Total Benefits。ドライバ・ディメンションの一意の識別子:
BegBalance

–

OWP_Total Taxes。ドライバ・ディメンションの一意の識別子:
BegBalance

従業員その他報酬データのインポート
EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv を使用して、福利厚生、税
金、追加所得など、従業員のその他報酬データをインポートします。
OWP_Value は、オプションのフィールドです。テンプレートにレートの値を含めた場
合、そのレートが、指定した従業員に対するプランニング年範囲にコピーされます。
給与等級のインポート
Salary Grade-Basis.csv および Salary Grade-Value.csv を使用して、給与
等級を仮定にインポートします。
追加所得、福利厚生および税金のプロパティおよびレートのインポート
追加所得、福利厚生および税金のプロパティおよびレートを福利厚生と税金ウィザー
ドにインポートする場合、次のテンプレートを例として使用します。
•

Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv - 追加所得、福利厚生およ
び税金のプロパティをインポートします。

•

Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv - 追加所得、福利厚生および税金
のレートをインポートします。

ジョブ・プロパティのインポート
JobPropertiesDataLoad_Plan.csv を使用して、ジョブ・プロパティをインポー
トします。
ジョブ給与のインポート
JobSalaryDataLoad_Plan.csv を使用して、ジョブの給与をインポートします。
ジョブのその他報酬データのインポート
JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv を使用して、福利厚生、税金、追加
所得など、ジョブのその他報酬データをインポートします。

増分の要員データのロードおよび計算
プランニング・サイクルの開始時に、特定のシナリオおよびバージョンのデータ全体
をロードできます。ただし、人事の変更の最新情報を維持するために、新しい情報お
よび更新された情報を頻繁にインポートできます。データ管理を使用して更新された
データを要員にロードすると、処理および計算のパフォーマンスが大幅に向上します。
データ管理機能を使用すると、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、新しいレコードおよび最後のロード後に変更されたレ
コードのみをロードできます。データ管理の増分ファイル・アダプタは、ロードが必
要なデータを識別します。また、要員は、データ・ロード・ファイル内の新しいデー
タおよび変更されたデータに応じて適切な計算スクリプトを動的に生成するルールを
備えており、変更された交差のデータのみを計算します。
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データ管理ロード・プロセスの後、新しいデータおよび変更されたデータが適切な要員フォ
ームに表示されます。このデータには、ロード・プロセスに適用された計算が反映されます。

ノート:
データ管理からデータをロードする場合は常に、データを将来の期間にコピーする
ために、要員ルールとして OWP_Incremental Process Data and Synchronize
Defaults または OWP_Incremental Process Data and Synchronize Definition の
1 つを選択する必要があります。追加する要員ルールの決定を参照してください。

ビデオ
視聴するビデオ

目的
データ管理で増分要員データをロードおよび計算
する方法について学習します。

データ管理を使用した増分要員データのロードお
よび計算

チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順
が用意されています。
方法の学習

目的
データ管理で増分要員データをロードおよび計算
する方法について学習します。

増分要員データのロードおよび計算

ソース・データ・ファイルの準備
最初にデータ管理でソース・データ・ファイルを生成し、増分ファイル・アダプタとして登
録します。次に、ソース・データ・ファイルを指定するデータ・ルールを設定します。デー
タ・ロードは、データ・ルールに指定されているファイルから実行されます。初期のソース・
データ・ファイルが後続のファイルと比較されます。最後に実行されたファイルが、後続の
ロードの比較基準となります。増分ファイル・アダプタによって差異のみがロードされます。
この結果、データ・ロードが高速になります。

ヒント:
事前にソートされたソース・ファイルを提供すると、パフォーマンスがさらに向上
します。

ソース・データ・ファイルについて:
•

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。データ・
フィールドは、ファイル内の最後の列です。

•

サポートされている区切り文字: カンマ、垂直棒、感嘆符、セミコロン、コロン、タブお
よびチルダ。
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•

使用するデータ・ファイルには、ロード対象のディメンションがリストされた 1 行
のヘッダーが含まれている必要があります。例:
Entity,Employee,Job,Project,Version,Account,Property,Data。

•

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。

•

2 つのファイル間に削除されたレコードがあれば、すべて 無視されます。削除した
レコードを手動で処理する必要があります。

•

ファイルが存在しない場合(または、最後の ID を存在しない実行に変更した場合)、
ロードはエラーで完了します。

•

ファイルを事前にソートすると、処理時間が短縮されます。

•

増分ロードでは、単一期間データ・ロードのみがサポートされています。複数期間
ロードはサポートされていません。

•

増分ロードでは、増分ファイルは置換モードでロードされ、ステージング表に残る
のは最終バージョンのファイル比較のみなので、ドリルダウンはサポートされてい
ません。この対処方法として、完全データ・ロード方法を使用して同じデータ・フ
ァイルを別の場所にロードできます。この場合は、データをターゲット・アプリケ
ーションにエクスポートせずに、データのインポートのみを行う必要があります。

•

ソース・データ・ファイルのコピーは、将来比較できるようにアーカイブされま
す。最後の 5 つのバージョンのみが保持されます。ファイルは最大 60 日間保持
されます。増分ロードが実行されずに 60 日が経過した場合は、最後のプロセス ID
を 0 に設定して、ロードを実行してください。

増分ファイル・アダプタを複数回使用してデータをロードできます。

データ管理での増分ファイル・アダプタの構成
ノート:
データ管理でデータ・ロード・ルールを定義する際のオプションを使用する
と、増分データのみを要員にロードするか、毎回すべてのデータをロードす
るかを決定できます。

増分データ・ソース・ファイルを設定するには:
1.

増分データ・ソースを追加します。
a.

ホームページで「ナビゲータ」をクリックし、
「統合」で、
「データ管理」をク
リックします。

b. 「設定」タブをクリックし、
「登録」で「ターゲット・アプリケーション」をク

リックします。

c. 「ターゲット・アプリケーションのサマリー」で、
「追加」、「データ・ソース」

をクリックします。

d. 「ソース・システム」から、増分ファイルを選択します。
e. 「接頭辞」で、ソース・システム名を一意にする接頭辞を指定できます。

追加するソース・システム名が既存のソース・システム名に基づいているとき
は、接頭辞を使用してください。その接頭辞が既存の名前に結合されます。た
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とえば、増分ファイル・ソース・システムに既存の名前と同じ名前を付ける場合は、
自分のイニシャルを接頭辞として割り当てることができます。
f. 「OK」をクリックします。
g. 「選択」ダイアログ・ボックスで、受信ボックスからソース・データ・ロード・ファ

イルを選択します。ファイルがない場合、「アップロード」をクリックし、受信ボッ
クス(server /u03/inbox/inbox)に追加します。
「ホーム」フォルダを展開し、
「受信ボックス」を選択してソース・ファイル・リスト
を表示します。ファイルは、サポートされる区切り文字の 1 つを使用した区切りファ
イルであり、最初の行に各ディメンションのヘッダー・レコードが含まれている必要
があります。データ・フィールドは、ファイル内の最後の列です。ソース・データ・
ファイルの準備を参照してください。

h. 「OK」
、「保存」の順にクリックします。

ディメンションの詳細が自動的に作成されます。

2.

ソース・ファイルの構造を表し、ソース・ファイルのインポート時に実行されるインポー
ト・フォーマットを設定します。
a. 「設定」タブの「統合設定」で、
「インポート・フォーマット」をクリックします。
b. 「インポート・フォーマットのサマリー」で、
「追加」をクリックします。
c. 「詳細」で、インポート・フォーマットの名前を入力します。
d. 「ソース」で、ソースを検索して選択します。
e. 「ファイル・タイプ」で区切りファイル・タイプを選択します。

テキストおよび数値データのロード用として共通の「区切り - すべてのデータ 型」を
選択することをお薦めします。

f. 「ファイル区切り文字」ドロップダウン・リストで、ソース・データ・ファイル内の

区切りタイプとして「カンマ」、
「垂直棒」、
「感嘆符」、
「セミコロン」、
「コロン」、
「タ
ブ」および「チルダ」を選択します。

g. 「ターゲット」で、Planning アプリケーションを検索して選択し、
「保存」をクリック

します。

h. 「マッピング」で、
「ソース列」とターゲット・アプリケーションの間でディメンショ

ンをマップし、「保存」をクリックします。
「ソース列」には、ソース・データ・ファイル内のヘッダー行からディメンションが
移入されます。

ノート:
単一期間ロードのみがサポートされています。
インポート・フォーマットの詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management
Cloud データ管理の管理 内のインポート・フォーマットの操作を参照してください。
3.

データ・ロードがデータ管理で実行されるレベルであるロケーションを定義します。ロケ
ーションは、データがロードされる場所を指定するものであり、インポート・フォーマッ
トに関連付けられています。
a. 「設定」 タブの「統合設定」で、
「ロケーション」を選択します。
b. 「ロケーション」で、
「追加」をクリックします。
c. 「詳細」の「ロケーション詳細」タブで、ロケーションの名前を入力します。

B-9

付録 B

要員データのインポート

d.

インポート・フォーマットを検索して選択します。

e. 「機能通貨」を入力し、
「保存」をクリックします。

詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 の
ロケーションの定義を参照してください。
4.

メンバー・マッピングを作成します。
a. 「ワークフロー」 タブの「データ・ロード」で、
「データ・ロード・マッピン

グ」を選択します。

b.

ページの下部で、ロケーションの POV を確認します。
i. 「ロケーション」のリンクをクリックすると、
「視点の選択」ダイアログ・

ボックスが表示されます。

ii. 「ロケーション」
、「期間」および「カテゴリ」(
「シナリオ」)を選択します。
iii. オプション: 「デフォルトとして設定」を選択し、この POV を保持しま

す。

iv. 「OK」をクリックします。
c.

ロードしているソースのメンバーをターゲット・アプリケーションにマップし
ます。
i.

ページの上部で、
「ディメンション」からソース・ファイル内のディメンシ
ョンを選択します。

ii.

5 つのメンバー・マッピング・タブ(
「類似」タブなど)の 1 つをクリック
し、
「追加」をクリックします。

iii. 「ソース値」列および「ターゲット値」列にアスタリスク(*)を入力し、す

べての値を表示します。

iv. 各ディメンションのメンバーをマップした後、
「保存」をクリックします。

ソース・データ・ファイル内のディメンションごとにメンバー・マッピン
グを作成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 のメンバー・マッピングの作成を参照してください。
5.

データ・ロード・ルールを選択します。
「ワークフロー」タブの「データ・ロード」
で、「データ・ロード・ルール」を選択します。
a.

ページの下部で、ステップ 4b の場合と同じように、
「ロケーション」の POV
を確認します。

b. 「データ・ルールのサマリー」領域で、
「追加」をクリックします。
c. 「詳細」で、データ・ロード・ルール名を入力します。
d. 「カテゴリ」で、ソース・システムのデータをターゲットのシナリオ・メンバ

ーにマップするためのカテゴリを選択します。

e. 「期間マッピング・タイプ」で、
「デフォルト」を選択します。
f.

ロケーションのインポート・フォーマットが使用されているため、「インポー
ト・フォーマット」を指定する必要はありません。インポート・フォーマット
を指定するのは、ロケーションのインポート・フォーマットを上書きする場合
のみです。

g. 「ターゲット・プラン・タイプ」ドロップダウン・リストで、OEP_WFP を選

択します。
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h. 「ソース・フィルタ」タブの「ソース・ファイル」で、ロード対象のデータが含まれ

るデータ・ファイルを検索して選択します。データ・ソース・アプリケーションの作
成元ファイルと同じファイルにすることも、データと適切なヘッダーを含む別のファ
イルにすることもできます。
元のファイルと同じ名前にすることも、新しい名前を付けることもできます。ロード
された 2 つのファイルの間の差異が、増分ロード・ファイル内に自動的に作成されま
す。このため、ファイル A.txt に 100 行、ファイル B.txt 内に 300 行があり、その
最初の 100 行が同一のときに、最後のプロセス ID が 0 である場合、初回のロード時
にはファイル A.txt が選択されます。2 回目のロードはファイル B.txt に対して行
われます。ID は、A に割り当てられた最後のプロセス ID を自動的に指します。

i.

