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1
ようこそ

Planningへようこそ。このアプリケーションは、予算プランを作成、分析および形式化する
ために使用します。

Planningについて
Planningでは、プランの簡単な構築および保守を支援する、構造化されたわかりやすいプロ
セスのセットが提供されます。組込みインテリジェンスおよび分析力を使用して、継続的に
ビジネス戦略を実装プランにあわせます。
最初に、Planningの理解から始めます。

ノート:

機能は、他のクラウド・ビジネス・プロセスからの接続や機能を含め、管理者がカ
スタマイズできるため、実際の機能はここに記載されている内容と異なる可能性が
あります。EPM Cloudビジネス・プロセス間のナビゲートを参照してください。

ビデオ

目的 視聴するビデオ
Planningの理解を深めます。

 概要: Oracle Planning and Budgeting
Cloudのデモ・アプリケーションの紹介

Planningのいくつかの主要機能の概要を確認し
ます。  概要: EPM Enterprise Cloudの Planningの

ツアー
チュートリアル
チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使
用した説明が用意されています。

目的 方法の学習
Planningの概要を確認します。

 Planningの概要

1-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:10153
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:10153
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:16862
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:16862
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:112:0::::P112_CONTENT_ID:28232


目的 方法の学習
次の概要を確認します:
• Planningを使用した一般的なプランニング・
プロセス

• プランニング、予算策定および予測のワーク
フローの概念およびツール

• 複数のシナリオを使用したプランニングの利
点

• 予算の送信プロセス

 プランニング・プロセスの概要

Planningへのログオン、Planningのナビゲート
および Oracle Smart View for Officeでの
Planningへのアクセスを行います。  Planningのナビゲート

EPM Cloudビジネス・プロセス間のナビゲート
管理者が他の EPM Cloudビジネス・プロセスへの接続を作成すると、その接続が「ナ
ビゲータ」の「自分の接続」ペインにリストされます。

ここでビジネス・プロセス間を切り替えることができます。他のビジネス・プロセス
を開くためには、それらのビジネス・プロセスへのアクセス権が必要です。アーティ
ファクトへのアクセス権は役割によって決まります。
別の Oracle Enterprise Performance Management Cloudビジネス・プロセスを開くに
は:

1. ホーム・ページで、「ナビゲータ」 をクリックします。
2. ビジネス・プロセスが接続され、それらのビジネス・プロセスに対するアクセス権
がある場合、「自分の接続」ペインに接続済ビジネス・プロセスのリストが表示さ
れます。ビジネス・プロセスをクリックして開きます。

ノート:

ビジネス・プロセス名の右側にあるアイコンをクリックすると、そのビジネ
ス・プロセスが新しいウィンドウで開きます。

さらに学ぶ
Planningの使用に関する各種リソースにアクセスするには、ホーム・ページで「アカ
デミ」

をクリックします。
管理者: アプリケーションを作成および管理するには、 Planningの管理 を参照してく
ださい。

第 1章
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2
Planningの理解

Planningを使用すると、プランを迅速に作成および更新できます。
• ホーム・ページからの共通プランニング・タスク間でのページの移動が簡単になります。
• フォーム内のデータの操作および分析を行います。フォームでのプランの開発を参照し
てください。

• タスク・リストを使用してプランを作成するための構造化されたプロセスに従います。タ
スクを使用したプランニングを参照してください。

• ダッシュボードを使用して重要な情報をグラフィカルに表示および分析します。ダッシ
ュボードを使用したデータの操作を参照してください。

• インフォレットを使用して、最上位レベルの情報を簡単に表示できます。インフォレット
での主な情報の表示を参照してください。

• アド・ホック・グリッドを使用して分析をフォーカスします。データ入力および分析のた
めのアド・ホックの使用を参照してください。

• 予測プランニングで履歴データに基づいてパフォーマンスを予測します。予測プランニ
ングによる予測精度の向上を参照してください。

• 値を調整および分散します。データの調整と分散を参照してください。
• 組込み計算機を使用します。サポート詳細の操作を参照してください。
• プランの確認および承認を得ます。プランの承認の取得を参照してください。
• データを要約したレポートを表示します。レポートの操作を参照してください。
• Oracle Smart View for Officeを使用して Microsoft Excelでのユーザー・エクスペリエン
スを向上させます。Excelでの Planningデータの操作および Oracle Smart View for
Officeユーザーズ・ガイド を参照してください。

• 計算を実行します。ビジネス・ルールの使用を参照してください。
• サンドボックスでプライベートに開発したプランを公開します。プランのプライベート
な構築を参照してください。

• 複数通貨を操作します。通貨の操作を参照してください。
• Planning の操作方法に関するプリファレンスを設定します。プリファレンスの設定を参
照してください。

フォームでのプランの開発
新しい予算を作成または部署の収益予測を更新する必要がありますか。 管理者は、データの
入力、更新、分析、出力およびレポートを行うコンテナとしてフォームを設計します。
データを構造化されたフォームのセルに入力します。各フォームには特定の用途がありま
す。たとえば、管理者は製品ラインの収益の計画の作成または今年度の費用予測に対する前
年の費用実績の比較専用のフォームを設計します。
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管理者は、フォームの目的を念頭に、特定のディメンションおよびメンバーでフォー
ムを設定し、これが行および列の見出しに反映されます。ディメンションの一例は年
で、そのメンバーには FY16、FY17、FY18などがあります。セルには選択したメンバ
ーのデータが表示されます。
次の例は、米国営業部署の貸借対照表の予測フォームを示しています。
 

 

ヒント:

この例では、異なるグループ(エンティティ・ディメンション内)を操作する
には、フォームの上部にあるエンティティのリンクをクリックします。
次に、「OK」をクリックします。フォームで新規メンバーを反映するには、
をクリックします。

フォームでの操作について
管理者は、どのユーザーがどのデータを表示したり、変更できるかを設定します。書
込み権限のあるセル(白の背景のセル)でのみデータを入力したり、変更できます。
確認と承認のためにデータを移動または送信した後は(再度所有者になるまで)データ
を変更できません。データが承認された場合、承認した管理者が承認プロセスを再開
しないかぎりデータを変更できません。プランの承認の取得を参照してください。

第 2章
フォームでの操作について
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ビデオ

目的 視聴するビデオ
フォームでのデータの操作について学習します。

 概要: Oracle Planning and Budgeting
Cloudでのデータの操作

フォームを開く
フォームを開くには:

1. ホーム・ページで、「データ」をクリックします。
2. フォルダまたはタイプでフォームをフィルタできます。
3. 「すべてのタイプ」で、使用するフォームのタイプに応じて適切なアイコンをクリックし
ます。

• は単一のフォームを表します。各フォームは、Planning のデータのサブセット
を表します。フォームでのプランの開発を参照してください。

• は複合フォーム(複数の単一のフォームで構成)を表します。たとえば、1つの
グリッドにデータを入力し、別のグリッドで収益合計などの結果を確認できます。
管理者がマスター複合フォームを設定している場合に、「複合」を選択すると、マス

ター複合フォームは のように表示されます。マスター・フォームで選択したメ
ンバーは、単一のフォームのメンバーに自動的にフィルタされます。したがって単一
のフォームには、マスター・フォームで強調表示したメンバーに関連する詳細しか表
示されません。

ノート:

オラクル社は複合フォームのサポートを終了しましたが、既存の複合フォー
ムは引き続き機能します。複合フォームではなくダッシュボードを使用す
るように変更することお薦めします。

• は、フォームの設計に縛られないアド・ホック・グリッドを表します。データ入
力および分析のためのアド・ホックの使用を参照してください。

• は、スマート・フォーム(アド・ホック・グリッドを使用して Oracle Smart View
for Officeで作成)を表します。スマート・フォームには、他の Planningデータに影響
を及ぼさない、パーソナライズした計算が含まれています。Planningでの独自の
Excel式の使用を参照してください。

4. フォームが含まれているフォルダを展開するには、 をクリックします。
5. 開くフォームの名前をクリックします。

第 2章
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たとえば、キャッシュ・フロー予測を更新するには、「キャッシュ・フロー予測」
をクリックします。
 

 

操作する様々なデータの選択
フォーム名の下のバーに、作業しているメンバー・データを示すボックスが表示され
ます。このトップ・バーは、次の部分から構成されます。
• POV軸は黒いテキストとして表示されます。管理者がフォーム用にこれらのメン
バーを選択します。ユーザーがこのディメンション用に別のメンバーを選択する
ことはできません。

• ページ軸は青色のハイパーリンクとして表示されます。ハイパーリンクをクリッ
クして、作業する別のメンバーを選択します。

• 動的な POVは青色のハイパーリンクとして表示されます。ハイパーリンクをク
リックして、作業する別のメンバーを選択します。

• グローバル POVバーはダッシュボードの上部にバーとして表示されます(有効に
なっている場合)。グローバル POVバーでページを変更して「実行」をクリックす
ると、フォームに基づくすべてのオブジェクトでページが変更されます。

POVを変更する場合、Webインタフェースからログアウトしなくても、並行するセッ
ションのいずれかで数秒内に変更が反映されます。たとえば、Webインタフェースの
フォームで POVを変更する場合、変更は Oracle Smart View for Office、REST API呼
び出し、または Reportsのセッションに対して反映されます。このようにすることで、
POVに対して加えるすべての変更が、すべてのオープン・セッションで反映されます。
• Webインタフェース以外の任意のセッションで POVに変更を加える場合は、Web
インタフェースでフォームを再オープンして、POVの更新されたメンバーを確認
します。

• Webインタフェースで水平タブを使用している場合に、あるタブのフォームで
POVに変更を加えると、変更は、他の水平タブのフォームにすぐに反映されます。

フォームの色の理解
セルの背景色は次の状態を示します。
• 白色は、これらのセルにデータを入力できることを意味します。
• 黄色のセルは、値を変更したがまだ保存していないことを示します。

第 2章
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• 灰青色のセルは、値を表示できるが、変更はできないことを示します。これらは読取り専
用です。

• 黄褐色のセルはロックされています(セルのロックを参照)。
• 青緑色のセルにはサポート詳細があります(サポート詳細の操作を参照)。

フォームでのサーバー・ステータスの表示
フォームのステータス・インジケータでは、ビジーとアイドルのサーバー・アクティビティ
を示すアイコンが表示されます。フォーム・グリッドで実行されるクライアント・サーバー・
アクション(データをフェッチまたは保存するボタンのクリック、ルールの実行、ポップアッ
プの起動など)によって、ステータスが変更されます。

ノート:

ダッシュボードに埋め込まれたフォームには、ステータス・インジケータは表示さ
れません。

 

 
フォームのステータスがアクティブの場合はビジー・アイコンが表示され、そうでない場合
はアイドル・アイコンが表示されます。
• : アイドル・ステータス
• : ビジー・ステータス

第 2章
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フォームでの迅速なナビゲート
どのようにナビゲートするかは、単にセルをクリックしたか、あるいはセル・データ
を編集中であるのかによって決まります。たとえば、セルのデータを編集中の場合、
次のセルに移動するには、[Tab]を押す必要があります。
次のショートカット・キーを使用してフォーム内をすばやく移動できます:

表 2-1 キーボード・ショートカット

キーまたはキーの組合せ 結果
[Tab] その行の次のセルに移動します。フォーカス

が行の最後のセルにある場合、[Tab]で次の行
に移動します。

[Enter] その列の次のセルに移動します。
[Shift]+[Enter] その列の前のセルに移動します。
[Shift]+[Tab] その行の前のセルに移動します。
[↑]、[↓] 前または次の行に移動します。
[→]、[←] セル内の編集中は、セル・データ内を左右に移

動します。編集中でないときにグリッド・セル
をナビゲートすると、行の次のセルまたは前の
セルに移動します。

[Ctrl]+[Home] フォームの最初のセルに移動します。
[Ctrl]+[End] フォームの最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[←] 現在の行の最初のセルに移動します。
[Ctrl]+[→] 現在の行の最後のセルに移動します。
[Shift]+[End] 最初の行の最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[A] すべてのセルを選択します。
[Shift]+[Space] 行を選択します。
[Ctrl]+[Space] 列を選択します。
[Esc] セルの現在の変更を破棄し、前の状態に戻しま

す。

ノート:

これらのショートカットは、デスクトップからフォームにアクセスする場合
にのみ使用できます。

その他のナビゲーションのヒント
その他のナビゲーションのヒントは、次のとおりです。
• ホーム・ページに戻るには、ページ上部にある 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。

第 2章
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• ナビゲータ・ページの機能にアクセスするには、ページ左上隅の、Oracleロゴ(またはカ
スタム・ロゴ)の横にある水平バー をクリックします。

• 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、「アクション」、「保存」、「リ
フレッシュ」、「設定」、「最大化」などのオプションが表示されます。

レッドウッド・エクスペリエンスでの動的タブの使
用

親アーティファクトから移動せずに、タブ内の関連アーティファクトで作業します。
動的タブについて
動的タブを使用すると、単一ページで複数のアーティファクトを表示できます。たとえば、
あるフォームの表示中に、関連する別のフォームやダッシュボードを開くことができます。
これらの追加のアーティファクトは、ページ下部の水平タブに示されます。この機能は、複
数のアーティファクトを同時に表示しながら、複数のブラウザ・ウィンドウを開かないよう
にしたいユーザー向けです。動的タブ機能は、「レッドウッド」テーマでのみ使用可能です。

Note:

Oracle Enterprise Performance Management Cloud環境のテーマを、ビジネス・プ
ロセスの外観ページで「レッドウッド」に設定できます。

動的タブの用語:

• 動的タブ: 関連するアーティファクトが起動されると、ページ下部のソース・タブの右側
に追加されるタブ。動的タブにのみ閉じるアイコンが表示されます。

• ソース・タブ: 動的タブが起動されたページ。

第 2章
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EPM Cloud環境に別の EPM Cloud環境からのタブが含まれる場合、それらの環境をま
たぐタブについて、動的タブがサポートされます。
動的タブを使用する際の考慮事項
• 動的タブを使用するには、レッドウッド・テーマを使用する必要があります。ビジ
ネス・プロセスにレッドウッド以外のテーマを使用している場合、動的タブは使用
できません。

• 1つのページに、最大で 30個のタブを開くことができます。30個より多くのタブ
を開こうとすると、新しいタブを開く前にいくつかのタブを閉じるように求めるメ
ッセージが表示されます。

• 長いアーティファクト名は、タブでは切り捨てられて表示されます。
動的タブの操作
ソース・タブと動的タブは、作業中のページの下部に表示されます。
既存のタブまたはリスト・ページから新しい動的タブを起動すると、既存のタブの右
側に新しいタブが追加され、新しく起動されたタブにフォーカスが移動します。
動的タブは、現在のセッションにしか保持されません。最後に表示したタブは、同じ
セッション中にそのページに次回アクセスしたときには保持されます。ログアウトし
てからログインして戻る場合に、ナビゲーション・フローをリロードしたり、別のナ
ビゲーション・フローに切り替えると、動的タブは保持されません。未保存のデータ
がある場合、続行する前に保存するようにプロンプトが表示されます。
新しいアクションを実行するたびに、新しい動的タブが開きます。たとえば、Form1
でドリル・スルーし、次に Form2でドリル・スルーすると、2個の動的タブが開きま
す。Form1で改めてドリル・スルーを実行した場合、以前に開いたタブが再起動しま
す。
動的タブで起動されたアーティファクトは、「お知らせ」パネルの最新の履歴にもリス
トされます。動的タブは、「お知らせ」パネルの「お気に入り」にも追加できます。
動的タブには閉じるアイコンが表示されます。未保存のデータがタブにある場合、タ
ブを閉じる前に保存するようにプロンプトが表示されます。タブを閉じると、閉じた
タブの左側にあるタブにフォーカスが移動します。フォーカスされていないタブを閉
じると、フォーカスは、現在表示されているタブにとどまります。すべての動的タブ
を閉じるには、ページ下部に表示されている任意の水平タブを右クリックして、「すべ
てのタブを閉じる」をクリックします。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
動的タブを使用してナビゲートし、様々なアー
ティファクトでマルチタスクを実行する方法
を学習します。動的タブを使用すると、元のア
ーティファクトを開いたままにしながら、関連
するアーティファクトを開くことができます。

 動的タブを使用したナビゲート

第 2章
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3
Planningでの作業の準備

ここでは、Planning での作業を開始する前に知っておく必要のあるいくつかのことについて
説明します。
管理者によって、フォームを開く前に選択が必要なユーザー変数が作成されている場合があ
ります。ユーザー変数の設定およびユーザー変数の動的設定を参照してください。
また、数値の表示方法やタイム・ゾーンおよび日付フォーマットなどのプリファレンスを設
定することもできます。プリファレンスの設定を参照してください。
ホーム・ページの左側にある「お知らせ」パネルは次の点で役立ちます。
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• 管理者はお知らせを提供できます。
• その日のオープン・タスクが表示されます。
• 使用したフォームまたはダッシュボードなどの最新の履歴が表示されます。
• 頻繁に使用するフォームを「お気に入り」としてタグ付けすることで、これらのフ
ォームに戻ります。

• 管理者がインフォレットを作成して概要レベルの重要情報を示す場合は、ページ上
部に表示されるドットをクリックして調べることができます。

デフォルトとして設定するダッシュボードを設定できます。 Planningの管理 の
インフォレットについてを参照してください。

第 3章
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• プロファイル写真を設定します。プロファイル・ピクチャの設定を参照してください。
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4
データ操作の基本

次も参照:

• データの入力について
このトピックでは、データの入力と保存に関するいくつかのヒントを示します。

• ユーザー変数の動的設定
管理者により、少なくとも 1つのユーザー変数を含むフォームが設定されており、動的な
ユーザー変数が使用可能になっている場合、フォームで直接ユーザー変数値を選択および
変更できます。

• データの有用性の向上
フォームでの作業時に、様々な方法でデータの有用性を向上できます。

• 値を操作するその他の方法
データを操作する簡単な方法です。

• 抑制または除外されたメンバーに対するデータの入力
フォームでは、ユーザーはフォーム内の行ディメンションのドロップダウン・リストから
直接メンバーを選択して、そのメンバーのデータを入力および保存できます。

• 最新データの取得
• データの計算について
データを入力すると、値は自動的に合計されます。データを計算する他の方法は、次のと
おりです。

• 合計の計算方法
値の小計および合計を出す方法は次のとおりです:

• データの確認
様々な方法でデータを確認および分析できます。

• データの移動
データを入力し、仮定の注釈を付けて、プランのデータに満足した後で、通常は確認また
は承認のために、数字を(承認ユニットとして)上位の別のユーザーに移動できます。

• データの表示方法のカスタマイズ
たとえば、フォーマットやデータのない行および列の非表示などを指定して、フォームで
のデータの表示方法をカスタマイズできます。

• データの印刷
Adobe Acrobat Reader 5.0がコンピュータにインストールされている場合、フォーム内の
データを PDFファイルとして出力し、そのフォーマットをカスタマイズできます。

データの入力について
このトピックでは、データの入力と保存に関するいくつかのヒントを示します。
• 管理者は、セルから移動するとプロンプトまたはメッセージが表示されることなく変更が
自動的に保存されるようにフォームを設定できます。セルの値は合計され、影響を受けた
セルは緑の背景で表示されます。
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• 行ディメンションでドロップダウン・メンバー・セレクタが有効になっているフォ
ームでは、ドロップダウン・リストからメンバーを直接選択して、そのメンバーの
データを入力できます。ドロップダウン・メンバー・セレクタがどのように構成さ
れたかによっては、メンバー行(セレクタが有効になっていないと抑制されます)に
データを追加できる場合があります。

• フォームの構造が操作を始めてから変更されていない場合、「保存」をクリックす
ると、変更したデータまたは新規のデータは即座に保存されます。

• 変更する前のフォームのデータに戻すには、「リフレッシュ」をクリックします。
• デスクトップから、行、列、POVまたはセルを右クリックすると、「アクション」
メニューと同じオプションが表示されます。

ノート:

ブラウザのインタフェースではなく、Planningのインタフェースを使用して
ナビゲートします。ブラウザのリフレッシュ、進む、戻るを使用すると、動
作が不安定になる可能性があります。そのようになった場合は、ログオフし
て再度ログインします。

ビデオ

目的 視聴するビデオ
データの入力および保存の方法について学習
します。  Oracle Planning and Budgeting Cloud

でのデータの入力および保存
チュートリアル
チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメン
トを使用した説明が用意されています。

目的 方法の学習
数値データ、スマート・リスト・データ、パー
センテージ・データおよびテキスト・データで
構成されるビジネス・プロセス・データの入力
方法を学習します。

 Planningデータの入力

様々な種類のデータの入力
管理者がフォームを設定した方法に応じて、様々な方法でデータを入力できます。
• セルに直接データを入力します。
• データ・セルに下矢印が表示されている場合は、スマート・リストと呼ばれるリス
トから値を選択します。値の最初の 1文字または 2文字を入力し、値にスキップ
できます。たとえば、月のリストでは「s」を入力することで、「September」にス
キップできます。

• パーセントとして設定されているメンバーは、セルにパーセント記号(%)とともに
表示されます。パーセント値は小数で入力するかまたは「60%」のようにパーセン
テージで入力できます。
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• テキスト・データ用に設定されているセルをクリックすると、ボックスが表示されます。
ボックスにテキストを入力します。セルにテキストを入力する場合、山カッコ(< >)は使
用しないでください。入力できるテキスト・データの最大長は 4000文字です。

• データを保存すると、フォームの保存時に起動するように管理者が設定したビジネス・ル
ールが実行されます。

コマンドを使用したデータの迅速な入力
次のショートカットをフォームで使用できます。キーまたは記号を入力し、[Enter]を押しま
す。

表 4-1 データを迅速に入力するためのコマンド

キーまたは記号 結果 例
K 千単位で値を入力します。 5,000の場合、5Kと入力します。
M 百万単位で値を入力します。 5,000,000の場合、5Mと入力します。
Addまたは+ セルの値に数値を加算します。 セルの値が 100の場合、100の後に

Add10と入力すると、110になりま
す。

Subまたは~ セルの値から数値を減算します。 セルの値が 100の場合、100の後に
Sub10と入力すると、90になります。

Percentまたは per 入力したパーセンテージをセルの値
に掛けます。

セルの値が 100の場合、100の後に
per10と入力すると、現在のセルの
値の 10%、つまり 10になります。

Increaseまたは inc 入力したパーセンテージ分セルの値
が増加します。

セルの値が 200の場合、200の後に
inc10と入力すると、セルの値が 200
の 10%(20)増加され、220になりま
す。

Decreaseまたは dec 入力したパーセンテージ分セルの値
が減少します。

セルの値が 200の場合、200の後に
dec10と入力すると、セルの値が 200
の 10%(20)減少され、180になりま
す。

Powerまたは pow セルの値を指数として追加された値
に変更します。

セルの値が 100の場合、100の後に
pow2と入力すると、セルの値に指数
2が掛けられ、10,000になります。

gr パーセンテージ分セルを増加させま
す。

セルの値が 200の場合、200の後に
gr50と入力すると、セルの値が 100
増加され、300になります。

ノート:

これらのショートカットは、デスクトップからフォームにアクセスする場合にのみ
使用できます。
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フォームでの検索
フォームとスマート・フォームでは、フォームで「検索」アイコン を使用して、
簡単にメンバー名やデータ値を探すことができます。テキスト・ボックスに特定の名
前や値を入力し、「検索」を使用すると、最初の行、列、またはデータ値を検索できま
す。検索結果を移動するには、前後の矢印をクリックします。
フォームでの迅速なナビゲートも参照してください。特定のフォームを見つけるに
は、フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索を参照してください。

セル範囲の選択
選択範囲が長方形で連続している場合、複数のセルを選択して処理できます。アド・
ホック・グリッドでセル範囲を選択するには、範囲内の左上のセルをクリックし、[Shift]
を押しながら、範囲内の右下のセルをクリックします。フォームでセル範囲を選択す
るには、アイコンが変わるまでセルの上にカーソルを置きます。これで範囲を拡張で
きます。
行または列を選択するには、その見出しをクリックします。セルのグループを選択し
たら、選択したセルのコピー/貼付けまたはデータ値の調整を行うことができます。
参照:

• データのコピーおよび貼付け
• データの調整と分散

データのコピーおよび貼付け
フォーム内でのデータのコピー、あるフォームから別のフォームへのコピー、Microsoft
Excelのような他の製品からのコピーもできます。
フォームを操作している場合、データを選択してから「データ」、続いて「編集」の下
のアイコンをクリックすることで、データをコピーして貼り付けます。(Microsoft
Excelと Planningフォーム間におけるデータのコピーおよび貼付けも参照してくださ
い。)
コピーと貼付けデータについて
• フォーム内またはフォーム間でコピーする場合、Planningでは精度設定に基づい
て表示された値ではなく、保管されているセルの値をコピーおよび貼り付けます。

• データを期間に貼り付ける場合、Planningでは各セルに対して分散ルールを連続
して適用し、左から右へおよび上から下へ貼り付けます。貼付け操作の結果として
できたデータは最初にコピーしたデータに一致しない場合があります。値を期間
に貼り付ける前に、値がどのように分散されるかを理解しておきます。データの分
散方法を参照してください。

• テキスト・パッド、メモ帳またはワードパッドなどのテキスト・エディタからデー
タをコピーして貼り付ける場合、データの区切り文字に空白文字が使用されている
とコピーして貼付けできません。かわりにタブ区切り文字を使用してください。
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ユーザー変数の動的設定
管理者により、少なくとも 1つのユーザー変数を含むフォームが設定されており、動的なユ
ーザー変数が使用可能になっている場合、フォームで直接ユーザー変数値を選択および変更
できます。
たとえば、Departmentという変数では、営業メンバーを選択して販売費用をプランし、その
後マーケティング・メンバーを選択してマーケティング費用をプランできます。また、ユー
ザー・プリファレンスでユーザー変数の値を設定することも可能です(ユーザー変数の設定を
参照)。
フォームが「コンテキストの使用」オプションを使用して定義されている場合、ユーザー変
数を POVで使用できます。この設定では、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。

ノート:

フォームで作業する前に、ユーザー変数の値を選択する必要があります。

ユーザー変数の値を動的に変更するには:

1. ユーザー変数が表示されるテキストをクリックします。
変数と現在選択されている値が POVの下に表示されます。

2. 目的のメンバーを選択し、「OK」をクリックします。
フォームにより選択したメンバーが表示されます。

データの有用性の向上
フォームでの作業時に、様々な方法でデータの有用性を向上できます。
表 4-2 ユーザーがフォーム内で実行できるアクション

目的 さらに学ぶ
データの操作、作成、分析またはコメント作成の
方法を検索します。

「アクション」をクリックして、機能を検索しま
す。

データに注目してそれを様々な角度から参照しま
す。

アド・ホック・グリッドで実行できる内容を確認
します。フォームで、「アド・ホック」をクリック
します。データ入力および分析のためのアド・ホ
ックの使用を参照してください。

フォームに含まれないか、すぐに表示されないメ
ンバーのデータを入力します。

管理者またはフォーム・デザイナによる構成に従
って、フォームにメンバーを追加して、データを
入力します。抑制または除外されたメンバーに対
するデータの入力を参照してください

データを計算します。 ビジネス・ルールを起動します。ビジネス・ルー
ルについて学習するには、ビジネス・ルールの使
用を参照してください。
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表 4-2 (続き) ユーザーがフォーム内で実行できるアクション

目的 さらに学ぶ
予測精度を向上させます。 予測プランニングを使用して、履歴データに基づ

いて将来の値を予測します。予測プランニングに
よる予測精度の向上を参照してください。

データの表示の質を向上させます。 フォント、フォント・サイズ、フォントの色、ア
ンダースコアおよび背景色を設定するオプション
を備える、右側の「フォーマット」タブを確認し
ます。

特定の金額ごとに値を変更します。 セル(複数も可)を選択します。「データ」をクリッ
クしてから次のいずれかをクリックします。
• 「調整」。値またはパーセンテージでセル・デ
ータを増減する場合。

• 「分散」。対象セル内の既存値に基づいて、複
数ディメンションにわたり値を増減する金額
またはパーセンテージを指定する場合。「比
例」、「均等分割」または「入力」の分散パタ
ーンを選択できます。
「分散」を使用するには、管理者がフォーム・
プロパティとして「グリッド分散」を有効に
する必要があります。
データの調整および分散方法を学習するに
は、このビデオをご覧ください。

 Oracle Planning and Budgeting Cloud
でのプラン・データの調整および分散
データの調整と分散も参照してください。

• 「配賦」。「配賦」役割を割り当てられた管理者
のみ、この便利な機能を使用できます。また、
フォーム・プロパティとして「配賦」を有効
にしておく必要があります。配賦を使用した
値の分散を参照してください。

• 「ロック」。計算中および他の値の入力中にセ
ルを一時的にロックする場合。セルのロック
を解除するには、「ロック」を再度クリックし
ます。セルのロックを参照してください。

データの背後にある仮定を説明します。 セルをクリックしてから、「データ」をクリックし
ます。「詳細」で、次のいずれかをクリックしま
す。
•

 - 外部ファイルを添付します。
•

 - コメントを追加します。
添付ファイルおよびコメントの追加方法を学習す
るには、このビデオをご覧ください。

 Oracle Planning and Budgeting Cloudでの
プラン情報の追加
セル・コメントについておよび添付の操作を参照
してください。
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表 4-2 (続き) ユーザーがフォーム内で実行できるアクション

目的 さらに学ぶ
データの表示を簡潔にします。 右側のパネルで「データ」をクリックして、「フィ

ルタ」の下の「保持」または「除外」をクリック
することで、表示(または非表示に)する行または列
を制御します。
特定の比較結果に表示を制限するには、「フィルタ
比較」メニューをクリックして演算子を選択し、
次に「値」フィールドに比較する値を指定します。

行または列を選択してから「ソート」の下の矢印
をクリックすることで、行または列の値を昇順ま
たは降順でソートすることもできます。

データ値にロジックを構築します。 セルをクリックしてから、「データ」、「サポート詳
細」の順にクリックします。サポート詳細の使用
についてを参照してください。

管理者が設定したルールにデータがどのように準
拠しているか確認します。

「アクション」、「グリッド検証メッセージ」の順に
クリックします。データ検証エラーの解決を参照
してください。

値を操作するその他の方法も参照してください。

値を操作するその他の方法
データを操作する簡単な方法です。
• 値を親セルから子に分散させます。たとえば、Q1(親)に"300"と入力すると、300がその
子(Jan、Febおよび March)に分散され、各月に自動的に"100"と入力されます。さらに学
習するには、データの分散方法を参照してください。

• 演算子(+、–、*、/、%)および数値を入力します。たとえば、セルの初期値が 100の場合、
*5と入力すると、値が 500に変更されます。コマンドを使用したデータの迅速な入力と
What If分析の実行も参照してください。
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抑制または除外されたメンバーに対するデータの
入力

フォームでは、ユーザーはフォーム内の行ディメンションのドロップダウン・リスト
から直接メンバーを選択して、そのメンバーのデータを入力および保存できます。
サービス管理者またはフォーム・デザイナによってドロップダウン・メンバー・セレ
クタがどのように構成されたかによっては、メンバー行(セレクタが有効になっていな
いと抑制または除外されます)にデータを追加できます。
詳細は、抑制または除外されたメンバーに対するデータの入力のガイドラインを参照
してください。
フォームのドロップダウン・メンバー・セレクタにアクセスして、メンバーとデータ
を追加するには:

1. フォームを開き、行ディメンションにカーソルを置いて、ドロップダウン・メンバ
ー・セレクタを見つけます。
ディメンション・メンバーにドロップダウン・メンバー・セレクタが含まれる場
合、次のようにセルに矢印が表示されます:

 

 

2. セルの下矢印をクリックしてメンバー・セレクタを起動して、スクロールするか、
追加するメンバーを検索します。
次に、7645: Airfareセルで下矢印をクリックした後のメンバー・セレクタの例を
示します。「検索」ボックスにメンバー名を入力するか、リストをスクロールして、
追加するメンバーを見つけることができます。この例では、7620: Legal
Servicesを選択します。
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編集可能なセルをクリックして、データを追加または変更します。たとえば、次に示す
7620: Legal Servicesデータ・セルを編集できます:

 

 

3. 追加した行の編集可能なセルで必要に応じてデータを変更または追加して、「保存」をク
リックします。
選択した行メンバーおよび入力したデータがフォームに追加されます。
この例では、7620: Legal Servicsメンバーおよび入力したデータ(5,000)がフォームに
追加されます。
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4. この手順を繰り返して、他のメンバーおよびデータをフォームに追加します。
抑制または除外されたメンバーに対するデータの入力のガイドライン
ドロップダウン・メンバー・セレクタの使用時には、次の点に留意してください:

• ドロップダウンの内容(メンバーのリスト)は、対応するセグメントのフォーム定義
によって制御されます。

• 選択は保持されません。ドロップダウンからメンバーを選択してから保存する前
に、リフレッシュを実行すると、選択は失われ、フォームは元の状態に戻ります。

• ドロップダウンでの選択は、データの保存時に失われます。データ・セルを変更し
てデータを保存すると、ドロップダウンでの選択の変更は保持されません。

行ディメンションのドロップダウン・メンバー・セレクタには、Webインタフェース
のフォーム・デザイナでの構成が必要です。サービス管理者またはフォーム設計者は、
ドロップダウン・セレクタを特定のディメンションのセグメント・プロパティとして
指定します。たとえば、行軸、エンティティおよびライン・アイテムに配置された 2
つのディメンションがある場合、エンティティ・ディメンション・メンバーまたはラ
イン・アイテム・メンバーあるいはその両方に対してメンバー・セレクタ・ドロップ
ダウンを有効にできます。構成は、 Planningの管理 に記載されています。
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最新データの取得
特に他の人が同じ予算で作業している場合、確実に最新データを使用して作業するには、「リ
フレッシュ」をクリックしてデータをリフレッシュします。

データの計算について
データを入力すると、値は自動的に合計されます。データを計算する他の方法は、次のとお
りです。
• ビジネス・ルールを起動します。ビジネス・ルールの使用を参照してください。
• Planning で作成された式を使用します。
• Oracle Smart View for Officeで作成した式を使用します。Planningでの独自の Excel式
の使用を参照してください。

• 調整または分散機能を使用します。データの調整と分散を参照してください。
• サポート詳細を使用します。サポート詳細の使用についておよびサポート詳細の操作を
参照してください。

合計の計算方法
値の小計および合計を出す方法は次のとおりです:

• 小計は、メンバーの階層、メンバー・プロパティ、階層のロジックなどの管理者が設定し
た要素に基づいて計算されます。

• 小計を再計算するには、「保存」をクリックします。「フォームの計算」ルールが「保存」
時に起動するように選択されている場合、すべての小計が、そのメンバーの集約プロパテ
ィおよびフォームの設計に基づいて再計算されます。

• データを保存すると、動的に計算されるように設定された、一番下(レベル 0)のメンバー
を除くメンバーが計算されます。

• 計算は保管された値(非表示)に基づいています。表示される値はスケールまたは精度設
定に基づいている場合があります。

• 表示されたメンバーのみが計算されます。一部のメンバーに対して読取り権限はあるが
書込み権限はない場合、それらの値が読取り専用の場合でも小計に正しく含まれます。
セル値の調整とデータの分散方法も参照してください。

データの確認
様々な方法でデータを確認および分析できます。
例:

• アド・ホック・グリッド。データ入力および分析のためのアド・ホックの使用を参照して
ください。

• ダッシュボード。データの確認を参照してください。
• レポート。レポートの操作を参照してください。
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• サンドボックス。プランのプライベートな構築を参照してください。
ビジネス・プロセス内のデータを確認するヒントは、このビデオをご覧ください。勘
定科目のメンバー式を表示してこの値が計算される方法を学習します。行と列をフィ
ルタ処理して、表示するデータを選択する方法が示されます。最後に、データが昇順、
降順またはディメンション階層の順序で表示されるように行と列を編成する方法が示
されます。

 Oracle Planning and Budgeting Cloudでのデータの確認

データの移動
データを入力し、仮定の注釈を付けて、プランのデータに満足した後で、通常は確認
または承認のために、数字を(承認ユニットとして)上位の別のユーザーに移動できま
す。
ホーム・ページで、「承認」

をクリックし、承認ユニットを開始または上位へ移動します。承認ユニットを上位へ
移動した後、新しい所有者はその承認ユニットに書き込めますが(所有者に書込み権限
があると仮定した場合)、元のユーザーは書き込めなくなります。プランの承認の取得
を参照してください。

データの表示方法のカスタマイズ
たとえば、フォーマットやデータのない行および列の非表示などを指定して、フォー
ムでのデータの表示方法をカスタマイズできます。
次のトピックを参照してください。

フォーマットによるデータの強調
フォームとアド・ホック・グリッドでは、様々なフォーマット・オプションによって
特定のデータを強調できます。
たとえば、フォント・サイズを増減したり、フォントの色および背景を設定できます。
カスタムの色を選択することもできます。設定したフォーマットを保存またはクリア
できます。また、テキスト・セルでテキストをラップできます。
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フォーマットについて:

• デフォルト: Planningで適用されるフォーマットで、状態が示されます(たとえば、セルに
「サポート詳細」があるなど)。

• ユーザー定義: ユーザーが適用したフォーマット。

ノート:

フォーマット・スタイルが競合する場合、デフォルト・フォーマットが優先されま
す。たとえば、セルをフォーマットした後、その値を変更するとします。変更した
が、まだ保存していない値のデフォルト・フォーマットが、そのセルに適用したフ
ォーマットより優先されます。

データなしまたはゼロの行または列の非表示
フォーム内のデータを簡潔にするため、データがないかまたはゼロの行を非表示にできます。
データがないかまたはゼロの行を非表示にするには:

1. 「アクション」、「フィルタ」の順にクリックします。
2. 次のオプションをクリックします。

• データのない行の非表示: データのない行の表示および非表示を切り替えます(管理
者がこのプロパティをどのように設定したかにより、#MISSINGまたは空白で表示さ
れます)。管理者によりフォームのプロパティで「欠落データの抑制」が設定されて
いると、このオプションは表示されません。
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• ゼロ行を非表示: 値がゼロの行の表示と非表示を切り替えます。
• データなしの行とゼロ行を非表示: データがないかまたはゼロ、あるいはその
両方の行の表示と非表示を切り替えます。

データがないかまたはゼロを含む列を非表示にするには、行のかわりに列を選択して、
このステップに従います。

データのないセルについて
セル内の#MISSINGは、セルにデータが含まれないことを示しますが、セル内のゼロ
はデータ値です。
#MISSINGによってデータベース・サイズが減少し、パフォーマンスが向上します。
パフォーマンスを向上させるために、管理者はデータのないセルを#MISSINGとして設
定できます。
#MISSING値の書込みを参照してください。

データの印刷
Adobe Acrobat Reader 5.0がコンピュータにインストールされている場合、フォーム
内のデータを PDFファイルとして出力し、そのフォーマットをカスタマイズできま
す。
フォーマットされたレポートを Oracle Smart View for Officeにエクスポートすること
もできます(フォーマット済レポートを Excelへエクスポートを参照)。
フォームのデータを PDFファイルに出力するには:

1. フォームを開いた状態で、「データ」タブ、「印刷」の順にクリックします。
2. 目的の印刷オプションを選択します。
3. 「印刷プレビュー」をクリックします。
4. 「オープン」をクリックして、Adobe Acrobat Readerでファイルを開くか、「保存」
をクリックして、ファイルに名前を付けます。

プリファレンスで設定した印刷オプションに戻すには、「フォーム設定の復元」をクリ
ックします。
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5
データ操作についての詳細

次も参照:

• メンバー式の表示
管理者は、メンバー式を設定して、メンバーの計算を実行できます。

• Excelでの Planningデータの操作
Microsoft Excelの操作に精通している場合は、Oracle Smart View for Officeで Planning
のデータを操作できます。

• ソース・データへのドリルスルー
管理者は、Data Managementまたは Planningのインポートおよびエクスポート機能を使
用して、ソースからデータをロードできます。ドリルスルーしてデータ・ソースの詳細を
表示できます。

• セル・アイコン
フォームのセル内のアイコンによって情報が示されます。その意味は次のとおりです。

• データ検証エラーの解決
管理者は、データ検証ルールを設定して、データが会社のガイドラインに準拠しているこ
とを保証できます。

• レポート用のデータのプッシュ
レポートを有用性の高い完全なものにするために、管理者は、ユーザーが様々なキューブ
からもたらされるデータを「スマート・プッシュの詳細」を使用して分析できるように、
フォームを設定できます。

• セル・コメントについて
データを説明したり背景を提供するために、1つのセルに、または複数のディメンション
にわたるセルの範囲にコメントを追加できます。

• 添付の操作
セルにファイルを添付して、データに関する背景情報を提供できます。

• フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索
特定のフォーム、ダッシュボードおよびインフォレットをリスト・ページで簡単に検索で
きます。

• セルが読取り専用の理由
一部のセルでデータを変更できない理由を学習します。

• 変更内容の確認
管理者が特定のアイテムの監査証跡を有効にした場合は、変更の履歴を参照できます。

メンバー式の表示
管理者は、メンバー式を設定して、メンバーの計算を実行できます。
メンバーの式を表示するには、式アイコン をクリックします。
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Excelでの Planningデータの操作
Microsoft Excelの操作に精通している場合は、Oracle Smart View for Officeで
Planningのデータを操作できます。
Smart Viewによって、Planning で共通の Microsoft Officeインタフェースを使用でき
ます。Smart Viewを使用して、Microsoft Wordおよび PowerPointのデータを表示、
インポート、操作、配分および共有できます。
さらに学習するには、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してく
ださい。
Smart Viewをインストールするには:

1. ホーム・ページの右上で、 をクリックします。
2. 「設定およびアクション」で「ダウンロード」をクリックします。
3. 「Smart View」で「Oracle Technology Networkからダウンロード」をクリック
し、プロンプトに従います。

Planningでの独自の Excel式の使用
Oracle Smart View for Officeのアド・ホック分析では、他のデータに影響を与えず即座
に計算する独自の Excel式およびメンバーを作成できます。このスマート・フォーム
を Planningで開き、Smart Viewで作成した計算を実行できます。
たとえば、Planning への Microsoft Officeインタフェースである Smart Viewで
Planningデータを分析しているとします。4製品の平均利益マージンを計算します。
「平均利益マージン」という名前の行をグリッドに追加し、製品の利益マージンをリス
トした 4つの行に対する式を作成します。4つの行を選択します。次に、新しい「平均
利益マージン」行に Excel式=AVERAGE(D5:D8)を追加します。平均利益マージンは新し
い行に即座に表示されますが、この新しい行はこのスマート・フォームにのみ保存さ
れ、Planning の残りの部分には保存されません。
このカスタマイズしたアド・ホック・グリッドを Planningで使用できるようにするに
は、保存時にオプション「スマート・フォームとして保存」を選択します。これで、
このカスタマイズしたスマート・フォーム(追加した行、列および計算を含む)を
Planningで開いて使用できます(フォームを開くを参照)。スマート・フォームからサン
ドボックスを作成することもできます(サンドボックスで作業を非公開に維持を参照)。
さらに学習するには、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してく
ださい。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
スマート・フォームを使用したデータの計算に
ついて学習します。  Oracle Planning and Budgeting Cloud

での Excel式の追加
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Planningフォームでの Smart Viewのフォーマットについて
管理者がフォームを設定した方法に応じて、Oracle Smart View for Officeに保存したセルのフ
ォーマットがフォームに表示されることがあります。
Microsoft Excelのフォーマットは Smart Viewおよび Planningでサポートされますが、次の
例外があります。
• Planningでは、下線および配置を除く Excelのフォント・スタイルがサポートされます。
• Planningでは、実線の枠線を除く Excelの枠線がサポートされます。
• Smart Viewでは、多数の Excelの数値と日付のフォーマットを含む Excelのセルのフォ
ーマットがサポートされます。Planningでは、Excelの数値と日付のフォーマットはサポ
ートされません。

• Planningでは、Excelの読取り専用、列の幅または行の高さのフォーマットを除く Excel
の行のフォーマットがサポートされます。

Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してください。

Microsoft Excelと Planningフォーム間におけるデータのコピー
および貼付け

デスクトップから Planningにアクセスしている場合は、Microsoft Excelとフォームの間でデ
ータのコピーや貼付けを実行できます。

ノート:

この機能は、デスクトップでのみ使用でき、モバイル・デバイスでは使用できませ
ん。

Microsoft Excelから Planningフォームにデータをコピーして貼り付けるには:

1. Microsoft Excelで、1つまたはある範囲のセルのデータをハイライト表示し、[Ctrl]を押
しながら[C]を押して、データをクリップボードにコピーします。

2. Planningフォームで 1つまたは複数のターゲット・セルを選択し、[Ctrl]を押しながら[V]
を押します。

3. クリップボード・ヘルパーが表示されたら、再度[Ctrl]を押しながら[V]を押します。デー
タがクリップボード・ヘルパーに貼り付けられます。

4. 「貼付け」をクリックすると、Planningフォームにデータが貼り付けられます。
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ノート:

Microsoft Excelから Planningにコピーして貼り付けたデータは、Microsoft
Excel内で設定されたフォーマットを反映します。たとえば、Microsoft Excel
で小数点以下の桁数をゼロに設定している場合、Microsoft Excelで値
459.123を入力すると、その値は 459と表示されます。この値を Planningフ
ォームにコピーすると、値 459が貼り付けられます。

Microsoft Excelへのデータのエクスポート
データをフォームから Microsoft Excelへエクスポートすることで、値をコピーして
Planning に貼り付ける前に、Excel内でWhat-Ifのシナリオを確認することができま
す。
データのエクスポートについて:

• Planningは、サポート詳細、セル・コメント、数値のフォーマット、アプリケー
ション名、ユーザー、フォーム・フォルダ、属性、通貨タグまたはパーセンテージ
の詳細を Excelにエクスポートしません。

• 小数点以下の完全な桁数は数値としてエクスポートされますが、精度を維持するた
めにスケーリングは適用されません。エクスポートされたデータを Oracle Smart
View for Officeで表示すると、データは Planningフォームの場合と同様に表示さ
れます。

• メンバーの別名は、管理者がこれを表示するようにフォームを設定している場合に
表示されます。

• Excelから Planningに貼付けで戻される値は、フォーマットされていないデータで
ある必要があります。

フォームから Microsoft Excelにデータをエクスポートするには:

1. フォームを開きます。
2. 「アクション」、「スプレッドシートのエクスポート」、「エクスポート」の順にクリ
ックします。

3. ファイルを開くか保存します。
標準的な Excelの手順を使い、変更を行い保存します。.

ソース・データへのドリルスルー
管理者は、Data Managementまたは Planningのインポートおよびエクスポート機能を
使用して、ソースからデータをロードできます。ドリルスルーしてデータ・ソースの
詳細を表示できます。
複数通貨環境では、ソース・システム内のすべての通貨をエンティティに対してロー
ドできます。為替レートの換算は Planning 内で行われます。
ソース・データにドリルスルーするには:

1. ロードされたソース・データを含むフォームを開きます。
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セルの右上隅のアイコン は、ドリルスルー・データがあることを示しま
す。

2. ドリルダウン・データを含んでいるセルで、「アクション」、「ドリル・スルー」の順にク
リックします。

3. 左上隅にあるリンク「ソースにドリル・スルー」をクリックします。
4. ドリルスルーのサマリーから、ソースにドリルスルーできます。

セル・アイコン
フォームのセル内のアイコンによって情報が示されます。その意味は次のとおりです。
• : セルには添付があります。
• : セルにメンバー式があります。

• : セルにコメントがあります。

• : このセルにドリル・ダウンできます。ソース・データへのドリルスル
ーを参照してください。

• :スマート・リストから値を選択します。
• : メンバー名の横の下向き矢印をクリックして、現在表示が抑
制されている(データがなく、管理者がフォーム・レイアウトで「欠落データの抑制 - 行」
オプションを設定したか、管理者がフォームの定義中に他のメンバーを明確に除外したた
め)他のメンバーのデータを選択して入力します。

データ検証エラーの解決
管理者は、データ検証ルールを設定して、データが会社のガイドラインに準拠していること
を保証できます。
たとえば、管理者は、次の設定を行うことができます。
• データ検証ルールと呼ばれる、入力するデータの基準
• データ検証エラーをユーザーに知らせるための背景色
• 基準の内容を知らせるメッセージ
フォーム内のデータがデータ検証ルールの基準に合致していない場合は、次のステップに従
ってエラーを修正します。
データ検証エラーを解決するには:

1. エラーのあるフォームで、デフォルト以外の背景色が表示されているセルにカーソルを置
きます(モバイル・デバイスの場合はタップします)。
通常、管理者は、セルの背景を色付けして表示することで、セルにデータ検証ルールが含
まれていることを知らせます。ポップアップ・テキストに、セル交差とテキスト「このセ
ルにはデータ検証メッセージが含まれています」が表示されます。
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2. 「アクション」、「データ検証メッセージ」の順にクリックします。
3. 複数のメッセージがある場合、リストを展開し、各ハイパーリンクをクリックして
修正するセルに移動します。

4. データ検証メッセージの指示に基づいて各エラーを解決します。
5. エラーをすべて解決したら、フォームを保存します。
セルの背景色とデータ検証メッセージは表示されなくなります。

ヒント:

ページ/POVに有効なメンバーが含まれていない場合は、メンバー・セレクタ
で、

をクリックしてから「ページ選択のクリア」をクリックして、現在のメンバ
ーをクリアできます。その後、有効な交差の定義に含まれている他のディメ
ンションからメンバーを選択できます。

レポート用のデータのプッシュ
レポートを有用性の高い完全なものにするために、管理者は、ユーザーが様々なキュ
ーブからもたらされるデータを「スマート・プッシュの詳細」を使用して分析できる
ように、フォームを設定できます。
たとえば、1つのキューブに費用データがあり、別のキューブに収益プランニングがあ
るとします。「スマート・プッシュの詳細」を使用して、両方のキューブからレポー
ト・キューブに迅速にデータをプッシュできます。これで、レポート・キューブにま
とめられたデータを分析できます。スマート・プッシュには、データ、コメント、添
付およびサポート詳細が含まれます。
レポートのデータを即時にプッシュする方法を学習するには、このビデオをご覧くだ
さい。

 Oracle Planning and Budgeting Cloudでのレポートのデータの即時プッシュ
管理者は、フォームにデータを保存したときに自動的にデータがプッシュされるよう
にフォームを設定できます。または、管理者は、ユーザーがスマート・プッシュを開
始できるようにフォームを設定できます。このような場合は、「アクション」、「スマー
ト・プッシュの詳細」の順にクリックし、「スマート・プッシュ」ダイアログ・ボック
ス内のリンクをクリックします。スマート・プッシュが保存時に実行するように設定
されている場合、これは「スマート・プッシュの詳細」に表示されません。

ノート:

スマート・プッシュは、データをプッシュする前に、常にレポート・キュー
ブのデータをクリアします。
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セル・コメントについて
データを説明したり背景を提供するために、1つのセルに、または複数のディメンションにわ
たるセルの範囲にコメントを追加できます。
コメントを追加および表示するには、セルをクリック(またはセル範囲を選択)し、「データ」
タブ、「コメント」 の順にクリックします。セルの右上の小さな三角形は、コメントが
あることを示します。

PDFファイルまたは印刷されたレポートでコメントを表示することもできます。

添付の操作
セルにファイルを添付して、データに関する背景情報を提供できます。
管理者によってフォームの「セル・レベルのドキュメントの使用可能」プロパティが選択さ
れている場合、セルに添付を追加できます。
有効な添付ファイル・タイプは次のとおりです:

• 許可されているイメージ・タイプ: .jpg、.gif、.png、.7z
• 許可されているイメージ以外のファイル・タイ
プ: .csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、
.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

それぞれがセルの売上げデータを裏付ける最新の仮定を含む複数のドキュメントをセルに添
付できます。複数のセルに同じ添付ファイルを添付できません。添付アイコン は、セルに添
付があることを示します。
添付を追加するには:

1. フォームで、セルを選択します。
2. 「アクション」、「添付」 の順にクリックします。
3. ファイルを参照し、「アップロード」をクリックします。
添付を表示するには、そのハイパーリンクをクリックします。

フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの
検索

特定のフォーム、ダッシュボードおよびインフォレットをリスト・ページで簡単に検索でき
ます。
アーティファクトのリスト・ページでは、アーティファクト表示のフラット・ビューと階層
ビューを切り替えることができます。
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その後、「検索」

を使用して、フォーム、ダッシュボードまたはインフォレットを検索できます。フラ
ット・ビューには、検索条件と一致するインフォレットのみが表示され、それらを含
むフォルダは表示されません。ツリー(階層)ビューには、インフォレットとそれらが含
まれるフォルダが一緒に表示されます。
別のキーワードで検索するには、「検索」ボックスの「X」をクリックして検索条件を
クリアします。

セルが読取り専用の理由
一部のセルでデータを変更できない理由を学習します。
データ・フォーム内の灰青色のセルは、値は表示できるが、変更できないことを示し
ます。これらは読取り専用です。
セルが読取り専用である理由を確認するには:

1. 「アクション」、「読取り専用セルの理由の表示」の順にクリックして、セルが読取
り専用である理由をロードするグリッドをリフレッシュします。

2. 読取り専用セルにカーソルを置いて右クリックし、「読取り専用セルの理由の表示」
を選択します。
セルが読取り専用の理由:

表 5-1 セルが読取り専用の理由

指定理由 説明
未検出またはアクセス権な
し

次のいずれか:
• 管理者が「セキュリティの適用」プロパティを設定した

が、データ交差の各ディメンション・メンバーへの書込
みアクセス権を付与しなかったため、データへのアクセ
ス権がありません。 Oracle Enterprise Performance
Management Cloud管理者スタート・ガイド では、管
理者によるグローバル役割の付与方法が、 Planningの管理 では、管理者による Planningアーティファクトへ
の権限の割当て方法が説明されています。

• メンバーが見つからないため、セルが読取り専用です。
たとえば、メンバーがフォームのキューブに対して無効
か、メンバー名に誤字がある可能性があります。

承認セキュリティ セルが、送信または上位へ移動した承認ユニットの一部で
す。再度所有者になるまでデータを変更できません。プラ
ンの承認の取得を参照してください。

ボトムアップの上位レベル・
セル

セルが、ボトムアップ・バージョンに基づいたフォームの上
位レベルです。ボトムアップ・バージョンでのデータ入力は
最下位レベルのメンバーに対してのみです。
Planningの管理 のターゲットおよびボトムアップ・バージ
ョンを参照してください。

無効な交差 セルが、有効な交差の定義に従って無効です。
Planningの管理 の有効な交差の理解を参照してください。

第 5章
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表 5-1 (続き) セルが読取り専用の理由

指定理由 説明
セル・レベル・セキュリティ セルがセル・レベル・セキュリティ定義に従って保護されて

います。
Planningの管理 のセル・レベル・セキュリティの理解を参
照してください。

読取り専用フォーム フォームは読取り専用です。
Planningの管理のアーティファクト、ルールおよびフォル
ダに対する権限の割当てについてを参照してください。

式セル セルにメンバー式があります。
Planningの管理のメンバー式の操作を参照してください。

無効なシナリオ期間範囲 セルが、シナリオ期間に定義されている範囲の外にありま
す。
Planningの管理 のシナリオについてを参照してください。

サポート詳細セル セルにサポート詳細があります。サポート詳細の操作を参
照してください。

勘定科目ソース・キューブ 勘定科目のソース・キューブとフォームのキューブが同じで
はありません。

読取り専用アド・ホック・ユ
ーザー役割

読取り専用アド・ホック・ユーザー役割が割り当てられてい
るため、フォーム内のデータは変更できません。

非現地通貨メンバー セル・メンバーの通貨が入力通貨ではありません。データの
入力と変更は入力通貨でのみ可能です。
簡易複数通貨についてを参照してください。

アーカイブ・モード アプリケーションのデータベースがアーカイブされ、ユーザ
ーによるデータの入力または変更が一時的に禁止されてい
ます。

属性、動的計算またはラベル
のみ

セルが、次のような様々な理由で読取り専用です:
• 計算された属性値です。
• 動的に計算されています。
• ストレージ・タイプが「ラベルのみ」です。
• 集約ストレージ・キューブ内の上位レベル・セルです。

スプレッドに不適格なサマ
リー期間

サマリー期間内のデータが読取り専用であるいくつかの理
由: この期間には、たとえば、分散またはロック可能なメン
バーがありません。

読取り専用セグメント 「セグメント」フォーム・プロパティが読取り専用に設定さ
れています。

変更内容の確認
管理者が特定のアイテムの監査証跡を有効にした場合は、変更の履歴を参照できます。
たとえば、管理者がデータの監査を有効にした場合は、誰がいつセルの値を変更したかを参
照できます。
追跡された変更の履歴を参照するには:

1. 「アクション」をクリックします。
2. 「変更履歴」をクリックします。
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6
タスクを使用したプランニング

タスクは、仕事の整理、追跡および優先度付けに役立ちます。
管理者はプランニング・プロセスを通してユーザーをガイドするタスクを設定します。
アプリケーションには、次に 2つのタスク・フロー・タイプ・オプションがあります:

• タスク・マネージャ: これは、新しいアプリケーションに対するデフォルト・オプション
です。タスク・マネージャは、すべてのタスクを集中モニタリングし、アプリケーション
の実行を記録するための目に見える自動化された繰返し可能なシステムを提供します。
タスク・マネージャの操作の詳細は、タスク・マネージャの操作を参照してください。

• タスク・リスト: タスク・リストは、タスク、手順および終了日を一覧表示することで、
ユーザーにプランニング・プロセスの手順を示す従来の機能です。タスク・リストの操作
の詳細は、タスク・リストでのタスクの使用を参照してください。

タスク・マネージャの操作
関連トピック
• タスク・マネージャの概要
• タスクの操作
• アラートの操作
• スケジュールの操作
• ダッシュボードのモニタリング

タスク・マネージャの概要
タスク・マネージャは、ビジネス・プロセスの相互依存アクティビティを定義、実行および
レポートするのに役立ちます。すべてのタスクを集中モニタリングし、ビジネス・プロセス
の実行を記録するための目に見える自動化された繰返し可能なシステムを提供します。
次を実行できます:

• タスクの定義と、最も効率的なタスク・フローを実施するためのスケジューリング
• ビジネス・プロセスの自動化、ステータスの追跡、および通知やアラートの提供
• 延滞、期限日およびステータス変更に関する、ユーザーへの電子メール通知。
• ダッシュボードからのビジネス・プロセス・ステータスのモニター
• エラーおよび遅延の迅速な修正
• ビジネス・プロセスの効果の分析
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Example 6-1    ビデオ

目的 視聴するビデオ
Oracle Cloud EPM Task Managerの機能、使
用される一般的な用語および Oracle Cloud
EPM Task Managerの典型的なプロセス・フ
ローを学習します。

 概要: Oracle Cloud EPMのタスク・マ
ネージャ

タスクの操作
関連トピック:

• タスクへのアクセス
• タスク情報の更新
• タスクの管理
• Smart Viewでのタスクの操作
Example 6-2    ビデオ

目的 次のビデオを視聴
タスクのセクションをナビゲートして、Oracle
Cloud EPMタスク・マネージャの機能につい
て学習します。  概要: Oracle Cloud EPMタスク・マネ

ージャでのタスクのナビゲート

タスクへのアクセス
関連トピック:

• ホーム・ページからのタスクの表示
• 「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
• タスク・マネージャのワークリストの表示

ホーム・ページからのタスクの表示
ホーム・ページに、自分に割り当てられているタスクとそのステータス(「オープン」、
「遅延」、「本日期限」または「7日で期限」など)のサマリーが表示されます。ステータ
スの左側の数は、そのステータスのタスクの数を示します。管理者が今後のタスク・
オプションを有効にしている場合、現在使用可能なタスクのみでなく、今後のワーク
フローのアイテムも表示できます。「タスクのサマリー」パネルのリンクをクリックす
ると、「タスク」ページが開き、そこでタスクのリストをさらにフィルタできます。
タスクのリストを年と期間でフィルタするか、「すべて」を選択して、ワークリスト内
の任意の年または期間のアイテムを表示できます。
ホーム・ページの「タスク」から、次のタスクとその詳細を表示できます。
• 「ワークリスト」には、指定した POVのタスクのうち、自分に表示権限があるす
べてのタスクが表示されます。「ワークリスト」ページのリストの上部、および「サ
マリー」パネルには、アラートとそのステータスも表示されます。
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• 「スケジュール・タスク」には、タスク・マネージャのタスクが表示されます。
• 「アラート」にはアラート・リストが表示され、アラートを作成および操作できます。
「タスク・アクション」ページからのタスクの表示
電子メール通知のリンクから起動できる「タスク」ページから、タスクを表示および更新す
ることもできます。
「タスク」ページには、タスクの現在のステータスを示す説明が付いたステータス・アイコン
が表示されます。「アラート」ページには、アラートの現在のステータスの説明が付いたステ
ータス・アイコンが表示されます。

タスク・マネージャのワークリストの表示
ワークリストには、選択したスケジュールまたはテンプレートについて、タスク・マネージ
ャのタスクを含め、表示権限がある、指定した POVに関するすべてのタスクが表示されま
す。タスクがリストされ、簡単にフィルタ処理して、関心があるもののみを表示できます。
タスクについて選択された日付を含むスケジュールが管理者によって作成されます。
「すべてのタスク」/「すべてのフォーム」または「個人用タスク」/「個人用フォーム」のス
テータスのサマリーに加え、タスク/フォームのソースのダッシュボードも表示されます。
ワークリストから、次のタスクを実行できます。
• Excelにエクスポート
• オープン・タスク
• タスクの送信
• タスクの強制クローズまたは中止
• タスクの再割当て
検索およびフィルタ機能
リスト内のアイテムを簡単にフィルタする方法は、「検索」フィールドを使用することです。
これにより、日付およびアイコンベースの列を除いた、リスト内の表示列全体が検索されま
す。たとえば、ユーザーを検索して、そのユーザーが(タスク・マネージャの場合は)担当者ま
たは承認者、(補足データ・マネージャの場合は)策定者または承認者として割り当てられてい
るすべてのアイテムを表示できます。検索では、検索する語句が表示列にあるすべてのアイ
テムが返されます。
また、フィルタ・バーを使用するか「フィルタの追加」をクリックして、属性ごとにフィル
タを設定すると、特定のフィルタ機能を使用して特定のアイテムにアクセスできます。
ワークリストを表示するには:

1. ホームページで「タスク」をクリックします。「ワークリスト」をクリックします。
2. オプション: 「検索」で、次のステップを実行してタスクを特定します。

• 「タスク」アイコン をクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間
で表示を切り替えます。

• 目的のタスクの名前を入力します。ワークリスト上の「日付」以外の任意のフィール
ド(テキストまたは数値)で検索できます。
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3. オプション: 「検索」の横の「フィルタ」アイコンをクリックして、フィルタ・バ
ーを表示または非表示にします。フィルタ・バーの右側の をクリックすると、
すべてのフィルタがクリアされます。

4. オプション: 画面の右上にあるドロップダウンを使用して、ワークリストを管理す
るために使用するフィルタを選択します:

• タイプ
• 名前
• 説明
• ステータス(詳細)

• ステータス
• 個人用終了日

5. オプション: 次のディメンション名をクリックして POVを変更します。
• 年
• 期間
• 期限: (「選択なし」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
• ステータス: (「選択なし」、「クローズ済」、「オープン」または「保留中」)
• ソース: (「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」または「割当要求」)

ノート:

複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。
選択したエントリをリストから削除するには、それを再度クリックしま
す。

6. オプション: タスクの横の をクリックして選択したタスクを開き、その詳細を
表示します。「プロパティ」、「指示」、「アラート」など、アイコンを選択してオプ
ションを追加または変更します。

7. 「アクション」で、次のいずれかのアクションを実行できます。
• タスクの送信タスクの送信を参照してください。
• タスクの中止: 後続タスクに進まずに、プロセスを引き続き進行させるために、
強制クローズを実行するのではなく、タスクを取り消します:

– 「終了時に開始」または「エラー終了時に開始」の先行タスクが取り消され
た場合、その後続タスクは保留中のままです。プロセスを引き続き進行さ
せるには、後続タスクを編集して、取り消された先行タスクを削除し、後
続タスクを開始する必要があります。

– 「終了時に終了」または「エラー終了時に終了」の先行タスクを取り消した
場合、プロセスを引き続き進行させるには、タスク所有者、スケジュール
所有者または管理者が後続タスクを強制的に閉じる必要があります。

• タスクの強制クローズ: 「オープン」または「エラー」のステータスを持つタ
スクが「クローズ」のステータスを持つように強制します。

• 再割当の要求: 一時的または永久にタスクを別のユーザーに再割当てします。
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• リフレッシュ
「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示

スケジュール・タスク・ページから、タスクの検索、タスク・リストのフィルタおよびリス
トの保存を実行できます。ビューを変更して、表示する列数または行数を増やすことができ
ます。
「スケジュール・タスク」ページからタスクを表示するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「スケジュール・タスク」タブをクリ
ックします。
ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「タスク」タブをクリックします。

2. オプション: 「検索」に、目的のタスクの名前を入力します。日付およびアイコンベース
の列を除いた、リストの列全体が検索されます。

3. オプション: 「リスト」で、保存されたリストを選択します。
4. オプション: 次のように、リストのビューを選択します。

• 現在のタスクすべての概要リストを表示するには、「サマリー」をクリックします。
• 承認者 1のタスク、すべての遅延タスク、優先度など、選択されたタスクの詳細を表
示するには、「詳細」をクリックし、検索リストからオブジェクトを選択します。

5. タスクのスケジュールを選択します。
同じ POVを使用している複数のスケジュールを選択すると、その POVに関するすべて
のスケジュールのすべてのタスクが表示されます。

6. オプション: リストのフィルタを作成します:

a. 「フィルタの追加」で、オブジェクトまたはステータスを選択します。
b. 「フィルタ」ダイアログ・ボックスで、作成するフィルタの要件を作成します。たと
えば、「承認者終了日」フィルタでは、 オペランドと値を選択する必要があります。
 

 

c. 保存するフィルタ条件を設定します。次に、フィルタ・バーの右側にある

アイコンを選択し、「フィルタの保存」をクリックします。
d. フィルタの名前および説明(オプション)を入力します。
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e. 「OK」をクリックします。
7. オプション: ディメンション名の下の選択をクリックして POVを変更し、有効な
値を表示します。
• 年
• 期間
• 期限(「選択なし」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
• ステータス(「選択なし」、「クローズ済」、「オープン」または「保留中」)
• ソース(「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」または「割当要求」)

ノート:

複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。
選択したエントリをリストから削除するには、それを再度クリックしま
す。

8. オプション: 画面の右側で、「表示」メニュー をクリックしてビューを選択しま
す:

• リスト・ビュー: オブジェクトの情報を列と行で表示するデフォルトの表示で
す。

• ガント・チャート: タスクの期間とそれらの依存関係をグラフィカルに表す、
スケジュールの時系列が表示されます。ガント・チャートを使用して、他のタ
スクの先行タスクのステータスを確認できます。

• カレンダ・ビュー: 月、週または日ごとに、従来のカレンダのフォーマットで
スケジュール・タスクが表示されます。「カレンダ・ビュー」を選択した後に、
カレンダ・アイコンを使用して「月」、「週」または「日」を選択します。カレ
ンダ・ビューでは、「日」ヘッダーで「日ラベル」を表示することもできます。

• グループ・ビュー: タスクとユーザーの組合せのグループを作成できます。
• コンパクト: オンとオフの切替えが可能で、リスト・ビューやグループ・ビュ
ーの情報の行を増やすことができます。

9. 選択されたタスクを確認します。

タスク情報の更新
「オープン」ステータスのタスクの情報を更新できます。質問への回答、コメントの追
加、および参照の添付が可能です。ステータス、優先度、所有者、担当者、スケジュ
ール、開始日と終了日、指示、サポート・ドキュメントまたはWebリンク、およびワ
ークフローを表示することもできます。ワークフローには、タスクの承認チェーンが
表示され、ユーザー名、アクセス役割(担当者または承認者)、ステータスおよびユーザ
ーがアクションを実行した日付が表示されます。管理者がリンクのある参照に指示を
含めた場合は、タスクに直接リンクできます。
関連トピック:

• タスク・プロパティの表示
• 指示の表示
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• タスクのアラートの表示
• タスクの属性の表示
• タスクの質問の表示
• タスクに関するコメントの追加
• 関連タスクの表示
• パラメータの表示
• タスク履歴の表示

タスク・プロパティの表示
特定のタスクのタスク・プロパティを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「プロパティ」タブをクリックします。

指示の表示
特定のタスクのタスク指示を表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
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3. 右側の「指示」タブをクリックします。

タスクのアラートの表示
特定のタスクのアラートを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「アラート」タブをクリックします。
アラートの操作も参照してください。

タスクの属性の表示
特定のタスクの属性を適用するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
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2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 左側の「属性」タブをクリックします。

タスクの質問の表示
特定のタスクの質問を表示したり、質問に回答するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「質問」タブをクリックします。

タスクに関するコメントの追加
特定のタスクのコメントを表示するには:
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1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「コメント」タブをクリックします。

コメントの追加
タスク・ページから、タスクに関するコメントを追加できます。参照を添付すること
もできます。「タスク」ページから一度に複数のタスクに参照ファイルまたは URLを
追加し、コメントを作成することもできます。
次の表では、アクティビティのステータスおよび役割に基づいて実行できるアクティ
ビティを説明します:

Note:

タスクに対して同じアクセス役割を持つユーザーは、互いのコメントを作成、
削除および管理できます。

Table 6-1    役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(担当者)

ステータス: オープン
(承認者)

ステータス: クローズ
済

担当者 • コメントを追加可
能

• 各自のレベルでコ
メントを削除可能

• 作成したコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• 作成したコメント
を削除可能

コメントを追加可能

承認者 • コメントを追加可
能

• 作成したコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• 各自のレベルでコ
メントを削除可能

• 作成したコメント
を削除可能

コメントを表示可能
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Table 6-1    (Cont.) 役割およびステータスに基づく権限

役割 ステータス: オープン
(担当者)

ステータス: オープン
(承認者)

ステータス: クローズ
済

管理者、スケジュール
所有者またはタスク所
有者

• コメントを追加可
能

• 任意のコメントを
削除可能

• コメントを追加可
能

• 任意のコメントを
削除可能

コメントを追加可能

参照者 • コメントを追加可
能

• 作成したコメント
を削除可能

• コメントを追加可
能

• 作成したコメント
を削除可能

コメントを表示可能

Note:

• 添付はタスク・マネージャのコメントに関連付けられている必要があるため、
ローカル・ファイルまたは URLを複数のタスクに一括アップロードするとコメ
ントが作成されます。

• ユーザーが自分のコメントを削除できるためには、管理者が「コメントの削除
を許可」設定をオンにして、これを許可している必要があります。タスクに対
して同じ役割を持つユーザーは、互いのコメントを作成、削除および管理でき
ます。
Planningの管理のコメントの削除の許可を参照してください。

コメントを追加するには
コメントを追加する手順は次のとおりです:

1. ホーム・ページから、「タスク」を選択してタスクとその詳細を表示します。
2. 「ワークリスト」から、または「スケジュール・タスク」内からタスクを選択します。「ア
クション」をクリックした後、「オープン」を選択するか、単にリスト・ページ内のタス
クをダブルクリックします。

Note:

選択するタスクは、「保留中」ステータスではなく「オープン」ステータスにな
っている必要があります。

3. 「コメント」タブをクリックします。
4. テキスト・ボックスに、コメントを入力します。

Note:

コメントを削除するには、そのコメントを選択して「削除」をクリックするか、
「アクション」を選択して「コメントの削除」をクリックします。
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5. オプション: 外部ファイルまたはWebページの添付をコメントに追加するには、
次のいずれかのオプションを選択します。
• 「ファイルの添付」(ペーパークリップ・アイコン)をクリックし、添付ファイル
とするファイルを一覧して選択します。

• 「リンクの添付」(リンク・アイコン)をクリックし、添付の URLおよび名前を
追加します。

6. 「OK」をクリックします。

Note:

複数のタスクに添付(ファイルまたは URL)を一度に追加する場合は、「スケジ
ュール・タスク」ビューからこのアクションを実行します。1行以上を強調
表示するか、[Shift] キーを使用してタスクを選択することで、必要なタスク
を選択します。その後、「アクション」、「参照の追加」の順にクリックし、「フ
ァイル」または「URL」を選択します。

関連タスクの表示
「関連タスク」セクションでは、あるタスクの先行タスクと後続タスクを参照できま
す。先行/後続タスクには、依存タスクのタスク担当者およびタスク所有者が表示され
ます。
関連タスクには、他のスケジュールにおける前のタスク実行も表示されます。これに
より、前のタスクのコメントまたは参照を確認できるため、現在のタスク実行を完了
する場合に役立ちます。「前のタスク」リストで、タスク名をクリックしてそのタスク
の「タスク・アクション」ダイアログ・ボックスを表示し、タスクを別のユーザーに
再割当てできます。
関連タスクを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「関連タスク」タブをクリックします。
4. 「表示」から、「先行」または「後続」を選択します。
5. オプション: 前のタスク実行に関する情報を表示するには、「前のタスク」リストで
タスクをクリックします。

6. オプション: タスクを再割当てするには、「再割当」をクリックし、タスクを割り当
てる対象のユーザーを選択します。

7. 終了したら、「閉じる」をクリックします。
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パラメータの表示
特定のタスクのパラメータを表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「パラメータ」タブをクリックします。

タスク履歴の表示
システムでは、「履歴」ページから表示できるタスク・アクティビティの履歴がメンテナンス
されます。タスク履歴には、更新されたコンポーネント、追加、作成、変更などの変更タイ
プ、古い値と新規の値、変更を行ったユーザーおよび変更日が表示されます。この情報は読
取り専用です。
特定のタスクのタスク履歴を表示するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「タスク」の順にクリックします。
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2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 右側の「履歴」タブをクリックします。

4. ページの右上から、履歴のビューを選択します。「リスト・ビュー」 では基本
情報のみをリストする履歴のタイムラインが表示され、「表ビュー」 ではすべ
ての値がリストされます。

5. 「時間枠」を選択し、「すべてのアクティビティ」、「今日」または「過去 7日間」の
履歴を表示します。

6. 終了したら、「閉じる」をクリックします。

タスクの管理
関連トピック:

• タスクの送信
• タスクの承認または却下
• タスクの再割当て
• タスクの取消し
• タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定

タスクの送信
タスクに必要なアクションが完了したら、タスクを送信して、ワークフローに沿って
次の担当者に移します。
タスクを送信するには:

1. 送信する必要のあるタスクを選択します。
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複数のタスクを選択するには、[Ctrl]を押しながら複数のタスクを選択するか、[Shift]を
押しながら目的の範囲の最初と最後の行をクリックします。

2. 「送信」をクリックするか、「アクション」、「送信」の順に選択します。
3. 「はい」をクリックして送信を確定します。送信したタスクは編集できなくなります。
4. エラーを確認し、「OK」をクリックします。

タスクの承認または却下
タスクを承認または却下するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックしてから、「タスク」をクリックします。
2. タスクをダブルクリックしてオープンします。
3. 次のいずれかのタスク・アクションを実行します。

• 右クリックして、「承認」または「却下」を選択します。
• 「アクション」パネル: 「ステータスの設定」から、「承認」または「却下」を選択し
ます。

• 「アクション」メニュー: 「承認」または「却下」をクリックします。
確認のダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。

4. エラーを確認し、「OK」をクリックします。
タスクの再割当て

タスク担当者は、他のユーザーにタスクを再割当てできます。たとえば、休暇のために仕事
を休む予定がある場合、担当者は別のユーザーにタスクを再割当てできます。
タスクが再割当てされると、再割当てされたユーザーに電子メールの通知がすぐに送信され
ます。

ノート:

「再割当の要求」は、タスクを編集して別の担当者や承認者に割り当てることができ
る管理者またはタスク所有者以外のユーザー向けに用意されています。

タスクを再割当てするには:

1. ホーム・ページで、「タスク」、「ワークリスト」の順にクリックします。
2. 「ワークリスト」で、責任を再割当てするタスクを選択します。
3. 選択したタスクのページで、「アクション」を選択し、「再割当の要求」をクリックしま
す。

4. 「対象ユーザー」から「ユーザーの選択」をクリックして、タスクの責任を負うユーザー
を選択します。

5. 「再割当て」で、適切なオプションを選択します。
• 選択したタスクのみ
• 選択したタスクおよび将来のタスク(責任を永久的に移譲する場合)。
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• 「理由」に責任移譲の理由(休暇や役割の移譲など)を入力します
6. 「OK」をクリックします。

タスクの取消し
タスク所有者およびサービス管理者は、実行中のタスクをいつでも停止できます。タ
スクを取り消すと、そのタスクのステータスは「クローズ済」に変わります。先行と
してそのタスクがある保留中のタスクは、実行できません。タスクのシーケンスがあ
り、そのシーケンス全体を取り消す場合、シーケンスの最初のタスクを取り消します。
実行中のタスクを取り消すには:

1. タスク・リストから、停止するタスクを選択します。
2. 「プロパティ」タブで、「アクション」、「中止」の順に選択します。

タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定
タスク所有者またはサービス管理者である場合、タスクを停止し、他のタスクを実行
できるようにするために、「オープン」または「エラー」ステータスのタスクを強制的
に「クローズ済」ステータスにすることができます。たとえば、エラーのある自動タ
スクがあり、そのタスクのエラーを確認したが後続のタスクを実行する必要がある場
合は、強制的に「クローズ済」ステータスにすることができます。

ヒント:

後続のタスクを開始しない場合は、タスクを強制的に閉じる前に先行タスク
のリンクを削除します。

タスクを強制的に「クローズ」ステータスに設定するには:

1. タスク・リストから、クローズするタスクを選択します。
2. プロパティ・ページで、「アクション」を選択し、「タスクの強制クローズ」をクリ
ックします。

タスクのステータスが「クローズ済」に変わります。

Smart Viewでのタスクの操作
関連トピック:

• Smart View拡張機能への接続の作成
• Smart Viewからのタスクの更新

Smart View拡張機能への接続の作成
Oracle Smart View for Officeを使用してワークリストに接続し、Excelでタスク・マネ
ージャのタスクを更新できます。
この拡張機能を使用するには、プライベート接続を作成する必要があります。
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ノート:

開始する前に、Smart Viewとタスク・マネージャ用の Smart View拡張機能がイン
ストールされていることを確認してください。Oracle Enterprise Performance
Management Cloud管理者のためのスタート・ガイドのクライアントのダウンロー
ドとインストールに関する項を参照してください。

拡張機能への接続を作成するには:

1. 「Smart View」パネルで、「プライベート接続」を選択し、パネルの下部にある「新規接続
の作成」を選択します。

2. プロンプトが表示されたら、「Smart View HTTPプロバイダ」を選択して、接続の追加ウ
ィザードを表示します。
ウィザードでは一度に 1つずつ接続を作成できます。

3. 「接続の追加 - URL」で、プライベート接続を次の構文で入力し、「次」をクリックしま
す。
• タスク・マネージャの場合:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp
• プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイン名、
ユーザー名およびパスワード)を入力します。