増分処理オプションで、ソース・ファイル内のデータをソートするかどうかを選択し
ます。
•

ソース・ファイルをソートしない - ソース・ファイルは提供されたままの状態で
比較されます。このオプションでは、ソース・ファイルが毎回同じソート順で生
成されることを想定しています。データ管理により、ファイルが比較され、新し
いレコードと変更されたレコードが抽出されます。このオプションによって、増
分ファイル・ロードの実行が高速になります。

•

ソース・ファイルのソート - データ管理により、変更を調べるファイル比較が実
行される前に、ソース・ファイルがソートされます。ソートされたファイルは、
前にソートされたバージョンのこのファイルと比較されます。大きいファイルを
ソートすると、多くのシステム・リソースが消費されます。ソース・システムに
よってソートされたファイルが提供される場合、このオプションは使用しないよ
うにしてください。コンピュータ・リソースが消費され、実行速度が遅くなりま
す。

ノート:
「ソース・ファイルをソートしない」オプションを使用するルールがあ
ったが、ソートするオプションに切り替えた場合、ファイルの順序が異
なるために、最初のロードの結果が無効になります。それ以降の実行で
は、データが正常にロードされます。
•

最後のプロセス ID 値を確認します。
ロードが元のデータ・ファイルに対する最初の実行である場合、最後のプロセス
ID に 0 の値が表示されます。ロードが再度実行されると、最後のプロセス ID に
元のソース・データ・ファイルの最後のロードの実行番号が表示されます。新し
く作成されたファイル比較バージョンおよび元のデータ・ファイルに差異が示さ
れていない場合、またはファイルが見つからない場合、最後のプロセス ID の値
が、正常に実行された最後のロード ID に割り当てられます。
すべてのデータをリロードするには 、最後のプロセス ID を 0 に戻し、新しいソ
ース・ファイルを選択してベースラインをリセットします。

ノート:
ソース・データ・ファイルのコピーは最後の 5 バージョンのみがアーカ
イブされ、最大 60 日間保持されます。60 日が経過した場合は、最後の
プロセス ID を 0 に設定して、ロードを実行してください。
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j. 「保存」をクリックします。
6.

ターゲット・アプリケーションのロード方法を選択し、データ・ロード・ルールの
実行時に増分ロードのロジックを実行する要員ビジネス・ルールを追加します。
a. 「設定」タブをクリックし、
「登録」の下で「ターゲット・アプリケーション」

をクリックします。

b. 「ターゲット・アプリケーションのサマリー」で、
「タイプ」列から「Planning」

を選択します。

c. 「アプリケーション詳細」で、
「アプリケーション・オプション」タブをクリッ

クします。

d. 「ロード方法」で、
「セキュリティ保護されたすべてのデータ 型」を選択し、

「OK」をクリックします。

e. 「ビジネス・ルール」タブをクリックし、
「追加」をクリックします。
f. 「ビジネス・ルール」で、要員ビジネス・ルール名を入力するか貼り付けます。

要員の詳細は、追加する要員ルールの決定を参照してください。データ管理で
のビジネス・ルールの追加の詳細は、 Oracle Enterprise Performance
Management Cloud データ管理の管理 のビジネス・ルールの追加を参照してく
ださい。

g. 「スコープ」で、
「データ・ルール」を選択します。
h. 「データ・ロード・ルール」で、作成したデータ・ロード・ルールを選択し、

「追加」をクリックします。

7.

エクスポートする前に、データをプレビューします。
a. 「ワークフロー」タブ、
「データ・ロード・ルール」の順にクリックします。
b. 「実行」をクリックします。
c. 「ルールの実行」ダイアログ・ボックスで、
「ソースからインポート」を選択

し、「開始期間」および「終了期間」を確認します。
増分データをターゲット・アプリケーションに実際に送信するには、「ターゲ
ットにエクスポート」を選択することもできます。

d. 「実行」をクリックします。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理のデータ・ロ
ード・ワークベンチの使用を参照してください。
8.

これで、増分データ・ロードを実行する準備が整いました。増分要員データ・ロー
ドの実行を参照してください。

ヒント:
データをロードした後、要員内の複数の既存の従業員、ジョブまたはエンテ
ィティのデフォルトを迅速に更新および処理するには、
「一括更新」フォーム
を使用できます。これらのフォームを使用すると、データをロードした後、
従業員、ジョブ、およびエンティティのデフォルトを 迅速に確認および編集
できます。各フォームは、最適な処理効率を実現するために設計されており、
変更されたデータのみを処理する Groovy ルールに関連付けられています。
Planning モジュールの操作の複数の従業員およびジョブの詳細の更新を参
照してください。
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追加する要員ルールの決定
最適な要員ルールをデータ管理データ・ルールに関連付けることにより、処理時間を短縮で
きます。
•

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults

•

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition

ルールは、統合ファイルを定義する際に追加します(データ管理での増分ファイル・アダプタ
の構成を参照)。
表 B-1 統合ファイルに追加する要員ルールの決定
目的
•

•

•
•

追加する要員ルール
追加の所得、福利厚生および税金にエンティ OWP_Incremental Process Data with
ティのデフォルトを適用し、福利厚生と税金 Synchronize Defaults
ウィザードに設定されているコンポーネント
定義およびレートに基づいて報酬を計算しま
す。
変更したデータ(従業員/ジョブ・プロパティま
たは給与の変更)を年範囲内の将来の期間にコ
ピーします。
追加の所得、福利厚生および税金の報酬割当 OWP_Incremental Process Data with
てをロードし、データ・ロード・ファイル内 Synchronize Definition
のレートに基づいて報酬を計算します。
変更したデータ(従業員/ジョブ・プロパティま
たは給与の変更または報酬割当て)を年範囲内
ノート:
の将来の期間にコピーします。
福利厚生と税金ウィ
ザードからレートを
適用する場合、コン
ポーネント割当ての
みロードします。こ
のデータ・ロード・
ファイルにレートは
指定しないでくださ
い。

詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のビジネス・
ルールの追加を参照してください。

増分の要員データ・ロードの実行
データ管理でソース・データ・ファイルを準備し、増分ファイル・アダプタを構成した後、
増分の要員データをインポートできるようになります。
参照:
•

増分要員データのロードおよび計算

•

ソース・データ・ファイルの準備

•

データ管理での増分ファイル・アダプタの構成
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データ・ロードを実行するには:
1.

ホームページで「ナビゲータ」をクリックし、
「統合」で、
「データ管理」をクリッ
クします。

2. 「ワークフロー」タブで、
「データ・ロード・ルール」をクリックします。
3.

作成したデータ・ロード・ルールを選択し、「実行」をクリックします。

4. 「ルールの実行」ダイアログ・ボックスで、
「ソースからインポート」および「ター

ゲットにエクスポート」を選択します。

「期間」を選択します(すでに POV か
5. 「開始期間」および「終了期間」については、
らデフォルト設定されている可能性があります)。

6. 「実行」をクリックします。

詳細は、 Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ管理の管理 のステ
ップ 1: ソース・データのインポートを参照してください。

プロジェクト・データのインポート
プロジェクト・テンプレートは、アプリケーションのディメンションに基づいており、
機能を有効化したときに追加したカスタム・ディメンションが含まれます。
分析およびレポートの場合、次のデータをインポートする必要があります。
•

プロジェクトの詳細 - 予測のための既存のプロジェクトに関する情報。

•

労務 - 2 つのテンプレート(要員との統合を含むものと含まないもの)が使用可能で
す。

•

•

–

予測と分析で使用するプロジェクトの労務仮定。

–

レポートと分析のための労務費用と労務時間の実績。

設備 - 2 つのテンプレート(資本との統合を含むものと含まないもの)が使用可能で
す。
–

予測と分析で使用するプロジェクトの設備仮定。

–

レポートと分析のための設備費用実績。

材料
–

予測と分析で使用するプロジェクトの材料仮定。

–

レポートと分析のための材料費用と材料ユニットの実績。

•

その他 - レポートと分析のためのその他の費用計画、予測または実績。

•

直接費 - レポートと分析のための直接費の計画、予測または実績。

•

収益

•

–

予測と分析で使用するプロジェクトの仮定。

–

分析とレポートのための実績。

グローバル・レート仮定。
–

労務標準レート、材料標準レート、設備標準レートなど、プロジェクトの標準
レート。

–

諸経費レート。
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•

プロジェクト・ベネフィット。

•

資産への費用配賦 – 資本が有効化されているとき、様々な資産への配賦をインポートし
ます。

プロジェクト詳細のインポート
Project Details Load Template.csv または Capital Project Details Load
Template.csv を使用して、プロジェクト詳細と関連する情報をインポートします。カスタ
ム・プロジェクト詳細の場合は、インポートするファイルの列に勘定科目を追加します。す
べての詳細は同じ交差にインポートされます。
• 「列 1」は「プロジェクト」ディメンションです。
•

その他の列は、勘定科目ディメンションのメンバーを表します。リストされるメンバー
は、OPF_Properties の下にあるメンバーと一致する必要があります(
「勘定科目」ディメ
ンションの「フォーム」メンバー上)。プロジェクト詳細は、「年なし」、「BegBalance」
のメンバーにインポートされます。

•

プロジェクト詳細は、「プロジェクト要素なし」および「リソース・クラスなし」のメン
バーにインポートされます。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、プロジェクト詳細は「通貨なし」メン
バーにインポートされます。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。

•

OEP_Working は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

プロジェクト労務仮定のインポート
要員を使用しない場合、Labor Assumption Load Template.csv を使用して労務仮定を
インポートします。要員を使用する場合、OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP
Integration.csv を使用します。労務仮定は、「BegBalance」および「年なし」にインポ
ートされます。
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。

•

列には、必要な勘定科目メンバーが含まれます。次のメンバーが OPF_Labor
Assumptions に含まれます。
–

OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設定し
ます。

–

OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ ・スマート・リスト・メンバーを設定し
ます。

–

OPF_Job - ライン・アイテムのジョブ・スマート・リスト・メンバーを設定します。
「ジョブ」リストはリソース要素ディメンションの「詳細ジョブ」の下にあります。

–

WFP/PFP ジョブ - 要員統合を含むアプリケーションでは、ジョブはリソース要素デ
ィメンションではなく「要員」ディメンションから取得されます。これはファイルの
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フォーマットには影響しません。異なるのは、スマート・リストに関連付けら
れた勘定科目は OPF_Job_WF であるということのみです。
–

未指定の従業員 – ライン・アイテムについて 従業員リソース・スマート・リス
ト・メンバーを設定します。メンバーを従業員名にすることもできます。これ
は、「既存の従業員」階層の下にあるプラン要素ディメンションのメンバーで
す。
WFP/PFP 従業員 - 要員統合を含むアプリケーションでは、従業員はプラン要
素ディメンションではなく「要員」ディメンションから取得されます。ただ
し、これはファイルのフォーマットには影響しません。異なるのは、スマー
ト・リストに関連付けられた勘定科目は OPF_Employee Resource_WF である
ということのみです。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです 。
•

OPF_Labor は、リソース要素ディメンションの適切なメンバーです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

労務費用仮定は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディメン
ションの「BegBalance」にインポートされます。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです 。
労務費用のインポート(要員なし)
要員を使用していない場合、Actual Labor Expense Load Template.csv を使
用して、既存のプロジェクトの実績費用または承認済プランをインポートします。詳
細リソース・レベルの労務費用のプランニング・データについては、時間、レートお
よび労務費用の値をインポートする必要があります。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「労務時間」と「労務費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。労
務レートの実績のインポートは必要ありません。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「オンサイト労務時間」、「オフサイト労務時間」、「オンサイト労務費用」、「オフサ
イト労務費用」は、
「契約プロジェクト」の「実費清算」プロジェクトに固有です。
• 「労務時間」および「労務費用」勘定科目は、「契約プロジェクト – 固定価格」ま
たは「契約プロジェクト – コスト加算」、「間接プロジェクト」および資本プロジ
ェクトのために使用されます。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
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視点
•

詳しい時間や詳しい労務費用については、「プロジェクト要素」ディメンションの特定の
従業員メンバー、または「未指定の従業員」を使用します。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Detailed Jobs はリソース要素ディメンションのもの(特に「詳細ジョブ」階層のメ
ンバー)です。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情報をイ
ンポートするには、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