• 「接続の追加 - アプリケーション/キューブ」で、使用するアプリケーションおよびデ
ータベースに移動し、それを選択して「次」をクリックします。

• 「接続の追加 - 名前/説明」で、接続の名前とオプションの説明を入力します。
• 「終了」をクリックします。
• 同じステップを繰り返して、その他の接続を作成します。

Smart Viewからのタスクの更新を参照してください
Smart Viewからのタスクの更新

Oracle Smart View for Officeを使用すると、タスク・マネージャのタスクとスケジュールを直
接操作できます。
選択した期間のスケジュールとタスクが表示されます。ただし、確認できるのは、自分に権
限があるタスクとスケジュールのみです。これはワークリストの個人用タスクの表示ビュー
であり、表示できるすべてのタスクが表示されるわけではありません。オプション(「「承認」」
や「「却下」」など)は、現在の役割(担当者、策定者、承認者など)に応じて、関連する役割に
合うように変わります。複数の役割を持っており、それぞれ異なる操作を実行する場合は、
特定の役割でログインする必要があることがあります。
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ノート:

開始する前に、Smart Viewとタスク・マネージャ用の Smart View拡張機能
をインストールし、拡張機能で使用するプライベート接続を作成する必要が
あります。Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者のため
のスタート・ガイドのクライアントのダウンロードおよびインストールに関
する項と「Smart View拡張機能への接続の作成」を参照してください。

リストのスケジュールをクリックすると、現在作業中のタスクのリストが表示されま
す。タスクが送信または承認されると、リストに表示されなくなります。
使用可能なアクションは、ユーザーの役割によって異なります。
• 担当者: タスクの送信
• 承認者: タスクの承認と却下
• 担当者または承認者: タスクの再割当て
未完了のタスク(まだ質問に回答していないなど)を送信した場合は、タスクの送信時に
検証エラーが表示されます。そのタスクまたは行をダブルクリックすると、タスクを
オープンして完了することが可能です。
Smart Viewの操作の詳細は、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照
してください。
Smart Viewからタスクを更新するには:

1. Excelを起動し、「Smart View」タブ、「パネル」の順に選択します。
2. 「Smart View」パネルで、「プライベート接続」を選択します。
3. 「プライベート接続」パネルで、ドロップダウン・メニューからタスク・マネージ
ャ接続を選択します。

4. プロンプトが表示されたら、ログイン資格証明(サインインに使用するドメイン名、
ユーザー名およびパスワード)を入力します。

5. 「プライベート接続」で、スケジュールを選択します。
6. 「名前」で、表示するタスクをダブルクリックし、タスク・マネージャのタスク・
ダイアログを開きます

7. 選択したタスクに対して、該当するオプションを選択します。
• タスクの送信
• 承認
• 却下
• タスクの再割当て

アラートの操作
一連のビジネス・プロセスの実行中に、進行に影響する障害が発生することがありま
す。たとえば、ハードウェア障害またはシステム障害、あるいはソフトウェアまたは
データの問題が発生することがあります。プロセス内の問題を示すアラートを作成
し、そのアラートをタスクまたはスケジュールに添付して、アラートを処理するため
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のクイック・ワークフローを割り当てることができます。自分が承認者として割り当てられ
ているアラートを承認または却下できます。
ワークリストのタスクから、またはアラート・リストからアラートを表示し、アラートにド
リルしてアラートの詳細を表示できます。不要になったアラートは編集および削除できま
す。
次のトピックを参照してください。
• アラートの作成
• アラートの更新
• アラート・アクション
• アラート・リストからのアラートの表示
• アラートの削除

アラートの作成
タスク・マネージャでタスク、スケジュール、フォームなどのオブジェクトからアラートを
作成したり(アクセス権がある場合)、アラート・リストからアラートを作成できます。アラー
ト・タイプなどの情報を指定し、「アクション」ダイアログ・ボックスから送信すると、アラ
ートが作成されます。
必要に応じて、アラートに対してアラートを作成できます。たとえば、ネットワーク問題や
電源問題とは別に機能するように、「システム停止」問題用のサブアラートを作成できます。
オブジェクトに対するアラートを作成する場合、そのオブジェクトに固有のアラート・タイ
プと汎用のアラート・タイプ(「基本アラート」など)を使用できます。アラート・リストから
アラートを直接作成する場合は、汎用アラート・タイプのみ使用できます。
作成したアラートの最初のステータスは「オープン(所有者)」になります。

ノート:

アラートがロック済オブジェクト(期間、スケジュールなど)に関連付けられている
場合でも、「オープン」ステータスのままにすることができます。

次の表に、アラートのワークフローを示します。
表 6-2 アラート・ワークフロー

役割 アクション
所有者(アラートを開始したユーザー) 送信

再オープン(アラートを所有者に返信する)

担当者 送信
情報の要求(アラートを所有者に返信する)

Approver1 承認
却下(アラートを担当者に返信する)
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表 6-2 (続き) アラート・ワークフロー

役割 アクション
ApproverN 承認

却下(アラートを担当者に返信する)

アラートを作成するには:

1. 次のいずれかの方法を使用します:

• アーティファクト (タスクまたはアラート)に移動し、そのアーティファクトを
開いて「アラート」タブをクリックします。

• スケジュールの場合は、スケジュールを編集し、「アラート」タブをクリック
します。

• 補足データ・フォームの場合は、フォームを編集し、「アラート」タブをクリ
ックします。

• アラート・リストから、年および期間のみに関連付けられた汎用アラートを起
動します。

2. 「新規」(+)をクリックします。
3. Data Corruptedなど、アラートの一意の名前を入力します。入力できる最大文字数
は 80文字です。

4. 「タイプ」で、管理者定義のアラート・タイプのリストから Data Issueなどのアラ
ート・タイプを選択します。
アラート・タイプを選択すると、アラートは、そのアラート・タイプに定義された
すべての指示、ワークフロー・ユーザー、属性、質問および参照者を継承します。
「所有者」は、アラートを作成したユーザーの名前です。
「担当者」は、アラートの解決を担当するユーザーです。これは、ユーザー、グル
ープまたはチームです。デフォルトの担当者は、アラート・タイプから継承されま
す。
「承認者」もアラート・タイプから継承されます。

5. 「年」から年を選択します。年がすでに関連付けられているオブジェクトからアラ
ートが作成される場合、この値は変更できません。

6. 「期間」から、期間を選択します。期間がすでに関連付けられているオブジェクト
からアラートが作成される場合、この値は変更できません。

7. 「終了日」に、アラートの期限日を指定します。通常これは、アラートが作成され
たオブジェクトに基づいて移入されます。終了日を設定する必要があります。

8. 「優先度」リストから、アラートの優先度(「高」、「中」、「低」)を選択します。
「指示」に、アラート・タイプに含まれている指示が表示されます。これらは読取
り専用です。
基本アラートに指示はありません。

9. 「説明」に、「データが破損しています」など、アラートの説明を入力します。最大
255文字まで入力できます。

10. オプション: アラートの説明を補う参照を追加するには:
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a. 「ファイルの添付」をクリックし、ファイルを選択して添付してから、「OK」をクリ
ックします。

b. 「リンクの添付」をクリックし、URL名を入力してから URLを入力し(Oracleと http://
www.oracle.comなど)、「OK」をクリックします。

11. アラートを作成するには、「OK」をクリックします。
「アラートの作成」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックすると、「アラート・アク
ション」ダイアログ・ボックスが「オープン(所有者)」ステータスで開きます。次に所有
者は 「送信」をクリックして「オープン(担当者)」ステータスに変更したり、ダイアロ
グ・ボックスを閉じる(X)ことができます。

アラートの更新
アラート・リストからアラートを開くと、指示の表示、必要な質問に対する回答、およびコ
メントや参照者の追加を実行できます。
必要に応じて、アラートに対してアラートを作成できます。たとえば、ネットワーク問題や
電源問題とは別に機能するように、「システム停止」問題用のサブアラートを作成できます。
アラート情報の更新が完了したら、役割およびアラート・ステータスに応じて、アラートに
対してアクションを実行できます。アラート・アクションを参照してください。
アラート情報を更新するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリックして「ア
ラート」メイン・ページを開きます。

2. アラート・リストから、アラートを選択して開きます。
3. オプション: アラートのプロパティを更新するには、右側の「プロパティ」ドロワー

 を選択し、必要に応じてプロパティを編集します。
所有者は、「名前」、「優先度」、「所有者」、「終了日」および「説明」を編集できます。
承認者は、「名前」および「優先度」を編集できます。

4. オプション: 右側の「指示」ドロワー  を選択し、アラートに指示が添付されてい
る場合は必要な指示を実行します。

5. オプション: 右側の「ワークフロー」ドロワー  をクリックし、割り当てられたユ
ーザーが操作しているタスクの現在の進行状況を表示します。

6. オプション: 右側の「関連付けられたオブジェクト」ドロワー  を選択し、アラート
に関連付けられているオブジェクト(タスク、スケジュール、関連付けられたアラートな
ど)を表示します。

7. オプション: 右側の「アラート」ドロワー  をクリックし、アラートを作成するか、
既存のアラートを選択します。
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• アラートに対して新しいアラートを作成するには、「アラートの作成」をクリ
ックし、アラート情報を入力します。アラートの作成を参照してください。

• 既存のアラートをオブジェクトに関連付けるには、「既存のアラート」をクリ
ックし、アラート・リストからアラートを選択します。
デフォルトでは、現在の期間のアラートが表示されます。フィルタを変更し
て、任意の期間のアラートを選択できます。

8. オプション: 右側の「属性」タブ をクリックして、アラートでの役割関連の
属性を確認します。属性リストが使用可能な場合は、アラートの属性を選択できま
す。

9. オプション: 右側の「質問」タブ  をクリックし、アラートに必要な質問を
表示して回答します。
所有者(アラートを作成したユーザー)は、質問を行うこともできます。これによ
り、問題が発生しているユーザーから主要な詳細を収集できます。

10. オプション: 右側の「コメント」タブ  をクリックし、新しいコメントを入力
して、「投稿」をクリックします。
保存されているコメントがある場合は、新しいコメントから順に時系列で入力領域
の下に表示されます。4つ以上のコメントがある場合は、すべてのコメントの表示
リンクが表示されます。
参照としてファイルを添付するか、または URLにリンクするには:

• 「ファイルの添付」をクリックし、ファイルを選択して添付してから、「OK」
をクリックします。

• 「リンクの添付」をクリックし、URLを入力して「OK」をクリックします。

11. オプション: 右側の「参照者」タブ をクリックして、アラートに参照者を追
加します。

• メンバー・セレクタから参照者を選択するには、「追加」 をクリックし、
アラートに対する表示アクセス権を付与するユーザー、グループまたはチーム
の名前を入力または選択して、「OK」をクリックします。

• アラートに関する通知を受け取る必要があるシステム外のユーザーを追加す

るには、「外部ユーザーの追加」 をクリックします。ユーザーの電子メー
ル・アドレスを入力し、「通知優先度」を選択して、「OK」をクリックします。
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ノート:

外部ユーザーはアラートを表示したり、アラートにアクセスすることはでき
ません。アラートに関する通知を受け取るのみです。
通知は優先度レベル以上の場合に送信されます。たとえば、「高」に設定す
ると、アラートが「高」に設定されている場合にのみ通知が送信されます。
「低」に設定すると、すべての優先度レベル(「低」、「中」および「高」)に対
して通知されます。

12. オプション: 「履歴」タブ をクリックして、アラートが作成されてから実行された
すべてのアクションを確認します。このタブは読取り専用です。

13. アラートに対するアクションを選択するには、アラート・アクションを参照してくださ
い。

スケジュールに対するアラートの作成
スケジュールを操作しているとき、進行状況に影響する問題が発生する可能性がある場合は、
アラートを作成できます。
スケジュールに対してアラートを作成するには、所有者またはシステム管理者としてスケジ
ュールを編集できる必要があります。
スケジュールに対してアラートを作成するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「編集」をクリックします。
編集権限がない場合は、「編集」アイコンではなく「プロパティ」アイコンが表示されま
す。

4. 「アラート」タブをクリックします。
5. 「アラートの作成」をクリックしてアラートを作成するか、または「既存のアラート」を
クリックしてアラート・リストから既存のアラートを関連付けます。
アラートの作成を参照してください。

アラート・アクション
アラートで実行できるアクションは、その所有権、ステータス、およびユーザーに割り当て
られたセキュリティ権限に応じて変化します。たとえば、役割およびアクセス権に応じて、
情報の要求、アラートの送信、承認、請求または再割当を実行できます。
次の表に、使用可能なアクションと必要な役割を示します。
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表 6-3 アラート・アクションおよび使用可能な役割

アクション 説明 役割
情報の要求 担当者は、アラートを所有者に

返信して詳細情報を要求でき
ます

担当者

アラートの送信 所有者または担当者はアラー
トを送信できます

所有者、担当者
アラートの承認 承認者はアラートを承認でき

ます
承認者

アラートの却下 承認者はアラートを却下でき
ます

承認者
アラートの請求 アラートに割り当てられたチ

ーム・メンバーはアラートを請
求できます。アラートの担当
者または承認者が個人ではな
くチームに割り当てられてい
る場合のみ使用できます。別
のチーム/グループ・メンバー
によってアラートが請求され
た場合でも、請求は実行できま
す。

担当者チーム・メンバー

アラートのリリース チーム・メンバーは、現在請求
されているアラートをリリー
スできます

現在の請求された担当者チー
ム・メンバー

再割当 管理者は、アラートを別のユー
ザーに再割当できます

管理者
アラートの強制クローズ 管理者は、現在のステータスに

関係なく、アラートのステータ
スを「クローズ済」に変更でき
ます

管理者

リフレッシュ 最新のコメント、ステータスな
どでアラートを更新します

すべて

アラートに対してアクションを実行するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリックし
て「アラート」メイン・ページを開きます。

2. アラート・リストからアラートを選択して開き、必要な情報が完了していることを
確認します。

3. 「アクション」メニューから使用可能なアクションを選択します。
• 情報の要求
• 送信
• 承認
• 請求
• リリース
• 再割当
• 再割当の要求
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• 強制クローズ
• リフレッシュ

アラート・リストからのアラートの表示
アラートは、アラート・リストから表示して処理できます。このリストには、アラートの名
前、ステータス、優先度、終了日、アラート・タイプなどの情報が表示されます。
「アラート」リストにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。
2. 左側のナビゲーションから「アラート」をクリックします。
アラート・ページに指定した期間の既存のアラートが表示されます。アラートを開いて操
作できます。

このリストをフィルタして、表示する列を選択できます。

ノート:

• 「ワークリスト」タブのリストの上部には、アラートとそのステータスも表示さ
れます。

• 以前にアラート・リストにアクセスしたことがある場合は、選択したフィルタ
(「年」および「期間」フィルタなど)が表示されます。ただし、「年」および「期
間」フィルタ・バーを削除して、他のフィルタを追加することもできます。
初めてアラート・リストにアクセスする場合は、フィルタ・バーに「年」と「期
間」は表示されません。かわりに、デフォルトで「ステータス」フィルタが表
示されます。これを使用すると、アラートが関連付けられている期間に関係な
く、操作が必要なすべてのアラートを表示できます。

• 「アラート・アクション」バナーには、アラートの現在のステータスを示す説明
が付いたステータス・アイコンが表示されます。

アラートを開くと、アラートの情報と作業領域が表示されます。一番上のバーにオブジェク
ト名が表示されます。アラート名は、親オブジェクト(タスク、スケジュールなど)の上に表示
されます。「アクション」メニューには、役割およびアラートのワークフローに応じて使用可
能なアクション・オプションが表示されます。アラート・アクションを参照してください。
次のいずれかのアクションが使用可能な場合は、一番上のバーに個別のボタンとして表示さ
れます:

• 送信
• 承認
• 却下
• 請求
• リリース
• 情報の要求
• 再度開く
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「サマリー」ボードには、アラート・ステータスのグラフィック・サマリーが表示され
ます。表示されるアイテムはワークフローによって異なります。
• 残りの日数 - アラートが解決されるまでの日数が表示されます。ユーザーが現在
アラートを処理中の場合、ワークフローのその部分の残りの日数が表示されます。
それ以外の場合は、全体の残りの日数が表示されます。
残りが数時間のみの場合は、「残りの時間数」または「残りの分数」として表示さ
れます。「終了日」の値を超えている場合は、「期限超過日数」が表示されます。

• 優先度 - 現在のアラートの優先度が表示されます。
• 新規コメント - まだ閲覧していないコメントの数が表示されます。
• 質問 - アラートを送信または承認する前に回答する必要がある質問の数が表示さ
れます。

• 属性 - アラートを送信または承認する前に設定する必要がある属性の数が表示さ
れます。

• アラート - そのアラートに関連付けられているオープン・アラートの数が表示され
ます。

アラートを表示するには:

1. タスクで、右側にある「アラート」タブをクリックします。
2. アラート名をクリックしてドリルダウンし、そのアラートに関する追加情報を表示
するか、アラートを選択して「開く」をクリックします。

3. オプション: アラートを検索するには、「検索」ボックスに検索基準を入力します。
4. オプション: 表示する列を選択するには、「アラート」タブの「アクション」で「列
の選択」をクリックして表示する列を選択するか、「すべて表示」を選択します。

5. アラートを作成するには、アラートの作成を参照してください。
6. アラートに対してアクションを実行するには、アラート・アクションを参照してく
ださい。

7. アラート・リストをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

アラートの削除
管理者またはアラート所有者は、不要になったアラートを削除できます。また、アラ
ートに関連付けられているオブジェクトへのアクセス権が必要です。
複数のアラートを同時に削除できます。
アラートを削除するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックし、左側の「アラート」タブをクリック
して「アラート」メイン・ページを開きます。

2. アラート・リストから、アラートを選択して開きます。
3. 「アクション」を選択して「削除」をクリックするか、または行の「アクション」
メニューから「削除」を選択します。

4. 確認のプロンプトで「はい」をクリックします。
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スケジュールの操作
次も参照:

• スケジュールについて
スケジュールは、特定のビジネス期間に対して実行する必要のあるタスクの時間順のセッ
トを定義するもので、カレンダにテンプレートを適用したものです。

• スケジュール・プロパティの表示
• スケジュールの指示の表示
• スケジュール参照者の表示
• スケジュール属性の表示
• スケジュールでの日ラベルの表示
• スケジュール・ルールの表示
• スケジュール・アラートの表示
• スケジュール履歴の表示

スケジュールについて
スケジュールは、特定のビジネス期間に対して実行する必要のあるタスクの時間順のセット
を定義するもので、カレンダにテンプレートを適用したものです。
たとえば、四半期テンプレートを第 1四半期の Q119として適用し、そのテンプレートを第
2四半期の Q219として再び適用できます。
スケジュールのステータスは、「保留中」、「オープン」、「クローズ済」または「ロック済」で
す。スケジュールのステータスを「保留中」から「オープン」に、または「オープン」から
「クローズ済」や「ロック済」に変更できます。

スケジュール・プロパティの表示
スケジュールを開くと、名前、説明などの情報が表示されます。
スケジュール情報を表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「プロパティ」をクリックします
スケジュールを編集できる場合(所有者またはシステム管理者である場合)、「プロパティ」
アイコンではなく「編集」アイコンが表示されます。

スケジュールの指示の表示
スケジュールの指示を表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「指示」タブをクリックします。
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スケジュール参照者の表示
参照者権限を確認するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリック
します。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「参照者」タブをクリックします。

スケジュール属性の表示
属性を適用するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリック
します。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「属性」タブをクリックします。

スケジュールでの日ラベルの表示
カレンダ日のアクティビティには、営業日ラベルを使用します。ラベルを使用してマ
イルストーンとなる日をマークしたり、その日の目的を指定したりできます。
テンプレートに日ラベルを追加すると、そのテンプレートから作成されたスケジュー
ルにコピーされます。
スケジュールを開くと、タスクの開始日または終了日の「タスク・リスト」ビューお
よび「ガント」ビューに日ラベルが表示されます。

スケジュール・ルールの表示
「ルール」タブには、スケジュールに適用されるルール、その名前、優先順位、および
ルールの実行前に存在する必要のある条件がリストされます。
スケジュール・ルールを表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリック
します。

2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「ルール」タブをクリックします。

スケジュール・アラートの表示
スケジュールの「アラート」タブから、スケジュールに関連付けられたアラートを表
示できます。
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ノート:

アラートを操作するには、所有者またはシステム管理者としてスケジュールに対す
る編集機能を持つ必要があります。

アラートを表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択し、「編集」をクリックします。
4. 「アラート」タブをクリックします。

スケジュール履歴の表示
システムでは、「スケジュールの管理」ダイアログ・ボックスから表示できるスケジュール・
アクションの履歴がメンテナンスされます。「履歴」タブには、更新されたコンポーネント、
変更のタイプ、古い値と新規の値、変更を行ったユーザーおよび変更日が表示されます。情
報は読取り専用です。
スケジュール履歴を表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
2. 左側の「スケジュール」タブをクリックします。
3. スケジュールを選択します。
4. 「履歴」タブを選択して、スケジュールの履歴を確認します:

• 変更タイプ: 変更のタイプ(「作成済」、「変更済」、「追加済」または「削除済」)を示しま
す。

• 変更日: 変更の日付。
• 変更者: スケジュールを変更したユーザーの名前。
• 古い値
• 新規の値

5. 「OK」をクリックします。

ダッシュボードのモニタリング
関連トピック
• ダッシュボードの概要
• 「タスクの概要」ダッシュボード
• 「コンプライアンス」ダッシュボード

ダッシュボードの概要
次のダッシュボードを使用して、タスク・マネージャの情報をモニターできます:
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• タスク・マネージャの概要
• コンプライアンス
これらのダッシュボードの少なくとも 1つにアクセスできる場合、ダッシュボード機
能が有効になります。
ダッシュボードの概要は、次のビデオを参照してください。

ダッシュボードの概要

「タスクの概要」ダッシュボード
「タスク・マネージャの概要」ダッシュボードには、タスク・マネージャ・タスクのス
テータスが表示されます。
タスク・マネージャの概要
タスク・マネージャの概要のステータスを表示するには:

1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「タスクの概要」をクリックします。
ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「概要」タブをクリックしま
す。

2. POVから年と期間を選択します。
3. 「タスク」ドロップダウン・リストからタスクを選択するか、「すべて」を選択して
すべてのタスクを表示します。
「オープン・タスク」、「遅延」および「予定どおり」のタスクの数が表示されます。

4. ステータスをクリックすると、そのステータスを持つタスクのリストにドリルダウ
ンできます。
タスクに対するアクセス権を持っている場合、タスクのリストでタスク名をクリッ
クしてそのタスクを直接開き、操作することができます。

5. 「表示基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します。
• 優先度
• スケジュール
• タスク・タイプ
• 組織単位

6. オプション: 次のいずれかの方法を使用してタスクのリストをソートします。
• 件数(昇順)

• 件数(降順)

• アルファベット(昇順)

• アルファベット(降順)

• 属性順序(昇順)

• 属性順序(降順)
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「コンプライアンス」ダッシュボード
「コンプライアンス」ダッシュボードでは、会社がコンプライアンスの目標をどの程度達成し
ているかに関するメトリックが提供されます(予定どおり完了したタスクと遅延しているタス
クが区別され、承認または却下されたタスクの数が表示されます)。ユーザー・パフォーマン
ス・メトリックは、ユーザーおよび組織単位に基づいて表示できます。
「タスク・マネージャ・コンプライアンス」ダッシュボード
「タスク・マネージャのコンプライアンス」ダッシュボードを表示するには:

1. ホーム・ページで「タスク」をクリックし、左側の「コンプライアンス」タブをクリック
します。

2. 「視点」で、年および期間を選択します。
3. 「タスク」ドロップダウン・リストからタスクを選択するか、「すべて」を選択してすべて
のタスクを表示します。
円グラフに、タスクのステータスとして、完了したタスクの数、予定どおり準備済のタス
クのパーセンテージ、予定どおり承認済のタスクのパーセンテージ、却下されたタスクの
数、およびアラートの数が表示されます。

4. ステータス・チャートのいずれかをクリックすると、そのステータスを持つタスクのリス
トを表示できます。
タスクに対するアクセス権を持っている場合、タスクのリストでタスク名をクリックして
そのタスクを直接開き、操作することができます。

5. 「表示基準」を選択してタスクをフィルタし、オプションを選択します。
• ユーザー: ユーザー名をクリックすると、ユーザーの詳細を表示できます。
• 組織単位

6. 「パフォーマンス」から、タスクのパフォーマンス・メトリックを選択します。
• 準備
• 承認

7. オプション: リストされているタスクの順序を変更するには、「順序」で次の基準を選択
します。
• ユーザー
• 予定どおり
• 遅延
• 却下

タスク・リストでのタスクの使用
タスク・リストは、仕事の整理、追跡および優先度付けに役立ちます。
Related Topics

• タスクを使用する理由
• タスクを使用した計画
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タスクを使用する理由
管理者はプランニング・プロセスを通してユーザーをガイドするタスク・リストを設
定します。タスク・リストは、仕事の整理、追跡および優先度付けに役立ちます。
たとえば、タスクによってフォームの完了、ビジネス・ルールの起動または承認ユニ
ットの上位への移動ができる場合があります。また、Webサイトまたは社内ページを
起動できます。
タスク・リストとタスクの作成の詳細は、 Planningの管理 のタスク・リストの操作を
参照してください。

タスクを使用した計画
「タスク」ページでタスク・リストのステータスの概要ビューを取得します。
ホーム・ページで「タスク」

をクリックします。「タスク」ページの上部にあるサマリー・バーは、次のタスクの数
を追跡するために役立ちます。
• ユーザーに割当て済
• 未完
• 期日が今日、今週、または将来の日付
• 完了
タスクを使用して:

• タスク・リストを表示するには、 をクリックします。
• アクティビティを完了するためにタスクを起動するには、名前をクリックします。
• タスクの検索またはタスク・リスト・レポートの表示を行うには、右側にあるアイ
コンをクリックします。

• タスクを完了としてマークするには、タスク・ページで「完了」でボックスをクリ
ックします。

• タスクの表示方法を制御する場合、 をクリックするとフラット・リストでリス
トが表示されます。 をクリックすると、ツリーつまり階層表示でタスクを表示
されます。

ノート:

管理者により電子メール・アラートが設定されていると、期限が近づいてい
るタスクまたは期限を過ぎたタスクに関する通知のアラートを受信できま
す。
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7
ダッシュボードを使用したデータの操作

ダッシュボードは、プランニングおよび予測のプロセスを開始する際に特に役立ちます。こ
れにより、重要な情報の概要を参照し、データを入力、変更および保存できるようになりま
す。
ダッシュボードでは、複数のフォームやチャートを操作し、いずれかでデータを入力したり、
データを変更して、その効果を他のフォーム、チャートおよびタイルで即座に確認できます。
グリッドでドライバを変更すると、その影響が即座にチャートに示されます。
データを保存すると、ダッシュボード内のすべてのオブジェクトに保存されます。フォーム
の設計に応じて、より詳細な情報にドリルダウンすることもできます。たとえば、チャート・
タイプを操作および変更するメンバーを選択できます。チャート要素にマウスを置くと、そ
の要素がハイライトされ、データ・ラベルが表示されます。ダッシュボードを作成するのは
管理者ですが、これらを使用する際には高い柔軟性がユーザーに提供されます。たとえば、
多くのチャート・タイプで、データを表す色をカスタマイズできます。

ノート:

ダッシュボード・ページをデフォルトとしてマークできなくなりました。

ダッシュボード 1.0の例
 

 

ダッシュボード 2.0の例
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ダッシュボード・バージョンについて
ダッシュボードは、現在、2つのバージョンで使用可能です。「ダッシュボード」リス
ト・ページでダッシュボード・バージョンを区別しやすいように、それぞれのダッシ
ュボードの前にアイコンが表示されるようになりました:

•
: ダッシュボード(1.0)

•
: ダッシュボード 2.0

現在、両方のダッシュボード・バージョンが同時に同じビジネス・プロセスに共存し
ます。表示するバージョンに応じて、ダッシュボードは多少異なって見え、ユーザー・
インタフェースも少し異なります。
ダッシュボードの表示
ダッシュボードにアクセスするには:

1. ホーム・ページの「ダッシュボード」

をクリックします。
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ノート:

「ダッシュボード」リスト・ページでは:

• フォルダがサポートされています。ダッシュボードのリスト・ページでは、
インフォレットやデータ入力フォームと同じフォルダ階層を使用しており、
すべてのアーティファクトおよびフォルダは、「ライブラリ」と呼ばれるル
ート・フォルダ内に存在します。

ノート:

管理者のみがファイル(たとえば、ダッシュボード、インフォレッ
ト、フォーム、レポートなど)を「ライブラリ」ルート・フォルダ
に追加できます。

• フラット・ビューとツリー・ビューの間でダッシュボードの表示を切り替え
ることができます:

• 特定のダッシュボードを検索するには、

をクリックします。フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索
を参照してください。

2. ダッシュボードの名前をクリックします。
1.0ダッシュボードの操作
前述したように、リスト・ページの 1.0ダッシュボードは次のアイコンによって識別されま
す:

ダッシュボード上のオブジェクトにカーソルを移動すると、ホバー・ツールバー
が表示されます。

ダッシュボード(1.0)のホバー・アイコンでは、オブジェクトのタイプに応じて、「指示」、「ア
クション」、「保存」、「リフレッシュ」、「設定」、「最大化」などのオプションが提供されます。
ホバー・ツールバーから 1.0ダッシュボード内のオブジェクトを操作するには:

• 「指示」

をクリックして、フォームの指示を表示します(フォームに指示が構成されている場合の
み使用可能)。

• 「アクション」 をクリックして、「スプレッドシートのエクスポート」やサポート詳細
などのフォーム・オプションにアクセスします。

第 7章

7-3



• フォームに関連付けられたチャート・タイプやその高さのパーセンテージを変更す
るには、「設定」 をクリックします。

ダッシュボード内のチャートをカスタマイズします。各チャート・タイプには固有の
オプションがあります。たとえば、棒グラフでは、次の項目を設定できます。
• 棒の幅の割合
• 表示されるチャートのタイプ(面グラフ、バブル・チャート、縦棒グラフ、ドーナ
ツ・グラフ、ファネル・チャート、ゲージ・チャート、散布図、レーダー・チャー
トなど)

• 3Dで表示するチャート
• 水平または垂直方向の配置
• 背景
• 凡例およびラベルの位置
また、1.0ダッシュボードにゲージ・チャート・タイプが含まれている場合は、ダイヤ
ルに表示される「最大値」を設定できます。
ダッシュボードとチャート・タイプのオプションについてさらに学習するには、
Planningの管理 でダッシュボードの設計を参照してください。
1.0ダッシュボードの使用について理解しておく必要があるその他の点は次のとおり
です。
• チャート・タイプ・オプションに対する変更は、次のセッション用に保存されませ
ん。「保存」をクリックすると、入力または変更したデータは保存されますが、ダ
ッシュボード定義は保存されません。

• ダッシュボードで「ページ」ドロップダウンから新しい値を選択すると、POVバ
ーに「実行」ボタン(右矢印)が表示されます。
 

 

「実行」ボタンをクリックすると、選択内容が表示されます。
• 基礎となるフォームの交差が書込み可能である場合にのみ、フォームのセルでデー
タの入力や変更を行うことができます。

• スマート・フォーム(フォーム設計オプション自動保存が有効になっている)でデー
タを入力し、セルからタブ移動すると、別のオブジェクトがリフレッシュされ、新
たなデータが表示されます。

• デフォルトでは、欠落データまたは抑制データは、グラフでゼロとしてプロットさ
れます。「プロットにゼロの値なし」設定をクリアして、特定のチャート・タイプ
の欠落データまたは抑制データを無視し、ゼロとしてプロットされなくなるように
できます。この設定が適用されるチャート・タイプは、「面」、「バブル」、「組合せ」、
「折れ線」、「レーダー」および「散布」です。

• 「フレキシブル」レイアウトを使用するダッシュボードの場合、オブジェクトの枠
線をドラッグしてサイズを変更できます。オブジェクトのハンドルをクリックし
て拡張し、ハンドルを再びクリックしてオブジェクトを元のサイズに戻すこともで
きます。
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2.0ダッシュボードの操作
前述したように、リスト・ページの 2.0ダッシュボードは次のアイコンによって識別されま
す:

ダッシュボード上のオブジェクトにカーソルを移動すると、ホバー・ツールバー が表
示されます。
ダッシュボード 2.0のホバー・アイコンでは、「チャート・タイプ」や「アクション」などの
オプションが提供されます。
ホバー・ツールバーから 2.0ダッシュボード内のオブジェクトを操作するには:

• 「チャート・タイプ」 をクリックして、オブジェクトに関連付けられているチャート・
タイプを変更します。

• 「アクション」 をクリックして、ダッシュボード・オブジェクトを「リフレッシュ」ま
たは「最大化」します。最大化した後、「復元」をクリックすると、ダッシュボード・オ
ブジェクトは元のサイズに戻ります。

これらのダッシュボード・オプションに加えた変更は、次のセッションには保存されません。
デフォルトでは、欠落データまたは抑制データは、グラフでゼロとしてプロットされます。
「プロットにゼロの値なし」設定をクリアして、特定のチャート・タイプの欠落データまたは
抑制データを無視し、ゼロとしてプロットされなくなるようにできます。この設定が適用さ
れるチャート・タイプは、「面」、「バブル」、「組合せ」、「折れ線」、「レーダー」および「散
布」です。
2.0ダッシュボードにグローバル POVまたはローカル POVが含まれている場合、POVに対
する変更は自動的に適用されます。変更が自動的に適用されないようにする場合は、ダッシ
ュボードの「アクション」メニューで POVバーの自動適用の選択を解除できます。 をク
リックし、POVバー : 自動適用をクリックして選択を解除します。自動適用の選択を解除し
た後、POVを変更すると、「適用」ボタンと「リセット」ボタンが表示され、変更を手動で適
用またはクリアできます。
 

 

適切な権限がある場合、2.0ダッシュボードを編集できます。 をクリックし、「ダッシュ
ボードの編集」をクリックしてダッシュボード・デザイナを開きます。
ダッシュボードを編集するには、 Planningの管理 のダッシュボードの設計を参照してくださ
い。
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8
インフォレットでの主な情報の表示

インフォレットでは、意思決定と対処に有効なデータを迅速に見極めることができます。
インフォレットは、高度な集約情報の概要を視覚的にわかりやすく表示し、データを迅速に
分析したり、次のようなビジネス上の主要な質問を理解する際に役立ちます。
• 注意を向ける必要がある、特に重要な点は何ですか。
• 最近、クリティカルな情報のうち何が変更されましたか。
• 何件のオーダーが対応困難か、ステータス別にリストしますか。
重要な情報について概要をすぐに把握することで、状況の変化にすぐに対応できます。
管理者の設計次第で、インフォレットにはチャート、フォームのデータ・ポイント、フォー
ム全体を表示できます。管理者は、表示を切り替えたり展開したりして段階的に詳細を表示
するインフォレットも設計できます。(インフォレットを設計できるのは管理者のみです。)
重要なデータに注意が向くように、管理者は直接ホーム・ページに表示されるインフォレッ
ト・ページを設定できます。サンプルのインフォレット・ページ:

ホーム・ページ上部のドットをクリックしてインフォレットにアクセスすることもできます。
インフォレット・ドットについてを参照してください。インフォレットの内容に、ページの
表示より多くのスペースが必要な場合は、右側のスクロール・バーを使用します。
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ノート:

ナビゲータ・フロー・デザイナを使用して、管理者はホーム・ページに最大
7つのインフォレット・ドットを定義できます。管理者が他の EPM Cloudビ
ジネス・プロセスへの接続をすでに作成している場合は、インフォレットか
ら他の EPM Cloudビジネス・プロセスのインフォレット・ページにもリンク
できます。

ヒント:

リスト・ページで特定のインフォレットを検索するには、

をクリックします。フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索
を参照してください。

インフォレット・ビューについて
管理者は、1つのインフォレットで最大 3つのビューを設計できます。
前面ページでは通常、主要な情報が示されます。例:

インフォレットに背面ビューがある場合は、右下隅にカーソルを置くと切替えの矢印
が表示されるので、それをクリックします。背面ビューには通常、グラフなどの分析
情報があります。例:

第 8章
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前面ビューに切り替えるには、左下矢印にカーソルを置いてクリックします。1つのインフォ
レットには、1つの展開ビューを設定し、さらに詳細な情報を示すことができます。その場
合、展開ビューを表示するには、右下隅の二重矢印にカーソルを置いてクリックします。例:

展開ビューから前面または背面ビューに戻るには、右下隅の二重矢印をクリックします。

ノート:

インフォレット・ビューでは、基礎となるフォームとディメンションに割り当てら
れているアクセス権が保持されます。したがって、インフォレット・ビューは、同
じインフォレットの他のユーザーのビューとは異なることがあります。

インフォレット・ドットについて
管理者によってアクセス権を付与されたインフォレットは、ホーム・ページの上部にあるド
ットをクリックすると開きます。
例:

• 1つ目のドットは、ホーム・ページにリンクしています。
• 2つ目のドットは、自身のデフォルトまたはお気に入りのインフォレット・ページにリン
クしています。デフォルト・インフォレットの設定を参照してください。

• 3つ目から 9つ目までのドットは、管理者が作成した他のインフォレットにリンクしてい
ます。

デフォルト・インフォレットの設定
特に頻繁にアクセスするインフォレットをデフォルトとして設定できます。ホーム・ページ
で 2つ目のドットをクリックすると、デフォルトのインフォレットが表示されます。
デフォルトのインフォレットを設定するには:

1. ホーム・ページで、「インフォレット」 をクリックします。
2. デフォルトにしたいインフォレットの「アクション」メニューで、「デフォルト」をクリ
ックします。
「デフォルト」設定を元に戻す場合は、「マーク解除」をクリックします。

第 8章
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デフォルトとしてマークできるのは、インフォレット・ページのみです。ダッシュボ
ード・ページをデフォルトとしてマークできなくなりました。
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9
データ入力および分析のためのアド・ホックの使用

アド・ホック・グリッドを使用すると、重要なデータ・スライスにすばやくドリルできます。
アド・ホック・グリッドが焦点を絞るのにどのように役立つかを示す例:

• 実績が変動したために、作業する一連の製品のドライバを変更します。
• 地域の利益マージンを迅速に確認します。
• 他のユーザーが設定したアド・ホック・グリッドの勘定科目の設定を変更します。
• 差異数にドリルして差異の原因を理解します。
• ビジネス・プロセスで設定したアド・ホック・グリッドを Oracle Smart View for Officeで
使用します。さらに学習するには、 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を
参照してください。

ビデオ

目的 視聴するビデオ
ライン・アイテムの詳細、コメント、添付の入力
や、グリッド・メンバーのソートとフィルタ、グ
リッド・データの調整、ショートカット・キーの
使用など、EPMグリッドの操作を実行する方法を
学習します。EPMグリッド、つまりアド・ホック・
グリッドを使用して、分析のために頻繁に使用す
る、フォーカスしたデータ・スライスをパーソナ
ライズできます。

 新しい EPMグリッドの操作の実行

メンバーの選択、ディメンションの移動、グリッ
ド・データおよび定義の保存など、アド・ホック
操作を実行する方法を学習します。アド・ホック・
グリッドを使用して、分析のために頻繁に使用す
る、フォーカスしたデータ・スライスをパーソナ
ライズできます。