労務費用のインポート(要員あり)
要員も使用している場合、Actual Labor Expense WFP Load Template.csv を使用し
て、既存のプロジェクトの実績費用または承認済プランをインポートします。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「労務費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。労務レートの実績のイン
ポートは必要ありません。従業員またはジョブ別の詳細労務時間分析は要員にあります。プ
ロジェクトに含まれるのはサマリー・レベルのみです。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「オンサイト労務時間」、「オフサイト労務時間」、「オンサイト労務費用」、「オフサイト労
務費用」は、「契約プロジェクト」の「実費清算」プロジェクトに固有です。
• 「労務時間」および「労務費用」勘定科目は、
「契約プロジェクト – 固定価格」または「契
約プロジェクト – コスト加算」、「間接プロジェクト」および資本プロジェクトのために
使用する必要があります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーです 。各「労務費用」は、プ
ロジェクトごとに一意の「ライン・アイテム」にロードされる必要があります。

•

OPF_Base Resource は、リソース要素ディメンションのものです。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
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•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情
報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

設備仮定のインポート
Equipment Assumption Load Template.csv を使用して、設備仮定をインポー
トします。
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。

•

列には、必要な勘定科目メンバーが含まれます。次のメンバーが OPF_Equipment
Assumptions に含まれます。
–

OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを
設定します。

–

OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ ・スマート・リスト・メンバーを
設定します。

–

OPF_Equipment - ライン・アイテムのジョブ・スマート・リスト・メンバーを
設定します。
「ジョブ」リストはリソース要素ディメンションの「詳細ジョブ」
の下にあります。

–

OPF_Equipment Description はテキストです。

–

OPF_Equipment Units – ユニット数。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです 。
•

OPF_Equipments は、リソース要素ディメンションの適切なメンバーです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

設備費用仮定は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディメン
ションの「BegBalance」にインポートされます。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです 。
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設備実績費用のインポート
Actual Equipment Expense Load Template.csv または Actual Equipment
Expense CPX Load Template.csv を使用して、実績設備費用をインポートします。プロ
ジェクトを資本と統合している場合は、Actual Equipment Expense CPX Load
Template.csv を使用します。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「設備費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。実績データのインポート
先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「設備費用」勘定科目は、
「契約プロジェクト – 固定価格」または「契約プロジェクト – コ
スト加算」、
「間接プロジェクト」および資本プロジェクトのために使用する必要がありま
す。
• 「設備費用 - 請求可能」は実費精算契約プロジェクトのみで使用する必要があります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーです 。各「設備費用」は、プ
ロジェクトごとに一意の「ライン・アイテム」にロードされる必要があります。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Detailed Equipment は、リソース・クラス・ディメンションからのものです。
Actual Equipment Expense Load Template.csv のみに使用します。

•

OPF_Base Resource は、リソース要素ディメンションのものです。Actual
Equipment Expense CPX Load Template.csv のみに使用します。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情報をイ
ンポートするには、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

材料仮定のインポート
Material Assumption Load Template.csv を使用して、材料仮定をインポートしま
す。
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•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。

•

列には、必要な勘定科目ディメンション・メンバーが含まれます。次のメンバーが
OPF_Material Assumptions に含まれます。
–

OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを
設定します。

–

OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ ・スマート・リスト・メンバーを
設定します。

–

OPF_Material - ライン・アイテムの材料スマート・リスト・メンバーを設定し
ます。材料スマート・リストは「リソース・クラス」ディメンションの「詳細
材料」の下にあります。

–

OPF_Expense Cash Flow Incidence – キャッシュ・フロー計算の値を設定しま
す。

–

OPF_Billable – 実費精算プロジェクトのみに適用されます。費用を請求可能
として設定すべきかどうかを示します。

–

OPF_Units - ユニット仮定は月ごとにインポートする必要があります。月ごと
に個別のラインを作成するか、月ごとの値を簡単にインポートするために「材
料」の実績に似たテンプレートを使用できます。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです 。
•

OPF_Materials は、「リソース・クラス」ディメンションの適切なメンバーです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

材料仮定は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディメンショ
ンの「BegBalance」にインポートされます。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。または、「予測」メンバーを
使用できます。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです 。
材料費用のインポート
Actual Material Expense Load Template.csv を使用して、材料費用をインポ
ートします。
行
行には、「材料費用」に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
「材料ユニット」と「材料費用」を分析と比較のためにインポートする必要がありま
す。材料コスト/ユニットの実績のインポートは必要ありません。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
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「材料費用 - 請求可能」は、契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する必要があ
ります。他のすべてのプロジェクト ・タイプは「材料費用」勘定科目を使用する必要があり
ます。
したがって、プロジェクトで使用される材料ごとに、実績データをインポートするための 2
つのラインを使用します。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
•

OPF_Detailed Material は、
「リソース・クラス」ディメンションのもの(特に「詳細材料」
階層のメンバー)です。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。プロジェクトで使用される
異なる材料それぞれが、別のライン・メンバーにロードされる必要があります。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。プランまたは予測情報をインポー
トする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

その他費用実績のインポート
Actual Other Expense Load Template.csv を使用して、その他費用の実績をインポ
ートします。
行
行には、「その他費用」に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
「その
他費用 - 請求可能」は、契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する必要がありま
す。他のすべてのプロジェクト ・タイプは「その他費用」勘定科目を使用する必要がありま
す。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
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•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。「その他費用」に複
数のラインがある場合は、別のライン・メンバーを使用する必要があります。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Base Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのディメンションに 対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのディメンションに 対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。

•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。プランまたは予測情報をイ
ンポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

その他費用仮定のインポート
Other Assumption Load Template.csv を使用して、その他費用仮定をインポー
トします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。インポートされる仮定
ごとに 1 ラインを使用します。
列
勘定科目メンバーが仮定のインポートに必要です。次のメンバーが OPF_Other
Assumptions に含まれます。
•

OPF_Resource Name

•

OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設定
します。

•

OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ ・スマート・リスト・メンバーを設定
します。

•

OPF_Expense Cash Flow Incidence – キャッシュ・フロー計算の値を設定します。

•

OPF_Billable – 実費精算プロジェクトのみに適用されます。費用を請求可能とし
て設定すべきかどうかを示します。

•

OPF_Other Expenses - 費用金額仮定は月ごとにインポートする必要があります。
月ごとに個別のラインを作成するか、月ごとの値を簡単にインポートするために
「その他費用」の実績に似たテンプレートを使用できます。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Other は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
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•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「年なし」は、
「スマート・リスト」および「請求可能」インジケータの適切なメンバーに
対応します。また、
「FY16」は「費用金額」の「年」ディメンションのものです。複数の
年を同時にインポートできます。
•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。予測情報をインポートする場合は、
このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

• 「BegBalance」は、実績の月がインポートされるスマート・リストの割当てに適用できま
す。
•

ベンダー 1 は、
「ベンダー」ディメンションのディメンションに 対応します(有効化の時点
で追加されている場合)。

• 「フェーズ 1」は、「フェーズ」ディメンションのディメンションに 対応します(有効化の
時点で追加されている場合)。
直接費実績および直接収益実績のインポート
Actual Direct Expense Load Template.csv または Actual Direct Revenue
Load Template.csv を使用して、直接費および直接収益の実績をインポートします。
行
行には、「直接費」/「直接収益」に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
このファイル・フォーマットを使用してインポートされる勘定科目は、勘定科目ディメンシ
ョンの OPF_Other Direct Costs にあります。実績データのインポート先の勘定科目は、プロ
ジェクトのタイプによって異なります。名前に「請求可能」を含むすべての 費用勘定科目は、
契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する必要があります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。複数のラインがある場合
は、別のライン・メンバーを使用する必要があります。

•

プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのメンバーを表します。

•

OPF_Direct Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

エンティティ 1 は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情報をイ
ンポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。
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•

ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(有効化時に追加した場
合)。

•

フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(有効化時に追加した場
合)。

•

<カスタム・ディメンション > - 機能を有効化したときに追加したカスタム・ディメ
ンション。

直接費仮定および直接収益仮定のインポート
Direct Expense Assumption Load Template.csv を使用して直接費仮定をイ
ンポートし、Direct Revenue Assumption Load Template.csv を使用して直
接収益仮定をインポートします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。仮定ごとに 1 つのライ
ンを使用してインポートします。
列
列には、仮定をインポートするために必要な勘定科目メンバーが含まれます。次のメ
ンバーが OPF_Direct Input Expense Assumptions に含まれます。
•

OPF_Expense Type または OPF_Revenue Type – 仮定に関連付けられている勘
定科目のスマート・リスト

•

OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバー。

•

OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ ・スマート・リスト・メンバー。

•

OPF_Direct Expense Amount または OPF_Revenue Amount - 月単位でインポー
トする金額。月ごとにラインを作成するか、月ごとの値をインポートするために
OEP_PFP Actual Other Expense.csv に似たテンプレートを使用します。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Direct Entry は、
「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「年なし」は、
「スマート・リスト」および「請求可能」インジケータの適切なメン
バーに対応します。また、
「FY16」は「費用金額」または「収益金額」の「年」デ
ィメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。予測情報をインポートする場
合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。
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• 「BegBalance」は、実績の月がインポートされるスマート・リストの割当てに適用できま
す。
契約実費精算プロジェクトの収益実績のインポート
Actual Revenue Time and Material Load Template.csv または Actual
Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv を使用して、実費精算プ
ロジェクトの実績をインポートします。
「プロジェクト収益」は、労務時間、設備ユニット、材料ユニット、およびそれらに関連する
請求レートに基づきます。標準請求レートのインポート(契約プロジェクトのみ)を参照して
ください。
行
「フィールド 1」は「リソース・クラス」ディメンションを表します。
「詳細リソース」を行に配置する必要があります。リソースそのものは「リソース・クラス」
ディメンションの「詳細リソース」の下にあります。
•

詳細ジョブ

•

詳細材料

•

詳細設備

•

OPF_Base Resource は、実費精算プロジェクトの他のすべての 収益で使用されます

列
期間。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の期間を同時にインポートすることもで
きます。
視点
• 「未指定の従業員」はプラン要素ディメンションのものです。従業員がインポートされて
いる場合は、指定した従業員にインポートできます。
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Contract Revenue – Labor、OPF_Contract Revenue – Material、OPF_Contract
Revenue – Equipment は、すべて 勘定科目ディメンションのものです。
「リソース・クラ
ス」メンバーを勘定科目メンバーに合せます。
–

OPF_Contract Revenue – Labor は、「詳細ジョブ」に適用できます。

–

OPF_Contract Revenue は、「詳細材料」に適用できます。

–

OPF_Contract Revenue – Equipment は、「詳細設備」に適用できます。

–

OPF_Contract Revenue – Others は、「ベース・リソース」に適用できます。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情報をイ
ンポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

B-25

付録 B

プロジェクト・データのインポート

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

コスト加算プロジェクトの収益仮定のインポート
Cost Plus Assumptions Load Template.csv を使用して、何をコスト加算プロ
ジェクトのドライバ(1 つまたは複数)にするかを示す仮定をインポートします。
行
行 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。
「コスト加算」契約の各レイ
ヤーは 1 つのラインに入力する必要があります。
「コスト加算マージン%」が合計に対
応している場合は、1 ラインのみになります。
列
OPF_Cost Plus Driver は、契約条件のスマート・リストを設定します。
OPF_Cost Plus Margin %は、契約の全体マージン(%)です。マージン%が年や月によっ
て変わる場合は、コスト加算収益実績と似た方法でデータをインポートする必要があ
ります。
視点
•

OPF_Cost Plus は、リソース要素ディメンションのものです。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• 「コスト加算」契約条件は、「BegBalance」および「年なし」に入力されます。
•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。予測情報をインポートする場
合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

コスト加算プロジェクトの収益実績のインポート
Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv を使用して、収益実績をイン
ポートします。
行
OPF_Contract Revenue は、コスト加算プロジェクトについて収益をインポートする
対象の勘定科目です
列
期間。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の期間を同時にインポートするこ
ともできます。
視点
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•

ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。複数のラインがある場合
は、別のライン・メンバーを使用する必要があります。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Base Resource は、リソース要素ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできます。
•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測情報をイ
ンポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

諸経費のグローバル仮定のインポート
Overhead Assumptions Load Template.csv を使用して、グローバル仮定をインポー
トします。
グローバル仮定は、フォームから手動で入力することも、プロジェクトにインポートするこ
ともできます。
行
「フィールド 1」は「勘定科目」ディメンションを表します。
列
OPF_Overhead Method - 各諸経費のタイプに諸経費方法のスマート・リストを設定します。
このファイル・フォーマットを使用してインポートされる勘定科目は、勘定科目ディメンシ
ョンの OPF_Indirect Expense にあります。
視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

リソース・クラスなしは、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。
•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報をインポ
ートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、「通貨なし」は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。
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•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

諸経費レートのインポート
Overhead Rates Load Template.csv を使用して、諸経費レートをインポートし
ます。
行
ライン 1 は「勘定科目」ディメンションを表します。インポートした勘定科目メンバ
ーは、OPF_Indirect Expense にロードされます。
列
諸経費レートの年。
視点
•

OPF_Overhead Rate - レートのインポート先の勘定科目。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

リソース・クラスなしは、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。
•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報を
インポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、「通貨なし」は「通貨」ディメ
ンションのものです。

標準レートのインポート
Standard Equipment Rates Load Template.csv、Standard Labor Rates
Load Template.csv および Standard Material Rates Load Template.csv
を使用して、費用計算の標準レートをインポートします。メンバーは、
「リソース・ク
ラス」ディメンションにインポートされます。
労務、設備、材料などの該当するすべての 詳細リソース・メンバーの標準レートをイ
ンポートします。それぞれには、レートのインポート先となる独自の勘定科目があり
ます。
列には勘定科目メンバーが含まれます
•

OPF_Detailed Equipment Standard Cost は「詳細設備」リソースで使用されます。

•

OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost は詳細労務リソースで使用されます。

•

OPF_Detailed Materiall Standard Cost は「詳細材料」リソースで使用されます。

視点
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• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Standard Labor はプラン要素ディメンションのものであり、すべての 「労務仮定」
で使用する必要があります。
OPF_Standard Equipment と OPF_Standard Material メンバーは、「勘定科目」ディメン
ションのメンバーと一致する必要があります。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。
•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報をインポ
ートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

OPF_Material Standard Cost、OPF_Equipment Standard Cost、OPF_Labor Standard
Hourly Cost。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。
レートがベンダーによって異なる場合、ファイルは同じ「リソース・クラス」について複
数の行を含む必要があります。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

標準請求レートのインポート(契約プロジェクトのみ)
Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv、Standard Labor
Billing Rates Load Template.csv および Standard Material Billing Rates
Load Template.csv を使用して、収益有効化アプリケーションの標準請求レートをインポ
ートします。
行
「リソース・クラス」ディメンションのメンバーに標準請求レートをインポートします。標準
請求レートは、該当するすべての 詳細リソース・メンバーについてインポートする必要があ
ります。
「詳細リソース」プランニングは、
「労務」、
「設備」および「材料」に対応できます。
それぞれには、レートのインポート先となる独自の勘定科目があります。
列
列には、次の勘定科目が含まれます。
•

OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate - 「詳細設備」リソース用

•

OPF_Detailed Material Standard Billing Rate - 「詳細設備」リソース用

•

OPF_Detailed Jobs - 詳細労務リソース用。

視点
•

プロジェクトなし - 「プロジェクト」ディメンションから

•

OPF_Standard Labor - プラン要素ディメンションから。これをすべての 労務仮定に使用
します。
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•

OPF_Equipment Standard Billing Rate および OPF_Material Standard Billing Rate
メンバー - 「勘定科目」メンバーと一致します。

•

OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate - 詳細労務リソース用

•

BegBalance - 期間ディメンションから。

•

OEP_Plan - 「シナリオ」ディメンションから。履歴の実績または予測をインポー
トするには、対応するメンバーを指定します。

•

OEP_Working - 「バージョン」ディメンションから。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

労働日数および労働時間数のインポート
「要員からの統合」が選択されていない場合、Working Days and Hours Load
Template.csv を使用して、標準労働日数および時間数をインポートします。列
勘定科目メンバーが含まれます。
•

OPF_Working Hours per Day

•

OPF_Working Days per Month

視点
•

労働日数および時間数は、「プロジェクト要素なし」および「リソース・クラスな
し」のメンバーにインポートされます。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。
•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、「通貨なし」は「通貨」ディメ
ンションのものです。

財務プロジェクト・ベネフィット仮定のインポート
Financial Benefit Assumption Load Template.csv を使用して、財務プロジ
ェクト・ベネフィット仮定をインポートします。
行
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OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各ベネフィットは、ベ
ネフィットの異なるラインにロードされる必要があります。
列
•

OPF_Impacted Account は、ベネフィットと標準勘定科目をリンクする「スマート・リス
ト」を設定します。

•

OPF_Financial Benefits はテキスト・フィールドです。

•

OPF_Financial Benefit Amount はベネフィットの値です。この仮定は、該当する月(1 つ
または複数)に入力する必要があります。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Base Resource はプロジェクト・リソース・ディメンションのメンバーです 。

• 「影響を受ける勘定科目」と「財務ベネフィット」のテキスト値は、「BegBalance」およ
び「年なし」に入力されます。
•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。予測情報をインポートする場合は、
このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

財務プロジェクト・ベネフィット実績のインポート
Actual Financial Benefit Load Template.csv を使用して、財務プロジェクト・ベ
ネフィット実績をインポートします。
行
「フィールド 1」は、ベネフィットを適用できる「勘定科目」ディメンションを表します。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすることもでき
ます。
視点
•

OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーを表します。

• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Base Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

OEP_Actual はシナリオ・ディメンションのものです。複数の期間のプランまたは予測情
報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
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•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

非財務プロジェクト・ベネフィット仮定のインポート
Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv を使用して、非財
務プロジェクト・ベネフィット仮定をインポートします。
行
OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各ベネフィット
は、ベネフィットの異なるラインにロードされる必要があります。
列
•

OPF_Non Financial Benefits は、非財務ベネフィット・アイテムの「スマート・リ
スト」を設定します。非財務ベネフィット・スマート・リストには、受け取るベネ
フィットのカスタマイズされたリストを移入する必要があります。

•

OPF_Benefit Description はテキスト・フィールドです。

•

OPF_ OPF_Quantative Measure はベネフィットの値です。この仮定は、該当する
月(1 つまたは複数)に入力する必要があります。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

OPF_Base Resource はプロジェクト・リソース・ディメンションのメンバーで
す。

• 「影響を受ける勘定科目」と「財務ベネフィット」のテキスト値は、
「BegBalance」
および「年なし」に入力されます。OPF_Quantative Measure は、月ごとに入力す
る必要があります。
•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

•

OEP_Plan はシナリオ・ディメンションのものです。予測情報をインポートする場
合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。

•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンショ
ンのものです。
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費用配賦のインポート
プロジェクトを資本と統合している場合は、Allocate Expense To Assets Load
Template.csv を使用して、資本プロジェクト資産の費用配賦をインポートします。
行
行 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各行によって、費用のカテゴリの
割合(%)が資本の「CIP 資産」(「建設仮勘定資産」
)に配賦されます。
列
•

OPF_Project Expenses - 配賦する必要があるプロジェクト費用勘定科目のスマート・リ
スト値を設定します。

•

OPF_Capital Expenses - 「資本費用」勘定科目のスマート・リスト値を設定します。資
産に配賦する費用は、資本のこの勘定科目にロードされます。

•

OPF_Capitalization - 資産に配賦する費用の割合(%)を指定します。

•

OPF_Asset Class – 「資産クラス」勘定科目のスマート・リスト値を設定します。これ
は、CIP 資産が関連付けられている、資本の「資産クラス」メンバーに対応します。

•

OPF_Asset Details – 配賦が行われる CIP 資産のスマート・リスト値を設定します。資産
は、資本の「資産の詳細」メンバーに対応します。

視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
•

リソース・クラスなしは、「リソース・クラス」ディメンションのものです。

•

OEP_No Entity は「エンティティ 」ディメンションのものです。

• 「年なし」は「年」ディメンションのものです。
•

OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。

•

アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンションのも
のです。

•

ベンダーなしは、
「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

•

フェーズなしは、
「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追加し
た場合)。

• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。

ノート:
最初のデータ・インポートでは、データの処理と計算に必要な次のルールを実行し
ます: OPF_Rollup Projects およびプロジェクト・キューブのロールアップ。実績
をインポートした場合は、
「詳細予測データの準備」および「概要レベル予測データ
の準備」を実行します。
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資本データのインポート
有効化した機能に応じて、次のテンプレートが資本の zip ファイルで使用可能になりま
す:
•

ExistingIntangibleload.csv

•

ExistingLeaseLoad.csv

•

ExistingTangibleLoad.csv

•

PeriodIntangibles.csv

•

PeriodLease.csv

•

PeriodTangibles.csv

テンプレートは、アプリケーションのディメンションに基づいて作成され、機能を有
効化したときに追加したカスタム・ディメンションが含まれます。
次のテンプレートとガイドラインを使用して資本データをインポートします。
資産詳細のプロパティのインポート
次のテンプレートを使用して、資産詳細のプロパティ(ラップトップ名、価格、減価償
却タイプなど)をインポートします。
•

ExistingTangibleLoad.csv

•

ExistingLeaseLoad.csv

•

ExistingIntangibleload.csv

次のガイドラインを使用します:
•

列—「Column1」は「資産クラス」ディメンションを意味します。

•

行 - 各資産詳細には必ず 3 行のデータがあります。

•

–

行 1 は、NoYear、「USD」、「BegBalance」にデータをインポートします。こ
れらの値を変更して、正しい年、通貨などを指定します。

–

行 2 は、「FY16」、通貨なし、「BegBalance」にデータをインポートします。
必要に応じてこれらの値を変更します。

–

行 3 は、「年なし」
、通貨なし、「BegBalance」にデータをインポートします。
必要に応じてこれらの値を変更します。

視点
視点の OEP_No Entity を実績エンティティで 置き換えます。

実績のインポート
次のテンプレートを使用して、資産の実績をインポートします。
•

PeriodTangibles.csv

•

PeriodIntangibles.csv

•

PeriodLease.csv

次のガイドラインを使用します:
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•

列 - 勘定科目メンバーを参照します。

•

行

•

–

行 5 - 16 (1 月、12 月)は、FY16 についてインポートする 1 年の計算済実績費用を参
照します。FY15 のデータをインポートする必要がある場合、FY の行セットを新たに
追加する必要があります。

–

行 17: NoYear -> BegBalance-USD の組合せで基本コストが計算されています。各資
産詳細の行は 1 つのみである必要があります。

–

行 18: NoYear ->「BegBalance」->NoCurrency のデータ。購入日、使用開始日、説
明、理由などの資産詳細情報をインポートします。

視点
–

OCX_Total Major Assets には、OCX_Total Major Assets の実際の子を使用します。

–

OCX_Tangible Assets には、OCX_Tangible Assets の実際のメンバーを使用します。

–

OEP_No Entity には、エンティティの 実際のメンバーを使用します。
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財務アーティファクトの 更新
ここで説明されている特定のリリースで使用可能な拡張機能では、アーティファクトをカス
タマイズしている場合、一部の付属アーティファクトの 更新が必要です。
•

これらのアーティファクト (このトピックで説明)を変更していない場合、アーティファク
トおよび機能はそのリリースで使用できます。

•

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、これらの
アーティファクトをカスタマイズ 済で、新機能を利用する場合は、次のステップを実行し
ます。

1.

更新後に全体バックアップを実行し、それをローカルにダウンロードします。

2.

変更されたアーティファクトのリストを 確認し、そのうちのどれを変更したかを特定しま
す。変更済アーティファクトの 確認を参照してください。

ヒント:
次にリストされている変更済アーティファクトについて 、変更済アーティファ
クトのコピーを作成して、それを変更の参照として使用することを検討してく
ださい。コピーは、カスタマイズを再実装した後に削除できます。
3.

更新後、識別したアーティファクトに 対するカスタマイズを元に戻し、アーティファクト
を付属の形式に復元します。カスタマイズを元に戻すを参照してください。

4.

必要に応じてアーティファクトに 対するカスタマイズを再実装します。

5.