 Planningでのアド・ホック・グリッドの設
計

フォーム、キューブおよびダッシュボードを使用
してアド・ホック・グリッドを作成する方法を学
習します。

 Planningでのアド・ホック・グリッドの作
成

アド・ホックの実行の開始
アド・ホック・グリッドでは、データを入力した後、様々な角度からデータをスライス・ア
ンド・ダイスすることにより、多くの方法でデータを分析したり、変更できます。
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Table 9-1    アド・ホック・グリッドで実行できるアクション

目的 さらに学ぶ
アド・ホックを開始する アド・ホック・グリッドの作成を参照してくだ

さい。
アド・ホックのグリッドを設計する アド・ホック・グリッドの設計を参照してくだ

さい。
様々な角度からデータを見る(スライス・アン
ド・ダイス)

「ピボット」を使用して、ディメンションを
POV、列または行に移動することにより、分析
を調整します。ディメンションのピボットを
参照してください。

ショートカット・キーを使用して、すばやくア
ド・ホック・グリッド内を移動したり、データ
を入力する

アド・ホック・グリッドのキーボード・ショー
トカットとクイック・データ入力コマンドを参
照してください。

データをさらに絞り込む • 「選択項目の保持」および「選択項目の削
除」を使用して、グリッドをカスタマイズ
します。

• 「ズーム・イン」を使用してディメンショ
ン内の次の詳細レベルを表示したり、サマ
リー・レベルまで「ズーム・アウト」しま
す。

様々なデータを操作する 多機能な「メンバー・セレクタ」を使用して、
様々なメンバーを選択します。たとえば、属
性、子、レベルまたは分岐に基づいてメンバー
を選択できます。アド・ホック・グリッドでの
メンバーの選択を参照してください。

基礎となるデータに関連付けられたソース詳
細を表示する

データ管理にドリルスルーします。 Oracle
Enterprise Data Management Cloudの管理および操作 を参照してください。

特定の量ずつ値を変更する 「調整」を使用します。値の調整を参照してく
ださい。

データ値にロジックを構築します ライン・アイテムの詳細を使用します。ライ
ン・アイテムの詳細の使用についてを参照して
ください。

データの背後にある仮定を説明する コメントを追加したり、外部ファイルを添付し
ます。コメントおよび添付の追加を参照して
ください。

アド・ホック・グリッドの表示および動作を制
御する

「プロパティ・パネル」、「アド・ホック・オプ
ション」タブの順にクリックして、アド・ホッ
ク・グリッドの表示および動作を管理します。
アド・ホック・グリッドのプロパティの設定を
参照してください。

フリー・フォーム・アド・ホックを実行する メンバー名を空白のグリッドに入力し、値を取
得します。フリーフォーム・アド・ホックの使
用を参照してください。

アド・ホック・データを変更した後にビジネ
ス・ルールを実行する

「ルール」をクリックしてビジネス・ルールを
検索し、起動します。アド・ホック・グリッド
へのルールの適用を参照してください。

Oracle Smart View for Officeに切り替える 「データの送信」ボタンの左側にあるグローバ
ル・アクション

、「Smart Viewで開く」の順にクリックしま
す。 Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイド を参照してください。

第 9章
アド・ホックの実行の開始

9-2



アド・ホック・グリッドの作成
アド・ホック・グリッドを作成して、様々な方法でデータをスライス・アンド・ダイスでき
ます。

ノート:

アド・ホック・グリッドを作成するには、管理者によってアド・ホック・グリッド
作成者の役割を付与されている必要があります。この役割がない場合は、既存のア
ド・ホック・グリッドでのみ作業を行うことができます。

アド・ホック・グリッドは、スタンドアロン・フォームまたはダッシュボード内のフォーム
から作成できます。レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合、ダッシュボード
またはフォームから開いたアド・ホックは動的タブで開きます。
アド・ホック・グリッドを最初から作成するには:

1. ホーム・ページで「データ」をクリックします。
2. 「作成」、「アド・ホック・グリッド」の順にクリックし、「キューブ」を選択します。
デフォルトでは、勘定科目およびエンティティは行に配置され、年および期間は列に配置
されます。その他のディメンションはグリッドの上の POV (視点)に配置されます。ア
ド・ホック・グリッドで操作するメンバーを選択します。アド・ホック・グリッドでのメ
ンバーの選択を参照してください。

ノート:

キューブが集約ストレージで、年ディメンションがない場合、期間ディメンシ
ョンのみが列に配置されます。

3. または、次のオプションを使用して、既存のフォームでアド・ホック分析を実行できま
す:

• スタンドアロン・フォームからアド・ホック・グリッドを作成するには、フォームを
開き、「アクション」、「分析」の順にクリックします。これで、アド・ホック機能を
使用できるようになります。初期グリッドは、フォームのレイアウトに基づいて作成
されます。

• ダッシュボード内のフォームについては、ワークスペース全体に広がるようにダッシ
ュボード・フォームを最大化し、「アクション」、「分析」の順にクリックします。ま
たは、レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合は、分析するセルを右ク
リックし、「セルで分析」を選択できます。

4. グリッド定義の保存を選択して、アド・ホック・グリッドを保存します。アド・ホック・
データの送信とグリッド定義の保存を参照してください。
これで、アド・ホック機能を使用して、データを絞り込んで分析できます。アド・ホック
の実行の開始を参照してください。
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ヒント:

グリッドに関する概要レベルの情報を表示するには、「プロパティ・パネ
ル」

をクリックします。「一般」タブで、メンバー名の表示方法を設定し、別
名表を選択できます。アド・ホック・グリッドのプロパティの設定を参
照してください。

アド・ホック・データの送信とグリッド定義の保
存

変更したデータをアド・ホック・グリッドから送信することにより、キューブのデー
タを更新できます。

Note:

Webアド・ホックではフォーマットがサポートされておらず、Webアド・ホ
ックで開いた場合、Oracle Smart View for Officeネイティブ・モードから行
われた保存済アド・ホック・グリッド内のフォーマットが維持されないこと
があります。

データの送信には次のオプションがあります:

• データのみ送信: 明示的に変更した(ダーティにした)セルのデータを送信します
が、グリッド設計は送信しません。

• リフレッシュせずにデータを送信: 明示的に変更した(ダーティにした)データ・セ
ルと変更していないデータ・セルをすべて送信します。すべてのデータ・セルがダ
ーティとマークされて送信されます。送信操作が完了すると、グリッド全体がリフ
レッシュされます。

• データ範囲の送信: 選択したセルのセル・データのみを送信します。選択したセル
の範囲外のグリッドにダーティ・セルがある場合、変更された値は送信されず、そ
れらのセルは最後に保存された値に戻ります。

アド・ホック・グリッドを保存するには、「グリッド定義の保存」をクリックします。

変更を送信せずに計算を実行(オンザフライの計
算)

アド・ホック分析中、変更をデータベースに送信してリフレッシュすることなく、オ
ンザフライで計算を実行できます。この機能により、時間を節約し、グリッドに一度
に複数の変更を加えられます。
この機能は管理者が有効にしている場合があります。または、「ユーザー・プリファレ
ンス」の「表示」タブの「アド・ホックのユーザー式の有効化」で「はい」を選択し
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て、オンザフライでの計算の表示プリファレンスを設定できます。この設定が有効になって
いる場合、アド・ホック・グリッドでメンバー式が添付されているセルにカーソルを置くと、
セルに関連付けられているメンバー式が表示され、オンザフライの計算を実行できます。
オンザフライの計算を実行するには:

1. アド・ホック・グリッドを開き、セルにカーソルを置いて、式が添付されたメンバーにつ
いて、メンバー式と集計演算子の両方を表示します。
この例では、Janの Salesに対する式が確認できます。
 

 
式が表示されるようにするには、アド・ホック・グリッドに入力可能なセル(レベル・ゼ
ロ・メンバー)があることが必要です。

2. 必要に応じて計算を実行して、セルからカーソルを移動させます:

• 計算後のセルに寄与する値を変更します。計算後のセルの値が更新されます。
• 計算された値を変更します。計算後のセルに寄与する値が更新されます。
適切に計算されるよう展開されている式について、計算された値のソース・セルがす
べてアド・ホック・グリッドに表示されます。

色の変化は、セルの値が変更されたことを示します。セルはすぐにリフレッシュされて、
変更をデータベースに送信しなくても、新しく計算された値が表示されます。
この、計算済セルに寄与する値を変更する例では、Janの Sales Westの値を変更しま
す:

 

 
[Tab]を押すと、オンザフライの計算によって、Janの Sales、Sales Westの Q1、Sales
の Q1の更新値が計算されます。新しく計算された値では色が変わることに注意します。
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この、計算後の値を変更する例では、Febの Salesの計算後の値を変更します:

[Tab]を押すと、計算後のセルに寄与する値が更新されます。新しく計算された値
では色が変わることに注意します。

3. すべての変更が完了し、計算に満足した場合は、変更後の値をサーバーに送信する
か、送信せずに変更を破棄できます。

Oracle Smart View for Officeのアド・ホック・グリッドで、オンザフライの計算を実行
することもできます。Oracle Smart View for Officeの操作 21.200の変更を送信せず
に計算を実行を参照してください。
オンザフライの計算では、サポートされない式の関数があります。Oracle Smart View
for Officeの操作 21.200のオンザフライの計算でサポートされない関数および式を参
照してください。
オンザフライの計算を実行する場合の追加の考慮事項は、Oracle Smart View for Office
の操作 21.200のガイドラインおよび考慮事項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、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメン
トを使用した説明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、メンバー式を使用する
アド・ホック分析でオンザフライ計算を実行する
方法を学習します。Webまたは Smart Viewで、
フリーフォーム、Planningおよび Planningモジ
ュール内でオンザフライ計算を使用できます。

 Cloud EPMでのオンザフライ計算の実
行

アド・ホック・グリッドへのアクセス
アド・ホック・グリッドを開いて、データの表示をパーソナライズしたり、フォーム内のデ
ータを分析します。
アド・ホックには、スタンドアロン・フォームまたはダッシュボード内のフォームからアク
セスできます。レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合、ダッシュボードまた
はフォームから開いたアド・ホックは動的タブで開きます。
保存済アド・ホック・グリッドにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「データ」をクリックします。
「データの入力」リスト・ページのアド・ホック・グリッドには、アド・ホック・グリッ
ド・アイコン が表示されます。

2. アド・ホック・グリッドの名前をクリックします。
スタンドアロン・フォームでアド・ホックを実行するには、フォームを開き、「アクション」、
「分析」の順にクリックします。
ダッシュボード内のフォームでアド・ホックを実行するには、ワークスペース全体に広がる
ようにダッシュボード・フォームを最大化し、「アクション」、「分析」の順にクリックしま
す。
レッドウッド・エクスペリエンスを使用している場合は、ダッシュボード上のフォーム内の
セルに対してアド・ホックを実行できます。分析するセルを右クリックし、「セルで分析」を
選択して、アド・ホックを動的タブで開きます。

アド・ホック・グリッドの設計
アド・ホック・グリッドをカスタマイズして、関連するデータにすばやくアクセスできるよ
うにします。
使いやすい機能を使用して、フォーカスしたデータ・スライスを設計および調整できます。
表 9-2 次の機能を使用したアド・ホック・グリッドのカスタマイズ

目的 参照先トピック
操作するデータの調整 アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択
1つの軸から別の軸へのディメンションの移動 ディメンションのピボット
メンバー階層レベルのインデント方法などのオプ
ションの設定

アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
セル・データを計算するためのロジックの定義 ライン・アイテムの詳細の使用について
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アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択
データを分析する際に、作業するデータを手際よく操作できます。POV、行および列
のメンバーを選択すると、分析するデータを迅速に設定したり、変更できます。
多機能なメンバー・セレクタを使用すると、アド・ホック・グリッドの定義でユーザ
ー変数、代替変数および属性を設定できます。
様々な方法でメンバーを選択できます:

• 行ヘッダーまたは列ヘッダーをクリックし、ツールバーで

をクリックします。
• ページの右上で、グローバル・メニュー・リンク

をクリックし、「メンバー・セレクタ」をクリックします。
• POVのディメンションにカーソルを置き、下矢印をクリックして、リストからメ
ンバーを選択するか、「メンバー・セレクタ」をクリックします。POVで先行入力
を使用してメンバーを探したり、虫眼鏡をクリックしてメンバーを検索することも
できます。

• 行または列のヘッダーをクリックし、右クリックしてから「メンバーの選択」をク
リックします。

• ディメンションをダブルクリックすることにより、ディメンションを展開してその
子孫をアド・ホック・グリッドに挿入します。

メンバーの選択についてさらに学習するには、次のトピックを参照してください。メ
ンバーを選択したら、

をクリックして、選択したメンバーを反映するデータを更新します。

ヒント:

ディメンションを再配置することもできます。そのためには、列ヘッダーま
たは行ヘッダーをクリックし、「移動」を選択します。次に、「上」、「下」、「左」
または「右」を適宜クリックします。

メンバーを選択するためのオプション
まず、アド・ホック・グリッドでのメンバーの選択の説明に従って、「メンバーの選
択」ページを開きます。次に、メンバーの選択を絞り込みます:
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ノート:

コンテキストに応じて、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスは多少異なる場合
があり、常にすべてのオプションを使用できるわけではありません。

基本事項:

• 名前をクリックすると、メンバーを選択したり、選択を解除できます。チェックマーク
は、選択されているメンバーを示します。

• 1つのアクション、1つのディメンションについて、一度に複数のメンバーを選択できま
す。

•
をクリックすると、単一列ビューに切り替えることができます。複数列ビューに戻すに
は、

をクリックします。
リスト内の特定のメンバーを検索するには、エンティティの検索フィールドにメンバー名を
入力し、再度クリックします。検索をさらに絞り込むには、

をクリックし、「フィルタの追加」を選択した後、フィルタを選択します。(フィルタ・オプシ
ョンは、コンテキストによって異なる場合があります。)
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表 9-3 アド・ホックの検索のフィルタ・オプション

フィルタ 説明
関数別に選択項目のみ保持 関係オプションを表示して、選択したメンバーとの関係

によってメンバーを選択します。関係と説明のリスト
は、下に示す「関数別に選択項目のみ保持」フィルタの
オプションの表を参照してください。

属性によるフィルタ 「属性別に選択項目のみ保持」ダイアログ・ボックスを
表示して、選択したメンバーについて属性、演算子およ
び変数値を選択します。

レベルによるフィルタ 「レベルによるフィルタ」ダイアログ・ボックスを表示
して、メンバーの階層内のレベルを入力します。

世代によるフィルタ 「世代によるフィルタ」ダイアログ・ボックスを表示し
て、メンバーの階層内の世代を入力します。

表 9-4 「関数別に選択項目のみ保持」フィルタのオプション

関係 含まれるメンバー
メンバー 選択したメンバー
祖先 選択したメンバーの上方にあるすべてのメン

バー(選択したメンバーは除く)

子 選択したメンバーの真下にあるレベルのすべ
てのメンバー

子孫 選択したメンバーのすべての子孫(選択したメ
ンバーは除く)

兄弟 選択したメンバーと同じ階層レベルからのす
べてのメンバー(選択したメンバーは除く)

親 選択したメンバーの上方にあるレベルのメン
バー

レベル 0の子孫 子を持たない選択したメンバーのすべての子
孫

左兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの前に出現す
るメンバー

右兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの後に出現す
るメンバー

前の兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの直前に出現
するメンバー

次の兄弟 同じ親を持つ選択したメンバーの直後に出現
するメンバー

前のレベル 0のメンバー 選択したメンバーの前に出現する前のレベル
0のメンバー
例: PrevLvl0Mbr(Jan)は BegBalanceを、
PrevLvl0Mbr(Jul)は Junを、
PrevLvl0Mbr(BegBalance)は空の結果を返し
ます

次のレベル 0のメンバー 選択したメンバーの後に出現する次のレベル
0のメンバー
例: NextLvl0Mbr(Mar)は Aprを、
NextLvl0Mbr(Dec)は空の結果を返します
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表 9-4 (続き) 「関数別に選択項目のみ保持」フィルタのオプション

関係 含まれるメンバー
前の世代のメンバー 同じ世代内の選択したメンバーの直前に出現

するメンバー
次の世代のメンバー 同じ世代内の選択したメンバーの直後に出現

するメンバー
累計計算の基礎となる最新期間によってメンバーを表示するために、期間ディメンションで
は動的時系列関数を使用できます。期間累計メンバーの選択を参照してください。

ヒント:

列ヘッダーにカーソルを置き、

をクリックすると、列メンバーをソートおよびフィルタできます。列メンバーのフ
ィルタを参照してください。

期間累計メンバーの選択
管理者が期間ディメンションについて動的時系列メンバーを設定していれば、期間累計デー
タを表示するメンバーを選択できます。たとえば、年次累計費用のデータを表示するには、1
月から 8月までのデータを含む動的時系列メンバーを選択できます。
動的時系列メンバーを選択するには:

1. アド・ホック・グリッドで期間ディメンションを選択し、アド・ホック・グリッドでのメ
ンバーの選択の説明に従って、「メンバー・セレクタ」を開きます。

2.
をクリックして、使用可能な時系列メンバー(たとえば、Y-T-D)を表示します。

3. リストから時系列メンバーを選択します。
4. 累計計算の基礎となる最新期間(「8月」など)を選択します。
5. 「OK」をクリックします。

列メンバーのフィルタ
堅牢なフィルタ・オプションを使用して、アド・ホック・グリッド内の列メンバーの表示を
制御できます。列名にカーソルを置き、列名の右側に表示されるじょうごをクリックしてア
クションを選択します。
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「ソート」オプションを使用すると、昇順または降順でソートし、メンバー階層を無視
できます。「フィルタ条件」オプションを使用すると、「条件」(「次より大きい」や「次
より小さい」など)または「値」別にフィルタできます。ソートおよびフィルタ・オプ
ションを削除するには、

をクリックします。

ディメンションのピボット
ディメンションをピボットすると、グリッド上のデータの向きが変わるため、別の角
度からデータを見る、つまり情報をスライス・アンド・ダイスすることができます。
ディメンションをピボットするには、1つの軸から別の軸へドラッグします。
たとえば、次のようなことができます。
• 行から列へ、または列から行へディメンションをドラッグします。
• POVと行または列の間でディメンションをドラッグします。
• 同じ軸上でメンバーをドラッグして並べ替えます。
• 「プロパティ・パネル」の「レイアウト」タブとの間でディメンションをドラッグ
します:
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行軸と列軸には 1つのディメンションが存在する必要があります。行または列の最後に残っ
たディメンションはピボットできません。

共有メンバーについて
共有メンバーは、ストレージ・スペースを別の同名メンバーとの間で共有し、Planningキュ
ーブに複数回現れるメンバーが重複して計算されることを防ぎます。共有メンバーは、エン
ティティ、勘定科目、ユーザー定義のカスタム・ディメンションに使用できます。
メンバーを共有すると、アプリケーション内でロールアップ構造の入れ替えが行えます。管
理者が共有メンバーを作成する前に基本メンバーが存在している必要があります。管理者
は、基本メンバーに複数の共有メンバーを作成できます。上から下への表示位置では、基本
メンバーはその共有メンバーより先に表示されている必要があります。
アド・ホック・グリッドの共有メンバーにドリルできますが、管理者が最初に、「アド・ホッ
クでの共有メンバーに対するドリルダウンを許可」と呼ばれるシステム設定を有効にする必
要があります。
Planningの管理 の指定可能なアプリケーションおよびシステム設定を参照してください。
共有メンバーは基本メンバーと同様に、Oracle Smart View for Officeのメンバー選択のディメ
ンション階層に表示されます。
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共有メンバーへのズーム・イン
16.12以前では、Planningで共有メンバーはサポートされていませんでした。メンバー
がアド・ホック・グリッドに配置されたときには、共有メンバーにすると想定してい
たとしても、そのメンバーは常に基本メンバーとみなされていました。
Planning 17.01以降では、アド・ホック・グリッド内の共有メンバーがサポートされ、
メンバーが基本メンバーであるか共有メンバーであるかが認識されます。管理者がア
プリケーション設定「アド・ホックでの共有メンバーに対するドリルダウンを許可」
を有効にした場合、Planning (17.04以降)で共有メンバーへのズーム・インがサポート
されます。この場合、共有メンバーのズーム・インは、それに対応する基本メンバー
のズーム・インと実質的に同じになります。一度に 1つのレベルずつ共有メンバーに
ズーム・インできます。
管理者がアプリケーション設定「ベースのすべてのレベルにドリル」(21.09以降)を有
効にし、標準モードのアプリケーションを操作している場合、ズーム・イン・オプシ
ョンの「すべてのレベル」および「最下位レベル」を使用して、基本階層内の共有メ
ンバーのみでなくすべてのレベルまたは最下位レベルのみにズーム・インできます。
共有メンバー・ズーム・インの例
この例では、アプリケーションが標準モードに設定され、「アド・ホックでの共有メン
バーに対するドリルダウンを許可」が「はい」に設定され、「ベースのすべてのレベル
にドリル」が有効になっている場合に表示される結果について説明します。
図 1に、エンティティ・ディメンションの下の 3つの階層を示します。entity_10階
層では、すべてのメンバーが entity_10の子孫です。entity_12階層では、すべての
メンバーが entity_12の子孫です。entity_14階層には、entity_14の子孫のメンバ
ーと、共有メンバー entity_10および entity_12もあります。共有メンバーはその子
孫も含みます。
Figure 9-1    階層を表示するエンティティ・ディメンション
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図 2に、entity_14へのズーム・インの差異を示します:

• すべてのレベルへのズーム・イン・コマンドを使用
• 最下位レベルへのズーム・イン・コマンドを使用
どちらの場合も、Oracle Smart View for Officeの「メンバー・オプション」の「祖先の位置」
は、「最上位」に設定されています。

Figure 9-2    「祖先の位置」が「最上位」の entity_14へのズーム・インの結果

Note:

ネイティブ・モード・アプリケーションでは、「アド・ホックでの共有メンバーに対
するドリルダウンを許可」が「はい」に設定され、「ベースのすべてのレベルにドリ
ル」が無効な場合は、すべてのレベルへのズーム・インの例に示された結果を得る
ことができます。ただし、各階層の最下位レベルに達するまで、一度に 1つのレベ
ルずつ共有メンバーにズーム・インする必要があります。共有メンバーの最下位レ
ベルに直接ズーム・インすることはできません。

アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
「プロパティ・パネル」を使用してプリファレンスを設定することにより、アド・ホック・グ
リッドの表示と動作を制御できます。
一般的なアド・ホック・プロパティの設定
一般的なアド・ホック・オプションを設定するには:
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1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

、「一般」の順にクリックします。
2. 「グリッド」で、次のオプションを設定します:

• 名前
• 説明
• キューブ
• メンバーのラベルの表示については、次のオプションから選択します:

– 個別のメンバー名のみ
– メンバー名または別名

• 別名表
アド・ホックのユーザー・オプションの設定
アド・ホックのユーザー・オプションを設定するには:

1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

、「アド・ホック・オプション」の順にクリックします。
2. 「グリッド」で、メンバーの表示方法を設定します:

• 含めるメンバー:

– 選択を含める: 選択したメンバーと操作の結果として取得されたメンバー
の両方を表示するには、「はい」を選択します。たとえば、選択したメンバ
ー Qtr1にズーム・インすると、Qtr1、1月、2月および 3月のデータが表
示されます。

– 選択されたグループ内: 選択したメンバー・グループのみを対象としてズ
ームなどの操作を実行し、選択しなかったセルはそのままにするには、「は
い」を選択します。この設定が有意義なのは、グリッドの下位の行として、
またはグリッド全体にわたる列として 2つ以上のディメンションがある
場合です。このオプションは、「ズーム」、「選択項目のみ保持」および「選
択項目のみ削除」に関連します。

• ズーム・イン: ズーム・インするレベルを選択します。
– 次のレベル: 選択したメンバーの子のデータを取得します。
– すべてのレベル : 選択したメンバーのすべての子孫のデータを取得しま
す。

– 最下位レベル: ディメンションの最下位レベルのメンバーのデータを取得
します。

• 祖先の位置: 階層での祖先の表示方法を設定します。
– 最上位: メンバー階層を最上位レベルから最下位レベルに向かって表示し
ます。

– 最下位: メンバー階層を最下位レベルから最上位レベルに向かって表示し
ます。
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• インデント: メンバー階層レベルのインデント方法を設定します。
– なし: メンバーをインデントしません。
– サブアイテム : 子孫をインデントします。祖先は列で左揃えになります。
– 合計: 祖先をインデントします。子孫は列で左揃えになります。

• データをリフレッシュせずにナビゲート: 「いいえ」を選択すると、ピボットやズー
ムなどでグリッドをナビゲートする際のパフォーマンスが向上します。データを更
新する場合、単に「リフレッシュ」をクリックします。(このオプションで「はい」
を選択した場合、アド・ホックで作業する際にデータがリフレッシュされます。)

3. データの表示を簡潔にするには、「抑制」にあるオプションを選択して、グリッドの要素
を抑制にします。たとえば、ゼロ値を含む行または列を非表示にできます。
• ゼロ値:

– なし: ゼロのみを含む行および列を表示する場合に選択します。
– 行: ゼロのみを含む行を非表示にする場合に選択します。
– 列: ゼロのみを含む列を非表示にする場合に選択します。
– 行と列: ゼロのみを含む行および列を非表示にする場合に選択します。

• 繰返しのメンバー: グリッドの方向に関係なく、繰返しのメンバー名を含む行を非表
示にするには、「はい」を選択します。

• 欠落データ: ゼロを含むか、データが欠落している行または列を非表示にする場合に
選択します:

– なし: ゼロを含むか、データが欠落している行および列を表示します。
– 行: ゼロを含むか、データが欠落している行を非表示にします。
– 列: ゼロを含むか、データが欠落している列を非表示にします。
– 行と列: ゼロを含むか、データが欠落している行および列を非表示にします。

• 行で欠落しているブロック: データが欠落している行のセル・ブロックを非表示にす
るには、「はい」を選択します。

• アクセス権なし: 自分にアクセス権がない行または列を非表示にする場合に選択しま
す:

– なし: 自分にアクセス権がない行および列を表示します。
– 行: 自分にアクセス権がない行を非表示にします。
– 列: 自分にアクセス権がない列を非表示にします。
– 行と列: 自分にアクセス権がない行および列を非表示にします。

ノート:

アド・ホック・グリッドを開こうとしたときに、有効なデータ行がないため、
アド・ホック・グリッドを開けませんというエラーが表示された場合は、「抑
制」のオプションをクリアしてください。

4. 精度値で、通貨の値、通貨以外の値およびパーセンテージ値について、セルに表示される
小数部の最小桁数と最大桁数を設定します。たとえば、セルの値が 100で、「最小」精
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度"2"を選択した場合、値は"100.00"と表示されます。「最大」精度 3を選択し、セ
ルの値が 100.12345である場合、値は 100.123と表示されます。通貨メンバーの
精度設定を適用するには、通貨メンバーの精度の使用を選択します。

5. 「置換」で、データが欠落しているセル、自分に表示アクセス権限がないセルまた
は無効なデータを含むセルに表示するラベルを設定します:

• データなし: 「#Missing」または「#NoData」という値を含むセルに表示する
テキストを入力します。

• アクセス権なし: 自分にアクセス権がないセルに表示するテキストを入力しま
す。

• ゼロを送信: 「データなし」または「アクセス権なし」置換オプションでテキ
ストとして「#NumericZero」を指定したときに、ゼロをアプリケーションに
送信する場合は、「はい」を選択します。

6. 「リフレッシュ」をクリックします。
レイアウト・オプションの設定
「レイアウト」タブを使用して、アド・ホック・グリッド内で使用されている属性を削
除できます。これは、グリッドから属性を削除できる唯一の場所です。
アド・ホック・グリッドのレイアウト・オプションを設定するには:

1. アド・ホック・グリッドで、「プロパティ・パネル」アイコン

、「レイアウト」の順にクリックします。
2. ディメンションのピボットを参照してください。

アド・ホック・グリッドのキーボード・ショート
カットとクイック・データ入力コマンド

キーボード・ショートカット
次のショートカット・キーを使用してアド・ホック・グリッド内をすばやく移動でき
ます:

キーまたはキーの組合せ 結果
[Tab] その行の次のセルに移動します。フォーカス

が行の最後のセルにある場合、[Tab]で次の行
の最初のセルに移動します。

[Shift]+[Tab] その行の前のセルに移動します。フォーカス
が行の最初のセルにある場合、[Shift]+[Tab]で
前の行の最後のセルに移動します。

[↑]、[↓] 同じ列内で前または次の行に移動します。
[→]、[←] その行の次のセルまたは前のセルに移動しま

す。
[Ctrl]+[Home] グリッドの最初のセルに移動します。
[Shift]+[End] グリッドの最初の行の最後のセルに移動しま

す。
[Ctrl]+[End] グリッドの最後のセルに移動します。
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キーまたはキーの組合せ 結果
[Ctrl]+[→] 現在の行の最後のセルに移動します。
[Ctrl]+[←] 現在の行の最初のセルに移動します。
[Shift]+[Space] 行を選択します。
[Ctrl]+[Space] 列を選択します。
[Ctrl]+[↑] その列の一番上の行に移動します。
[Ctrl]+[↓] その列の一番下の行に移動します。
[Ctrl]+[Shift]+[↑] 現在のセルからその列の一番上の行まで列内

のセルを選択します。
[Ctrl]+[Shift]+[↓] 現在のセルからその列の一番下の行まで列内

のセルを選択します。
[Shift]+[←] [←]を押すたびに、その行の先頭に到達するま

で現在のセルの左のセルが行内で 1つずつ選
択されます。

[Shift]+[→] [→]を押すたびに、その行の末尾に到達するま
で現在のセルの右のセルが行内で 1つずつ選
択されます。

[Shift]+[↑] [↑]を押すたびに、その列の一番上に到達する
まで現在のセルの上のセルが列内で 1つずつ
選択されます。

[Shift]+[↓] [↓]を押すたびに、その列の一番下に到達する
まで現在のセルの下のセルが列内で 1つずつ
選択されます。

[Shift]を押しながらクリック [Shift]キーを押したまま、マウスを使用してグ
リッド内の様々な列や行からセルを選択する
ことにより、複数のセルを選択します。

データを迅速に入力するためのコマンド
次のショートカットを使用して、アド・ホック・グリッドでデータをすばやく入力できます。
キーまたは記号を入力し、[Enter]または[Tab]を押します。

キーまたは記号 結果 例
K 千単位で値を入力します。 5,000の場合、5Kと入力します。
M 百万単位で値を入力します。 5,000,000の場合、5Mと入力しま

す。
Addまたは+ セルの値に数値を加算します。 セルの値が 100の場合、100の後

に Add10と入力すると、110に
なります。

/ セルの値を数値で除算します。 セルの値が 100の場合、100の後
に/2と入力すると、50になりま
す。

Subまたは~ セルの値から数値を減算します。 セルの値が 100の場合、100の後
に Sub10と入力すると、90にな
ります。

Percentまたは per 入力したパーセンテージをセル
の値に掛けます。

セルの値が 100の場合、100の後
に per10と入力すると、現在の
セルの値の 10%、つまり 10にな
ります。
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キーまたは記号 結果 例
Increaseまたは inc 入力したパーセンテージ分セル

の値が増加します。
セルの値が 200の場合、200の後
に inc10と入力すると、セルの
値が 200の 10%(20)増加され、
220になります。

Decreaseまたは dec 入力したパーセンテージ分セル
の値が減少します。

セルの値が 200の場合、200の後
に dec10と入力すると、セルの
値が 200の 10%(20)減少され、
180になります。

Powerまたは pow セルの値を指数として追加され
た値に変更します。

セルの値が 100の場合、100の後
に pow2と入力すると、セルの値
に指数 2が掛けられ、10,000に
なります。

gr パーセンテージ分セルを増加さ
せます。

セルの値が 200の場合、200の後
に gr50と入力すると、セルの値
が 100増加され、300になりま
す。

アド・ホック・グリッドへのルールの適用
新しいデータまたは変更したデータを送信した後、そのデータを計算するビジネス・
ルールを実行できます。
ルールを適用するには:

1. アド・ホック・グリッドを開きます。

2. 「ルール」 をクリックします。
3. 実行時プロンプトが表示された場合、必要な情報を入力または選択して「起動」を
クリックします。
ルールが正常に実行されると、メッセージが表示され、データが更新されます。

コメントおよび添付の追加
データを説明したり背景を提供するために、コメントおよび添付をセルに追加できま
す。
有効な添付ファイルのタイプは:

• 許可されているイメージ・タイプ: .jpg、.gif、.png、.7z
• 許可されているイメージ以外のファイル・タイ
プ: .csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、
.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

コメントまたは添付を追加するには:

1. セルをクリックし、

を選択します。
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2. コメントを入力します。ファイルを添付するには、

をクリックし、ファイルを参照します。
3. 「投稿」をクリックします。
セルの右上の青色の三角形は、コメントまたは添付があることを示します。コメントを読
んだり、添付を表示するには、ステップ 1を実行します。

値の調整
アド・ホック・グリッドでセルの値をすばやく調整できます。
セルの値を調整するには:

1. セルをクリックします。
2. 「調整」

をクリックします。
3. 「調整」に正の値、負の値またはパーセンテージ値を入力し、「OK」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の使用について
セル値の計算方法にロジックを組み込むには、ライン・アイテムの詳細と呼ばれる、アプリ
ケーションの組込み計算機を使用します。
ライン・アイテムの詳細を使用すると、セル値を求め、その値の背後にある仮定を保存でき
ます。たとえば、ボールペン、万年筆、マーカーなどのペンのライン・アイテムの詳細を追
加できます。これで、ペン・メンバーでは、すべてのペン・タイプの合計を表示できます。
または、独自のロジックを使用して、次期四半期の出張費用の計画を立てるとします。この
例では、出張旅費の計画にライン・アイテムの詳細を使用する方法を示しています。詳細は
グリッドの下に表示されます:

ライン・アイテムの詳細を作成するには、行ヘッダーをクリックし、
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をクリックします。ライン・アイテムの詳細グリッドを縮小するには、その上部中央
にある下矢印をクリックします。
ライン・アイテムの詳細について:

• データの計算方法を定義するテキスト、数値および演算子を含めることができま
す。

• セルにライン・アイテムの詳細があるかどうかを確認するには、その上にカーソル
を置きます。

• ライン・アイテムの詳細では、アド・ホック・グリッドへのメンバーの追加やその
組織の変更は行われません。

• ライン・アイテムの詳細を作成するセルへの書込み権限が必要です。
• ライン・アイテムの詳細を保護するために、ライン・アイテムの詳細があるセルの
集約値は読取り専用です。

• ライン・アイテムの詳細は、基本期間(レベル 0メンバー)にのみ追加できます。四
半期などのサマリー期間には、ライン・アイテムの詳細を追加できません。

• 設定済の数値および精度フォーマットは、ライン・アイテムの詳細ウィンドウには
反映されません。

• 演算子のシーケンスは、複雑な計算で複数の演算子を処理するのに使用されるもの
と同じ論理に従います。ライン・アイテムの詳細の順序を参照してください。

ライン・アイテムの詳細の追加
ライン・アイテムの詳細を使用して、詳細アイテムがセルの値に集約される方法を設
定します。
ライン・アイテムの詳細の概要は、ライン・アイテムの詳細の使用についてを参照し
てください。
ライン・アイテムの詳細を操作するには:

1. 行ヘッダーをクリックし、

をクリックします。
2. 新しいグリッドがアド・ホック・グリッドの下に表示されます。このグリッドで、
目的の構造を反映する行を追加します。
たとえば、

をクリックし、「子の追加」をクリックして、選択した行の直下に行を追加します。
ライン・アイテムの詳細の構造の操作を参照してください。

3. テキスト・ボックスに、1,500文字までの説明を入力できます。
4. 行ごとにデフォルトのプラス記号をクリックし、演算子を選択して行の間の算術関
係を設定します。次の演算子から選択します:
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5. ライン・アイテムの詳細の構造を作成したら、設定または計算するデータを入力します。
フォームで設定したものと同じスケールを使用して、数字を入力します。ライン・アイテ
ムの詳細にデータをコピーして貼り付けることができます。

6. 「適用」をクリックします。
値は動的に計算され、データを保存する前に集約されます。

詳細は、ライン・アイテムの詳細の構造の操作を参照してください。

ライン・アイテムの詳細の構造の操作
ライン・アイテムの詳細の要素を操作する方法を学習します。
ライン・アイテムの詳細の構造を作成または変更するには:

1. ライン・アイテムの詳細を追加する行を選択し、

をクリックします。
2.
をクリックし、「子の追加」をクリックします。「無題」をクリックし、名前を入力しま
す。

3. 目的の構造を反映する行を追加します。たとえば、「兄弟の追加」や「複製」をクリック
します。「ライン・アイテムの詳細」グリッドの前にあるツールバーから次のオプション
を使用します:

表 9-5 ライン・アイテムの詳細のオプション

オプション 結果
ライン・アイテムの詳細グリッドをリフレッシ
ュします。未保存のデータを破棄するには、「は
い」をクリックします。それ以外の場合は「い
いえ」をクリックします。
選択したセルの 1つ下のレベルに子または兄弟
を追加します。子は無制限に追加できますが、
パフォーマンスに与える影響を考慮してくださ
い。
選択した行を 1つ上のレベルに移動します。
選択した行を 1つ下のレベルに移動します。
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表 9-5 (続き) ライン・アイテムの詳細のオプション

オプション 結果
選択した行をその兄弟の先祖より前に移動しま
す。
選択した行をその兄弟の子孫より後に移動しま
す。
削除アクションを選択できます:
• 「行の削除」では、選択した行が削除されま
す。

• すべての行の削除では、すべての行が削除
されます。

4. 「適用」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の順序
ライン・アイテムの詳細の順序は、保存される結果の値に影響します。
計算順序を理解すると、ライン・アイテムの詳細を正しく入力するのに役立ちます。
ライン・アイテムの詳細では、+ (加算)、- (減算)、* (乗算)および/ (除算)という計算順
序が使用されます。簡単な単位 xレートの例で、ライン・アイテムの詳細を正しく入
力する方法を示します。
ライン・アイテムの詳細の間違った入力およびライン・アイテムの詳細の正しい入力
を参照してください。

ライン・アイテムの詳細の間違った入力
この例は、間違ったデータを生成するライン・アイテムの詳細の行の順序を示してい
ます。
次の表では、レートは単項演算子+に設定されています。そのため、計算の順序はまず
レートを加算してから単位を掛けます。その結果、2月と 3月では間違ったデータにな
ります。

ライン・アイテムの詳細の正しい入力
この例は、正しい値を生成するライン・アイテムの詳細の順序を示しています。
次の表では、計算順序は単位とレートの乗算であり、結果は正しい値になります。
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ライン・アイテムの詳細を追加したら、行の順序を検証して、正しい値が計算され保存され
たことを確認します。

ライン・アイテムの詳細のセルが空白の場合の合計
ライン・アイテムの詳細のセルが空白である場合、そのセルは、値を集約する際に(空白セル
がゼロを意味すると仮定するのではなく)無視されます。
たとえば、講師を雇用するための 1日当たりのレート($250)と講師の雇用を計画している 1
か月当たりの日数(1月に 4回、2月はなし)を乗算するために、次のようなライン・アイテム
の詳細を定義するとします。2月には講師を雇用するつもりがないにもかかわらず、2月の講
師合計は 250になります。

空白のセルと積算を含む集約で値を正しく算出するには、レートのセルを空白にするかまた
は日数セルにゼロを入力する必要があります。これでレート(250)と 0 (ゼロ)が乗算され、2月
の結果はゼロになります。