復元された Calculation Manager のルールまたはテンプレートでは、それらが最終になっ
た後、影響を受けるアーティファクトのアプリケーションに 、更新したルールまたはテン
プレートを必ずデプロイしてください。カスタム・テンプレートの使用状況の表示および
ビジネス・ルールおよびビジネス・ルールセットのデプロイを参照してください。

2021 年 3 月
2021 年 3 月以降、最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選
択すると、該当期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差が
設定されます。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。この機能拡張の一環と
して、一部のルールが変更されています。
これらのアーティファクトにカスタマイズを 行っている場合は、このトピックの手順に従っ
てアーティファクトを 復元してからカスタマイズを再適用します。
変更されたルール
•

OFS_Trend Based Calculation

•

OFS_Prepare Forecast
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2021 年 2 月
2021 年 2 月のリリース以降、EPM Planning 財務には、
「予算の改訂」および予算管理
との統合を有効にするオプションが用意されています。このオプションを追加で有効
にすると(
「機能を使用可能にする」で「予算の改訂」を選択します)、次に示す統合を
サポートするようにルールが変更されます。このアーティファクトをカスタマイズし
た場合は、このトピックの手順に従ってアーティファクトを 復元してから、カスタマ
イズを再適用します。
変更されたルール: トレンド・ベースの計算

プロジェクト・アーティファクトの 更新
ここで説明されている特定のリリースで使用可能な拡張機能では、アーティファクト
をカスタマイズしている場合、一部の付属アーティファクトの 更新が必要です。
•

これらのアーティファクト (このトピックで説明)を変更していない場合、アーティ
ファクトおよび機能はそのリリースで使用できます。

•

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、こ
れらのアーティファクトをカスタマイズ 済で、新機能を利用する場合は、次のステ
ップを実行します。

1.

更新後に全体バックアップを実行し、それをローカルにダウンロードします。

2.

変更されたアーティファクトのリストを 確認し、そのうちのどれを変更したかを特
定します。

ヒント:
次にリストされている変更済アーティファクトについて 、変更済アーテ
ィファクトのコピーを作成して、それを変更の参照として使用すること
を検討してください。
3.

更新後、識別したアーティファクトに 対するカスタマイズを元に戻し、アーティフ
ァクトを付属の形式に復元します。カスタマイズを元に戻すを参照してください。

4.

必要に応じてアーティファクトに 対するカスタマイズを再実装します。

5.

復元された Calculation Manager のルールまたはテンプレートでは、それらが最終
になった後、影響を受けるアーティファクトのアプリケーションに 、更新したルー
ルまたはテンプレートを必ずデプロイしてください。カスタム・テンプレートの使
用状況の表示およびビジネス・ルールおよびビジネス・ルールセットのデプロイを
参照してください。

2020 年 11 月更新
2020 年 11 月リリースより、EPM Planning プロジェクトに、Oracle Fusion Cloud
Project Management (プロジェクト管理)と統合するオプションが提供されます。この
統合オプションを追加で有効にすると(「機能を使用可能にする」で「プロジェクト管理
クラウド統合」を選択します)、下のリストのように統合をサポートするために一部の
フォームおよびルールが変更されます。これらのアーティファクトにカスタマイズを
行っている場合は、このトピックの手順に従ってアーティファクトを 復元してからカ
スタマイズを再適用します。
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ノート:
このノートは、プロジェクト管理との統合を有効にしたり、プラン/予測を EPM
Planning プロジェクトにロードすることを望むお客様に重要です。ロードされた
データと計算されたデータを分けるために、新規メンバー OPF_Load が「リソー
ス・クラス」ディメンションに追加されています。EPM Planning プロジェクトへの
データのロードには OPF_Load を使用するをお薦めします。このメンバーを使用
すると、ロードされたデータは計算実行時に上書きされなくなります。また、新規
フォームプロジェクト費用の確認および調整が追加され、これを使用してロードさ
れたデータの確認および調整を行うことができます。データのロードに
OPF_Load を使用していない場合、ロードされたデータはこのフォームに表示され
ません。
EPM Planning プロジェクトにプラン/予測をロードしないお客様は、引き続きデー
タのロードに OPF_Direct Resource メンバーを使用できます。

表 C-1 EPM Planning プロジェクトの変更されたルール
ルール名

変更

プロジェクトの追加(OPF_Add Project)

新規プロジェクトの追加時に、既存の入力に加え
て RTP 入力としてプロジェクト番号(プロジェク
ト ID)およびテンプレートを含むように変更され
ました。

プロジェクトの承認(OPF_Approve Project)

プロジェクトの承認時に統合ステータスを設定す
るように変更されました。

プロジェクトのロール・アップ(OPF_Rollup
Project Cube)

ロールアップに OPF_Summary Resources 階層
が追加されました。

プロジェクトの削除

プロジェクト管理クラウド統合が有効な場合は承
認済プロジェクトの削除を無効にするように変更
されました。

表 C-2 EPM Planning プロジェクトの変更されたフォーム
フォーム名

変更

OPF_Expense Actuals

ロードの交差が OPF_Load に変更されました。

OPF_Project Details

「プロジェクト統合ステータス」および「プロジェ
クト・テンプレート」などの統合に関連するプロ
パティが追加されました。

要員アーティファクトの 更新
概要
ここで説明されている特定のリリースで使用可能な機能拡張では、一部の付属アーティファ
クトの更新が必要です。
•

これらのアーティファクト (このトピックで説明)を変更していない場合、アーティファク
トおよび機能は、リリースで自動的に使用可能になります。
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•

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、こ
れらのアーティファクトをカスタマイズ 済で、新機能を利用する場合は、次のステ
ップを実行します。

1.

更新後に全体バックアップを実行し、それをローカルにダウンロードします。

2.

変更済アーティファクトのリストを 確認して、アーティファクトに 行った変更に月
次更新の機能拡張で対応するかどうかを検討します。新機能を利用するために変
更済アーティファクトを 復元するかどうかと、変更の一部または全部を再適用する
必要があるかどうかを評価します。

ヒント:
次にリストされている変更済アーティファクトについて 、変更済アーテ
ィファクトのコピーを作成して、それを変更の参照として使用すること
を検討してください。

ノート:
廃止されたアーティファクトは 、引き続き使用できますが、今後は機能
拡張されず、アクティブなフォーム 、メニュー、ダッシュボードなどか
ら削除できます。
3.

更新後、識別したアーティファクトに 対するカスタマイズを元に戻し、アーティフ
ァクトを付属の形式に復元します。カスタマイズを元に戻すを参照してください。

4.

必要に応じてアーティファクトに 対するカスタマイズを再実装します。

5.

復元された Calculation Manager のルールまたはテンプレートでは、それらが最終
になった後、影響を受けるアーティファクトのアプリケーションに 、更新したルー
ルまたはテンプレートを必ずデプロイしてください。カスタム・テンプレートの使
用状況の表示およびビジネス・ルールおよびビジネス・ルールセットのデプロイを
参照してください。

2021 年 12 月更新
次の情報では、2021 年 12 月更新のパフォーマンス強化に関連する新規および変更済
アーティファクトについて 説明します。
すべての 要員ルールおよび一部のメンバー式が、パフォーマンスを向上させるための
変更で更新されました。機能的な変更はありませんが、基礎となるテクノロジのパフ
ォーマンス向上を利用するためにロジックが更新されました。未変更のルールまたは
メンバーは、これらのパフォーマンス強化を自動的に受け取ります。変更したルール
またはメンバーは、これらのパフォーマンス強化がない現状のままになります。これ
らのアーティファクトを 元の状態に復元して、これらのパフォーマンス強化を取り込
み、必要に応じて、更新済のロジックに変更を再適用することをお薦めします。
さらに、新規ルール「すべてのデータに 関する従業員報酬の計算」(またはジョブのみ
のモデルの「すべてのデータに 関するジョブ報酬の計算」)により、管理者およびパワ
ー・ユーザーは、スコープ内のすべてのデータの 報酬を計算できます。
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ノート:
要員では、ハイブリッドが有効な場合、
「従業員」および「ジョブ」ディメンション
はすべての 親が動的に集計されて設定されるため、要員ではこれらのディメンショ
ンが集計されません。前のリリースでは「要請の追加」が集計されましたが、21.12
からは集計されません。

表 C-3 2021 年 12 月更新
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

Calculation Manager のテン
プレート

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

新規アーティファクト

OWP_Calculate Employee
Compensation_Te
OWP_Calculate Job
Compensation_T
OWP_Process Loaded
Data_T
OWP_Change Exsiting
Details_T
OWP_Synchronize
Defaults_T
OWP_Synchronize
Definition_T
OWP_Assign Defaults_T
OWP_Transfer In_T
OWP_Transfer Out_T
OWP_Transfer_T
OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition_GT
OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults_GT
OWP_Incremental
Synchronize Defaults_GT
OWP_Incremental
Synchronize
Definition_GT
OWP_Plan Departure_T
OWP_Change Job
OWP_Assign Defaults
AGG_T
OWP_Calculate Demand
OWP_Calculate Supply
OWP_Add Requisition_T
OWP_Change
Requisition_T
"OWP_Change Existing
Details_T"
"OWP_Plan Departure_T"
OWP_Enable Job_T
OWP_Transfer
headcount_T
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表 C-3 (続き) 2021 年 12 月更新
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

Calculation Manager のルー
ル

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

メンバー

•
•

新規アーティファクト

OWP_Process Loaded Data •
OWP_Calculate Existing
Employee Compensation
•
OWP_Calculate New Hire
Compensation
OWP_Calculate Job
Compensation
OWP_Process Loaded Data
OWP_Synchronize
Defaults
OWP_Synchronize
Definition
OWP_Transfer In
OWP_Transfer Out
OWP_Transfer
OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults
OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition
OWP_Incremental
Synchronize Defaults
OWP_Incremental
Synchronize Definition
OWP_Change Job

OWP_Calculate Employee
Compensation for All Data
OWP_Calculate Job
Compensation for All Data

OWP_CYTD(Prior) 「プロパ
(
ティ」ディメンション内)
OWP_Tax1... Tax10 「勘定
(
科目」ディメンション内)

ノート:
ルール・パフォーマンスをさらに向上させるには、
「勘定科目」および「プロ
パティ」の両方ですべての CYTD 式を変更できます。
計画シナリオと予測シナリオの両方の年範囲を取得し、その年範囲に対して
のみ動作するように式を更新します。たとえば、計画シナリオの年範囲が
FY21 から FY24 に設定されており、予測シナリオの年範囲が FY22 から
FY24 に設定されている場合、式を FY21 から FY24 の年範囲で適切に更新し
ます。
これらの変更は、1 月が開始月ではないアプリケーションでのみ必要です。
これらの式の"Apr"をアプリケーションの最後の月で置き換えます。

•

"OWP_CYTD Total Salary"式 =
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/*プラン年および予測年の範囲を FY21 から FY24 に設定します*/ IF(@ISMBR("OWP_Expense
Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total
Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /*会計アプリケーションの前年および最後の
月にハードコードされます*/ ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr">"OWP_CYTD Total Salary"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23">"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" + @PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;

•

"OWP_CYTD Gross Earnings"式 =
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) " OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr">"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross
Earnings"); ENDIF; ENDIF;

•

"OWP_CYTD Taxable Compensation"式 =
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr">"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation"
+ "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;

•

プロパティからの"OWP_CYTD(Prior)"式 =
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TPIndex" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms">"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms">"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms">"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan","Qtrly
1","Qtrly 2","Qtrly 3","Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!
=0) IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr">"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23"))
"FY22"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance">"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount";
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING)
#MISSING; ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;

2021 年 8 月更新
次の情報では、2021 年 8 月更新の要員拡張機能に関連する変更済アーティファクト 、および
新機能を使用するためにアプリケーションに加える必要がある変更について説明します。
レポート・キューブへのカスタム・ディメンションの追加
この更新では、新規アプリケーションの場合、初めて機能を有効にするときにカスタム・デ
ィメンションをレポート・キューブ(OEP_REP)に追加するかどうかを選択できます。
既存のアプリケーションの場合、次回機能を有効にするときにカスタム・ディメンションを
レポート・キューブに追加する 1 回かぎりのオプションがあります。機能を有効にする前に、
OEP_REP キューブ内のデータをクリアする必要があります。
レポート・キューブ(OEP_REP)にプッシュするディメンションを選択するには、レポート・
キューブへのカスタム・ディメンションの追加を参照してください:
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•

新規アプリケーションの場合、初めて機能を有効化するときにこのタスクを 1 回の
み実行できます。

•

既存のアプリケーションの場合、次回「機能を使用可能にする」で変更を加えると
きにこのタスクを実行する 1 回かぎりのオプションがあります。

•

既存のアプリケーションの場合、
「要員」または「戦略要員」のいずれかに対して、
次回「機能を使用可能にする」で変更を加えるときにこのタスクを実行する 1 回か
ぎりのオプションがあります。

功績仮定
•

新規ダッシュボード「要員および功績仮定」へのアクセス権をユーザーに付与しま
す。

• 「功績仮定」を有効にしており、
「グローバル」レベルでのプランニングを指定する
場合、「要員および功績仮定」ダッシュボードで会社仮定が使用され、エンティテ
ィは非表示になります。「エンティティ 当たり」レベルでのプランニングを指定す
る場合、「要員および功績仮定」ダッシュボードでエンティティが 使用され、会社
仮定は非表示になります。
•

既存の顧客の場合、「功績仮定」を有効にして「エンティティ 」または「グローバ
ル」によるプランニングを選択する場合、「エンティティ 」または「グローバル」
レベルでの「功績レート」、
「功績月」および「カットオフ日」のデータを入力する
必要があります。データ管理を使用して既存の従業員のデータをロードするとき、
これらの仮定は増分的なデータの処理と同期ルールの一部として従業員にコピー
されます。または、
「功績月」あるいは「カットオフ日」を更新するときに必ず「ロ
ードされたデータの処理」を実行できます。

更新された「従業員の詳細」フォーム
「コンポーネント」ディメンションには新規メンバーの「功績昇給」があり、これは功
績勘定科目のスマート・リスト値として割り当てられます。既存の顧客の場合、2021
年 8 月のコンテンツを更新すると、「従業員の詳細」フォームの「功績」の行見出し
に、新しいスマート・リスト値ではなく 1 が表示されます。
「従業員の詳細」フォーム
を更新して新規メンバーの「功績昇給」を表示するには、「報酬の計算」または「同
期」ルールを実行します。
表 C-4 2021 年 8 月更新 - 要員の新規および変更済アーティファクト
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

ダッシュボード

フォーム

新規アーティファクト
要員および功績仮定
新規ダッシュボード「要員およ
び功績仮定」へのアクセス権を
ユーザーに確実に付与します。

•
•
•
•
•

給与等級
功績レート
従業員プロパティ -「功績
月」行が削除されました
データの処理およびデフ
ォルトの同期 - 「功績月」
行が削除されました
データの処理および定義
の同期 - 「功績月」行が削
除されました

•
•
•
•

給与マッピング
功績マッピング
功績仮定
財務勘定科目マッピング
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表 C-4 (続き) 2021 年 8 月更新 - 要員の新規および変更済アーティファクト
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

新規アーティファクト

テンプレート

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ルール

OWP_Synchronize
Definition_T
OWP_Synchronize
Defaults_T
OWP_Assign Target
Defaults
OWP_Assign Defaults_T
OWP_Remove
Compensation Defaults
OWP_Add Salary
Defaults
OWP_Add Tax Defaults
OWP_Add Earning
Defaults
OWP_Add Benefit
Defaults
OWP_Process Loaded
Data_T
OWP_Transfer Out
OWP_Transfer_T
OWP_Change Job
OWP_Change Existing
Details_T

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

勘定科目

•

•

•
•

OWP_Merit •
HSP_NOLINK、
Hsp_ConvertNonCurren
cyValue UDA を追加しま •
した
OWP_Skill Set、
OWP_Gender、OWP_Age •
Band、OWP_Highest
Education Degree Hsp_ConvertNonCurren
cyValue UDA を追加しま
した
OWP_Merit Adjustment
% Cum - 式を更新しまし
た
OWP_Basic Salary - メン
バー式を更新しました

OWP_Copy Data across
Entities_GT
OWP_Copy Data across
Entities
OWP_Copy Data Across
Entities For Grades_GT
OWP_Copy Data Across
Entities For Grades
OWP_Remove Financial
Mappings
OWP_Add Salary
Mapping For Financials
OWP_Add Merit
Mapping For Financials
OWP_Synchronize
Mappings For Financial
Accounts_T

OWP_Remove Financial
Mappings
OWP_Add Salary
Mapping For Financials
OWP_Add Merit
Mapping For Financials
OWP_Synchronize
Mappings For Financial
Accounts
OWP_Cut-Off Date - 「勘
定科目」ディメンションの
新規メンバー
OWP_Merit Increase 「コンポーネント」ディメ
ンションの新規メンバー
OWP_No Grade - 「コン
ポーネント」ディメンショ
ンの新規メンバー
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表 C-4 (続き) 2021 年 8 月更新 - 要員の新規および変更済アーティファクト
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

データ・マップ

OWP_Headcount and FTE
Data for Reporting - レポー
ト用の人数データはレポート
用の人数および FTE データに
名前を変更され、OWP_FTE 勘
定科目を含むように更新され
ました。(名前変更された既存
のデータ・マップ。)

新規アーティファクト

2020 年 11 月更新
次の情報では、2020 年 11 月更新の、要員の仮定に対する通貨換算計算の拡張機能に
関連する変更済アーティファクトについて 説明します。
2020 年 11 月のリリースから、要員の仮定に対する通貨換算計算の機能拡張の一環と
して、次の変更が行われています。
この更新では、Hsp_ConvertNonCurrencyValue という新規 UDA が、勘定科目ディメン
ションのすべての 所得、福利厚生、税金および基本給与と、プロパティ・ディメンシ
ョンからのプロパティなしに追加されました。この通貨換算を使用して、バッチ計算
では仮定(所得、福利厚生、税金および基本給与のスマート・リスト値)が要員のレポー
ト通貨にコピーされます。これによって、レポート用の報酬データ・データマップの
実行後にレポート・キューブ内のコンポーネント全体にデータが移入されます。

ノート:
「作成および管理」の下にある「通貨換算」を使用して、新規通貨換算スクリ
プトを生成し、新たに更新されたスクリプトを生成します。
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表 C-5 2020 年 11 月更新 - 要員の変更済アーティファクト
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

勘定科目

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

プロパティ

プロパティなし

新規アーティファクト

OWP_Earning1
OWP_Earning2
OWP_Earning3
OWP_Earning4
OWP_Earning5
OWP_Earning6
OWP_Earning7
OWP_Earning8
OWP_Earning9
OWP_Earning10
OWP_Benefit1
OWP_Benefit2
OWP_Benefit3
OWP_Benefit4
OWP_Benefit5
OWP_Benefit6
OWP_Benefit7
OWP_Benefit8
OWP_Benefit9
OWP_Benefit10
OWP_Tax1
OWP_Tax2
OWP_Tax3
OWP_Tax4
OWP_Tax5
OWP_Tax6
OWP_Tax7
OWP_Tax8
OWP_Tax9
OWP_Tax10
OWP_Basic Salary

2020 年 10 月更新
次の情報では、2020 年 10 月更新の異動拡張機能に関連する変更済アーティファクトについ
て説明します。
2020 年 10 月のリリースから、要員の異動機能拡張の一環として、次の変更が行われていま
す:
•

この更新により、1 ステップまたは 2 ステップの異動で、カスタム・ディメンションおよ
びエンティティ 全体にわたって従業員を異動できるようになりました。以前は、ジョブお
よびエンティティの 変更にのみ異動が許可されていました。従業員を 1 つのエンティテ
ィから別のエンティティに 異動するときに、カスタム・ソースから同じまたは異なるター
ゲットを選択することもできます。同じことがジョブのみのモデルの異動人数に適用さ
れます。
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•

ソースの異動年に、FTE および人数など、従業員プロパティの大部分が異動月以
降クリアされます。「適用可能な組合コード」、「従業員タイプ」、「支払タイプ」お
よび「ステータス」はそのまま残りますが、「ステータス」は「転出」として表示
されます。

•

従業員異動月が異動の年の功績月よりも後の場合、功績レートはソースからコピー
されます。ターゲット・エンティティの 後続の年については、ターゲット・レート
に基づいて功績レートが計算されます。従業員がアクティブでない 場合、推奨功績
レートは移入されません。従業員異動月が功績月よりも前の場合、功績レートはタ
ーゲットからコピーされます。

•

ジョブのみのモデルでは、ジョブで使用可能な人数に応じて異動または退職可能な
人数に制限があります。これにより、ジョブから人数が離れた後にジョブ報酬の計
算ルールを実行する必要性がなくなります。

• 「合計 FTE」および「合計人数」が「新規採用 - 要求」フォーム、
「従業員プロパテ
ィ」フォームおよび「既存の従業員の管理」フォームに追加されました。「FTE」
および「人数」の別名が「FTE 仮定」および「人数仮定」に変更されました。
「FTE
仮定」および「人数仮定」は、計算を促進する入力仮定に使用されます。「合計
FTE」および「合計人数」はレポート目的で使用されます。
•

異動年のソースの所得、福利厚生および支払済税金がターゲットしきい値の適用時
に考慮されます。ソースの計算済費用が、異動およびジョブの変更プロセスの一部
として異動年のターゲットにコピーされます。エンティティのデフォルトをター
ゲットの従業員に適用した後、ソースおよびターゲットで同じである所得、福利厚
生および税金にターゲットの異動年のしきい値を適用するときに、コピーされた計
算済費用額が考慮されます。ジョブのみのモデルの異動人数の一部として、ソース
からターゲットの計算済費用は異動する人数に基づきます。これは、従業員のみの
モデルおよび従業員とジョブのモデルの従業員に対する単一ステップおよび 2 ス
テップの異動およびジョブの変更アクションと、ジョブのみのモデルの異動人数ア
クションに適用されます。
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表 C-6 2020 年 10 月更新 - 要員の変更済アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ
Calculation Manager
のテンプレート

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OWP_Transfer
OWP_Transfer Out
OWP_Transfer In
OWP_Change Job
OWP_Transfer
Headcount

フォーム

•

OWP_Manage
Existing Employees
OWP_New Hire Request
OWP_Employee
Properties

•
勘定科目

メンバー式

廃止アーティファ
クト

OWP_Transfer_T
OWP_Transfer
Out_T
OWP_Transfer In_T
OWP_Change Job
OWP_Assign Target
Defaults
OWP_Transfer
Headcount_T
OWP_Synchronize
Definition_T
OWP_Synchronize
Defaults_T
OWP_Calculate
Employee
Compensation_Te
OWP_Plan
Departure
OWP_Change
Existing Details_T

Calculation Manager
のルール

•

新規アーティファクト

•
OWP_FTE
•
OWP_Headcount
別名が「FTE」から「FTE
仮定」に、
「人数」から「人
数仮定」に変更されまし
た。
「勘定科目」ディメンショ
ン・メンバー:
•

OWP_Earning1:OW
P_Earning10
•
OWP_Benefit1:OWP
_Benefit10
•
OWP_Tax1:OWP_Ta
x10
「プロパティ」ディメンシ
ョン・メンバー:
OWP_CYTD(Prior)
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2020 年 6 月更新
次の情報では、20.06 更新の計画および予測シナリオに対する異なるプランニング年に
関連する新規および変更済アーティファクトについて 説明します。
2020 年 6 月のリリースから、 要員 フォームおよびルールが更新され、計画および予
測シナリオに対して異なるプランニング年を使用できるようになりました。以前は、
要員または Oracle Strategic Workforce Planning Cloud の「プランニングと予測の準
備」構成タスクで、計画シナリオに対して設定された年範囲および保存済の最終モジ
ュールに基づいて、両方のモジュールの計画および予測の両方のシナリオに対して、
&OEP_YearRange 代替変数が設定されました。 この代替 変数への参照は停止中で
す。
2020 年 6 月のリリースにより、 要員 ではすべてのビジネス ・ルールおよびテンプレ
ートが更新され、シナリオごとに個別に「プランニングと予測の準備」構成タスクか
ら開始年と終了年を読み取る方法を使用するようになりました。有効な交差を使用し
て、シナリオの開始期間と終了期間に基づいてデータが表示されるようフォームが変
更されます。更新が適用されたときに、これらのフォームとビジネス・ルールを変更
していない場合、次のようになります。
•

事前定義済ビジネス・ルールおよびテンプレートが更新されます。

•

事前定義済フォームが更新されます。

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、フォ
ームまたはビジネス・ルールをカスタマイズした場合、次に点に注意してください。
•

&OEP_YearRange 代替 変数に依存するルールを変更した場合、次の関数(ビジネ
ス・ルールまたは Groovy ルール内)を使用するようルールを更新してください。
–

[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]
]: 特定のシナリオの開始年を返します

–

[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]:
特定のシナリオの終了年を返します

ノート:
モジュール名およびシナリオ名は二重引用符で囲む必要があります。
•

OWP_Process Loaded Data_T テンプレートを変更していないが、OWP_Process
Loaded Data_T に依存する OWP_Process Loaded Data ルール、
OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT テンプレート、ま
たは OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT テンプレー
トを変更した場合、計画および予測シナリオに対して異なるプランニング年をサポ
ートするために設計時プロンプト(DTP)値が含まれるようになったため、これらの
アーティファクトを 次のように更新してください:
–