フリーフォーム・アド・ホックの使用
データベースのディメンションおよびメンバーを熟知している場合は、ディメンションやメ
ンバーの名前をアド・ホック・グリッドのセルに直接入力することにより、フリーフォーム・
アド・ホックを使用できます。
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フリーフォーム・グリッドでも POV、メンバー選択および他のアド・ホック操作を引
き続き使用できます。
フリーフォーム・アド・ホックのガイドライン
フリーフォーム・アド・ホックで作業するときには、次のガイドラインを考慮してく
ださい。
• グリッドには、少なくとも 1つの行ディメンションおよび 1つの列ディメンショ
ンが必要です。

• それぞれの行ディメンションには、1つのディメンションのみのメンバーを含める
ことができます。それぞれの列ディメンションには、1つのディメンションのみの
メンバーを含めることができます。

• 1つのディメンションのメンバーは、次の領域のうちの 1つにのみ入力できます:

– 同じ行内
– 同じ列内

• 単語の間にスペースがあるメンバー名には先頭に一重引用符を付けてください。
• 現在の別名表の別名はフリーフォーム・グリッドで許可されますが、他の別名表の
別名はコメントとして扱われます。
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10
IPMインサイトを使用した意志決定への情報提供

Related Topics

• IPMインサイトについて
IPMインサイトは、マルチディメンショナル・プランニングおよび予測のユースケースに
最適化されたデータ・サイエンスにより、財務および運用ユーザーを支援します。

• インサイトの分析
IPMインサイトは、データ・サイエンスを使用した予測に対するデータ駆動型アプローチ
の実現に役立ちます。

IPMインサイトについて
IPMインサイトは、マルチディメンショナル・プランニングおよび予測のユースケースに最
適化されたデータ・サイエンスにより、財務および運用ユーザーを支援します。
IPMインサイトは、過去のデータと予測データを分析し、自力では発見できなかった可能性
のあるデータのパターンおよびインサイトを見つけるために役立ちます。インサイトは、ト
レンド、異常、予測偏向または差異である可能性があります。IPMインサイトを使用すると、
プランニング・プロセスのインサイト検出フェーズがデータ・サイエンスおよび財務パター
ン認識によって自動化され、予測の有効性が向上します。IPMインサイトを使用すると、任
意の勘定科目のデータを分析および探索できます。IPMインサイトは、大量のマルチディメ
ンショナル・データの処理を自動化するため、新しい実績がシステムに取り込まれると、デ
ータのパターンまたは隠れた相関をすばやく検出し、レポートを合理化し、予測を向上させ、
意思決定を強化します。分析に費やす時間が減ることで全体的なプランニング・プロセスの
時間を節約できます。
IPMインサイトは次の利点を提供します:

• データ分析にかかる時間を削減します。
• 隠れた偏向を最小化します。
• 予測の精度および信頼性を向上させ、情報に基づいた意思決定により予測の有効性を高め
ます。

• 同僚とのコラボレーションを促進します。
• トレンドの早期検出と戦略的な意思決定の強化に役立ちます。
IPMインサイトは、履歴データと予測データの両方を使用して、次の 3つのタイプのインサ
イトを提供します:

• 予測差異および予測偏向インサイトは、プランナが履歴データの分析によって送信した予
測の隠れた偏向を明らかにします。このタイプのインサイトは、予測と実績などの 2つの
履歴シナリオ間の差異または偏向を測定し、現在の予測に関連付けられたリスクのパーセ
ンテージを計算します。
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予測差異は、プランナが送信した予測のレベルの精度を示します。予測偏向は、予
測エラーの方向の傾向を示します。たとえば、実績を上回って予測する傾向は過大
予測偏向と呼ばれ、実績を下回って予測する傾向は過少予測偏向と呼ばれます。
IPMインサイトは、差異またはリスクのいずれかが指定されたしきい値を超える
と、インサイトをトリガーします。

• 予測インサイトは、予測を予測値と比較して大幅な偏差を発見するために役立ちま
す。このタイプのインサイトは、予測とコンピュータ生成予測などの 2つの将来の
シナリオ間の差異を探し、リスク(ターゲット予測を達成するリスクなど)の測度を
計算できます。
プランナの予測とマシン生成予測を比較することにより、予測インサイトは差異と
隠れた偏向の存在(プランナの過大予測または過少予測の傾向)を測定します。
IPMインサイトは、差異または偏向のいずれかが指定されたしきい値を超えると、
インサイトをトリガーします。

• 異常インサイトは、予期した結果から外れるデータの異常なパターンを検出しま
す。このタイプのインサイトは、他の値と大きく異なる外れ値を検出します。たと
えば、実績が基本レベルと比較して突然変動していたり、実績データが欠落してい
る場合などです。
異常は、主要なビジネス・アクションに起因する場合もあれば、隠れたトレンドに
関する貴重な情報が含まれる場合もあります。
IPMインサイトは、外れ値測度が指定されたしきい値を超えると、インサイトをト
リガーします。

IPMインサイトの使用を開始するには、管理者はインサイトを構成して実行し、定期
的に実行するようにスケジュールできます。
プランナは、ダッシュボードでインサイトを確認および分析し、予測を改善するため
に適切なアクションを実行できます。

Chapter 10
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Figure 10-1    予測および偏向インサイト

Chapter 10
IPMインサイトについて

10-3



Figure 10-2    予測インサイト

Figure 10-3    異常インサイト
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ビデオ

目的 視聴
この概要では、インサイトを紹介します。インサ
イトは、マルチディメンショナル・プランニング
および予測のユースケースに最適化されたデー
タ・サイエンスにより、財務および運用ユーザー
を支援します。インサイトは、過去のデータと予
測データを分析し、自力では発見できなかった可
能性のあるデータのパターンおよびインサイトを
見つけるために役立ちます。それらのインサイト
を評価し、それに対してアクションを実行できま
す。

概要: Cloud EPMのインサイト

インサイトの分析
IPMインサイトは、データ・サイエンスを使用した予測に対するデータ駆動型アプローチの
実現に役立ちます。
「インサイト」ダッシュボードを使用して、管理者が構成したインサイトを確認します。この
ダッシュボードには、ユーザー・セキュリティに基づいて、使用可能なすべてのインサイト
が含まれます。「インサイト」ダッシュボードのそれぞれの行は 1つのインサイトを表し、分
析対象とするパターンの発見に役立ちます。インサイトは、評価の優先順位付けに役立つよ
うに、偏差の大きさの順に表示されます。たとえば、偏差が大きければ大きいほど、評価す
る重要性が高くなります。
1. ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「インサイト」をクリックします。
2. ダッシュボードでインサイトを確認します。
「インサイト」ダッシュボードのそれぞれの行は 1つのインサイトを表します。列はそれ
ぞれのインサイトの属性を表します。未読のインサイトは、インジケータ で示されま
す。インサイトは、重大さの順にリストされます。

Note:

• 「優先度」では、管理者が定義した重大さのしきい値を使用して、インサイ
トが「高」、「中」および「低」の優先度に分類されます。

• 「影響」は、偏差の相対的な量を示します。より極端な差異があるインサイ
ト、つまり重大さが大きいインサイトに注意を集中させることができます。

• 「金額」には、このインサイトの偏差の絶対値が表示されます。

3. インサイトの詳細を表示するには、インサイトの「アクション」メニューから「詳細の表
示」をクリックします。「インサイト」ダッシュボードの「詳細」列にあるリンクをクリ
ックすることもできます。
値のグラフとともに、インサイトの説明を含む Analyzerビューが表示されます。
任意のグラフ・ポイントにカーソルを置くと、値の詳細が表示されます。
グラフには一度に最大 18の期間を表示できます。スライダ・バーを使用して、表示する
期間を増やしたり、時間枠や値のセットにズーム・インします。

Chapter 10
インサイトの分析
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4. データを評価したり、アクションを実行できるように、グラフを確認します:

• 予測偏向インサイトでは、履歴予測と実績の間の差異が最も大きい箇所を確認
します。これは、予測に隠れた偏向がある場合にそれを認識するために役立ち
ます。グラフおよび表形式でデータを確認できます。

• 「予測」インサイトでは、将来の予測と予測値の間の差異が最も大きいところ
を確認します。
予測値を使用するように予測を更新するには、「予測の更新」をクリックしま
す。予測を更新する前にいずれかの予測値を手動で改訂する場合は、(目的の
シナリオの)行を選択し、上書きをクリックして値をコピーし、値を変更した
後、「予測の更新」をクリックします。

• 「異常」インサイトでは、簡単に見つけることができるように外れ値に星のマ
ーク が付けられます。

5. インサイトの Analyzerビューから、アクションを実行します:

• 「コメント」では、たとえば差異を同僚に説明するためにコメントをインサイ
トに追加し、 をクリックします。
コメントを削除するには、「インサイト」ダッシュボードの「コメント」ボッ
クス をクリックし、コメントにカーソルを置いて、 をクリックします。
インサイトの Analyzerビューで、コメントにカーソルを置き、 をクリック
します。自分が入力したコメントを削除できます。管理者はどのユーザーが
入力したコメントでも削除できます。

• 「アドホックとして開く」をクリックしてインサイトを開き、さらにアド・ホ
ック分析を行います。

• 「終了」をクリックして、インサイトのステータスを「クローズ済」に変更し
ます。このステータスは、すべてのユーザーの「インサイト」ダッシュボード
に反映されます。

Tip:

これらのアクションは、「インサイト」ダッシュボードの「アクション」
メニューから使用することもできます。

6. 「取消」をクリックするか、インサイトのタブを閉じて Analyzerビューを終了し、
「インサイト」ダッシュボードに戻ります。

7. インサイトに対する評価やアクションの実行が終了したら、ステータスを変更でき
ます: 「インサイト」ダッシュボードで、インサイトの横にある「アクション」メ
ニューから「終了」をクリックします。これにより、インサイトのステータスが
「クローズ済」に変更されます。このステータスは、すべてのユーザーの「インサ
イト」ダッシュボードに反映されます。

8. 「予測」インサイトで、「アクション」メニューから「受入れ」をクリックして、予
測値で予測データを更新します。

インサイトは、「インサイト」ダッシュボードで 6か月間使用でき、それを過ぎると、
管理者が次に IPMインサイト・ジョブを実行したときにパージされます。
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Note:

IPMインサイトをフリーフォーム・アプリケーションで使用することはできません。

チュートリアル
チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使
用した説明が用意されています。

目的 方法の学習
「インサイト」ダッシュボードを使用して、管理者
が構成したインサイトを確認する方法を学習しま
す。このダッシュボードには、ユーザー・セキュ
リティに基づいて、使用可能なすべてのインサイ
トが含まれます。「インサイト」ダッシュボードの
それぞれの行は 1つのインサイトを表し、分析対
象とするパターンの発見に役立ちます。インサイ
トは、評価の優先順位付けに役立つように、偏差
の大きさの順に表示されます。たとえば、偏差が
大きければ大きいほど、評価する重要性が高くな
ります。

 インサイトの分析およびアクションの
実行

「インサイト」ダッシュボードの検索と表示のフィルタ
「インサイト」ダッシュボードを検索およびフィルタして、分析の焦点を絞り込むことができ
ます。
インサイトを検索するには、ダッシュボードの上にある「検索」ボックスに検索する語句を
入力します。
「インサイト」ダッシュボードをフィルタして、評価するインサイトのみを表示できます。
1. フィルタ・タイプをクリックします。フィルタのデフォルト値は表示されますが、ページ
の結果にはまだ適用されません。

2. フィルタのパラメータを入力します。ダッシュボードが、フィルタ条件を満たすインサイ
トで更新されます。
• 作成: インサイト作成の開始日と終了日を入力します。
• タイプ: 1つ以上のインサイト・タイプを選択します。
• ステータス: 「オープン」または「クローズ済」から選択します。
• 優先度: 管理者が定義したしきい値に基づいて、「高」、「中」または「低」から選択し
ます。

• 影響のパーセンテージ: 影響のパーセンテージ値の範囲を入力します。
• 絶対的影響: 影響の絶対値の範囲を入力します。

3. フィルタ・バーでフィルタを閉じて削除します(「X」をクリック)。

Chapter 10
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11
予測プランニングによる予測精度の向上

予測プランニングを使用して、履歴データに基づいて将来のパフォーマンスを予測します。
予測に基づいてプランと予測を比較および検証できます。より正確な統計に基づく予測を行
うには、予測値をコピーし、プランの予測シナリオに貼り付けることができます。
予測プランニングは次のもので使用できます:

• EPM Standard

• カスタム・アプリケーション・タイプとモジュール・アプリケーション・タイプの EPM
Enterpriseアプリケーション

• レガシー・アプリケーションについては、予測プランニングは、標準、Enterpriseおよび
レポート・アプリケーション・タイプで動作します。

予測プランニングをフリーフォーム・アプリケーションで使用することはできません。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
履歴データに基づいて将来のパフォーマンスを予
測する方法と、予測に基づいてプランと予測を準
備する方法を学習します。

 概要: Planning and Budgeting Cloudでの
予測プランニングを使用した予測の精度の向上

チュートリアル
チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使
用した説明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、プランニングおよび予
測サイクルの一部として予測プランニングを使用
するために不可欠なタスクについて説明していま
す。

 予測プランニングを使用したプランニ
ングおよび予測

過去のパフォーマンスに基づく将来値の予測
有効なフォームまたはアド・ホック・グリッドから予測を開始できます。予測を実行する場
合、フォーム上の各メンバーの履歴データが取得され、時系列予測手法を使用して分析され
て、これらのメンバーの将来のパフォーマンスが予測されます。
有効なフォームの詳細は、有効なフォームの使用を参照してください。
1. フォームまたはアド・ホック・グリッドで、「アクション」、「予測プランニング」の順に
クリックします。予測が実行され、結果領域がフォームの下に開き、予測に関するチャー
トと詳細情報が表示されます。
結果を使用して、予測値と各メンバーについて予測された値を比較します。
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チャート設定に応じて:

• 履歴データは、縦の区切り線の左側に緑色の系列として表示されます。管理者
は、履歴データ値に使用するシナリオ/バージョンを判別します。

• 予測データのベース・ケースは、縦の区切り線の右側にある青い系列にありま
す。

• 予測データ系列は、上限と下限の予測間隔(ベスト・ケースの予測シナリオと
ワースト・ケースの予測シナリオの間の範囲)を示す点線で区切られます。

• 予測値は、チャートの右側にある赤い系列にあります。チャートには、フォー
ム上の各シナリオのデータ系列が表示されます。

チャートの表示形式を変更できます。チャートのカスタマイズを参照してくださ
い。

2. 異なるメンバーの予測値を表示するには、結果領域のメンバー・リストからメンバ
ーを選択するか、グリッド領域でメンバーの行をクリックします。
予測領域は更新されるため、フォーム上の各メンバーの履歴トレンドと予測を確認
できます。

ヒント:

予測領域の右上隅にカーソルをあわせ、「ズーム・イン」 をクリックし
て、チャートの将来値領域にズーム・インします。「ズーム・アウト」 を
クリックして、チャート・ビューを元のサイズに戻します。

予測について:

• 予測プランニングは、フォーム上のすべてのメンバーを予測します。
• フォーム内で最も低い期間ディメンション・メンバー・レベルによって、予測にお
ける時間の粒度が判別されます。下位レベルの期間メンバー(四半期ではなく月な
ど)があるフォームの方が履歴データが多く、予測の精度が向上します。履歴デー
タの量は、予測期間の数の 2倍以上にする必要があります。

第 11章
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• 予測プランニングでは、データ内の季節性のパターンを検出し、これを将来の予測に使用
できます(たとえば、休暇シーズン中の売上の急増など)。季節性を検出するには、2つ以
上の完全なデータ・サイクルが必要です。

• 予測プランニングでは、履歴データで欠落している値を検出して値を補間し、外れ値をス
キャンし、許容範囲まで正規化します。

予測プランニングで使用される予測手法と誤差測度の詳細は、予測プランニングの予測およ
び統計の説明を参照してください
予測プランニングでは常にフル予測が実行されます。フル予測では、ディメンション階層に
関係なく、フォームのすべてのメンバーが予測されます。この手法では、予測プランニング
でフォーム上の集約タイプに関する仮定が行われません。要約レベルの結果を保存したい場
合は、下位レベルのメンバーの結果をビジネス・ロジックによって集計しないようにしてく
ださい。階層予測の問題の詳細は、階層データの予測の問題を参照してください。

有効なフォームの使用
予測プランニングで予測する前に、フォームが有効であることを確認します。
一般的に、有効なフォームには、次が含まれます:

• 系列軸は、勘定科目やエンティティなど、時間ディメンション以外のものを 1つ以上含み
ます。系列軸には年ディメンションまたは期間ディメンションを含めることはできませ
ん。

• 時間軸には、年ディメンションまたは期間ディメンション、あるいはその両方が含まれま
す。時間軸にはシナリオ・ディメンションとバージョン・ディメンションが含まれる場合
があります。時間軸は、他の時間以外のディメンションを含むことはできません。

• シナリオ・ディメンションおよびバージョン・ディメンションは、系列軸か時間軸、また
はその両方で使用できます。

• フォームは空にはできません。
• 行または列に非表示のディメンションがありません。(非表示のディメンションは POV
で許可されています。)

予測についての詳細情報の入手
予測を実行した後で、チャート内のデータと予測値に関する詳細情報を取得できます。
詳細情報を入手するには:

• チャートの各データ系列のツールチップを使用して、値に関する詳細情報を取得します。

第 11章
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• 情報ボックスを使用して、チャートの各データ系列に関する詳細を参照します。

• 情報ボックスのリスク・ゲージは、予測を上回るか下回るシナリオが発生する確率
を示します。

•  (詳細)をクリックして、予測データまたは履歴データに関する詳細情報を取
得します。

第 11章
予測についての詳細情報の入手

11-4



• ツールチップを使用して、詳細情報を把握します。
• 「成長率」は、2つの系列の迅速な比較を簡単に行えるようにします。

ツールチップは比較を説明します。たとえば、予測の成長率統計は、最後の履歴年と比較
した将来値の最初の年の対前年比成長率を示します。

• 詳細は、予測プランニングの予測および統計の説明を参照してください。

予測精度について
 (「詳細」)をクリックして予測データまたは履歴データの詳細情報を取得し、予測の精度を

確認します。
使用可能な履歴データの量が予測の精度に影響します。データ量が多いほど精度は向上しま
す。最低でも履歴データの量は予測期間の数の 2倍以上にする必要があります。望ましい履
歴データの量は予測期間の 3倍以上です。予測時に使用できる履歴データの量が十分でない
場合は、警告またはエラーが表示されます。予測プランニングでは、データ内の季節性のパ
ターンを検出し、これを将来の予測に使用します(たとえば、休暇シーズン中の売上の急増な
ど)。季節性を検出するには、2つ以上の完全なデータ・サイクルが必要です。

第 11章
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また、予測プランニングでは、履歴データで欠落している値を検出して値を補間し、
外れ値をスキャンし、許容範囲まで正規化します。データに欠損値または外れ値が多
すぎ、信頼できる予測を実行できない場合、警告またはエラー・メッセージが表示さ
れます。
予測精度はデータのノイズ量によっても影響を受けます。大容量の履歴データが使用
可能な場合でも、データのノイズすなわちランダムな変動のために、基礎となるトレ
ンドが隠されたり、予測の精度が下がったりする可能性があります。
一般的には次のガイドラインを使用して予測の精度を判別します。
• 95 – 100%: 非常に良い。履歴データに強いトレンドまたは季節性パターンがあり
ます。

• 90 – 94.9%: 良好。履歴データに適度のトレンドまたは季節性パターンがありま
す。

• 80 – 89.9%: 普通。履歴データに弱いトレンドまたは季節性パターンがあります。
• 0 – 79.9%: 悪い。履歴データのトレンドまたはパターンを検出できません。

将来値の変更
予測の実行後、予想、ベスト・ケース・シナリオ、ワースト・ケース・シナリオなど、
将来のデータ系列の値を変更できます。
たとえば、予測値を確認した後で、その予測により厳密に沿うように自分の予想値を
調整する必要がある場合があります。
将来のデータ系列の値を調整するには:

1. チャート領域で、将来のデータ系列のいずれかをクリックします。
データ・ポイントごとに xが表示され、行末には三角形(チャート・グラバー)が表
示されます。

2. 次のいずれかの方法を使用して、選択した系列の値を変更します。
• チャート・グラバーを上下に動かして、値を増減します。デフォルトでは、最
初の予測値は定数になります。チャート・グラバーを上下に動かすと、すべて
の値が最初の値に相対的に増減します。

• データ系列の最初のポイントのロックを解除するには、予測領域の右上隅にカ
ーソルをあわせ、「最初の期間のロック解除」 をクリックしてから、チャ
ート・グラバーを動かしてすべての値を均等に増減します。
最初の予測値定数を維持するには、予測領域の右上隅にカーソルをあわせ、「最
初の期間のロック」 をクリックします。

• データ・ポイントをクリックし、移動してその値のみを調整します。ツールチ
ップに、調整された値と変更内容が示されます。

調整した値にあわせて、グリッドの値(書込み可能メンバーの場合)と予測情報ボッ
クスが更新されます。

第 11章
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ノート:

変更できるのは、書込み可能セルの値のみです。予測系列とベスト・ケース/ワ
ースト・ケースの系列はグリッドの値にリンクされていないため、いつでも変
更できます。

3. 元の値に戻すには、予測領域の右上隅にカーソルをあわせ、「系列のリセット」 をク
リックします。

4. 予想値は、グリッドに新しい値を入力することによって変更することもできます。調整し
た値にあわせて、チャートおよび情報ボックスが更新されます(書込み可能メンバーの場
合)。

チャートのカスタマイズ
チャートの表示形式の変更

チャート設定を変更して、チャートの表示形式を変更できます。
チャートの表示形式を変更するには:

1. 予測領域の右上隅にカーソルをあわせ、「チャート設定」 をクリックします。
2. 次のオプションのいずれかを選択し、「適用」をクリックします。

• 季節性を強調表示: 水平方向の帯で循環性データの期間を分割します(年、月など)

• 欠損値および外れ値を強調表示: 入力したデータまたは調整した外れ値データがある
場合にグラフィックに強調します

• 予測区間を強調表示: 上限と下限の予測間隔(ベスト・ケースの予測シナリオとワース
ト・ケースの予測シナリオの間の範囲)を点線と網掛けで示します。

• 過去のデータと将来のデータの間に区切り文字を表示: 履歴データと予測データのセ
クションの間に垂直線を表示します

• チャート遷移のアニメーション化: データ値が変更されたときにチャート内で変更を
アニメーション化します

グリッド線のスタイルと凡例の配置を選択することもできます。

ノート:

このような設定の変更は、ローカルのコンピュータでのチャートの表示にのみ
反映され、他のユーザーのチャートには影響しません。

予測オプションの変更
履歴および予測データに使用する日付範囲の変更、チャート内でのデータ系列の表示の調整、
および予測の詳細設定オプションの定義を実行できます。これらの設定はすべてのフォーム
に適用されます。

第 11章
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1. 予測を実行した後で、結果領域で  (設定)をクリックします。
2. 「日付範囲」をクリックして、デフォルトの履歴日付範囲と予測日付範囲を調整し
ます。
履歴データの単一の終了日がフォームのすべてのメンバーに使用されます。各メ
ンバーの履歴データの量が異なる場合、終了日は、類似する履歴データの量が最も
多いメンバー群によって判別されます。
予測範囲が、履歴データの終了の 1期間後に開始しています。デフォルトでは、フ
ォームの終了日によって予測の終了日が判別されます。
Planningに定義されている終了日を超えて値を予測することはできません。

3. 「チャート・ビュー」をクリックして、チャートに表示するデータ系列を選択しま
す。
ビューのデータ系列には、履歴データを含む「過去」セクションと将来値を含む
「将来」セクションを含めることができます。

チャートに成長曲線を追加する場合は、「成長率の編集」 をクリックし、表示
する成長曲線の値を入力します。

4. 「予測オプション」をクリックして詳細設定オプションを定義します:

• データ・スクリーニング。詳細は、データ・スクリーニング・オプションを参
照してください。

• データ属性。詳細は、データ属性オプションを参照してください。
• メソッド。詳細は、メソッド・オプションを参照してください。
「予測オプション」タブで行った変更は、このセッションにのみ適用されます。
予測の詳細設定オプションにより、特に、季節性の検出が困難な場合(この場合、
予測は失敗する傾向がある)や、予測範囲との比較に十分な履歴データがない場合
(この場合、予測は負になる傾向がある)に、予測の品質が向上します。

5. 「適用」をクリックすると予測が再実行されます。

データ・スクリーニング・オプション
履歴データには、残りのデータから大幅に逸脱するデータ・ポイントである欠損値お
よび外れ値が含まれる場合があります。「データ・スクリーニング」オプションを使用
すると、欠損値の処理や外れ値の識別および調整を行う様々な方法を選択できます。
調整済の外れ値は欠損値として扱われるため、これらの状況の両方が検討され、一緒
に処理されます。
これらの「データ・スクリーニング」のオプションから選択します。
• 外れ値の調整: このオプションを選択した場合、系列で外れ値が検出されると、外
れ値の影響を回避するために、外れ値が予測トレンド線の値に置き換えられます。

• 欠落値の入力: このオプションを選択した場合、時系列に欠損値があると、予測を
続行するために、欠損値に予測トレンド線の値が移入されます。

• 欠落した最小しきい値: このオプションを選択した場合、しきい値に到達するまで、
時系列の欠損値が入力されます。欠損値の数が指定されたしきい値を超える場合、
予測は行われません。最大値は 50%より大きくすることはできません。
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データ属性オプション
データ属性および季節性について、次のオプションから選択します:

• 予測範囲のオーバーライド: このオプションを選択すると、予測は、予測を実行するため
に通常必要な最小数の履歴データ・ポイントをオーバーライドします。かわりに、使用可
能な履歴データ・ポイントの数に基づいて期間数を予測します。たとえば、2yの履歴デ
ータ・ポイントが使用可能な場合、y期間を予測します。
このオプションが選択されておらず、予測範囲が x期間に設定されている場合、予測を実
行するには少なくとも 2xの履歴データ・ポイントが必要です。最小数の履歴データ・ポ
イントを使用できない場合、予測は続行されません。

• 自動検出: このオプションを選択すると、予測はデータに基づいて季節性を自動的に検出
します。

• 年次季節性オーバーライド(12期間): このオプションを選択すると、選択した階層のレベ
ル 0の期間数によって季節性が定義されます。履歴データ・ポイントの数が年次季節性の
2xより少ない場合、予測は季節性に「自動検出」を使用します。

• カスタム: このオプションを選択すると、「サイクルごとの期間」で指定することにより、
季節性をカスタム値でオーバーライドできます。このオプションを選択できるのは、季節
性が年次でない場合です。

• サイクルごとの期間: 「カスタム」を選択した場合は、考慮する正確な期間数を選択しま
す。十分なデータ・ポイントを使用できない場合、予測は、季節性に「自動検出」を使用
します。「サイクルごとの期間」の最大許容値は、履歴データ範囲期間の合計数の半分で
す。

メソッド・オプション
予測に使用する手法を選択します。
• 季節性手法の適用: 季節性予測手法では、データの季節的な動きを取り込む追加コンポー
ネントを追加して非季節性予測手法を拡張します。季節性手法の詳細は、Planningの操
作のクラシック季節性予測手法を参照してください。予測は、使用する最適な季節性予測
手法を選択します。

• 非季節性手法の適用: 非季節性手法では、データ値の循環繰返しが存在しない、極端な過
去データの変化を除去して予測します。非季節性手法の詳細は、Planningの操作のクラ
シック非季節性予測手法を参照してください。予測は、使用する最適な非季節性予測手法
を選択します。

• ARIMAの使用: 自己回帰和分移動平均(ARIMA)の詳細は、Planningの操作の ARIMA時系
列予測手法を参照してください。

• ARIMA拡張検索の使用: 履歴データと比較することにより、ARIMAモデルで拡張モデル
検索を実行します。結果は正確ですが、分析には相当の時間がかかります。

プランでの予測値の使用
フォームの場合、予測の実行後に、より正確な統計に基づく予測を行うために、予測値をコ
ピーし、フォーム上のシナリオに貼り付けることができます。
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たとえば、「予測」や「プラン」という名前のシナリオに予測値を貼り付けることがで
きます。現在選択されているメンバーのみ、またはフォーム上のすべてのメンバーに
対して値を貼り付けることができます。

ノート:

予測データを後で比較するため、他のシナリオを上書きせずに保存する場合
は、管理者が予測シナリオをフォームに追加できます。
アド・ホック・グリッドに値を貼り付けることはできません。

1. 特定のメンバーに対してのみ値を貼り付けるには、フォームのメンバーをクリック
するか、予測結果領域でメンバー・リストからメンバーを選択します。

2. フォームに、予測で使用されるデータのタイプの期間が表示されることを確認しま
す。たとえば、月のデータを貼り付けるには、月メンバーが表示され、縮小された
列または行で非表示になっていないことを確認します。

3. 結果領域で、  (貼付け)をクリックします。
4. 貼付けオプションを指定します。

• 結果: コピーする予測値と、それらを貼り付けるシナリオ。
• 予測範囲: 貼り付ける値の範囲(予測範囲全体または指定した期間数)。
• メンバー: 現在選択されているメンバーのみと、フォーム上のすべてのメンバ
ーのどちらに対して値を貼り付けるか。

5. 「貼付け」をクリックします。グリッド内の値が更新されます。
予測範囲がフォーム上のデータ範囲と重複する場合、フォームに表示されている日
付のみが貼り付けられます。
フォーム上で読取り専用のメンバーは予測されますが、結果を読取り専用メンバー
に貼り付けることはできません。

6. 「保存」をクリックします。

Smart Viewでの予測プランニングの使用
予測プランニング Oracle Smart View for Office拡張機能がインストールされ、Smart
Viewに有効なフォームをロードした場合、「Planning」リボンの「予測」アイテムを
使用して、履歴データに基づくパフォーマンスを予測できます。
予測プランニング Smart View拡張機能をインストールするには:

1. ホーム・ページの右上で、 をクリックします。
2. 「設定およびアクション」で、「ダウンロード」をクリックします。
3. 「予測プランニング」で、「ダウンロード」をクリックしてから、プロンプトに従い
ます。

Smart Viewでの予測プランニングの操作 を参照してください。
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12
戦略モデリングの操作

次も参照:

• タスクの概要
• テンプレートの操作
• モデルの操作
• レポートの操作
• シナリオ・ロールアップの作成および実行

タスクの概要
戦略モデリングで実行するタスクを確認します。一般に、タスクの実行は次の順序で行いま
す:

1. アプリケーションを開いて、モデルの作成に使用するテンプレートを確認し、モデルを作
成するか、既存のモデルを開きます。テンプレートの操作および戦略モデリング・モデル
の作成を参照してください。

2. 必要に応じて、モデルをチェック・アウトします。また、モデルのコピーを開くこともで
きます。モデルのオープン、チェック・アウトおよび削除を参照してください。

3. 次のような戦略分析タスクを実行します:

• 勘定科目およびサブ勘定科目を管理します。
• 勘定科目の予測方法を定義します。
• 勘定科目のターゲット値を指定します。
• シナリオ・マネージャを使用してWhat-If分析を実行します。
• 値の計算方法を判別します。
• モデルを計算します。
• シミュレーションを使用して予測精度を向上させます。
• 期間を使用します。
• 資金調達オプションを使用します。
モデルの操作を参照してください。

4. 組込みレポートおよびカスタム・レポートを確認します。 レポートの操作
5. シナリオ・ロールアップを構築および実行して、データをロールアップします。シナリ
オ・ロールアップの作成および実行を参照してください。
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ノート:

管理者により付与されたモデルおよび機能へのアクセス権によっては、この
項で説明するすべての機能が表示されないことがあります。

開始するには、「戦略モデリング」をクリックし、コンポーネントを選択します:

表 12-1 戦略モデリングのタスク

タスク 実行するタスク 詳細情報
モデル • モデルを作成、チェック・

アウトおよび開きます。
• 勘定科目ビューで作業し
ます。

• 勘定科目グループを使用
します。

• 勘定科目およびサブ勘定
科目を管理します。

• 勘定科目の予測方法を定
義します。

• 勘定科目のターゲット値
を指定します。

• シナリオ・マネージャを使
用してWhat-If分析を実
行します。

• シミュレーションを使用
して予測精度を向上させ
ます。

• 値の計算方法を判別しま
す。

• 期間を管理します。
• 資金調達オプションを使
用します。

• 損益計算書、貸借対照表、
資金フローなどの組込み
レポートを確認します。

• Oracle Smart View for
Officeで設計されたカス
タム・レポートを確認しま
す。

モデルの操作

シナリオ・ロールアップ • シナリオ・ロールアップを
作成します。

• モデル特性を指定します。
• ビジネス・ケースを構築し
ます。

• シナリオ・ロールアップを
実行します。

また、ジョブ・コンソールでシ
ナリオ・ロールアップのステー
タスを確認できます。

シナリオ・ロールアップの作成
および実行

テンプレート モデルの作成に使用するテン
プレートを確認します。

テンプレートの操作
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さらに、戦略モデリング Smart View拡張機能で、次のタスクを実行できます:

• ローカル・モデルの使用
• ワークシートの編集または新規ワークシートの追加
• ユーザー定義の勘定科目の追加および変更
• 勘定科目入力ステータスの変更
• 減価償却スケジューラの使用
• 感応度分析の使用
• 期間構造および設定の変更
• 債務スケジュールの追加および編集
• 資金調達オプションの変更
• 通貨換算の実行
• 税金および評価オプションの使用
• カスタム・レポートの設計または標準レポートの変更
• モデルをテンプレートとして保存
• カスタム・ディメンションの生成または割当て
• テンプレートを変更し、使用できるようにWeb経由でアップロード
• レポートを Oracle Hyperion Strategic Financeのオンプレミス・バージョンから戦略モデ
リングに変換し、Web経由でアップロード

• 作成したテンプレートを Strategic Financeのオンプレミス・バージョンから戦略モデリ
ングにWeb経由でアップロード

Smart Viewでの戦略モデリングの操作を参照してください。

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。
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。

第 12章
テンプレートの操作

12-3

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud/cssmu/index.html


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。

モデルの操作
戦略モデリングの「モデル」コンポーネントには、モデルの使用および戦略分析の実
行に役立ついくつかのオプションが用意されています。
表 12-2 モデルの操作

タスク 説明 詳細情報

勘定科目ビュー

• モデルを開きます。
• 勘定科目ビューで作業し
ます。

• 勘定科目メンバーを追加
および削除します。

• 勘定科目の予測方法を定
義します。

• 勘定科目およびサブ勘定
科目を管理します。

• 勘定科目のターゲット値
を指定します。

• What-If分析を実行しま
す。

• 値の計算方法を判別しま
す。

• 損益計算書、貸借対照表、
資金フローなどの組込み
レポートを確認します。

• モデルのオープン、チェッ
ク・アウトおよび削除

• 勘定科目ビューでの作業
• サブ勘定科目メンバーの
追加と削除

• 勘定科目の予測方法の定
義

• サブ勘定科目の管理およ
び編集

• 勘定科目のターゲット値
の指定

• シナリオを使用した
What-If分析の実行

• 値の計算方法の判別
• レポートの確認

カスタム・レポート

Oracle Smart View for Office
で設計されたカスタム・レポー
トを確認します

レポートの確認

モデルの管理
モデルを作成、チェック・アウト、変更および削除できます。モデルの作成に使用す
るテンプレートも表示できます。

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
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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。
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、「モデル」をクリックします。
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」から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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• 財務との統合のために「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。
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

モデルのオープン、チェック・アウトおよび削除
モデルをチェック・アウトしたり、コピーを使用できます。
モデルを開く、またはチェック・アウトするには:

1. ホーム・ページで「戦略モデリング」をクリックし、「モデル」をクリックします。
2. 開くモデルをクリックし、「アクション」メニューで開いてチェックアウトまたは
「コピーとして開く」を選択します。
モデルをチェック・アウトすると、データおよびモデルに対する変更を保存できま
す。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でき
ません。

3. モデルをチェック・アウトした場合は、モデルに変更を加えて変更を保存した後
で、「閉じる」をクリックしてモデルを閉じ、「チェック・イン」を選択して変更を
サーバーに保存するか、「破棄」を選択して変更を破棄します。
コピーとして開くを選択した場合、変更を一時的に保存できますが、モデルを閉じ
ると、変更はサーバーに保存されません。

1つのモデルを削除するには、「モデル」リストからモデルを選択し、「アクション」メ
ニューから「削除」をクリックします。親モデルとそのすべての子孫を削除するには、
「モデル」リストから親モデルを選択し、「アクション」メニューから「階層の削除」
をクリックします。

勘定科目ビューでの作業
モデルを開くと、勘定科目ビュー内にモデルが開き、このビューでモデル内の勘定科
目とサブ勘定科目を表示および管理できます。
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勘定科目、サブ勘定科目および勘定科目グループについて
次のタイプの勘定科目があります:

• 入力勘定科目 - 履歴期間および予測期間の財務データを入力勘定科目に手動で入力しま
す。予測期間では、予測方法またはフリー・フォーム計算式を使用して値を計算します。
指定した予測方法によって、予測期間の入力データの形式が決まります。たとえば、「売
上」で「成長率」予測方法を使用する場合は、入力データを成長率として予測期間に入力
します。
入力勘定科目へのデータ入力の詳細は、勘定科目データの入力を参照してください。

• 計算済勘定科目 - 他の勘定科目の出力を計算式に使用して値を計算します。計算済勘定
科目では計算式を編集できません。計算式は、勘定科目の整合性を保つために固定されて
います。

• ユーザー定義勘定科目 - Oracle Smart View for Officeで定義されます。財務勘定科目に
追加の詳細を作成するためのメモ勘定科目、分析に追加の比率を作成するためのカスタム
比率勘定科目、およびカスタム比率テスト内でパフォーマンス標準(負債コベナンツ)に基
づいてメジャーを定義するための負債コベナンツ勘定科目が含まれます。

サブ勘定科目は、メイン勘定科目の追加入力詳細に使用されます。サブ勘定科目は、履歴期
間と予測期間の両方のメイン勘定科目の属性を継承します。サブ勘定科目は、勘定科目キー
にコロンがあるため、区別できます。
勘定科目グループを使用して勘定科目をグループ化すると、データ入力の際の検索と表示が
容易になります。デフォルトの勘定科目グループはテンプレートから継承されます。管理者
とモデラーは、追加の勘定科目グループを作成できます。勘定科目グループの操作を参照し
てください。
データビューを使用すると、表示される勘定科目のタイプをフィルタ処理できます。管理者
とモデラーは、データビューを作成および編集できます。データビューの操作を参照してく
ださい。
戦略モデリング勘定科目番号には、小数点(サブ勘定科目の場合はコロン)で区切られた最大 3
つのセグメントが含まれます:

• メイン勘定科目番号(vxxxx)。これらの勘定科目は、モデルの勘定科目の整合性を推進し
ます。

• 関連勘定科目番号(vxxxx.xx)

• サブ勘定科目番号(vxxxx.xx:xxxx。メイン勘定科目のサブ勘定科目の場合: vxxxx:xxxx)

勘定科目の詳細は、戦略モデリングの勘定科目定義を参照してください。
勘定科目ビューについて
勘定科目ビューでは、次のことができます:

• 視点を変更します: 「シナリオ」、データビューまたは「勘定科目グループ」のいずれかを
選択し、「リフレッシュ」 をクリックします。

• 勘定科目階層のサブ勘定科目メンバーを追加および削除します。サブ勘定科目メンバー
の追加と削除を参照してください。

• モデルを計算して保存します。
• 「アクション」メニューで使用可能なアクションを使用して、分析タスクを実行します。

第 12章
モデルの操作

12-7

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/strategic-model-account-definitions-3738578.pdf