ルール・レベルで新たに必要になった DTP 値を設定するために、
OWP_Process Loaded Data ルールを更新する必要があります。これを行う
には、Calculation Manager でこのルールを開き、ルール内で"OWP_Process
Loaded_T"テンプレート・オブジェクトをハイライト表示し(テンプレート自体
を開かないでください)、鉛筆アイコンを選択して DTP を編集し、次の情報を
更新/入力し、ルールを保存して再デプロイします。
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–

•

*

Set DTP Year Range =
[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]:
[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]

*

Set DTP MODULENAME = "Workforce" (二重引用符を含む)

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT および
OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT テンプレートは、ロ
ーカルにコピーまたはダウンロードする必要があります。これらのアーティファク
トをリストアし、変更を再適用して保存し、これらのテンプレートを再デプロイしま
す。

要員のカスタム・フォームを更新し、&OEP_YearRange のかわりに「すべての 年」の
ILvl0Descendants を使用するようにしてください。

ノート:
行の無効なデータの抑制および列の無効なデータの抑制を行うフォーム・プロ
パティが選択されていることを確認します。

表 C-7 2020 年 6 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ
Calculation Manager
のルール

新規アーティファクト

廃止アーティファ
クト

計画および予測シナリオ •
OWP_Compensation NA
に対して異なるプランニ
Data for Reporting
ング年を許可するために、 •
OWP_Non
ルール、テンプレートおよ
Compensation Data
びフォームが更新されま
for Reporting
した:
•
OWP_Headcount
Data for Reporting
•
OWP_Associate
Employee
•
OWP_Compensation
Data to FinStmt
•
OWP_Change Job
•
OWP_Non
•
OWP_Transfer In
Compensation Data
•
OWP_Transfer Out
to FinStmt
•
OWP_Transfer
•
OWP_Copy Working
•
OWP_Synchronize
to Prior FCST
Defaults
「プランニングと予測の準
•
OWP_Synchronize
備」構成タスクで現在の期
Definition
間が変更される前に、
•
OWP_Process
OWP_Copy Working to
Loaded Data
Prior FCST ルールを実行
•
OWP_Transfer
します。このルールによ
Headcount
り、すべての 期間の現在の
•
OWP_Calculate
予測シナリオのバックアッ
Existing Employee
プが作成され、
Compensation
"OEP_Working"バージョ
•
OWP_Calculate New ンから"OEP_Prior FCST"
Hire Compensation バージョンに、およびシナ
リオ開始年から終了年にデ
ータがコピーされます。
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表 C-7 (続き) 2020 年 6 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ
Calculation Manager
のテンプレート

新規アーティファクト

廃止アーティファ
クト

開始年および終了年を読
み取る方法を使用するた
めに、すべてのテンプレー
トが更新されました:

OWP_Set Valid Years for
Scenario_T

•

•

OWP_Synchronize
Definition_T

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

OWP_Add
Requisition_GT
OWP_Change
Requisition_GT
OWP_Change
Existing Details_GT
OWP_Enable Job_GT
OWP_Change
Salary_GT
OWP_Add
Requisition_T
OWP_Change
Existing Details_T
OWP_Associate
Employee_T
OWP_Transfer
OWP_Plan
Departure_T
OWP_Process
Loaded Data_T
OWP_Transfer
Headcount_T
OWP_Calculate
Employee
Compensation_Te
OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Defaults_GT
OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Definition_GT
OWP_Incremental
Synchronize
Defaults_GT
OWP_Incremental
Synchronize
Definition_GT

OWP_Synchronize
Defaults_T

OWP_AGG_T
OWP_Assign Defaults_T
OWP_Assign Defaults
AGG_T

•
•

OWP_Synchr
onize
Defaults
OWP_Synchr
onize
Definition
OWP_Assign
Compensatio
n_T

OWP_Copy Working to
Prior FCST_T
ノート: 現在の期間が変更
される前に OWP_Copy
Working to Prior FCST_T
ルールを実行してくださ
い。このルールにより、す
べての期間の現在の予測シ
ナリオのバックアップが作
成されます。
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表 C-7 (続き) 2020 年 6 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ

新規アーティファクト

廃止アーティファ
クト

フォーム

NA

NA

NA

NA

要員分析
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

フォーム

OWP_Compensation
Analysis
OWP_Detailed
Compensation
Analysis
OWP_Employee
Assignments
OWP_FTE
Requirement by
Project
OWP_Merit Increase
Analysis
OWP_Project
Staffing Request FTE
OWP_Regular FTE
Vs Contractor
OWP_Review
Employee
Utilization
OWP_Review FTE
Requirement across
Projects
OWP_Review
Headcount and FTE
OWP_Total
Headcount and FTE

要員ダッシュボード報酬
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OWP_Budget by
Compensation
Category
OWP_FTE Trend
OWP_Headcount
Trend
OWP_New
Employee Expenses
Trend
OWP_New Hire
Trend
OWP_Total
Employee
Compensation
OWP_Total Existing
Expenses Trend
OWP_Total Non
Compensation
Expenses by Job
OWP_Total Non
Compensation
Expenses
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表 C-7 (続き) 2020 年 6 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ
フォーム

新規アーティファクト

要員 - プラン・シート - 報 NA
酬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

廃止アーティファ
クト
NA

OWP_Employee
Additional Earnings
OWP_Employee
Benefits
OWP_Employee
Properties
OWP_Employee
Salary
OWP_Employee
Taxes
OWP_Headcount
Trends
OWP_Identify
Invalid Data_JO
OWP_Identify
Invalid Data
OWP_Job Properties
OWP_Manage
Existing Employees
OWP_Manage
Existing Jobs
OWP_New Hire
Request
OWP_Process Data
and Synchronize
Defaults_JO
OWP_Process Data
and Synchronize
Defaults
OWP_Process Data
and Synchronize
Definition_JO
OWP_Process Data
and Synchronize
Definition
OWP_Reconcile
Employee Transfer
OWP_Review
Existing Employees
by Job
OWP_Review
Pending Transfer
OWP_Synchronize
Defaults
OWP_Synchronize
Definition
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表 C-7 (続き) 2020 年 6 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト・タイ 変更済アーティファクト
プ
フォーム

要員ダッシュボード・デモ NA
グラフィクス
•
•
•
•

フォーム

•
•

•
•

NA

NA

NA

NA

NA

OWP_Set Workforce
Assumptions_JO
OWP_Set Workforce
Assumptions
OWP_Standard Rate
Assumptions

要員仮定
•
•
•

廃止アーティファ
クト

OWP_Workforce
Expenses by
AgeBand
OWP_Workforce
Expenses by Gender
OWP_Worforce
Expenses by Higher
Education Level
OWP_Workforce
Expenses by Skill
Set

要員プラン・シート管理
•

フォーム

新規アーティファクト

OWP_Merit Rates
OWP_Rate Table
OWP_Rate Table Simple
OWP_Rate Table Threshold
OWP_Salary Grades

ディメンション

勘定科目

NA

NA

メンバー式

OWP_Basic Salary

NA

NA

2020 年 2 月更新
次の情報では、20.02 更新での新規の「開始日」プロパティのサポートに関連する新規および
変更済のアーティファクトについて 説明します。
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表 C-8 2020 年 2 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
Manager および
Groovy テンプレート
およびルール

要員の OEP_WFP キ
ューブのすべての
Calculation Manager
および Groovy テンプ
レートおよびルール
は、
「開始日」を受け入
れるように更新されま
した。

1 回限り - 新規プロパ NA
ティを移入
更新するお客様へのノ
ート: 2020 年 2 月コン
テンツの更新直後に、
新規ルール「1 回限り 新規プロパティを移
入」を実行して、既存
の「開始月」のデータ
ヒント: まだ利用して
いる廃止されたルール を「開始日」勘定科目
を変更して、開始日を に変換する必要があり
ます。このルールは、
利用できます。
コンテンツを更新した
直後に、データのある
シナリオおよびバージ
ョンの各組合せに対し
て 1 度のみ実行してく
ださい。データを再計
算するシナリオおよび
バージョンの組合せの
みを指定してくださ
い。たとえば、履歴デ
ータの再計算は必要な
い場合があります。
ノート: このルールを
更新直後に実行しない
と、どのルールを実行
しても、結果として一
部のデータが失われる
可能性があります。「1
回限り - 新規プロパテ
ィを移入」の実行前に
誤ってルールを実行し
た場合は、「1 回限り 新規プロパティを移
入」を実行した後で、
以前に実行したルール
を再実行してくださ
い。
最適なパフォーマンス
のために、「1 回限り 新規プロパティを移
入」の実行前に、ディ
メンションを FIX 文
から FIX Parallel に移
動し、FIX Parallel 文
に移動するディメンシ
ョンのかわりにエンテ
ィティ・メンバー選択
を FIX 文に移動する
ことにより、プロセス
の並列処理に適したデ
ィメンションを使用す
るように FIX Parallel
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表 C-8 (続き) 2020 年 2 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
ディメンションを変更
します。この変更は、
Calculation Manager
の OWP_Populate
New Properties_T
テンプレートで実行す
る必要があります。変
更内容を保存した後、
OWP_Populate New
Properties ルールを
デプロイします。
勘定科目メンバー

NA

メンバーの式

給与を計算するすべて NA
のメンバー式が更新さ
れました:

•
•
•

•

勘定科目:

•

基本給与
所得 1 から所
得 10
–
福利厚生 1 か
ら福利厚生
10
–
税金 1 から税
金 10
CYTD (前期)

OWP_Start Date
TP-EndDate
TP-Days

NA

NA

–
–

フォーム

「開始日」列を含めるた NA
めに更新されました:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NA

従業員プロパティ
既存の従業員の管
理
新規採用 - 要求
データの処理およ
びデフォルトの同
期
データの処理およ
び定義の同期
ジョブ・プロパテ
ィ
既存のジョブの管
理
Process Data
and Synchronize
Defaults_JO
Process Data
and Synchronize
Definition_JO
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表 C-8 (続き) 2020 年 2 月更新 - 要員の変更済および新規アーティファクト
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
データ・ロード・テン 「開始月」列を「開始 NA
プレート
日」と置換するために
更新されました:
•
•
•

NA

EJ_EmployeePro
pertiesDataLoad
_Plan
EO_EmployeePr
opertiesDataLoa
d_Plan
JO_JobProperties
DataLoad_Plan

2019 年 6 月更新
次の情報では、19.06 更新での不都合の修正に起因する変更済アーティファクトについ
て説明します。
表 C-9 2019 年 6 月更新 - 要員の変更済アーティファクト
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
テンプレート

OWP_Assign
Compensation
Defaults

Groovy テンプレート •
•
•

OWP_Add
Requisition_GT
OWP_Change
Requisition_GT
OWP_Change
Existing
Details_GT

NA

NA

NA

NA

2019 年 5 月の更新
次の情報では、2019 年 5 月更新の拡張に関連する新規および変更済アーティファクト
について説明します。
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表 C-10 2019 年 5 月の更新 - 要員の拡張
アーティファクト・タイ 変更済アーティファク
プ
ト
Calculation Manager •
のルール
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Calculation Manager •
のテンプレート
•
•
•
•
•
•
•
•
Groovy ルール

•
•
•
•

新規アーティファクト

廃止アーティファクト

デフォルトの同期
定義の同期
ロードされたデー
タの処理
ジョブの変更
転入
転出
異動
従業員の関連付け
既存の従業員報酬
の計算
新規採用の報酬の
計算

BegBalance から期間へ •
の報酬の詳細のコピー
更新するお客様へのノ •
ート: 2019 年 5 月のコ
ンテンツを更新した直
後にルール「1X
BegBalance から期間へ
の報酬の詳細のコピー」
を 1 回実行し、
BegBalance からすべて
の期間に報酬の詳細を
コピーします。

従業員ステータス
の変更
ジョブの追加

デフォルトの同期
定義の同期
Process Loaded
Data_T
ジョブの変更
Assign
Compensation_T
ターゲットのデフ
ォルトの割当て
Calculate
Employee
Compensation_Te
Transfer Out_T
従業員の関連付け