勘定科目グループの操作
勘定科目を一括管理するには、勘定科目グループを使用します。たとえば、データ入
力行のみを表示する、すべての損益計算書勘定科目を含むグループを作成できます。
また、「勘定科目ビュー」に表示する勘定科目を選択する場合も、勘定科目グループを
使用します。
管理者とモデラーは、勘定科目グループを作成および編集できます。すべてのユーザ
ーが、勘定科目グループを使用して、「勘定科目ビュー」に表示する勘定科目を選択で
きます。
勘定科目グループを作成および編集するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「勘定科目グループ」をクリッ
クします。

3. 左ペインで、 「勘定科目グループの追加」をクリックし、追加するタイプを選
択します:

• 勘定科目のリストの追加 - 勘定科目のグループを作成します。
• グループのリストの追加 - 勘定科目グループのグループを作成します。
• 区切り文字の追加 - リスト内でグループを区切る線を作成します。区切り文
字を追加した場合、必要に応じて区切り文字を並べ替えて、「OK」をクリック
します。この手順の残りのステップはスキップできます。

4. 名前を入力し、 「OK」をクリックします。
5. 「勘定科目の追加」をクリックして、勘定科目または勘定科目グループをリス
トに追加します。

6. リストに追加する勘定科目または勘定科目グループを選択し、 「勘定科目の選
択」をクリックしてから、「OK」をクリックします。
「検索」を使用すると、目的の勘定科目またはグループを簡単に見つけることがで
きます。

7. 勘定科目のリストについて、勘定科目の表示方法に関するオプションを選択しま
す:

• サブ勘定科目 - サブ勘定科目の表示方法を指定します。
• ディメンション - メイン勘定科目を追加するときのディメンションの表示方
法を指定します。すべてのサブ勘定科目を選択した場合のみ使用できます。

• デフォルト・ビュー - 勘定科目を表示するデフォルト・ビューを指定します。
8. このグループを「勘定科目グループ」リストで非表示にするかどうかを選択し、勘
定科目リストについて、ユーザー定義の勘定科目にサブ勘定科目を含めるかどうか
と、オフになっている勘定科目を含めるかどうかを選択します。

9. 「OK」をクリックします。
新しい勘定科目グループが、「勘定科目ビュー」の「勘定科目グループ」リストで使用
可能になります。
さらに、「勘定科目グループ」ダイアログ・ボックスで次のことができます:
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• 勘定科目グループの編集、名前変更および削除。戦略モデリングで提供されているデフォ
ルトの勘定科目グループの編集、名前変更または削除はできません。

• ドラッグ・アンド・ドロップするか、矢印を使用して、勘定科目グループを並べ替える
と、「勘定科目ビュー」の「勘定科目グループ」リストの表示順序が変わります。

データビューの操作
「勘定科目ビュー」での勘定科目のフィルタ処理およびデータ表示の管理には、データビュー
を使用します。モデルにはデフォルトのデータビューが含まれます:

• 標準
• 入力のみ
• 出力のみ
管理者とモデラーは、データビューを作成および編集して、「勘定科目ビュー」の表示をカス
タマイズできます。
データビューを作成するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「データビュー」をクリックします。
3. 左ペインで、 「データビューの追加」をクリックします。
4. 名前を入力し、 「OK」をクリックします。
5. 新しいデータビューのプロパティおよび属性を指定し、「OK」をクリックします。

• 表示オプション
– 「グループ・ヘッダーをタイトルとして表示」 - 勘定科目グループのヘッダーを表
示します。

– 計算勘定科目の場合、入力行を非表示 - 計算された勘定科目の入力行を非表示に
します。

– 計算済期間の列を非表示 - 計算された期間の詳細を非表示にします。
• 属性 - 入力行、出力行、またはその両方のいずれを表示するかを選択し、行の順序を
指定します。

• 期間 - 表示する期間を指定します。「時間範囲の設定」を選択した場合、関数を使用
するか値を入力して「開始境界」および「終了境界」を指定します。

新しいデータビューが、「勘定科目ビュー」の「データビュー」リストで使用可能になりま
す。
さらに、「データビュー」ダイアログ・ボックスでは次のことができます:

• データビューの編集、名前変更および削除。
• ドラッグ・アンド・ドロップするか、矢印を使用して、データビューを並べ替えると、「勘
定科目ビュー」の「データビュー」リストの表示順序が変わります。

勘定科目データの入力
勘定科目データ(履歴値、予測仮定の予想、評価仮定の概算)は、勘定科目ビューに入力しま
す。
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データの入力に関するヒント:

• 負の値を入力するには、値の前にマイナス符号(-)を付けます。
• '#'または'##'をセルに入力して、現在の値を上書きします。「#」および「##」を使
用した上書きは、履歴期間がフリー・フォーム計算式を使用して計算されていない
限り、履歴期間では機能しません。

• 戦略モデリングでは、小数点の前後に最大 16有効桁の数値が格納されます。表示
される小数点以下の桁数を変更できます。

サブ勘定科目メンバーの追加と削除
選択した勘定科目に子または兄弟メンバーを追加することにより、サブ勘定科目メン
バーを勘定科目階層に追加できます。
子または兄弟サブ勘定科目メンバーを一括で追加することもできます。
サブ勘定科目の編集の詳細は、サブ勘定科目の管理および編集を参照してください。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
サブ勘定科目の操作について学習します。

 Enterprise Planning Cloudの戦略モデ
リングでのサブ勘定科目の管理

サブ勘定科目の個別の追加
サブ勘定科目を個別に追加するには:

1. 勘定科目ビューで勘定科目を右クリックし、コンテキスト・メニューから(新規メ
ンバーを追加する勘定科目階層内の位置に応じて)「兄弟の追加」または「子の追
加」を選択します。

ヒント:

勘定科目をすばやく見つけるには、「アクション」メニューから「勘定科
目の検索」をクリックし、名前またはサブ勘定科目識別子番号を入力し
ます。

新しいサブ勘定科目が追加され、勘定科目 IDに NewNN という名前が付加されま
す。
• メイン勘定科目に兄弟を追加することはできません。
• サブ勘定科目 IDは、このサブ勘定科目グループ内で一意である必要がありま
す。

2. 「勘定科目名」列に名前を入力します。
3. 新規勘定科目にさらに編集を加える場合は、その勘定科目を右クリックして「編
集」を選択します。サブ勘定科目の管理および編集を参照してください。
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サブ勘定科目の一括追加
サブ勘定科目を一括で追加するには:

1. 追加する必要があるサブ勘定科目メンバーを含むファイルを作成し、サブ勘定科目名をコ
ピーします。
Microsoft Excelまたは任意のエディタでファイルを作成できます。サブ勘定科目の区切
り文字は、改行文字です。たとえば、すべてのサブ勘定科目を含む、Excelの列をコピー
します。

2. 勘定科目ビューで、子または兄弟を追加する勘定科目またはサブ勘定科目の行ヘッダーを
右クリックし、次に子の貼付けまたは「兄弟の貼付け」をクリックします。
「兄弟の貼付け」は、サブ勘定科目行を選択した場合のみ使用可能です。

3. 「貼付け」ウィンドウで、コピーされたサブ勘定科目を貼り付けます。
貼り付けられたテキストを編集したり、追加のサブ勘定科目をリストに追加したりできま
す。

4. 「貼付け」をクリックします。
サブ勘定科目は、現在選択されている勘定科目の子または兄弟として追加されます。
子の貼付けでは、サブ勘定科目は、現在選択されているサブ勘定科目の子リストの最後に
貼り付けられます。
「兄弟の貼付け」では、サブ勘定科目は、現在選択されているサブ勘定科目の行の上に、
兄弟として貼り付けられます。

貼り付けられたテキストは、新規作成されたサブ勘定科目の説明として使用されます。サブ
勘定科目キーは自動的に生成されます。
勘定科目の削除
勘定科目を削除するには、勘定科目ビューで勘定科目を右クリックし、コンテキスト・メニ
ューから「削除」を選択します。勘定科目を削除すると、その子も削除されます。

ノート:

メイン勘定科目はモデルの勘定科目の整合性を推進するため、削除できません。メ
イン勘定科目は、vxxxxという勘定科目 IDにより識別できます。

サブ勘定科目の管理および編集
サブ勘定科目を編集するには:

1. 勘定科目ビューで、編集するサブ勘定科目を選択し、「アクション」メニューからサブ勘
定科目を選択します。
また、セルを右クリックし、「サブ勘定科目」をクリックすることもできます。

2. 必要に応じて、メンバー名(サブ勘定科目 ID)および説明を編集します。
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ノート:

フィールドが使用不可(グレーアウト表示)の場合、そのサブ勘定科目は編
集できません。たとえば、そのサブ勘定科目を編集するためのアクセス
権限がない場合などは、そうなります。
メイン勘定科目の場合、モデルの勘定科目の整合性を保つために、名前
は編集できますが、他のフィールドは編集できません。

3. 「タイプ」で、このサブ勘定科目のロールアップ・オプションを選択します。
4. 関連勘定科目を編集するには:

a. 「関連勘定科目」の横の「編集」をクリックします。
b. 関連勘定科目のリストで、「編集」 をクリックします。
c. 勘定科目のグループはすべて一度に変更できます。「検索」ボックスに検索テ
キストを入力し、「検索/置換」をクリックして置換テキストを入力し、「すべて
置換」をクリックします。あるいは、「追加」をクリックし、追加するテキス
トを入力して、名前の「前」か「終了」のどちらに追加するかを選択します。
次に、「すべて追加」をクリックします。

d. 勘定科目を 1つずつ変更するには、関連勘定科目の右側のパネルで勘定科目名
をクリックまたはタップし、「名前」ボックスで変更を加えます。

e. 「保存」をクリックします。
5. 「適用」をクリックして変更を保存します。

勘定科目の予測方法の定義
各勘定科目では、将来(予測)期間の勘定科目値を予測する独自の予測方法が使用されま
す。勘定科目の予測方法を確認または定義するには、「勘定科目の予測」を使用しま
す。あらかじめ組み込まれた予測方法を使用するか、独自のフリーフォームの式を構
築できます。テンプレート内の勘定科目の多くには事前定義済の予測方法がありま
す。ビジネス上必要な場合は、そのメソッドを改訂できます。(入力が許可されるすべ
ての勘定科目には、デフォルトの予測方法が定義されています。)
勘定科目の予測方法を定義するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、確認または変更する勘定科目のセルをクリックします。

ヒント:

勘定科目をすばやく見つけるには、「アクション」メニューから「勘定科
目の検索」をクリックし、名前またはサブ勘定科目識別子番号を入力し
ます。

3. 「アクション」メニューから、「勘定科目の予測」をクリックします。「予測」ペー
ジには、予測値の算出に使用される計算が表示されます。
また、セルを右クリックし、「勘定科目の予測」をクリックすることもできます。
この例では、「Unit Volume」で標準式が使用されています:
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この例では、「OFS_Product Revenue」でフリーフォーム式が使用されています:

 

 

4. 標準式オプションを編集するか、フリーフォーム式およびオプションを編集して、「適用」
をクリックしてください。「適用先」をクリックして、現在の勘定科目の選択済サブ勘定
科目または子に式を適用します。
標準予測式の編集の詳細は、勘定科目予測方法の標準式の作成を参照してください。
フリーフォーム予測式の編集の詳細は、勘定科目予測方法のフリーフォーム予測式の作成
を参照してください。

勘定科目予測方法の標準式の作成
標準式を編集するには:

1. 「勘定科目の予測」ページの「予測タイプ」で、「標準」を選択します。
2. 次のオプションの値を指定します:
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表 12-3 予測方法の標準式の定義オプション

オプション 説明
予測 予測する勘定科目を選択します。選択した

勘定科目の名前を一般的に使用しますが、関
連勘定科目を選択する場合もあります。た
とえば、キャッシュを予測する場合、キャッ
シュではなく、キャッシュの増加の予測を選
択できます。
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表 12-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション

オプション 説明
メソッド 使用する予測方法を選択します。メソッド

によって、入力データのフォーマットが決ま
ります。
• 実績値 - デフォルト通貨単位で定義さ
れた実績値のデータを入力します。こ
れはデフォルト・メソッドであり、基本
通貨が使用されます。

• 成長率 - 年間または定期的な成長率を
入力します。たとえば、売上高成長率が
年 10%の場合は、予測期間の入力値とし
て「10」と入力します。

• 成長率(前年同期比) - 前年の同期間と比
較した成長率のデータを入力します。
たとえば、2020年 1月の売上高が 2019
年 1月より 5%高い場合、1月に「5」
と入力します。

• 別の勘定科目の% - 同じ期間に別の勘定
科目(関連勘定科目)のパーセンテージと
して、1つの勘定科目にデータを入力し
ます。このオプションを選択した場合、
「関連付けられた勘定科目」を指定する
必要があります。

• 日 - このアイテムが表す日数(通常は売
上高または売上原価)として勘定科目の
データを入力します。売掛金と買掛金
の予測など、運転資本の残高として使用
するのが一般的です。このオプション
を選択した場合、「関連付けられた勘定
科目」を指定する必要があります。

• 回転 - このアイテムが表す回転数(1回
転する頻度)として勘定科目のデータを
入力します。このメソッドを主に適用
するのは、在庫予測です。このオプショ
ンを選択した場合、「関連付けられた勘
定科目」を指定する必要があります。

• 別の勘定科目の絶対倍数 - 同じ期間に
別の勘定科目(関連勘定科目)の絶対倍数
として 1つの勘定科目のデータを入力
します。このメソッドは主に価格/数量
の予測に使用します。たとえば、メモ勘
定科目(v300)の単位量(1億単位)を予測
し、$50の単位価格(絶対倍数)とメモ勘
定科目(v300)の単位量を乗算したもの
として収益を計算します。このオプシ
ョンを選択した場合、「関連付けられた
勘定科目」を指定する必要があります。

• 別の勘定科目のデフォルト倍数 - 同じ
期間に別の勘定科目(関連勘定科目)のデ
フォルトの通貨単位の倍数として 1つ
の勘定科目のデータを入力します。こ
のメソッドも主に価格/数量の予測に使
用します。たとえば、メモ勘定科目
(v300)の単位量(10単位)を予測し、$20
百万の単位価格(デフォルトの倍数)とメ
モ勘定科目(v300)の単位量を乗算した
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表 12-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション

オプション 説明
ものとして収益を計算します。このオ
プションを選択した場合、「関連付けら
れた勘定科目」を指定する必要がありま
す。

入力 入力メソッドを選択します。使用可能なオ
プションは、選択した予測方法に応じて異な
ります。

関連付けられた勘定科目 - 勘定科目 関連勘定科目を必要とするメソッドに使用
する勘定科目を選択します。

出力値の取得元 予測方法に、関連勘定科目が必要な場合、関
連勘定科目の出力(「現在の期間」、「前期間」、
「変更」または「平均」)に使用する値を選択
します。

ディメンションと一致させる 予測方法で、関連勘定科目が必要な場合、「デ
ィメンションと一致させる」を選択し、関連
勘定科目の次元と予測される勘定科目の次
元を一致させます。
たとえば、売上高/製品 XX/領域 YYのパーセ
ントとして売上原価/製品 XX/領域 YYを予
測するには、関連勘定科目として「売上高」
を選択し、「ディメンションと一致させる」
チェック・ボックスを選択します。

前入力期間より遅らせる 予測方法で関連勘定科目が必要で、残高勘定
を予測する場合、期末残高または前期間から
の期末残高の増減を予測できます。
前の期間の値を使用しない場合、このオプシ
ョンを使用します。このオプションは、(計
算された値ではなく)入力値を含む前の期間
を検索し、その値を使用します。
たとえば、7月までの年次累計値があるが、
実績は 1月にしかない状況で 7月を予測す
る場合、このオプションを選択すると、実績
値のある 1月の値が使用されます。

関連付けられた勘定科目の値 予測方法に応じて、適切な値を選択します:
• 未調整 - 変更は行われません
• 年間 - 値を取得し分析します
• 正規化 - 既存の前の値を取得し、別の長
さの期間用に正規化します

予測方法が「日」または「回転」の場合、こ
のオプションは使用できません。

予測入力期間の値 予測方法に関連勘定科目が必要な場合、次か
ら選択します:
• 各期間の変数 - 各期間に異なる値を入
力できます

• すべての期間に対する定数 - すべての
予測期間で同じ値が使用されます

• 履歴平均と同等 - 入力は必要ありませ
ん。履歴平均はすべての予測期間に適
用されます
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表 12-3 (続き) 予測方法の標準式の定義オプション

オプション 説明
グリッド価格設定の使用 このフィールドの入力は様々であることを

示します。入力値は、別の勘定科目の値に応
じて調整されます。たとえば、選択した条件
に基づいて契約金利を増減できます。「追加」
をクリックし、グリッド価格オプションまた
は価格条件を指定します。値をいつ変更す
るか、およびどのように変更するかの条件を
定義します(通常、加法型または積乗型)

別の勘定科目にスプレッド 別の勘定科目の出力値に入力値を追加して
最終入力値を計算します。チェック・ボック
スを選択し、分散させる勘定科目を選択しま
す。
通常、利率の予測に使用します。

勘定科目にスプレッド スプレッドする対象の勘定科目を選択しま
す。

勘定科目予測方法のフリーフォーム予測式の作成
フリーフォームの式を編集するには:

1. 「勘定科目の予測」ページの「予測タイプ」で、「フリー・フォーム」を選択します。
2. フリーフォーム式を編集するには、テキスト・ボックスに入力するか、「編集」をクリッ
クして式ビルダーを開きます。

3. 式ビルダーで、勘定科目、関数および演算子から選択し式を構築して、選択済勘定科目の
出力値を計算し、次に「保存」をクリックします。
関数および引数の詳細は、 Smart Viewでの戦略モデリングの操作 のフリーフォームの式
の使用に関する項を参照してください。式は、保存時に検証されます。

4. 次のオプションの値を指定します:

表 12-4 予測方法のフリーフォーム式の定義オプション

オプション 説明
予測 予測する勘定科目を選択します。選択した勘定

科目の名前を一般的に使用しますが、関連勘定
科目を選択する場合もあります。

メソッドの説明 式の説明を入力します。
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表 12-4 (続き) 予測方法のフリーフォーム式の定義オプション

オプション 説明
入力 オプション: @inputを使用する式では、「入力」

から入力データのフォーマットを選択します。
• 通貨 - 「単位」に設定されたオプションを使
用して入力データを入力します。

• 項目 - 「単位」に設定されたオプションを使
用して入力データを入力します。

• パーセント - 入力データをパーセンテージ
として入力します。税率の式に有用です。

• 割合 - 割合として入力データを入力します。
• 日数 - 日数として入力データを入力します。
入力は、出力値を生成する別の勘定科目の
倍数である必要があります。

• 回転 - 回転数として入力データを入力しま
す。入力は、出力値を生成する別の勘定科
目の倍数である必要があります。

単位 @input,を使用する式については、入力データの
単位(千、百万など)を選択します。

履歴で使用 履歴レコードのフリーフォーム式を使用する場
合に選択します。
たとえば、履歴期間と予測期間の両方で、価格
x数量で売上を計算する場合があります。
このオプションが選択されていない場合、フリ
ーフォームの式は予測期間にのみ使用され、履
歴データは別に入力する必要があります。

前入力期間より遅らせる ラグ期間を使用する式用。
上書きの許可 式を使用するのではなく値の入力をユーザーに

許可する場合に選択します。
入力期間で、選択した入力メソッドを上書きし
て、デフォルトの通貨/アイテムとして該当期間
の値の入力を有効にできます。入力メソッドを
オーバーライドするには、数値の前または後に
シャープ(#)を入力します。

5. 「適用」をクリックします。

勘定科目のターゲット値の指定
「ゴール・シーク」を使用して、勘定科目のターゲット値を指定し、その結果の推進に
必要な値を判別します。ゴール・シークを使用するには、変更する勘定科目値、変更
を推進する関連勘定科目、および変更する時間範囲を選択します。
たとえば、2017年の予算の給与計算パーセンテージ合計が 16.69%であり、それを
16.18%に減らすとします。2017年 1月から 12月までの時間範囲における販売時間
生産性を変更することにより、合計パーセンテージを減らすことを決定します。ゴー
ル・シーク・パネルでシークを選択すると、戦略モデリングによって、2017年の給与
計算パーセンテージ合計ターゲットを達成するために販売時間生産性で必要な変更が
計算され、ターゲット値を達成するように販売時間生産性の調整が(選択した内容に応
じてパーセンテージか金額のどちらかで) 2017年の 1月から 12月までの期間に分散
されます。ゴール・シークを使用する場合、手動で勘定科目を調整したり、複雑なビ
ジネス・ルールを作成してターゲットの達成方法を調べる必要はありません。
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ビデオ

目的 視聴するビデオ
ゴール・シークについて学習します。

 Oracle Enterprise Planning Cloudの戦略モ
デリングでの目標の設定

勘定科目のターゲット値を指定するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、変更する勘定科目のセルをクリックします。
3. 「アクション」メニューから、「ゴール・シーク」をクリックします。
また、セルを右クリックし、「ゴール・シーク」をクリックすることもできます。

4. 「目標の設定」領域で、必要に応じて勘定科目、シナリオまたは期間を変更し、「目標」で
この勘定科目のターゲット値を入力します。

5. 「調整」領域で、ターゲット勘定科目で目標を達成するために調整する勘定科目、変更を
適用する期間、およびパーセンテージか金額のどちらで調整するかを指定します。
変更勘定科目は、式によって目標勘定科目に関連させる必要があります。そうしない場
合、ゴール・シークは失敗します。
たとえば、このイメージでは、2020年の製品販売の現在の値は 819.3です。これを 900
に増やすとします。製品販売は、(単位ボリュームを含む)複数の勘定科目から計算されま
す。単位ボリュームを 2017年から 2020年までの各期間に対して同じパーセンテージで
調整することにより、製品販売の目標を達成します。ゴール・シークを使用すると、単位
販売が 2020年の製品販売ターゲット 900を達成するように調整されます。
 

 

6. 「シーク」をクリックします。
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目標勘定科目のターゲットを達成するために、変更勘定科目の値が、指定した期間
に対して同じ金額またはパーセンテージで再計算されて更新されます。モデルが
新しい値で更新および計算されるため、勘定体系全体の結果を確認できます。

7. 「ゴール・シーク結果」パネルで、目標勘定科目および変更勘定科目に対する変更
の結果を確認します。また、「ゴール・シーク」・パネルで、調整されたパーセンテ
ージまたは金額を確認することもできます。
この例では、2020年の製品販売目標 900を達成するために、2017年から 2020年
までの単位ボリュームが 49.96%調整されたことがわかります。
 

 

8. モデルの変更を保存する場合は、「ゴール・シーク結果」パネルで「適用」をクリ
ックします。ゴール・シークの結果を破棄する場合は、「取消し」をクリックしま
す。

9. モデルをチェック・アウトした場合は、モデルを保存してからチェック・インしま
す。

シナリオを使用した What-If分析の実行
シナリオを定義することにより、様々なビジネス結果をモデリングし、様々な予測仮
定セットを評価できます。シナリオ・マネージャを使用して、シナリオを作成し、含
める勘定科目(勘定体系全部、勘定科目のサブセット、または 1つの勘定科目のみ)を定
義します。基本シナリオ内にはすべての勘定科目があります。値を基本シナリオ(また
は他のスタンドアロン・シナリオ)ではなく新しいシナリオから取り込む場合は、勘定
科目をシナリオに追加します。
What-If分析を実行するには、様々なシナリオを作成し、シナリオ内の各種の勘定科目
に対する入力値(予測方法を含む)を変更します。次に、これらの変更が勘定科目内の出
力に与える影響を確認します。
すべてのモデルに、デフォルトで 2つのシナリオが含まれています:

• 基本 - すべての勘定科目が含まれ、各勘定科目の元の入力が含まれます。他のシナ
リオから値を継承することはありません。継承されたシナリオではすべて、その継
承順序の最後が基本シナリオまたは別のスタンドアロン・シナリオになります。他
のシナリオがデータを提供しない場合は常に、基本シナリオが最終的なデータ・ソ
ースとなります。

• 実績 - 実績値が含まれます
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基本シナリオと実績シナリオの勘定科目は削除できません。
シナリオ継承について
他のシナリオから勘定科目、入力値および予測方法を継承するシナリオを定義できます。現
在のシナリオにない値については、戦略モデリングによってその継承元のシナリオからの値
が使用されます。また、継承順序の最下位レベルのシナリオの値がまず検索されるように複
数継承シナリオを設定することもできます。そのシナリオにない値については、継承順序内
の次のシナリオが検索され、最終的にスタンドアロン・シナリオ(基本シナリオなど)になるま
で順に検索されます。継承されたシナリオを使用すると、データ入力の時間を節約でき、モ
デル内の関係を壊すことなくシナリオ内の値の変更を試すことができます。複数継承を使用
すると、関係を壊すことなく変更のセットを組み合せたり一致させることができます。
新規シナリオの作成
新規シナリオを定義する場合は、既存のシナリオからシナリオを作成します。
What-If分析用の新規シナリオを定義するには:

1. モデルをチェック・アウトするか、コピーとして開くことにより、モデルを開きます。
2. 勘定科目ビューで、新規シナリオの基礎として使用するシナリオを選択します。
新規シナリオを作成する場合のプロパティおよび勘定科目の選択項目は、モデル内の現在
アクティブなシナリオに基づいています(継承順序を除く)。

3. 「アクション」メニューから、「シナリオ・マネージャ」をクリックします。
また、セルを右クリックし、「シナリオ・マネージャ」をクリックすることもできます。

4. 「新規シナリオ」 をクリックします。
5. シナリオの名前と説明を入力します。
6. 作成するシナリオのタイプを選択します:

• スタンドアロン - 子シナリオから値を継承しない、モデル内のすべての勘定科目が含
まれるシナリオが作成されます。

• 継承 - 現在のシナリオに値が存在しない場合に、現在のシナリオが「継承元」シナリ
オ(複数可)からの値および予測方法を継承することを指定します。

• 入力のみ - 出力を生成しない入力のみ勘定科目のシナリオが作成されます。このオ
プションは、入力のみのシナリオで指定された勘定科目の子からデータを取得するか
わりに、親がシナリオ・ロールアップにデータを提供する場合のシナリオ・ロールア
ップにとって役立ちます。入力のみのシナリオに勘定科目を追加することで、シナリ
オ・ロールアップ中に子ノードからデータが取得されることがなくなります。シナリ
オ・ロールアップで入力のみのシナリオを使用する方法の詳細は、シナリオ・ロール
アップでの入力のみのシナリオの使用についてを参照してください。

7. 継承を選択した場合、このシナリオが値および予測方法を継承する元のシナリオ(複数可)
を選択します。
複数のシナリオを選択した場合、それらのシナリオをドラッグ・アンド・ドロップして継
承順序を指定します。継承シナリオからの値が重複していない場合、継承順序は関係あり
ません。

8. 実績の使用で、どのような場合に実績値を使用するかを選択します:

• なし
• 使用可能な場合 - この期間に実績値があれば、それを使用します。
• 履歴 - 履歴期間で実績値を使用します。
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たとえば、予算が静的な場合は、予算シナリオに履歴を選択します。ただし、実績
の場合は、後で実績値が使用可能になったときに使用するように、「使用可能な場
合」を選択します。

9. 「勘定科目」で、このシナリオに含める勘定科目を選択するために「追加」をクリ
ックし、勘定科目を選択して、「追加」をクリックします。
「検索」ボックスを使用して、勘定科目のリストをフィルタ処理できます。複数の
勘定科目を選択する場合は、[Ctrl]を押しながらクリックします。

10.「適用」をクリックします。
シナリオがモデルに追加されます。
シナリオの作成後、必要に応じて値または予測方法を更新し、モデルを計算します。
シナリオの管理
シナリオの編集または削除、シナリオの表示のフィルタ処理、またはシナリオ順序の
変更を実行できます。
シナリオを削除するには、シナリオをクリックし、次に「削除」 をクリックしま
す。
シナリオの表示をフィルタ処理するには(デフォルトではすべてのシナリオが表示され
ます)、「すべてのシナリオ」をクリックし、表示するシナリオ(「継承シナリオ」、「スタ
ンドアロン・シナリオ」、「入力のみのシナリオ」、(通貨換算からの)「出力のみのシナ
リオ」)を選択します。
シナリオ・マネージャ・パネルでシナリオの順序を変更するには、シナリオをドラッ
グ・アンド・ドロップしてリスト内で並べ替えます。シナリオを並べ替えできるのは、
すべてのシナリオが表示されている場合のみです。基本シナリオと実績シナリオの並
べ替えはできず、これらは常にリスト内の最初と 2番目のシナリオになります。シナ
リオの順序を変更すると、勘定科目ビューの「POV」の「シナリオ」リストのシナリ
オ順序が変更されます。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
シナリオの操作について学習します。

 Oracle Enterprise Planning Cloudの戦
略モデリングでのシナリオの作成

値の計算方法の判別
値の計算方法を判別するには、「監査証跡」を使用します。任意のセルからドリルダウ
ンすると、そのセル値に使用された値が表示されます。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
「監査証跡」を使用した値の計算方法の決定に
ついて学習します。  Oracle Enterprise Planning Cloudの戦

略モデリングでの勘定科目の計算の分析
セルの値の計算方法を判別するには:
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1. 勘定科目ビューで出力セルをクリックし、「アクション」メニューから「監査証跡」をク
リックします。
また、セルを右クリックし、「監査証跡」をクリックすることもできます。
そのセル値の監査証跡に、値の計算に使用された計算式が表示されます。

2. 「監査証跡」ウィンドウで、次のいずれかのタスクを実行します:

• 計算式の要素にドリルダウンして、値の詳細を取得します。ドリルできる値は、青色
のハイパーリンクとして表示されます。

• 期間またはシナリオを変更して、別のセル値の監査証跡を表示します。
• 監査証跡 の横の矢印をクリックすると、監査ステップの履歴が表示さ
れます。いずれかのステップをクリックして、監査内のその地点に戻ります。期間、
シナリオまたは勘定科目を変更すると、監査証跡がクリアされて再起動されます。

3. 入力値を変更してデータへの影響を確認するには:

a. 入力値を変更します。影響を受けるセルは黄色でハイライト表示されます。
b. 「更新」をクリックして更新した値を保存するか、「破棄」をクリックします。
c. 「保存」をクリックして、データをモデルに保存します。

シミュレーションの使用による予測精度の向上
シミュレーションでは自動 what-if分析を戦略モデリングのモデルに対して実行し、これによ
って意思決定を最適化できます。
シミュレーションでは使用可能な値の範囲を不確定な入力値に割り当てて、その不確実性が
関連勘定科目にどのように影響するかを分析します。次を行えます:

• 起こりうる何百もの結果とそれが起こる尤度の迅速な計算および確認
• ベスト・ケースおよびワースト・ケースのシナリオの分析
• ターゲット目標達成の尤度の評価
• 主要な不確実入力が最終損益にどのように影響するかの表示
たとえば、シミュレーションを使用して販売部門の拡大シナリオを評価できます。次年度の
総売上高の予測および目標達成の尤度の識別の一環として、小売店をさらに増やす拡張シナ
リオの収益性を調査できます。シミュレーションなしの場合、単位ボリュームやサービス収
益、メンテナンス収益といった不確実入力勘定科目について、一度に 1つのセルに最も有力
な推定を入力してそれが総売上収益にもたらす影響を評価するという簡単で誤りも多い
what-if分析を実行できるにすぎません。これらの入力勘定科目について仮定の範囲を使用し
てシミュレーションを実行することで、入力仮定から作成されたランダム・シナリオを使用
してモデルが何百回も計算されます。シミュレーション結果には、予測売上の範囲とその尤
度が表示されます。
戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションを使用して、定義する仮定の値の範
囲をランダムに生成します。モンテ・カルロ・シミュレーションの詳細は、モンテ・カルロ・
シミュレーションとシミュレーションの精度についてを参照してください。
シミュレーションの定義および実行のステップの概要:

1. ホーム・ページで「戦略モデリング」、「モデル」の順にクリックし、分析するモデルを開
いてチェック・アウトします。
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2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「シミュレーション」をクリッ
クします。
モデラー権限があるユーザーがシミュレーションを実行できます。

3. キー入力セルを決定し、それを仮定として定義します。仮定の定義を参照してくだ
さい。

4. 分析のターゲットである出力セルを選択し、それを予測として定義します。予測の
定義を参照してください。

5. 必要に応じて、シミュレーション設定を調整します。シミュレーション設定の調整
を参照してください。

6. 「実行」 をクリックしてシミュレーションを実行します。

ノート:

• 入力仮定から作成されたランダム・シナリオを使用してモデルが何百
回も計算されます。

• シミュレーションが試行されるたびに、仮定内の値および予測セルが
再計算されます。

• 現在の勘定科目ビュー内の仮定と予測のみでなく、モデル内の仮定と
予測がシミュレーションされます。

• サーバーで一度に実行できるのは 1つのシミュレーションのみで
す。

7. 結果を確認します。
シミュレーション・チャートには、生じうる結果の範囲とその尤度が表示されま
す。
シミュレーション結果は、モデルが開いていてかつセッションが失効していないか
ぎり表示できます。
シミュレーションは特定のシナリオにではなくモデルに関連付けられています。

8. 他のメトリックを確認するには、情報パネルで「メトリックの追加」 をクリッ
クし、追加するメトリックをクリックしてから必要なパラメータを入力します。
情報ボックスが追加され、メトリックの達成の信頼度が表示されます。
たとえば、ターゲット値を追加するには、「ターゲット値」をクリックしてから「ス
トレッチ・ターゲット」などのラベルとターゲット値を入力します。情報ボックス
は、ターゲット値を達成する信頼度を示すように更新されます。予測チャートはタ
ーゲット値を示す縦線を表示するように更新され、ターゲット値を達成または超過
した値を強調するように網掛け表示されます。
メトリックのパラメータの調整、情報ボックスのラベルの変更、または情報ボック
スの表示の順序の変更を行うには、情報ボックスの「メトリック・アイテム・メニ
ュー」 をクリックします。

以前に定義したシミュレーションについて後から作業することもできます。モデルを
保存またはチェック・インすると予測および仮定は保存されますが、シミュレーショ
ン結果は保存されていない点に注意してください。シミュレーション・オブジェクト
の操作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シミュレーションの使用につ
いて学習します。  概要: 戦略モデリングのシミュレーション

での拡張された範囲ベースの確率分析

仮定の定義
シミュレーションを定義するには、まずキー入力セルを特定し、それを仮定として定義しま
す。
仮定は、不確実入力の結果の範囲とその発生の尤度を示す確率分布です。
1. 「勘定科目ビュー」で入力行のセルを選択します。このセルには、評価する勘定科目の値
を促進する不確実な値が含まれます。
たとえば、仮定として単位ボリュームを定義して、それが総売上収益にもたらす影響を評
価できます。

2. 「シミュレーション」パネルで、「仮定の設定」をクリックします。
3. 仮定に使用する分布タイプをクリックします。不確実入力についてのナレッジを最もよ
く表す分布タイプを選択します。

ヒント:

分布にカーソルを合わせると、それについてさらに学習できます。詳細は、次
を参照してください。

戦略モデリング・シミュレーションの確率分布の説明.

4. 選択した分布タイプの必須パラメータを入力します。現在のセル値が開始点として使用
されます。

5. 必要なすべての入力セルについて仮定を定義します。

予測の定義
予測セルは、1つ以上の仮定セルを参照する式が含まれる出力セルです。これらは不確実性の
効果を確認する勘定科目です。
1. 「勘定科目ビュー」で出力行を選択します。
2. 「シミュレーション」パネルで、「予測の設定」をクリックします。
シミュレーションを実行したら、「予測」結果領域に、予測セルとして定義したセルのシ
ミュレーションの結果が表示されます。

シミュレーション設定の調整
シミュレーションの設定を調整できます。
1. 「シミュレーション」パネルの「シミュレーション・メイン・メニュー」 メニューで、
「設定」をクリックします。
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2. 実行する試行回数を入力します。
最大で 1,000まで入力できます。実行する試行回数が多いほど、結果の精度が向上
します。

3. 「乱数」で、シーケンスおよび方法に使用するオプションを指定します。
• シーケンス - 乱数ジェネレータをどのように設定するかを定義します。

– 毎回同じシーケンス - シミュレーションを実行するたびに同じ乱数セット
を生成するため、シミュレーション結果を繰り返すことができます。

– 毎回異なるシーケンス - 生成される乱数のセットを変えます。
• 手法 - サンプリングの手法を定義します。
• モンテ・カルロ - よりランダムになります。モデルの不確実性の効果を測定す
るのに乱数を使用します。デフォルトです。
モンテ・カルロ・サンプリングは、実世界におけるモデルの what-ifシナリオ
をシミュレーションするのに使用します。

• ラテン・ハイパーキューブ  - より均一になります。仮定の確率分布を等しい確
率の区間に分割することにより、ビンを使用してより均一にサンプリングしま
す。分布全体にわたって値がより均一に一貫して生成され、より滑らかで均一
な結果チャートが生成されます。
シミュレーション統計の精度を重視する場合は、ラテン・ハイパーキューブ・
サンプリングを使用してください。

シミュレーション・オブジェクトの操作
以前に定義したシミュレーションを使用できます。
以前に定義したシミュレーションはモデルに保存されており、後から使用できます。
既存のシミュレーション・オブジェクトを使用するには:

1. ホーム・ページで「戦略モデリング」、「モデル」の順にクリックし、分析するモデ
ルを開いてチェック・アウトします。

2. 「アクション」メニューから、「シミュレーション」をクリックします。
「シミュレーション」パネルが開いたら、予測または仮定が定義されているセルは
青(予測)または緑(仮定)で囲んで示されます。

3. 「勘定科目ビュー」で、「シミュレーション」パネルの「シミュレーション・メイ
ン・メニュー」 メニューから、「シミュレーション・オブジェクトの選択」を
クリックします。

4. リストから選択するか、「検索」ボックスに勘定科目の番号または名前を入力して、
既存の予測または仮定から選択します。
現在の勘定科目グループのシミュレーション・オブジェクトのみが表示されます。

5. 既存の仮定について、「仮定」メニュー をクリックして仮定オプションを変更
します。
• 仮定の削除 - 選択したセルから仮定定義を削除します。
• ギャラリの表示 - 仮定の分布タイプを確認または変更します。
• オーバーレイ・データ - 選択すると、予測チャートの分布に重ねてシミュレー
ションの試行を表示します。
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6. 既存の予測について、「予測」メニュー をクリックして予測オプションを変更します。
• 予測の削除 - 選択したセルから予測定義を削除します。
• 費用アイテム  - 予測セルについて、セルが費用勘定科目と収益勘定科目のどちらとし
て扱われているかを判別し、シミュレーションの結果がどのように解釈されるかを制
御します。このオプションは勘定科目タイプに基づいて自動的に選択されますが、こ
の設定は特別な勘定科目を処理するために上書きできます。

モンテ・カルロ・シミュレーションとシミュレーションの精度につい
て

戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションを使用して、定義する仮定の値の範
囲をランダムに生成します。
仮定として入力セルを、予測として出力セルを定義したら、シミュレーションを実行します。
戦略モデリングではモンテ・カルロ・シミュレーションが使用され、このシミュレーション
では乱数を使用してモデルの不確実性による影響が測定されます。
シミュレーションでは次のステップが繰り返し実行されます:

1. 仮定セルごとに、定義した範囲に応じて乱数が生成され、モデルに配置されます。
戦略モデリングにより、乗法合同数生成法を使用して乱数が生成されます。

2. モデルが再計算されます。
3. 値がすべての予測セルから取得され、予測結果領域内のチャートに追加されます。
これは、試行回数に達するかシミュレーションを停止するまで継続される反復プロセスです。
最終的な予測チャートには、予測セルにおける仮定セルの不確実性の組合せが反映されます。
シミュレーションの精度は主に次の 2つの要素によって決まります。
• シミュレーションの試行回数、つまり長さ - 一般的に、シミュレーションで実行される試
行回数が多いとそれだけ統計およびパーセンタイル情報の精度が上がります。指定され
た試行回数について、統計およびパーセンタイルの精度は予測分布の形状および種類に大
きく依存します。

• サンプリング手法 - モンテ・カルロ・サンプリングでは自然な what-ifタイプのシナリオ
が生成されるのに対し、ラテン・ハイパーキューブのサンプリングは制約されているもの
の、より高い精度が得られます。

カスタム・ディメンションの使用
戦略モデリングで、カスタムの疎ディメンションの作成、管理および割当ができるようにな
りました。
カスタムの疎ディメンションを使用すると、戦略モデリング・モデルを設計するときに柔軟
性が大幅に向上します。ディメンション・メンバーを個別に勘定科目に割り当てることがで
きますが、無関係なメンバーは除外できます。このことは、モデルのサイズを縮小してパフ
ォーマンスを高め、モデルの勘定科目構造のビジネス・ニーズへの関連性を高めるために役
立ちます。
カスタム・ディメンションは、外部の.xlsxファイルまたは.csvファイルからインポートでき
ます。必要に応じて、カスタム・ディメンションとそのメンバーを割り当てたり、フィルタ
処理することができます。
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この処理の概要は次のとおりです。
1. カスタム・ディメンションを作成します。カスタム・ディメンションの作成を参照
してください。

2. カスタム・ディメンションを割り当てます。カスタム・ディメンションの割当を参
照してください。

カスタム・ディメンションの作成
カスタム・ディメンションを定義またはアップロードできます。.xlsxおよび.csv形式
のファイルがサポートされています。
カスタム・ディメンションを作成するには:

1. 「モデル」リスト・ページを開きます。
2. 開くモデルをクリックし、「アクション」メニューから「開く - チェック・アウト」
を選択します。

3. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューの「カスタム・ディメンションの作
成」をクリックします。
カスタム・ディメンション・ページが表示されます。

ノート:

最大 1500個のメンバーおよび 10個のディメンションを追加できます。

4. オプションを選択します:

• をクリックし、ファイルを選択してカスタム・ディメンション・ファイ
ルをアップロードします。
「ディメンションのアップロードの結果」ダイアログが表示されます。確認し
て「OK」をクリックします。

• 「カスタム・ディメンションの作成」をクリックします。
オプションは次のとおりです:

オプション 説明

新しいカスタム・ディメンションを作成す
る場合にクリックします。

子メンバーを追加する場合にクリックし
ます。
ノート: 複数の子を追加するには、コンテ
キスト・メニューから「子の挿入」を選択
します。
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オプション 説明

兄弟を追加する場合にクリックします。
ノート: 複数の兄弟を追加するには、コン
テキスト・メニューから「兄弟の挿入」を
選択します。
ディメンションまたはメンバーを上に移
動する場合にクリックします。
ディメンションまたはメンバーを下に移
動する場合にクリックします。

ディメンションまたはメンバーを削除す
る場合にクリックします。

選択項目を展開する場合にクリックしま
す。

選択項目を縮小する場合にクリックしま
す。

ノート:

コンテキスト・メニューのオプションを使用することもできます。

5. オプション: 「別のディメンション・ファイルの選択」をクリックして、カスタム・ディ
メンションを既存のファイルに追加します。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。

ノート:

「カスタム・ディメンション・フィルタ」 は、勘定科目ビュー・ページでア
クティブです。

Planningの管理 で、次を参照してください:

• ディメンションとメンバーについて
• 疎ディメンションおよび密ディメンションについて

カスタム・ディメンションの割当
カスタム・ディメンションを複数の勘定科目に割り当てたり、コピーしたり、勘定科目に対
して作成したカスタム・ディメンションを削除することができます。
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ノート:

ディメンション・メンバーを個別に勘定科目に割り当てることができますが、
無関係なメンバーは除外できます。

カスタム・ディメンションを勘定科目に割り当てるには:

1. 「モデル」リスト・ページを開きます。
2. カスタム・ディメンションを作成したモデルをクリックし、「アクション」メニュ
ーから「開く - チェック・アウト」を選択します。

3. 「勘定科目ビュー」で、カスタム・ディメンションを割り当てる勘定科目を選択し、
「アクション」メニューの「カスタム・ディメンションの割当」をクリックします。
選択した勘定科目ページが表示されます。

4. をクリックして、カスタム・ディメンションを勘定科目に追加します。
5. リストからカスタム・ディメンションを選択し、「OK」をクリックします。
選択したカスタム・ディメンションが POVに表示され、勘定科目に関連付ける準
備ができました。

6. 必要に応じて、「メンバーの選択」ドロップダウンからメンバーを選択し、「追加」
をクリックします。

ノート:

POVには、選択したメンバーが表示されます。

7. 「メンバーの関連付け」をクリックして、選択したメンバーを勘定科目に関連付け
ます。

8. 「保存して閉じる」をクリックします。
関連付けられたメンバーは、データをロードすると、勘定科目ビューに表示されま
す。

関連付けの削除
関連付けを削除するには:

1. 選択した勘定科目のカスタム・ディメンションの割当ページで、「ディメンション
の関連付け」メニュー をクリックします

2. を選択します。
警告メッセージが表示されます。

3. 「OK」をクリックします。
必要に応じて、個々の関連付けを削除することもできます。
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複数の勘定科目へのカスタム・ディメンションのコピー
カスタム・ディメンションを複数の勘定科目にコピーするには:

1. 選択した勘定科目のカスタム・ディメンションの割当ページで、「ディメンションの関連
付け」メニュー をクリックします。

2. をクリックします。
「勘定科目の選択」ダイアログが表示されます。

3. メンバーのコピー先の勘定科目を選択します。
4. 「コピー」をクリックします。
5. 「保存して閉じる」をクリックします。
コピーしたカスタム・ディメンションが、選択した勘定科目の下に表示されます。

カスタム・ディメンション・フィルタの有効化
カスタム・ディメンション・フィルタは、勘定科目ビュー・ページで使用できます。このフ
ィルタは、カスタム・ディメンションを作成するとアクティブになります。必要に応じて、
カスタム・ディメンション・フィルタを使用して、ディメンションをフィルタ処理します。
カスタム・ディメンション・フィルタを有効化するには:

1. 勘定科目ビュー・ページで「カスタム・ディメンション・フィルタ」をクリックします。
「カスタム・ディメンションのフィルタ」ダイアログが表示されます。

2. 必要に応じて、メンバーを選択します。
3. 「適用」をクリックします。

ノート:

「カスタム・ディメンション・フィルタ」 が有効化されます。「カスタム・デ
ィメンション・フィルタのクリア」 をクリックして、カスタム・ディメンシ
ョンを削除します。

期間の操作
財務モデルに必要な詳細を含めるように期間を管理できます。
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。
モデルの時間構造は各年の各詳細度レベルに基づいて定義できます。たとえば、予測期間の
最後のほうの年については年間値のみを表示するように設定し、5年予測の各年については四
半期ごとや月次など、より細かい粒度で表示できるように設定できます。
モデルの作成後に、期間構造と設定を変更できます。期間詳細の管理を参照してください。
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合併および買収を反映するように、貸借対照表が再更新される取引期間を作成できま
す。取引期間の操作を参照してください。
さらに、実績期間および会計年度末を変更できます。実績期間および会計年度末の変
更を参照してください。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
期間の管理について学習します。

 戦略モデリングでの期間の管理

期間詳細の管理
開始年と終了年、最後の履歴期間、履歴平均の年数、およびモデルの基本期間を定義
できます。さらに、財務モデルに必要な詳細を含めるように期間を構成することもで
きます。
期間詳細を管理するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それか
ら「詳細の管理」をクリックします。

3. 次のタスクを実行します:

• 期間パラメータを定義します。期間パラメータの定義を参照してください。
• 期間を構成します。期間の構成を参照してください。
• サブ期間を追加します。サブ期間の追加を参照してください。
• 証跡期間を追加します。証跡期間の追加を参照してください。
• 当期間初めからの累計を追加します。当期間初めからの累計の追加を参照し
てください。

4. 期間の管理が終了したら、「期間詳細の管理」で「適用」をクリックします。
5. 変更を適用したら、すべてのシナリオの入力を計算するか、現在のシナリオについ
てのみ計算するか、入力をまったく計算しないかを選択できます。計算オプション
を選択し、「OK」をクリックします。
更新された期間に基づいて算出データが表示されます。

ヒント:

期間プロパティを表示するには、「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニ
ューから「期間」をクリックし、それから「プロパティの表示」をクリック
します。「期間プロパティ」に、モデルで利用可能な最小期間、カレンダ・タ
イプ、年間の月数、および会計年度の終了月が表示されます。
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ノート:

戦略モデリングでは、モデルの最初の期間が、残高勘定科目の初期値を保持するた
めに設計された期首残高期間であることが必要になりました。そのため、モデルの
最初の年というラベルが付きますが、長さのないスナップショット期間です。した
がって、フロー勘定科目では、一定期間にわたって累計された値を測定する際に、
期首残高期間の値が保持されません(または計算されません)。
たとえば、現金(v2000)と、その関連付けられた資金フロー勘定科目の現金の増加
(v2000.01)の場合。現金に関連する他のすべての勘定科目を無視すると、現金の増
加はどの期間でも次のように計算されます:

Increase in Cash = Cash in the current period - Cash in the prior
period

モデルの期首残高期間より前の現金の値は不明であるため、期首残高期間の現金の
増加を計算する方法はありません。ただし、期首残高期間に続くどの期間でも、現
金の増加の値を見つけることができます。

期間パラメータの定義
モデルの期間パラメータを定義するには:

1. 「期間詳細の管理」の「パラメータ」セクションで、「編集」 をクリックします。
2. パラメータを定義し、「OK」をクリックします。

a. 「開始年」および「終了年」を選択してモデルの年の追加や削除を行います。
b. 「最後の履歴期間」で、モデルの最後の履歴年度にする年を選択します。
c. 「履歴平均の年数」で、数値を入力してモデルの履歴年数を定義します。
d. 「基本期間」で、モデルの基本期間にする年を選択します。
e. 「適用」をクリックします。

期間の構成
モデルの期間を構成するには:

1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、「期間」列で、構成する年をクリックし
ます。

2. 期間に含める詳細のレベル(週、月、四半期または半期)をクリックし、「期間の構成」セ
クションで「適用」をクリックします。
• すべての年について、「年次」がデフォルトで選択されています。
• 期首残高年を除く任意の年について、履歴および予測データでは、年、半期、四半
期、月および週(週次が有効になるようにモデルが作成されている場合)の期間を組み
合せることができます。

• 時間詳細を追加すると、上位レベルの期間の「入力」オプションはクリアになりま
す。その期間は集約になるためです。

3. 「適用」をクリックします。

第 12章
モデルの操作

12-33



4. 期首残高年を除く各期間は、「アクション」メニュー から追加のカスタマイズが
できます。サブ期間、証跡期間、期間累計を追加できます。

サブ期間の追加
買収やレバレッジド・バイアウトなどのトランザクションが発生した場合、入力期間
のサブ期間を定義します。たとえば、年次期間の 4月 15日に行われたレバレッジド・
バイアウトについては、サブ期間の長さは 105日です。
サブ期間を追加するには:

1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、「期間」列で、サブ期間に追加す
る期間をクリックします。
• 必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。
• サブ期間は最下位レベル期間に対してのみ追加できます。たとえば、半期、四
半期および月を含めるように年を定義している場合、サブ期間は月に対しての
み追加できます。

2. 「アクション」メニュー から、「サブ期間」をクリックします。
3. 「期間の追加」をクリックし、サブ期間の名前を入力して、サブ期間の日数を入力
します。

4. 「未割当の日」がゼロになるまでサブ期間の追加を続行します。
• サブ期間を削除するには、そのサブ期間の横の「削除」 をクリックします。
• サブ期間は、少なくとも 1日以上にする必要があります。

5. 「適用」をクリックします。
証跡期間の追加
証跡期間は、最新の期間が収集される期間のことです。証跡期間は、履歴期間および
予測期間のいずれかに対して設定できます。証跡期間により、特定の期間のビジネス・
パフォーマンスを測定できます。

ノート:

証跡期間の入力ステータスは、「オン」または「オフ」に切り替えることがで
きます。オンの場合、値を集計として証跡期間に入力し、含まれる期間を導
き出すことができます。

証跡期間を追加するには:

1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、「期間」列で、証跡期間を追加す
る期間をクリックします。
• 必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。
• 証跡期間は最下位レベル期間に対してのみ追加できます。たとえば、半期、四
半期および月を含めるように年を定義している場合、証跡期間は月に対しての
み追加できます。
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2. 「アクション」メニュー から、「証跡期間」をクリックします。
3. 「証跡期間の追加」をクリックし、証跡期間の長さを入力して、「OK」をクリックします。
4. 証跡期間を必要なだけ入力します。
証跡期間を削除するには、その証跡期間の横の「削除」 をクリックします。

5. 「適用」をクリックします。
当期間初めからの累計の追加
累計期間を使用して、当年初めからの累計、当半期初めからの累計、当四半期初めからの累
計または当月初めからの累計などの期間を作成します。年を除くどの期間についても期間累
計を作成できます。たとえば、2020年の期間詳細が月である場合、月の期間累計を作成でき
ます。
累計期間のすべての財務勘定科目は、デフォルトで計算されます。累計期間は、「勘定科目」
ビューまたはレポートで表示できます。
期間累計を追加するには:

1. 「期間詳細の管理」の「期間の構成」セクション、「期間」列で、期間累計を追加する期間
をクリックします。

ヒント:

必要な詳細レベルを表示するには、期間を展開します。

2. 「アクション」メニュー から、「期間累計」をクリックします。
3. 「期間累計の追加」をクリックします。
期間累計は、現在の期間、および年を除く定義済の各上位期間について作成されます。た
とえば、半期、四半期および月を含めるように年を定義している場合、月に対して期間累
計を追加すると、四半期累計、半期累計および年次累計が作成されます。
• 必要に応じて期間累計の名前を入力します。
• 期間累計を削除するには、その期間累計の横の「削除」 をクリックします。
• 期間累計を追加するには、「期間累計の追加」をクリックします。

4. 「適用」をクリックします。

取引期間の操作
合併および買収を反映するように、貸借対照表が再更新される取引期間を作成できます。取
引期間を追加することにより、合併や買収、会社分割が組織にもたらす効果を、そのトラン
ザクションのタイミングに基づいてシミュレーションできます。取引期間は、トランザクシ
ョン分析に使用されるゼロ日の期間です。
取引期間を使用するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それから「取
引期間の追加」をクリックします。
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3. 取引期間を追加する期間を選択し、「保存して閉じる」をクリックします。
取引期間を追加すると、元の期間は決算、取引、および両者の計算済合計の 3つの
期間に分割されます。
決算期間には元の入力期間のデータが格納されます。
取引期間は取引情報の記録のみを目的とした追加の入力列です。

4. 取引期間を移動するには、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、「取
引期間の移動」をクリックして、取引期間の移動先となる期間を選択してから「保
存して閉じる」をクリックします。

5. 取引期間を削除するには、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、「取
引期間の削除」をクリックして、取引期間のデータを削除するかそれとも保持する
かのオプションを選択してから「OK」をクリックします。

実績期間および会計年度末の変更
最後の実績期間および会計年度が終了する月を変更できます。
会計年度末を変更して、モデルの会計年度末を指定します。
• 会計年度末を変更すると、モデルの開始および終了時に年が部分的になります。年
の部分データは、変換中に破棄されます。データを保持するには、モデルの終了ま
たは開始時(あるいはその両方)に年を追加してください。

• その年の履歴および予測のデータを保持するには、月次詳細の履歴の境界年前後の
年度を定義します。

• 当年初めからの累計、証跡期間など、集約値を含む年の整合性を維持するには、各
年度に十分な期間詳細が存在することを確認してください。

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それか
ら「実績期間の変更」をクリックします。最後の実績期間を選択し、現在のシナリ
オのデータを使用するかどうかを選択して、「適用」をクリックします。

3. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「期間」をクリックし、それか
ら「会計年度末の変更」をクリックします。新しい会計年度終了月を選択し、「適
用」をクリックします。

資金調達オプションの操作
資金調達オプションを使用すると、モデルの予測期間の貸借対照表の貸借を一致させ
ようとしたときにモデルがどのように動作するかを指定できます。
債務勘定科目の金額を余剰勘定科目の現金から返済できます。その場合、どの債務勘
定科目をどの余剰勘定科目で返済するか、および返済する順序を指定します。また、
企業が赤字を清算するための資金を借り入れる資金拠出元を指定できます。適正配
当、普通株式と優先株式の処理、および株式の発行や買い戻しも指定できます。
モデルの貸借を一致させるのに使用可能な項目を資金と呼びます。資金には様々なタ
イプがあります。
• 配当金
• 資産
• 資本の相手科目
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• 債務(期間およびリボルビング)

• 優先
• 資本
配当金、資産、資本の相手科目の増加は資金の使用、債務、優先、資本の増加は資金のソー
スです。様々なタイプの資金の減少については逆で、配当金、資産、および資本の相手科目
の減少は資金のソース、債務、優先、および資本の減少は資金の使用です。
貸借を一致させる際、資金の余剰があれば、モデルは貸借を一致させるために使用可能な資
金の使用を探します。資金の不足があれば、モデルは貸借を一致させるために使用可能な資
金のソースを探します。
貸借一致の成功を保証するには(必要な場合)、最大値がなく、かつ貸借を一致させるために必
要な規模の資金調達ソースまたは資金の使用を指定可能な、少なくとも 1つの資金のソース
および資金の使用をモデルで指定する必要があります。付属のテンプレートでは、これらの
勘定科目は超過債務および「有価証券超過額」です。
資金調達オプションに使用される勘定科目の詳細は、資金調達オプション勘定科目、債務勘
定科目のタイプ、および資産勘定科目のタイプを参照してください。
この処理の概要は次のとおりです。
1. 資金調達勘定科目のオプションを設定します。資金調達勘定科目のオプションの設定を
参照してください。

2. 資金調達方法を設定します。資金調達方法の使用を参照してください。
• 標準の資金調達方法
• ターゲットの資本構造資金調達方法

ビデオ

目的 視聴するビデオ
資金調達オプションについて学習します。

 戦略モデリングでの資金調達オプションの
設定

資金調達勘定科目のオプションの設定
資金調達オプションを設定すると、標準または目標資本構成の資金調達方法を設定する前に、
資金調達勘定科目の情報を指定できます。
資金調達オプションを使用して、一部の勘定科目のタイプを変更したり、資金調達勘定科目
の属性(その勘定科目がゼロ・ベースであるか、最大額が無制限、資金調達の必要額が最小限、
または増減額が最小限に設定されているかなど)を指定できます。
資金調達勘定科目のオプションを設定するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「資金調達オプション」をクリック
し、それから「資金調達オプション」ページで「設定を開く」 をクリックします。

3. 「実績値による上書き・既設定の資金調達方法の無効化」を選択またはクリアすると、
「##」が上書きする値を変更できます。
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• クリア - 「##」で勘定科目の最大値が上書きされます。
• 選択 - 「##」で勘定科目バランスが上書きされます。

4. 「タイプ」列でセルをクリックすると、必要に応じて、債務勘定科目およびサブ勘
定科目の勘定科目タイプ(「期間債務」または「リボルビング債務」)を変更できま
す。

5. 資金調達処理を開始する前に、ゼロに設定する勘定科目に「ゼロ・ベース」を選択
します。

6. 「最大値なし」を選択すると、その勘定科目の実行または資金調達は無制限になり
ます。

7. 「最小値の指定」を選択して、この資金調達項目にユーザーが入力可能な最小値が
あるかどうかを指定します。ない場合、最小値は 0です。

8. 「最小値の変更」で、勘定科目の最少額を入力します。これは、資金のソースまた
は使用として使用するために必須です。
指定した最小増減額に満たない場合、その勘定科目は資金調達余剰の拠出または不
足資金の調達のためには使用されません。入力した値にはファイルのデフォルト
通貨が反映されます。たとえば、ファイルが千ドル単位である場合、10は$10,000
という最小値の変更を反映しています。
このオプションにより、少額の必要な資金調達に対してトランザクション・コスト
が極端に高くなる特定の資金調達項目(「資本」など)を選択して貸借を一致させる
のを防ぐことができます。

9. をクリックして「資金調達オプション」に戻ります。
10. オプションを設定したら、資金調達方法を設定します。資金調達方法の使用を参照
してください。

資金調達方法の使用
標準の資金調達方法または目標資本構成の資金調達方法を使用できます。
資金調達方法を使用する前に、資金調達勘定科目のオプションが設定されていること
を確認します。資金調達勘定科目のオプションの設定を参照してください。
資金調達プランの詳細は、資金調達オプション戦略を参照してください。
資金調達方法を使用するには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「資金調達オプション」をクリ
ックします。

3. 使用する資金調達方法を選択します。デフォルトの場合、資金調達方法は「標準」
です。
• 標準資金調達方法: 資金調達勘定科目のカテゴリ(債務、優先株式、普通株式)に
かかわらず、その勘定科目の現金余剰の割当ておよび現金不足の調達が行われ
ます。これにより、すべての資金調達勘定科目カテゴリにわたって、一貫した
優先度プランに基づいて資金が調達および拠出されます。さらに、資金調達勘
定科目のその他の特性や、現金不足の資金調達または現金余剰の受取り方法を
指定できます。
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• 目標資本構成の資金調達方法: 資金調達勘定科目のカテゴリ(「債務」、「資本」、「優先」)
別に余剰資金が割り当てられます。目標レベル(たとえば、総資本合計に対する目標
債務比率など)を指定し、資金調達カテゴリの処理に優先度を設定できます。戦略モ
デリングでは、各カテゴリの目標レベルを算定し、優先度に従って各カテゴリの不足
資金に余剰資金を割り当てられます。

「現金余剰の適用先」列と「現金不足の資金調達元」列には、勘定科目が処理される順序
が表示されます。
資金(現金余剰および現金不足)の各セット内で、「期首」、「次」、および「期末」が表示さ
れます。
• 「期首」にはゼロ・ベースの勘定科目が表示され、これが減少してゼロになると資金
の使用(余剰の場合)または資金のソース(不足の場合)です。

• 「次」にはユーザーが追加した勘定科目がリストされます。
• 「期末」には余剰勘定科目がリストされます。

4. 「目標資本構成」を選択した場合、資金調達勘定科目のカテゴリとして、「債務」、「資本」
または「優先」を選択します。「優先株式を債務として割当」を選択した場合、すべての
優先勘定科目は債務となり、「優先」はリストで選択できなくなります。

5. 「現金余剰の適用先」および「現金不足の資金調達元」セクションの「次」カテゴリで勘
定科目を追加、並べ替えまたは削除して、勘定科目を処理する順序を指定します。詳細
は、返済および資金調達の順序を参照してください。
• 勘定科目を追加するには、 をクリックし、勘定科目を選択してから「追加」をク
リックします。

• 勘定科目を削除するには、リストから選択して をクリックします。
• 勘定科目を並べ替えるには、勘定科目を選択して または をクリックします。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。
7. 「勘定科目グループ」から、「資金調達オプション」を選択して資金調達勘定科目を表示し
ます。

8. 「計算」をクリックします。
9. 「資金調達分析」レポートを使用して、資金調達戦略の結果を確認します。

ノート:

「資金調達オプション」では、履歴期間または実質期間における資金調達の残高修正
は試行されません。したがって、履歴期間または実質期間の「純資金フロー・ソー
ス(使用)」(v3040)に、ゼロ以外の値が表示される場合があります。
「資金調達オプション」では、履歴期間と実質期間を除く、すべての入力期間につい
て残高修正が行われます。通常、これらの期間を入力予測期間といいます。ただし、
通常の予測期間に実績期間が含まれる場合もあります。
累計期間または証跡期間からの入力値によって値が補完されているという理由で、
入力期間ではない予測リーフ期間(非集約期間)がある場合は、「資金調達オプショ
ン」によってその期間の残高修正が行われます。ただしその期間が、その期間の値
を決定する入力累計期間または証跡期間より前の最後の期間である場合は除きま
す。
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返済および資金調達の順序
「資金調達オプション」ダイアログ・ボックスの「現金余剰の適用先」または「現金不
足の資金調達元」で、余剰資金または不足資金が生じた場合に使用する勘定科目の順
序を指定して勘定科目を並べ替えることができます。

順序 現金余剰の適用先 順序 現金不足の資金調達元
最初 長期債務: 超過 最初 有価証券超過額
次 選択したその他の余剰

勘定科目
次 選択したその他の不足

勘定科目
最後 有価証券超過額 最後 長期債務: 超過
現金余剰については、デフォルトでは「長期債務: 超過」の金額が最初に控除されます
(残高がある場合)。選択したその他の余剰勘定科目の金額が控除された後、残った資金
は「有価証券超過額」に累積額として計上されます。現金不足については、デフォル
トでは「有価証券超過額」が最初に資金拠出元として使用されます。選択したその他
の資金調達勘定科目が予測の上限まで使用された後、現金不足がまだ生じる場合は、
「長期債務: 超過」により残りの現金不足全体に対して資金が調達されます。

ノート:

「有価証券超過額」は、「現金余剰の適用先」の順序では最後に使用され、「現
金不足の資金調達元」の順序では、デフォルトで最初に使用されます。「長期
債務: 超過」は、「現金余剰の適用先」の順序ではデフォルトで最初に使用さ
れ、「現金不足の資金調達元」の順序では最後に使用されます。

戦略モデリング・モデルへのデータのインポートについて
フラット・ファイルから戦略モデリング・モデルにデータをインポートできます。

インポート・データの操作
戦略モデリング・モデル・ページを使用して、データをインポートできます。
データをインポートするには:

1. モデルを開きます。
2. 「勘定科目ビュー」で、「アクション」メニューから「データのインポート」をクリ
ックします。
「データのインポート」ダイアログが表示されます。

3. 「ファイルの選択」をクリックします
インポートするファイルを選択します。
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ノート:

*.csvフォーマットのみがサポートされています。

4. 「インポート」をクリックします。
正常にインポートされた行数と却下された行数および却下の理由を示す「データのインポ
ート・ステータス」ダイアログが表示されます。

5. 正常にインポートされたデータは、「勘定科目ビュー」でリフレッシュされて表示されま
す。

有効なフラット・ファイル・フォーマット
一度に最大で 100000個のセルをインポートできます。100000個を超えるセルを含むファ
イルをインポートするとエラーが表示されます。
行のインポートに失敗した場合、失敗のログを Excelファイルにエクスポートするオプショ
ンが表示されます。
ヘッダーでは次のフィールドが受け入れられます:

• 勘定科目またはメジャー。(必須) - 勘定科目キー。たとえば、"v1080:010"また
は"v1000:020|Laptops|North"(勘定科目にカスタム・ディメンションが適用されている場
合)。

• シナリオ(必須) - データのインポート先のシナリオの名前。
• 値(オプション) - "input"または"output"のいずれか(指定されていない場合は outputがデフ
ォルト設定されます)。

• 期間(必須) - たとえば、"2017"または"Q419"。

ノート:

ヘッダー・アイテムでは大小文字が区別されません。必須のヘッダーが欠落してい
る場合、ヘッダー検証が失敗します。モデルのデフォルトの単位(一、千、百万な
ど)に関係なく、インポートする.csvファイルは「一」で表した値が含まれている必
要があります。

レポートの操作
組込みレポートを使用することも、Oracle Smart View for Officeで作成したカスタム・レポー
トを使用することもできます。
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表 12-5 レポートの操作

タスク 説明 詳細情報

勘定科目ビュー

組込みレポートを使用します。
組込みレポートはテンプレー
トとともに提供されます。

レポートの確認

カスタム・レポート

カスタム・レポートを使用しま
す。
Smart Viewでレポートを作
成およびカスタマイズし、戦略
モデリングで使用できるよう
にWeb経由でアップロードで
きます。
また、Smart Viewを使用し
て、レポートを Oracle
Hyperion Strategic Finance
から戦略モデリングに変換す
ることもできます。

• レポートの確認
• Smart Viewでの戦略モデリングの操作

レポートの確認
レポートを確認するには:

1. ホーム・ページで「モデル」をクリックしてから、モデルを開きます。モデルが勘
定科目ビュー内に開きます。

2. モデルに変更を加えた場合は、「計算」をクリックします。
3. 組込みレポートを確認するには、水平タブからレポートを選択します。

4. カスタム・レポートを確認するには、「カスタム・レポート」 をクリック
し、水平タブからレポートを選択します。

5. オプションで、「シナリオ」リストから別のシナリオを選択し、「リフレッシュ」
をクリックします。

シナリオ・ロールアップの作成および実行
シナリオ・ロールアップを作成すると、データを分析のための親エンティティにロー
ルアップできます。たとえば、データを複数のモデルに格納するとします(地理的範囲
など)。地理的範囲を親レベルにロールアップすると、エンタープライズ・レベルでビ
ジネス上の意思決定を行うことができます。
ビジネス・ケースについて
ビジネス・ケースは、子ノード・データが親にロールアップされる方法を定義します。
これを定義するには、ロールアップ時にデータを親モデルにロールアップするために
使用するシナリオを選択し、モデル特性を定義します。使用するビジネス・ケースや
モデル特性が違う、異なるシナリオ・ロールアップを定義することにより、これらの
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異なるビジネス・ケースがビジネスに与える影響を、よりグローバルかつロールアップされ
たレベルで分析できます。
シナリオ・ロールアップの作成および実行の概要
次の全体的なステップに従って、シナリオ・ロールアップを作成および実行します。
1. シナリオ・ロールアップを作成し、シナリオ・ロールアップ構造を構築します。シナリ
オ・ロールアップの作成を参照してください。

2. 1つ以上のビジネス・ケースを作成して割り当てます。シナリオ・ロールアップのビジネ
ス・ケースの定義を参照してください。

3. モデル特性を定義します。モデル特性の定義を参照してください。
4. シナリオ・ロールアップを実行します。シナリオ・ロールア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
シナリオ・ロールアップの作成および実行の作成
について学習します。  Oracle Enterprise Planning Cloudの戦略モ

デリングでのモデルの連結

シナリオ・ロールアップの作成
新しいシナリオ・ロールアップを作成するには:

1. ホーム・ページで、「シナリオ・ロールアップ」をクリックします。
2. 「追加」をクリックし、名前を入力します。
3. 「アクション」 メニューで、「開く」をクリックしてシナリオ・ロールアップ構造の構築
を開始します。

4. をクリックして、シナリオ・ロールアップ構造にモデルを追加します。
5. 「使用可能なモデル」リストから、シナリオ・ロールアップ構造にモデルをドラッグ・ア
ンド・ドロップします。

6. モデルを追加するには、「使用可能なモデル」リストからシナリオ・ロールアップ構造の
目的の場所にモデルをドラッグ・アンド・ドロップします。

7. シナリオ・ロールアップ構造からモデルを削除するには、モデルを選択し、「アクション」
メニューから「モデルの削除」をクリックします。選択したモデルと、その子および

ビジネス・ケースすべてが、シナリオ・ロールアップ構造から削除されます。

ヒント:

モデル階層に基づいて新しいシナリオ・ロールアップを作成することもできます。
「モデル」で、変換するモデルに対して「アクション」 メニューから「シナリオ・
ロールアップに変換」をクリックしてシナリオ・ロールアップ名を入力します。選
択したモデルとその子モデルが、同じ階層構造を持つシナリオ・ロールアップに変
換されます。
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すでに実行したシナリオ・ロールアップを削除すると、構造内のすべてのモデルに含
まれる関連ビジネス・ケースが削除されます。
シナリオ・ロールアップ構造を作成した後、子ノード・データを親にロールアップす
る方法を定義するためのビジネス・ケースを作成する必要があります。シナリオ・ロ
ールアップのビジネス・ケースの定義を参照してください。
有効なシナリオ・ロールアップ構造について
シナリオ・ロールアップ構造が有効であることを確認するために、シナリオ・ロール
アップが失敗する次のような条件を回避します:

• 会計年度が一致しない
• 子に存在しないサブ期間が親に存在する
• 子の取引期間と一致しない取引期間が親に存在する
これらの条件は、シナリオ・ロールアップの実行は妨げませんが、意味のないデータ
が生成される可能性があります:

• 親に存在しない年が子に存在する
• 親と子の履歴境界が異なっている
• 親と子に一致する期間が存在するが、その期間の日数が同じでない
• 実績期間境界が一致していない
• ユーザー定義のディメンションに互換性がない
• 親と子で 1年の月数または週数が異なっている、または年末が別の日に当たる
• 親の期間に子の時間詳細よりも多くの時間詳細が含まれている(たとえば、親の時
間詳細が月で、子の時間詳細が年の場合など)

シナリオ・ロールアップのビジネス・ケースの定義
シナリオ・ロールアップ構造を構築したら、シナリオ・ロールアップ定義を完了する
ために 1つ以上のビジネス・ケースを作成する必要があります。ビジネス・ケースは、
子ノード・データが親にロールアップされる方法を定義します。
ビジネス・ケースを作成するには:

1. シナリオ・ロールアップ構造内のモデルを選択し、「新規ビジネス・ケースの追加」
をクリックします。

2. ビジネス・ケース名を入力します。
3. 「コントリビューションするリーフ・ノード・シナリオ」で、シナリオ・ロールア
ップ時にデータを親モデルにロールアップするためにこの構造内のリーフ・ノード
に使用するデフォルト・シナリオを選択し、「追加」をクリックします。
個々のリーフ・ノードと関連付けられたシナリオは、後でシナリオ・ロールアッ
プ・ツリー構造リストの「シナリオ」列で変更できます。
ビジネス・ケースが追加され、現在アクティブなビジネス・ケースとなります。

4. さらにビジネス・ケースを追加するには、「ビジネス・ケース」の横のビジネス・
ケース名をクリックして、「ビジネス・ケースの追加」をクリックします。たとえ
ば、異なるデフォルト・シナリオを反映するビジネス・ケースや、異なるモデル特
性を持つビジネス・ケースを追加できます。
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5. あるモデルをロールアップ時にビジネス・ケースから除外するが、シナリオ・ロールアッ
プ構造には保持する場合は、そのモデルを選択し、「アクション」 メニューからモデ
ルの除外をクリックし、「親ビジネス・ケースから」または「すべての親ビジネス・ケー
スから」のどちらから除外するかを選択します。モデルが親ビジネス・ケースから除外さ
れた場合、モデル名の横に[除外]が表示されます。モデルがすべての親ビジネス・ケース
から除外された場合、モデル名の横に[すべてから除外]が表示されます。
たとえば、ロールアップのための追加プロセスを適用しないモデルもあります。たとえ
ば、通貨以外の勘定科目(物価上昇率や価格/数量の関係など)をシナリオ・ロールアップに
含めても意味がありません。

6. ビジネス・ケースを削除するには、「ビジネス・ケースの追加」リストでそのビジネス・
ケースを選択し、「アクション」 メニューから「ビジネス・ケースの削除」をクリッ
クします。

ノート:

ユーザーが Oracle Smart View for Officeでも作業している場合は、「リフレッシュ」
をクリックすると、データベースから変更を取得できます。

ビジネス・ケースを追加した後、ビジネス・ケースをさらに定義するためにモデル特性を定
義します。モデル特性の定義を参照してください。

モデル特性の定義
シナリオ・ロールアップにモデルを追加して、ビジネス・ケースを追加した後で、さらにモ
デルの特徴を定義して、シナリオ・ロールアップを定義できます。
1. モデル特性を定義するには、シナリオ・ロールアップ構造からモデルを選択し、「アクシ
ョン」 メニューから「モデルの特徴」をクリックします。
使用可能な属性は、そのモデルが、シナリオ・ロールアップ構造内で子であるか親である
かに応じて異なります。

2. 子レベル・モデルのモデル特性を指定する場合は、子モデル属性の指定を参照してくださ
い。
親レベル・モデルのモデル特性を指定する場合は、親モデル属性の指定を参照してくださ
い。
シナリオ・ロールアップ構造内の中間ノードに対しては、子特性と親特性の両方を定義し
ます。

子モデル属性の指定
子モデル属性を指定するには:

1. 使用メソッドで、エンティティを親にロールアップするためのメソッドを指定します:
「コスト」、「資本」または「少数株主持分」メソッドを使用する場合、サブ勘定科目の構
造も同様にする必要があります。
• 完全シナリオ・ロールアップ—全勘定科目の 100%をロールアップする場合にこのメ
ソッドを使用します。
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• コスト - 企業の投資額が 20%未満であり、保有期間が 1年以上の場合は、この
メソッドを使用します。

• 資本 - 企業の投資額が 20%以上 50%未満で、保有期間が 1年以上の場合は、
このメソッドを使用します。事業部門の価値は、投資勘定科目から子会社配当
金および投資利益勘定科目へロールアップされ、親エンティティの投資の計算
に使用されます。

• 少数株主持分 - 投資額が企業の発行株式の 50%から 100%を保有する場合、こ
のメソッドを使用します。この方法でも、出力値をロールアップします。事業
部門の 100%がロールアップされても、次の計算では、事業外の利益が認識さ
れます。

各メソッドで使用される計算の詳細は、Smart Viewでの戦略モデリングの操作の
データ管理を参照してください。

2. メソッドに「資本」を指定した場合、「ターゲットのサブ勘定科目」で、子エンテ
ィティの値を受け取るサブ勘定科目を指定します。
このオプションは、親エンティティの勘定科目 v2420がサブ勘定科目を含むよう
に設定された場合にのみ使用可能になります。この方法では、v2420を計算しま
す。v2420にサブ勘定科目があれば、子エンティティの価値を取得するサブ勘定科
目を指定してください。

3. メソッドに「資本」を指定した場合、「資本グループ」で勘定科目グループを選択
します。
ここで選択した勘定科目グループが親にロールアップされます。

4. 「所有権」で、ロールアップするエンティティの比率を入力します。
たとえば、子エンティティの最初の予測期間の売上が$200で、出資が 100%の場
合は、$200がロールアップされます。所有権が 80%の場合は、$160がロールア
ップされます。

5. 親にロールアップする期間に、シナリオ・ロールアップを実行する「開始期間」と
「終了期間」を指定します。期間範囲は、ロールアップされた親の範囲内である必
要があります。特定の期間または次のいずれかを選択します:

• ファイルの最初の期間 - モデル内の最初の期間に開始してロールアップしま
す。

• <取引期間> - 取引期間(Oracle Smart View for Officeの「期間」で定義)に開始
してロールアップします。

• 残余価額期間 - モデル内の最後の期間を使用します。最後の期間が子と親と
で一致しない場合は、残余価額期間が計算されます。

6. 「適用」をクリックすると、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、
現在選択されているビジネス・ケースに適用されます。すべて適用をクリックする
と、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、このノードのすべての
ビジネス・ケースに適用されます。

親モデル属性の指定
親モデル属性を指定するには:

1. 「コントリビューション・シナリオ」で、使用可能な場合、「入力のみのシナリオ」
リストから、親にロールアップしない勘定科目を含む入力のみのシナリオを選択し
ます。親モデルに含まれるすべての入力のみのシナリオがリストされます。
ネストされたシナリオ・ロールアップで中間レベルにある親モデルに対して、入力
のみのシナリオを定義することもできます。
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このオプションを使用するのは、入力のみのシナリオで指定された勘定科目の子から値を
取得するかわりに、親ノードがシナリオ・ロールアップにデータ値を提供する場合です。
シナリオ・ロールアップでの入力のみのシナリオの使用についてを参照してください。