•
•

Change
Requisition_T
Add Job_T
Change Employee
Status_T
報酬のデフォルト
の割当て

増分的なデフォル
トの同期
増分的な定義の同
期
増分的なデータの
処理と定義の同期
増分的なデータの
処理とデフォルト
の同期

NA

Enable Job_T
Change Existing
Details_T

•
•
•
•

NA
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表 C-10 (続き) 2019 年 5 月の更新 - 要員の拡張
アーティファクト・タイ 変更済アーティファク
プ
ト

新規アーティファクト

Groovy テンプレート

•
•
•

•
•
•
•
•

•

フォーム

•
•
•
•

メニュー

Add
Requisition_GT
Change
Requisition_GT
Incremental
Synchronize
Defaults_GT
Incremental
Synchronize
Definition_GT
Incremental
Process Data and
Synchronize
Definition_GT
Incremental
Process Data and
Synchronize
Defaults_GT

Enable Job_GT
NA
Change Salary_GT
Change Existing
Details_GT

従業員プロパティ
NA
ジョブ・プロパティ
無効なデータの識
別
データの処理およ
び定義の同期

既存のアクション

•
•

廃止アーティファクト

NA

従業員のアクショ
ン
ジョブのアクショ
ン

NA

メンバーの式

OWP_Basic Salary

NA

NA

スマート・リスト

NA

従業員のオプション

NA

2019 年 2 月更新
次の情報では、2019 年 2 月更新の増分データ・ロード機能に関連する新しいアーティ
ファクトおよび変更されたアーティファクトについて 説明しています。
表 C-11 2019 年 2 月更新 - 増分データ・ロードに関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
Manager のルール

NA

NA

NA
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表 C-11 (続き) 2019 年 2 月更新 - 増分データ・ロードに関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
•
Manager のテンプレ
ート
•
•
•
Groovy ルール

NA

OWP_Process
NA
Loaded Data_T
OWP_Synchroni
ze Definition
OWP_Synchroni
ze Defaults
OWP_Fix
Parallel_T
•

•

•
•

Groovy テンプレート NA

•

•

•
•

フォーム

NA

•
•
•
•

垂直タブ

NA

NA

OWP_Increment NA
al Process Data
with
Synchronize
Defaults
OWP_Increment
al Process Data
with
Synchronize
Definition
OWP_Increment
al Synchronize
Defaults
OWP_Increment
al Synchronize
Definition
OWP_Increment NA
al Process Data
with
Synchronize
Defaults_GT
OWP_Increment
al Process Data
with
Synchronize
Definition_GT
OWP_Increment
al Synchronize
Defaults_GT
OWP_Increment
al Synchronize
Definition_GT
データの処理およ NA
びデフォルトの同
期
データの処理およ
び定義の同期
デフォルトの同期
定義の同期

一括更新

NA
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表 C-11 (続き) 2019 年 2 月更新 - 増分データ・ロードに関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
水平タブ

NA

•
•
•
•

データ・インポート・ •
テンプレート
•

EJ_EmployeePro NA
pertiesDataLoad
_Plan
EO_EmployeePr
opertiesDataLoa
d_Plan

データの処理およ NA
びデフォルトの同
期
更新されたデータ
の処理
デフォルトの同期
定義の同期
NA

2018 年 11 月更新
次の情報では、2018 年 11 月更新の採用要請の追加ルールでのパフォーマンス強化に
関連する新規および変更済アーティファクトについて 説明します。
表 C-12 2018 年 11 月更新 - 採用要請の追加ルールに関連するパフォーマンス強化
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
Manager のルール

Add Requisition_GT

Calculation
•
Manager のテンプレ
ート
•

NA

NA

OWP_Add
NA
Requisition_T
OWP_Assign
Compensation_T

NA

2018 年 9 月更新
次の情報では、2018 年 9 月更新のパフォーマンス強化に関連する新規および変更済ア
ーティファクトについて説明します。
表 C-13 2018 年 9 月更新 - パフォーマンス向上に関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
Manager のルール

•
•
•
•

OWP_Process
NA
Loaded Data
OWP_Synchroni
ze Defaults
OWP_Synchroni
ze Definition
OWP_Plan
Departure

NA
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表 C-13 (続き) 2018 年 9 月更新 - パフォーマンス向上に関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
•
Manager のテンプレ
ート
•

OWP_Process
OWP_Fix Parallel_T
Loaded Data_T
OWP_Synchroni
ze Definition
OWP_Synchroni
ze Defaults
OWP_Add
Requisition_T
OWP_Assign
Compensation_T
OWP_Plan
Departure_T

•
•
•
•
メンバー

OWP_Utilization

NA

NA

NA

2018 年 7 月更新
次の情報では、2018 年 7 月更新の新規および変更済アーティファクトについて 説明します。
表 C-14 2018 年 7 月 - 要請の追加に関連する機能拡張
アーティファクト・タイ 変更済アーティファク
プ
ト

新規アーティファクト

廃止アーティファクト

Calculation Manager NA
のルール

•

OWP_Add
Requisition_GT
OWP_Change
Requisition_GT

•
•

OWP_Add TBH
OWP_ChangeHirin
gRequisitionStatus

Calculation Manager NA
のテンプレート

•

OWP_Add
Requisition_T
OWP_Assign
Compensation_T
OWP_Change
Requisition_T

•
•

OWP_Add TBH_T
OWP_ChangeHirin
gRequisitionStatus
_T

OWP_Salary
Options
OWP_Requisition
Options

NA

•

•
•

スマート・リスト

OWP_Status

•
•

メニュー

•

•

「新規採用アクショ NA
ン」メニュー・アイ
テム - 採用要請の追
加
要請ステータスの
変更

NA
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2018 年 7 月更新 - 福利厚生と税金ウィザードの計算に関連する機能拡張
アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
Calculation
Manager のルール

•
•
•
•
•
•
•

Calculation
•
Manager のテンプレ
ート
•
•
•

OWP_Synchroni
ze Defaults
OWP_Synchroni
ze Definition
OWP_Process
Loaded Data
OWP_Transfer
OWP_Transfer
In
OWP_Change
Job
OWP_Associate
Employee

•

OWP_Synchroni
ze Defaults
OWP_Synchroni
ze Definition
OWP_ Assign
Compensation
Defaults
OWP_ Assign
Target Defaults

•

•
•
•

•
•
•
•

OWP_Copy Rates NA
Across Entities
OWP_Copy Rates
to Months
OWP_Copy Rates
from
Periodicities
OWP_Copy Rates
Across Years

OWP_Copy Rates NA
Across Entities
OWP_Copy Rates
to Months
OWP_Copy Rates
from
Periodicities
OWP_Copy Rates
Across Years
OWP_Check
Rates
Availability at
Months_T
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アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
メンバー

•

•

スマート・リスト

各親の下位にある 「プロパティ」ディメン NA
10 個すべての 基 ション内:
本勘定科目:
•
OWP_Custom
Expense
OWP_Total
Earnings、
•
OWP_One Time
OWP_Total
Pay
Benefits、および
OWP_Total
Taxes
OEP_WFSC キュ
ーブの
OWP_Tiers およ
び OWP_Options
の提供されている
子は、「残高」の
「タイム・バラン
ス」プロパティに
設定されていま
す。親メンバーの
OWP_Options お
よび OWP_tiers
の下位に追加され
たカスタム・メン
バーの「タイム・
バランス」プロパ
ティも、
「残高」に
変更する必要があ
ります。

OWP_Payment
Frequency

•
•

フォーム

•
•
•

メニュー

NA

OWP_Componen NA
t Type
OWP_One Time
Pay

OWP_Rate Table NA
OWP_Rate Table
- Simple
OWP_Rate Table
- Threshold
OWP_Copy Rates

NA

NA
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アーティファクト ・タ 変更済アーティファク 新規アーティファクト 廃止アーティファクト
イプ
ト
データ・ロード・テン •
プレート
•
•
•
•
•

EJ_Earnings,Ben NA
efits and TaxesProperties
EO_Earnings,Be
nefits and TaxesProperties
JO_Earnings,Ben
efits and TaxesProperties
EJ_Earnings,Ben
efits and Taxes Rates
EO_Earnings,Be
nefits and Taxes
-Rates
JO_Earnings,Ben
efits and Taxes Rates

NA

資本アーティファクトの 更新
概要
資本を使用している場合、一部の更新での製品の機能拡張では、特定のアーティファ
クトを変更した場合、これらの更新が必要です。資本アーティファクトをカスタマイ
ズした場合、このセクションをレビューしてください。
•

これらのアーティファクト (このトピックで説明)を変更していない場合、アーティ
ファクトおよび機能はそのリリースで使用できます。

•

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、こ
れらのアーティファクトをカスタマイズ 済で、新機能を利用する場合は、次のステ
ップを実行します。

1.

更新後に全体バックアップを実行し、それをローカルにダウンロードします。

2.

変更されたアーティファクトのリストを 確認し、そのうちのどれを変更したかを特
定します。変更済アーティファクトの 確認を参照してください。

ヒント:
次にリストされている変更済アーティファクトについて 、変更済アーテ
ィファクトのコピーを作成して、それを変更の参照として使用すること
を検討してください。コピーは、カスタマイズを再実装した後に削除で
きます。
3.

更新後、識別したアーティファクトに 対するカスタマイズを元に戻し、アーティフ
ァクトを付属の形式に復元します。カスタマイズを元に戻すを参照してください。

4.

必要に応じてアーティファクトに 対するカスタマイズを再実装します。

5.

復元された Calculation Manager のルールまたはテンプレートでは、それらが最終
になった後、影響を受けるアーティファクトのアプリケーションに 、更新したルー

C-30

付録 C

資本アーティファクトの 更新

ルまたはテンプレートを必ずデプロイしてください。カスタム・テンプレートの使用状況
の表示およびビジネス・ルールおよびビジネス・ルールセットのデプロイを参照してくだ
さい。
2021 年 5 月
2021 年 5 月の更新で、資本のルールが更新され、IRFS-16 標準が有効な場合に、賃貸無料期
間と可変インデックス・レート基準がサポートされるようになりました。
表 C-15 2021 年 5 月資本の変更済アーティファクト
アーティファクト ・タイプ

変更済アーティファクト

ルール

•

•

新規アーティファクト

OCX_CalculateLeasedAss Groovy ルール:
et—賃貸無料期間をサポー •
OCX_Free Rent Asset
トするように変更されまし
BeforeLoad。「賃貸無料期
た。
間」フォームに添付され、す
べてのセルを読取り専用に
OCX_AddLeasedAsset—
し、支払頻度に従って該当す
「年次」または「支払頻度」
るセルのみが編集可能にな
のいずれかを選択するオプ
ります。
ションのある、新規勘定科目
OCX_Index Rate Basis を •
OCX_Free Rent Period
追加するために変更されま
Spread。
「賃貸無料期間」フ
した。
ォームに添付され、四半期/
半年ごと/年次を月次に分散
します。

フォーム

賃貸無料期間。IFRS-16 が有効
な場合にのみ使用可能です。

勘定科目

•
•

OCX_Index Rate Basis
OCX_LeaseRentFreePeriod

2019 年 4 月
2019 年 4 月のリリースから、資本フォームおよびルールが更新され、プランおよび予測シナ
リオに対して異なるプランニング年を使用できるようになりました。以前は、資本の「プラ
ンニングと予測の準備」構成タスクでは、プランシナリオと予測シナリオの両方に対して
&OEP_YearRange 代替変数が設定されていました。この代替変数への参照は停止中です。
2019 年 4 月の更新により、資本ではすべてのビジネス・ルールが更新され、シナリオごとに
個別にプランニングおよび予測構成の開始年と終了年を読み取る方法を使用するようになり
ました。シナリオの開始期間と終了期間に基づいてデータが表示されるようフォームが変更
されます。更新が適用されたときに、これらのフォームとビジネス・ルールを変更していな
い場合、次のようになります。
•

事前定義済フォームが更新されます。

•

事前定義済ビジネス・ルールが更新されます。

新しいリリース中、カスタマイズされたアーティファクトは 更新されないため、フォームま
たはビジネス・ルールをカスタマイズした場合、次に点に注意してください。
•

&OEP_YearRange 代替変数に依存するルールを変更した場合、次の関数(ビジネス・ル
ールまたは Groovy ルール内)を使用するようルールを更新してください。
–

[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定のシ
ナリオの開始年を返します
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–
•

[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定
のシナリオの終了年を返します

資本のカスタム・フォームを更新し、&OEP_YearRange のかわりに「すべての
年」の ILvl0Descendants を使用するようにしてください。
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