2. 「基にする消去グループ」で、消去グループのソースを選択します。消去グループにより、
シナリオ・ロールアップから消去する勘定科目が定義されます。「現在のモデル」または
「子モデル」を選択し、「ユーザー定義消去グループ」から、シナリオ・ロールアップから
消去する勘定科目グループを選択します。
消去された勘定科目は、処理中にシナリオ・ロールアップの親でゼロに設定されます。

3. 「データ保持」で、非ロールアップ期間でのデータの使用方法を定義します。
• データを保持しない - ロールアップされない期間のデータは、連結からブロックされ
て最終的に値がゼロになります。

• 入力の保持 - 入力セルを使用してデータが再計算されます。入力の保持は、次の入力
勘定科目では使用できません。ロールアップでは算出勘定科目(v5000資本コスト
(Kw)、v5005長期資本コスト(%)、v5300自己資本コスト(Ke)、v5305長期自己資本
(%)、v5700経済的利益 PROC(%)、および v5705長期必要収益(%))として処理され
るためです。これらの勘定科目の値をシナリオ・ロールアップ内に保持するには、シ
ナリオ・ロールアップで使用される入力のみシナリオに値を追加します。

• 出力の保持 - 出力セルを使用してデータが再計算されます。
4. 「適用」をクリックすると、シナリオ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、現在
選択されているビジネス・ケースに適用されます。すべて適用をクリックすると、シナリ
オ・ロールアップ構造内のこのノードの変更が、このノードのすべてのビジネス・ケース
に適用されます。

シナリオ・ロールアップでの入力のみのシナリオの使用について
モデルで入力のみのシナリオを作成済で、そのモデルがシナリオ・ロールアップの親モデル
である場合、シナリオ・ロールアップの親モデル属性を定義するときに入力のみのシナリオ
を指定できます。入力のみのシナリオで指定された勘定科目に対してシナリオ・ロールアッ
プを実行すると、子から値を取得するかわりに、親ノードがシナリオ・ロールアップにデー
タ値を提供します。
たとえば、ビジネスの財務を定義するシナリオを設定するとします。財務は、通常、事業部
門(子)レベルではなく親レベルで定義されます。親モデルで入力のみのシナリオのビジネ
ス・プランの財務に提供するデータが含まれる勘定科目を定義します。様々な入力のみのシ
ナリオで複数のバージョンのデータを保持し、シナリオ・ロールアップの異なるビジネス・
ケースに様々な入力のみのシナリオを提供できます。ロールアップする場合、異なるビジネ
ス・ケースの様々な財務オプションに応じて、異なる結果を分析できます。財務データは、
入力のみのシナリオで指定された勘定科目のシナリオ・ロールアップ中は、常に親モデルか
ら取得されます。
親モデルに複数の入力のみのシナリオが含まれる場合、1つ以上のシナリオを選択できます。
たとえば、財務シナリオのみでなく営業シナリオもモデリングする場合、異なる結果セット
を分析できるように、異なる勘定科目に値を入力する複数のシナリオを結合できます。

ノート:

シナリオ・ロールアップの親に対して複数の入力のみのシナリオを同時に選択する
場合、各シナリオがシナリオ・ロールアップの異なる勘定科目を提供先としている
ことを確認してください。
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入力のみのシナリオについて:

• 出力値はなく、計算はできません。
• メンバーとして選択された勘定科目に対してのみ入力値が格納されます。
• これらは、シナリオ・ロールアップでビジネス・ケースへのデータとして使用でき
ます。複数のシナリオを同じビジネス・ケースに提供できます。

• データ値と予測方法は、ロールアップ時に提供側の入力のみのシナリオからビジネ
ス・ケースに静的にコピーされるため、データは、シナリオ・ロールアップを実行
するたびに元のソースからリフレッシュされます。

• 提供先となっているビジネス・ケースの値のロールアップを自動的にブロックする
メンバー勘定科目を定義します。

シナリオ・ロールアップの実行
シナリオ・ロールアップ構造、ビジネス・ケースおよびオプションでモデルの特徴を
定義したら、シナリオ・ロールアップを実行できます。
シナリオ・ロールアップを実行するには:

1. 「シナリオ・ロールアップ」からシナリオ・ロールアップを選択し、「アクション」
メニュー から、「実行」または「データの実行およびプッシュ」を選択します。
「データの実行およびプッシュ」を使用できるのは、管理者が「ロールアップ時に
実行」を選択したシナリオ・ロールアップに関連付けられたデータ・マップが少な
くとも 1つある場合です。

2. ロールアップするビジネス・ケースを選択するか、「すべて」をクリックしてすべ
てのビジネス・ケースをロールアップします。
デフォルトでは、現在選択されているビジネス・ケースが選択されます。

3. 「データの実行およびプッシュ」を選択した場合に、ロールアップを開始する前に
外部ソースからデータ・マップを実行する場合は、「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」を選択します。たとえば、シナリオ・ロー
ルアップに含まれない Planningモデルまたは別のモデルからのデータがあり、そ
のデータがシナリオ・ロールアップの開始前に更新されるようにプッシュする場合
を考えます。
このオプションは、シナリオ・ロールアップに関連付けられた外部ソースからのデ
ータ・マップがある場合にのみ使用できます。

4. 「実行」をクリックします。
シナリオ・ロールアップはジョブ・コンソールに送信されます。ここで、シナリオ・
ロールアップの進行状況をモニターできます。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。シナリオ・ロールアップ・プロセスにデータ・マッ
プが含まれる場合、これらのデータ・マップはシナリオ・ロールアップ・ジョブの子
ジョブとして表示されます。
シナリオ・ロールアップが完了したら、親モデルを開いて子モデルからロールアップ
されたデータを確認できます。

第 12章
シナリオ・ロールアップの作成および実行

12-48



13
データの調整と分散

次も参照:

• セル値の調整
Planningには、セル値を迅速に調整する複数の方法があります。

• What If分析の実行
データを保存してコミットする前に、"What If"計算を行い、その変化を確認できます。

• 期間に対するデータの分散
ここで説明されているとおり、フォームの操作時に、値を分散、つまり配分できます。

• グリッド分散を使用した分散値
管理者が「グリッド分散」をフォーム・プロパティとして使用可能にした場合、対象セル
内の既存値に基づいて、フォームの複数ディメンションにわたって値を増減する金額また
はパーセンテージを指定できます。

• 配賦を使用した値の分散
「配賦」を使用して、(複数のディメンションにわたる)複数のセルにデータを一括割当て
できます。

セル値の調整
Planningには、セル値を迅速に調整する複数の方法があります。
指定値またはパーセント値で値を増減することができます。セルに演算子やコマンドを入力
することもできます。What If分析の実行およびコマンドを使用したデータの迅速な入力を
参照してください。

What If分析の実行
データを保存してコミットする前に、"What If"計算を行い、その変化を確認できます。
データの実験を行うことにより、データを保存する前に様々なシナリオの影響を確認できま
す。これは、値を操作して目的の結果を得るために役立ちます。
データ値は次のように操作できます。
• 値の入力(コマンドを使用したデータの迅速な入力を参照)。
• 分散時に値をロックします(セルのロックを参照)。
• 演算子を入力して、ここで説明した数値を入力して値を変更します。
• Planningと Oracle Smart View for Office (データ入力および分析のためのアド・ホックの
使用を参照)でアドホック機能を使用します。

• 「サンドボックス」で、結果をいろいろと実験してみてください(サンドボックスで作業を
非公開に維持を参照)。

値を迅速に計算するには:
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1. 計算するセルを選択します。
2. 演算子(+、+–、*、/または%)を入力して、値を入力します。
3. カーソルを別のセルから移動します。
色の変化は、セルの値が変更されたことを示します。

期間に対するデータの分散
ここで説明されているとおり、フォームの操作時に、値を分散、つまり配分できます。
次を行えます:

• サマリー期間の値を基本期間または親期間の最初の親または最初の子に分散して
戻します

• 親子間の既存の配分に基づいて値を比例分散します
• カレンダの四半期ごとの週次配分(4-4-5、5-4-4、4-5-4または「なし」のいずれか
にできる)に基づいて値を分散します

• 親の値をそのすべての子孫に入力します
• 期間にデータを分散する間、一時的に特定のセル値をロックします(セルのロック
を参照)

複数の値を選択、コピー、貼付けまたは調整できます。期間にデータを貼付ける場合、
Planningが分散ルールを各セルに連続して適用し、左から右へおよび上から下へ貼り
付けます。貼付け操作の結果のデータは、最初にコピーしたデータに一致しない可能
性がありますデータの分散方法を参照してください。

ノート:

• 複数の通貨が混在するメンバーが含まれるサマリー期間のデータは分散
できません。

• サマリー期間の値はフォームが期間として代替階層を使用した場合で
も、自動的に分散されるので、分散された結果が正しいことを確認して
ください。Oracleでは代替階層にデータを入力することを推奨しませ
ん。値が正しく分散されないからです。

期間に対してデータを分散するには:

1. フォームで、分散する値が含まれているセルにカーソルを移動します。
2. 値を入力します。
値は、データの分散方法に記載されているルールに従って分散されます。

3. 「保存」をクリックします。

第 13章
期間に対するデータの分散
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データの分散方法
データ・セルはロックされていないと仮定した場合、勘定科目タイプ、「タイム・バランス」
プロパティ、既存の配分、メンバーの階層およびデータ型のような要因は、値の配分方法に
影響します。
セルのロックの詳細は、セルのロックを参照してください。

ノート:

データ分散時には、日付およびテキスト値が除外されます。

次の表は、通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときデータへ影響する例を示
しています。

表 13-1 例: 通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときのデータへの影響

勘定科目のタイム・バランス・プロ
パティ

新しい値の分布 例

FLOW
収益、費用、保存された仮定(「タイ
ム・バランス」プロパティが「フロ
ー」に設定されている場合)

既存の配分に基づいて、すべての子お
よび親に比例分散されます。その値
はサマリー期間蓄積階層の全体に影
響を与えるため、親期間はその子の合
計となります。
既存の分布が存在せず(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)、変更した値が四半
期の場合、その値は、週次配布
(4-4-5、4-5-4、5-4-4分布または、勘
定科目の分散が「なし」に設定されて
いる場合は均等に分布)に基づいてプ
ロポーショナル分散されます。
変更した親が年合計かまたは別の種
類のサマリー期間の場合、値は均等に
分散されます。

例 1
次の値を持つ第 1四半期の値を 250
から 500に変更します。
• 1月= 100
• 2月= 50
• 3月= 100
結果: 500が子に比例配分され、それ
ぞれの子の値は次のように変更され
ます。
• 1月= 200
• 2月= 100
• 3月= 200
第 1四半期の親が 250に集約されま
す。年合計の値が 1000だった場合、
新しい値は 1250となります。
例 2
3月の値を 100から 200に変更しま
す。
結果: 3月、第 1四半期、および年合
計は、すべて 100ずつ増加します。1
月と 2月の値は変化しません。

第 13章
期間に対するデータの分散
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表 13-1 (続き) 例: 通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときのデータへの影響

勘定科目のタイム・バランス・プロ
パティ

新しい値の分布 例

FIRST
勘定科目のすべての種別

親期間の最初の子のセルを変更した
場合にのみ、その最初の親まで上が
り、またその子まで逆戻りします。
サマリー期間は子の期間の最初に等
しくなります。
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または欠落
している場合)、その値はすべての子
にコピーされます。

例
次の値を持つ第 1四半期の値を 20
から 40に変更します。
• 1月= 20
• 2月= 15
• 3月= 05
• Q1 = 20
結果: 40が子に配分され、それぞれの
子の値は次のように変更されます。
• 1月= 40
• 2月= 15
• 3月= 05
• Q1 = 40

BALANCE
「資産」、「負債」、「資本」、「保存され
た仮定」(「タイム・バランス」プロパ
ティが「残高」に設定されている場
合)

親期間の最後の子のセルを変更した
場合にのみ、その最後の子まで下が
り、またその親まで逆戻りします。
サマリー期間は子の期間の最後に等
しくなります。
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。

例 1
第 1四半期を 30から 50に変更しま
す。
結果: 3月も 50に変更されます。1
月および 2月の値は変化しません。
第 1四半期は、最後の子ではないの
で、年合計は変化しません。
例 2
第 4四半期を 100から 50に変更し
ます。
結果: 12月が 50に変更されます。
12月は第 4四半期の最後の子だから
です。第 1、2、3四半期のように 10
月および 11月は変更されません。
年計は 50に変更されます。第 4四
半期は最後の子だからです。
例 3
次の値を持つ第 2四半期を 100に変
更します。
• 4月= 0
• 5月= 0
• 6月= 0
結果:
• 4月= 100
• 5月= 100
• 6月= 100
年合計は変わりません。

第 13章
期間に対するデータの分散
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表 13-1 (続き) 例: 通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときのデータへの影響

勘定科目のタイム・バランス・プロ
パティ

新しい値の分布 例

AVERAGE
「収益」、「費用」、「保存された仮定」
(「タイム・バランス」プロパティが
「平均」に設定されている場合)

既存の配分に基づいて、すべての子お
よび親に比例分散されます。その値
がサマリー期間蓄積階層の全体に影
響を与えるため、親期間はその子の平
均となります。
各月は 30日間であるというように、
各期間の日数が同じであることを前
提とします。

例
次の値を持つ第 1四半期の値を 5か
ら 10に変更します。
• 1月= 05
• 2月= 10
• 3月= 00
• Q1 = 05
結果:
• 1月= 10
• 2月= 20
• 3月= 00
• Q1 = 10

FILL
勘定科目のすべての種別

親に設定されている値は、すべての子
孫に埋め込まれます。

例
年合計を 100から 200に変更しま
す。
結果:
Q1、Q2、Q3、Q4およびすべての月
の値は 200に変更されます。
メンバーが再計算されたとき、集計演
算子およびメンバー式は「入力」値を
上書きします。

加重された平均-Actual_365
「収益」、「費用」、「保存された仮定」
(「タイム・バランス」プロパティが
「平均」に設定されている場合)

加重日平均は年間 365日に基づいて
おり、2月は必ず 28日であることを
前提としています。閏年には対応し
ていません。
加重された平均 - Actual_365につい
て:
• 月ラベルはカスタマイズできま
せんが、別名は使用できます。

• 1年は 12か月であり、四半期は
基本 3か月の合計である必要が
あります。

• Planningの設定後は、会計開始
月を変更できません。

• すべての月が計算に含まれます。
#MISSINGは分子で 0として扱
われ、すべての日数が分母の欠落
月に含まれます。つまり、たとえ
ば QTRは QTDではなく 3か月
を示し、年合計は YTDではなく
12か月を示しています。

例
1月、2月および 3月の値を入力しま
す。閏年を含むすべての年について、
2月は 28日であり、Q1は 90日であ
ることを前提とします。
入力した値と日数
• 1月= 9,000 31日
• 2月= 8,000 28日
• 3月= 8,000 31日
• Q1 = 90日(1月、2月および 3月
の合計日数)

結果:
Q1 = 8,344
Q1の平均は次のようにして計算され
ます。(1) Q1の各月の値にその月の
日数を乗じます。(2)これらの値を合
計します。(3)その合計値を Q1の日
数で割ります。2月の日数を 28、Q1
の日数を 90を使用すると、結果は
(9,000 X 31 + 8,000 X 28 + 8,000 X
31)/90 = 8,344です。

第 13章
期間に対するデータの分散
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表 13-1 (続き) 例: 通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときのデータへの影響

勘定科目のタイム・バランス・プロ
パティ

新しい値の分布 例

加重された平均 - Actual_Actual
「収益」、「費用」、「保存された仮定」
(「タイム・バランス」プロパティが
「平均」に設定されている場合)

加重日平均は 1年の実際の日数に基
づいています。2月が 29日まである
閏年に対応しています。
加重された平均 - Actual_Actualに
ついて:
• 月ラベルはカスタマイズできま

せんが、別名は使用できます。
• 1年は 12か月であり、四半期は

基本 3か月の合計である必要が
あります。

• Planningの設定後は、会計開始
月を変更できません。

• すべての月が計算に含まれます。
#MISSINGは分子で 0として扱
われ、すべての日数が分母の欠落
月に含まれます。つまり、たとえ
ば QTRは QTDではなく 3か月
を示し、年合計は YTDではなく
12か月を示しています。

• このタイム・バランス・プロパテ
ィは、ブロック・ストレージ・キ
ューブにバインドされたディメ
ンションでのみサポートされま
す。集約ストレージ・キューブで
は、「加重平均-Actual_Actual」
タイム・バランス・プロパティは
サポートされません。

例 1
閏年について、1月、2月および 3月
の値を入力します。2月は 29日であ
り、Q1は 91日であることを前提と
します。
入力した値と日数
• 1月= 9,000 31日
• 2月= 8,000 29日
• 3月= 8,000 31日
• Q1 = 91日(1月、2月および 3月

の合計日数)
結果:
Q1 = 8,341
Q1の平均は次のようにして計算され
ます。(1) Q1の各月の値にその月の
日数を乗じます。(2)これらの値を合
計します。(3)その合計値を Q1の日
数で割ります。2月の日数を 29、Q1
の日数を 91を使用すると、結果は
(9,000 X 31 + 8,000 X 29 + 8,000 X
31)/91 = 8,341です。
例 2
閏年以外について、1月、2月および
3月の値を入力します。2月は 28日
であり、Q1は 90日であることを前
提とします。
入力した値と日数
• 1月= 9,000 31日
• 2月= 8,000 28日
• 3月= 8,300 31日
• Q1 = 90日(1月、2月および 3月

の合計日数)
結果:
Q1 = 8,344
2月の日数を 28、Q1の日数を 90を
使用すると、結果は(9,000 X 31 +
8,000 X 28 + 8,000 X 31)/90 = 8,344
です。

CUSTOM 分散は無効化され、アプリケーショ
ン・デザイナが、カスタマイズ済の分
散を追加すると想定されます。たと
えば、Groovyルールを使用して期間
合計(Q1)に値を挿入することができ、
フロー・メソッドを使用してサマリー
期間が計算されます。

NA

第 13章
期間に対するデータの分散
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表 13-1 (続き) 例: 通貨の値または通貨以外の値を入力または変更したときのデータへの影響

勘定科目のタイム・バランス・プロ
パティ

新しい値の分布 例

DISABLE 分散が無効になり、サマリー期間は読
取り専用です。無効にすると、レベ
ル・ゼロ以外の期間にデータが入力さ
れないようになります。フロー・メソ
ッドは、期間合計(Q1)に集計するため
に使用されますが、合計期間には分散
しません。

NA

ノート:

「スキップ」オプションはデータの分散には適用できませんが、メンバー階層の計算
にのみ影響します。

パーセント値を変更する場合:

勘定科目タイプにかかわらず、既存の配分、すなわち 4-4-5設定を行うと、値はその子に均等
に分散されます。変更されたセルが、その親期間の最後の子である場合、値はその親まで上
がってコピーされます。
例 1

第 1四半期を 10から 20に変更します。
結果: 1月、2月および 3月も 20に変わります。ただし、第 1四半期は最後の子ではないの
で、年合計は変わりません。
例 2

2月の値を 10から 20に変更します。
結果: 1月と 3月はいずれも 2月の子でも親でもないので、値は変わりません。第 1四半期(お
よび年合計)の値は、2月がその最後の子ではないので変わりません。
例 3

第 4四半期を 30から 20に変更します。
結果: 10月、11月および 12月は 20に変わります。その値が第 4四半期の子にコピーされる
からです。年合計も 20に変わります。第 4四半期はその最後の子だからです。

ノート:

セル値の調整および複数通貨の分散を参照してください。

第 13章
期間に対するデータの分散
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複数通貨の分散
データが親メンバーから混在する通貨の子に分散される場合、子は親期間の通貨タイ
プを引き継ぎます。
データは、データの分散方法の説明のとおりに分散されます。
複数の通貨が混在している場合に子期間を変更すると、親期間に複数の通貨を持つ子
がない場合にのみ、親期間の通貨は子の通貨タイプを引き継ぎます。

セルのロック
データを分散または操作する場合、Planningが計算し他の値を埋め込む最中に、一時
的にセルをロックできます。
変更内容は、保存する前に確認できます。特定セルをロックしたデータの分散例を参
照してください。
値を一時的にロックするには:

1. ロックするセルを選択します。
2. 「データ」、「ロック」の順にクリックします。
ロック・アイコンは、セルがロックされていることを示します。複数セルをロック
する場合、すでにロック済のセルおよびロック解除されているすべてのセルがロッ
クされます。
これでその他のデータを分散または操作することが可能です(期間に対するデータ
の分散およびデータの分散方法を参照してください。)

3. セルのロックを解除するには、「ロック」を再度クリックします。
グループ内のセルがすべてロックされている場合(または別の理由で読取り専用に
なっている場合)のみ、「ロック」をクリックすることですべてのセルをロック解除
できます。データを保存する場合、ロックされているセルはロック解除されます。

特定セルをロックしたデータの分散例
セルがロックされている場合にデータを分散する方法を学習するには、次の例を参照
してください。
例 1

ロックして分散する前は、勘定科目 Aに次の値があります:

2月と 3月の値を 100にロックし、Q1の値を 300から 600に変更します。1月、2
月、3月の合計を 600にする必要がありますが、2月と 3月がそれぞれ 100にロック
されているので、Planningでは 1月の値が 400となるように計算して表示されます:

第 13章
期間に対するデータの分散
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例 2

ロックして分散する前は、勘定科目 Bに次の値があります:

Q1と Q2の値をそれぞれ 100にロックし、年合計を 400から 800に変更します。年の合計
を 800にする必要がありますが、Q1と Q2がそれぞれ 100にロックされているので、Q3と
Q4の値はそれぞれ 300と計算されます:

グリッド分散を使用した分散値
管理者が「グリッド分散」をフォーム・プロパティとして使用可能にした場合、対象セル内
の既存値に基づいて、フォームの複数ディメンションにわたって値を増減する金額またはパ
ーセンテージを指定できます。
フォームの結果はすぐに確認して、新規データを保存するか破棄することができます。分散
データを計算する場合、Planningでは、読取り専用およびロックされたセル、さらにサポー
ト詳細があるセルが無視されます。書込み権限を持つセルにのみ値を分散することで、デー
タ整合性が保証されます。

ノート:

「タイム・バランス」プロパティ設定は、「入力」オプションを使用してデータが分
散される方法に影響を及ぼします。データの分散方法を参照してください。

グリッド分散を使用して値を分散するには:

1. ターゲット・セルに分散する値が含まれる小計または合計ソース・セルにカーソルを置き
ます。

2. 「データ」をクリックし、「分散」をクリックします。
3. 「調整」に、変化の係数を入力します。

• 指定した量で値を変更するには、 をクリックします。値を減少するには、値の
前にマイナス記号を付けます。

第 13章
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• パーセンテージで値を変更するには、 をクリックします。
4. 分散パターンをクリックします。

• 比例分散: ターゲット・セルの既存値に基づいて、値を比例分散します(デフォ
ルト)。

• 均等分割: ターゲット・セル間で均等に値を分散します。
• 入力: すべてのターゲット・セル内の値を置換します。

5. 「適用」をクリックします。
指定した値またはパーセンテージがターゲット・セル全体に分散され、前の値を新
しい値に置換します。

6. 「保存」をクリックします。

配賦を使用した値の分散
「配賦」を使用して、(複数のディメンションにわたる)複数のセルにデータを一括割当
てできます。
ノート:

• 値の一括割当てを元に戻すことはできません。
• 「タイム・バランス」プロパティ設定は、「入力」オプションを使用してデータが分
散される方法に影響を及ぼします。データの分散方法を参照してください。

管理者がユーザーに「一括割当て」役割を割り当ててフォームの「一括割当ての使用
可能」プロパティを選択した場合、ユーザーは「配賦」を使用してデータを分散でき
ます。データをソース・セルのすべての子孫に配賦したり、複数のディメンション全
体に配賦したり、フォームに表示されていないセルにデータを分散することもできま
す。実際のところ、ターゲット・セルに対する書込み権限を持っている必要はありま
せん。
「配賦」を使用して値を分散するには:

1. 分散する値を含む小計または合計セルにカーソルを置きます。
2. 「データ」をクリックし、「配賦」をクリックします。
3. 「調整」に、変化の係数を入力します。

• 指定した量で値を変更するには、 をクリックします。値を減少するに
は、値の前にマイナス記号を付けます。

• パーセンテージで値を変更するには、 をクリックします。
4. 指定した値またはパーセンテージをターゲット・セル全体に配賦するには、次の表
で説明するように、「分散タイプ」をクリックします。

第 13章
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表 13-2 配賦の分散タイプ

分散タイプ 説明
比例分散 ターゲット・セルの既存値に基づいて、値を比

例分散します(デフォルト)。
リレーショナル分散 様々なソースの場所に存在する値に基づいて、

選択されたセルに分散します。このオプション
を選択すると、「選択済」列に各ディメンション
に対して現在選択されているメンバーが表示さ
れます。
「相対」では、分散されるベース値を識別するメ
ンバーを選択し、相対セル内の既存の値に基づ
いてパターンを作成します。メンバーを選択す
るには、「メンバー・セレクタ」を使用します。
Planningの管理 のメンバーの操作を参照して
ください。

均等分割 ターゲット・セル間で均等に値を分散します
入力 すべての対象セル内の値を置換します

5. 「分散」をクリックします。
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14
サポート詳細の操作

次も参照:

• サポート詳細の使用について
セル値の計算方法にロジックを構築する場合は、「サポート詳細」と呼ばれる組込み計算
機を使用してその値を求め、値の背後にある仮定を保存できます。

• サポート詳細についての詳細
サポート詳細は、フォーム内のデータの背後にある仮定の構築および理解に役立ちます。

• サポート詳細の追加
「サポート詳細」を使用して、詳細アイテムがセルの値に集約される方法を設定します。

• 複数のセルのサポート詳細ウィンドウへの貼付け
「サポート詳細」ウィンドウには、Microsoft Excelや他の製品の複数セルからサポート詳
細をコピーして貼り付けることができます。

サポート詳細の使用について
セル値の計算方法にロジックを構築する場合は、「サポート詳細」と呼ばれる組込み計算機を
使用してその値を求め、値の背後にある仮定を保存できます。
サポート詳細の作成方法を学習するには、このビデオをご覧ください。

 Oracle Planning and Budgeting Cloudでのプラン情報の追加
たとえば、独自のロジックを使用して、次期四半期の出張費用の計画を立てると想定します。
この例では、出張費用の計画に「サポート詳細」を使用する方法を示しています。
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データの計算方法を定義するテキスト、数値および演算子を含めることができます。
サポート詳細の追加を参照してください。

サポート詳細についての詳細
サポート詳細は、フォーム内のデータの背後にある仮定の構築および理解に役立ちま
す。
たとえば、ボールペン、万年筆、マーカーなどのペンのサポート詳細を追加します。
これで、ペン・メンバーでは、すべてのペン・タイプの合計を表示できます。
サポート詳細について:

• サポート詳細を含むセルの背景は青緑色になります。
• サポート詳細では、フォームへのメンバーの追加やその組織の変更は行われませ
ん。

• サポート詳細を作成するセルへの書込み権限が必要です。
• サポート詳細を保護するために、サポート詳細を含むセル内の集約値は読取り専用
になります。

• サポート詳細は、ターゲット・バージョンとボトムアップ・バージョンに追加でき
ます。

• サポート詳細は、基本期間(レベル 0メンバー)にのみ追加できます。四半期などの
サマリー期間には、サポート詳細を追加できません。

• 設定済の数値および精度フォーマットは、「サポート詳細」ウィンドウには反映さ
れません。

• 演算子のシーケンスは、複雑な計算で複数の演算子を処理するのに使用されるもの
と同じ論理に従います。サポート詳細の順序を参照してください。

• サポート詳細を印刷できます。
• 管理者は、「バージョンのコピー」機能を使用して、あるバージョンから別のバー
ジョンにサポート詳細をコピーできます。

• 管理者はサポート詳細を含むデータを、あるディメンショナル交差から別のディメ
ンショナル交差にコピーできます。たとえば、管理者は「予算、FY19、最終」を
「予測、FY20、初期素案」にコピーできます。

サポート詳細の追加
「サポート詳細」を使用して、詳細アイテムがセルの値に集約される方法を設定しま
す。
サポート詳細を操作するには:

1. サポート詳細を追加するセルを選択します。
行または列内の継続するセルを選択できますが、行と列の組合せを含めることはで
きません。書き込めるように、現地通貨または入力通貨のセルを選択してくださ
い。

2. 「データ」、「サポート詳細」の順にクリックします。
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3. このウィンドウから、「アクション」をクリックし、目的の構造を示す行を追加します。
たとえば、「子の追加」をクリックして、選択したアイテムの直下に行を追加します。サ
ポート詳細の構造の操作を参照してください。

4. 各行に、最大 1,500文字の説明を入力します。
5. 行ごとに演算子を選択して行間の算術関係を設定します。このために、各行の「演算子」
セルをクリックし、+ - * /および~ (無視)の演算子から選択します。

6. データを入力して設定または計算をします。
フォームで設定したものと同じスケールを使用して、数字を入力します。

7. 「保存」をクリックします。
値は動的に計算され、データを保存する前に集約されます。フォーム上のデータも保存さ
れます。

サポート詳細の構造の操作を参照してください。

サポート詳細の構造の操作
サポート詳細の要素の構成方法を学習します。
サポート詳細の構造を作成または変更するには:

1. 行を選択し、「アクション」から次のオプションのいずれかをクリックします。
表 14-1 サポート詳細のオプション

オプション 結果
子の追加 選択されたセルの 1レベル下にアイテムを追加

します。子は無制限に追加できますが、パフォ
ーマンスに与える影響を考慮してください。

兄弟の追加 選択されたセルと同じレベルにアイテムを追加
します。兄弟は無制限に追加できますが、パフ
ォーマンスに与える影響を考慮してください。

削除 選択されたアイテムの削除
すべて削除 すべてのサポート詳細を削除します。
上位へ移動 選択されたアイテムを 1つ上のレベルに移動
下位へ移動 選択されたアイテムを 1つ下のレベルに移動
上へ移動 選択したアイテムをその兄弟の先祖より前に移

動します。
下へ移動 選択したアイテムをその兄弟の子孫より後に移

動します。
行の複製 選択アイテムの下に行を追加してテキスト、演

算子、値などをコピーします。
入力 連続したセルを選択してセルの 1つに値を入力

すると、他の空のセルに値が入力されます
2. 「保存」をクリックします。
保存すると、行、データおよび計算された値が格納されます。

第 14章
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サポート詳細の順序
サポート詳細の順序は、保存される結果の値に影響します。
計算順序の理解は、サポート詳細の正確な入力に役立ちます。サポート詳細は+(加
算)、-(減算)、*(乗算)および、/(除算)の計算順序で使用します。簡単な単位 xレートの
例で正確にサポート詳細に入力する方法を実演します。
サポート詳細の間違った入力およびサポート詳細の正しい入力を参照してください。

サポート詳細の間違った入力
この例は、間違ったデータを生成するサポート詳細の行の順序を示しています。
次の表のレートは単項演算子+に設定されているので、計算の順序はまずレートを加算
してから単位を掛けます。その結果、2月と 3月では間違ったデータになります。

サポート詳細の正しい入力
この例は、正しい値を生成するサポート詳細の順序を示しています。
次の表に、単位 xレートの計算の正しい順序を示します。これで、結果が正しい値に
なります。

サポート詳細の順序を検証して、正しい値が計算され保存されたことを確認します。

第 14章
サポート詳細の追加

14-4



サポート詳細のセルが空白の場合の合計
Planningでは、値を集約する際に、サポート詳細データ・セルが空白である場合、無視され
ます(値がゼロとはみなされません)。
たとえば、講師を雇用するための 1日当たりのレート($250)と講師の雇用を計画している 1
か月当たりの日数(1月に 4回、2月はなし)を乗算するために、次のようなサポート詳細を定
義するとします。2月には講師を雇用するつもりがないにもかかわらず、2月の講師合計は
250になります。

空白のセルと積算を含む集約で値を正しく算出するには、レートのセルを空白にするかまた
は日数セルにゼロを入力する必要があります。

これでレート(250)と 0 (ゼロ)が乗算され、2月の結果はゼロになります。

複数のセルのサポート詳細ウィンドウへの貼付け
「サポート詳細」ウィンドウには、Microsoft Excelや他の製品の複数セルからサポート詳細を
コピーして貼り付けることができます。

ノート:

この機能は、デスクトップでのみ使用でき、モバイル・デバイスでは使用できませ
ん。

たとえば、スプレッドシートでサポート詳細の作業を行い、Planning にコピーしなおすこと
ができます。
サポート詳細のコピーおよび貼付けについて:

第 14章
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• データの貼り付け先のセル範囲が、「サポート詳細」ウィンドウに表示されている
必要があります。クリップボードの内容を貼り付ける際には、クリップボード上の
余分な値は無視されます。

• Microsoft Excelのセル範囲からサポート詳細のセル範囲にコピーできるのは、デー
タのみです(行の説明やラベルは含みません)。

• 貼付け元のデータ・フォーマットは維持されません。
Microsoft Excelワークシートからサポート詳細をコピーするには:

1. Planningで、サポート詳細を表示または作成するセルまたはセル範囲を選択して
から、「データ」、「アクション」、「サポート詳細」の順にクリックします。

2. 「サポート詳細」で、セル範囲にサポート詳細を入力するかまたはサポート詳細を
含んでいるセルを追加し、「OK」をクリックします。

3. Excelで、サポート詳細を含むセル範囲を選択し、[Ctrl]を押しながら[C]を押して
データをコピーします。

4. Planningで、サポート詳細を追加するフォームを開きます。
5. 変更する詳細を含む 1つ以上のセルを選択し、「サポート詳細」をクリックします。
6. 「サポート詳細」で、サポート詳細を貼り付ける範囲の左上のセルの灰色枠内

をクリックし、[Ctrl]を押しながら[V]を押します。
ブラウザで、[Ctrl]を押しながら[V]を押すと、クリップボードが表示されます。再
び[Ctrl]を押しながら[V]を押して、コピーしたデータを貼り付けます。

7. 「保存」をクリックします。

第 14章
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15
プランの承認の取得

次も参照:

• 承認について
承認は、ワークフローを構成し、予算データを準備する際に権限レベルを形式化します。

• 承認ユニットを使用したプランの構築
プランは承認ユニットを通じて追跡および管理されます。承認ユニットは、プラン・デー
タの準備、注釈付け、確認および承認の基本ユニットです。

• 承認ユニットの選択
承認ユニットは多くの方法で表示できます。

• プランの入力
管理者は承認ユニットを開始することで、年や四半期ベースのプランニング・プロセスを
開始します。承認ユニットが正式に開始される前にデータを入力できますが、そのデータ
は正式なプランニング・サイクルの一部ではありません。

• 確認プロセスについて
次のトピックでは、承認ユニットのそれぞれの状態と、実行可能なアクションについて説
明します。

• 承認ユニットの検証
管理者によって承認ユニットにデータ検証ルールが設定されている場合があるため、予算
を次の確認者に送信する前に承認ユニットを検証することをお薦めします。

• 承認ユニットのステータスの変更
承認ユニットのステータスは、確認者が予算を別の確認者に渡すたびに変更されます。承
認ユニットのステータスは、確認者が予算を別の確認者に送信するときに取るアクション
に基づきます。

• 承認ユニットの注釈の追加または表示
注釈は、開始した承認ユニットのデータに関するコメントです。注釈を追加すると、プラ
ン・データの監査証跡の作成に役立ちます。

• 承認ステータス・レポートの作成
• 不在時の処理
ユーザーが予算確認プロセス中に不在の場合、不在時の確認責任の担当を別のユーザーに
委任できます。メッセージを含めることもできます。

承認について
承認は、ワークフローを構成し、予算データを準備する際に権限レベルを形式化します。
承認を使用すると、次の処理を実行できます。
• プランニング・データの確認および承認
• 予算の進捗状況の追跡
• 確認プロセスでの問題の識別
• 注釈を使用した確認者によるコメントの表示
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• プランニング・データの移動パスの表示
• プラン・データがデータ検証ルールに合致していることの確認

承認ユニットを使用したプランの構築
プランは承認ユニットを通じて追跡および管理されます。承認ユニットは、プラン・
データの準備、注釈付け、確認および承認の基本ユニットです。
「承認」を使用して、特定のシナリオ、バージョンおよびエンティティ (またはエンティ
ティの一部)のプラン・データを送信します。たとえば、承認ユニットを、バージョン
(「ワースト・ケース」)、シナリオ(「予測」)およびエンティティ (「ニューヨーク」)で構成
できます。
承認プロセスの準備を行うには、管理者は次のことを行います:

• 承認ユニットを設定します。通常は企業の組織、地理的地域または製品ラインに基
づきます。

• プラン・データが組織内を移動する際にプラン・データを確認および承認するユー
ザーを指定します(移動パス)。

• 各承認ユニットを正式に開始してプランニング・サイクルを開始します。状態が
「レビュー中」に変わります。「レビュー中」状態で、データを入力し(承認ユニッ
トを所有している場合)、データの準備ができたと判断したときに承認ユニットを
上位へ移動または送信できます。その後は、再度所有者になるまでデータを変更で
きません。

管理者が開始した承認ユニットは承認プロセスに含まれ、管理および追跡されます。
すべての確認者がすべての承認ユニットを承認すると、プランニング・サイクルが完
了します。
承認ユニットを操作するには、ホーム・ページで「承認」

をクリックします。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
承認の使用について学習します。

 概要: Enterprise Planning and
Budgeting Cloudの承認

承認ユニットの選択
承認ユニットは多くの方法で表示できます。

をクリックして、次を確認します:

• 自分の承認ユニットを表示するには、 をクリックします。「開始済」の承認
ユニットのみが表示されます。

第 15章
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• シナリオ、バージョン、承認ステータスまたは承認ユニット名で承認ユニットを表示する
には、それらをクリックします。

• 他のプロパティで承認ユニットを表示するには、下部にある「増やす」をクリックし、次
のオプションから選択します:

– 承認ユニット世代
– 検証ステータス
– ユーザー名
– 現在の場所
– 現在の場所の世代
– 承認グループ

「承認」ページをグラフィカルに表示するには、 をクリックします。 をクリックし
て、リスト・ビューに戻ります。
名前、承認ステータスまたは現在の所有者で承認ユニットをソートできます。

ヒント:

サインインした時点では、すべての承認の設定情報が最新状態です。Planningにサ
インインしてからしばらく時間がたっている場合は、「リフレッシュ」をクリックし
ます。こうすると、サインインした後で管理者が行った可能性がある更新が「承認」
に反映されます。

ノート:

管理者は承認ユニットの所有者と確認者をグループとして設定できます。
Planningの管理 のグループ・ベースの承認についてを参照してください。

プランの入力
管理者は承認ユニットを開始することで、年や四半期ベースのプランニング・プロセスを開
始します。承認ユニットが正式に開始される前にデータを入力できますが、そのデータは正
式なプランニング・サイクルの一部ではありません。
管理者によって承認ユニットが開始された後、プランニング・ユニットを構成する選択され
たシナリオ、バージョンおよびエンティティにデータを入力できます。承認ユニットは、移
動または送信するまで注釈を付けたり、分析したり、改訂できます。その後は、再度現在の
所有者になるまでデータを変更できなくなります。

確認プロセスについて
次のトピックでは、承認ユニットのそれぞれの状態と、実行可能なアクションについて説明
します。
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次も参照:

• 承認ユニットのアクション
承認ユニットで実行できるアクションは、承認ユニットの状態によって異なりま
す。

• 承認ユニットの状態
各承認ユニットには、確認プロセス内での場所に応じてステータスが割り当てられ
ます。

• 承認ユニットの合計の表示
管理者の設定により、承認ユニットの合計値を表示できるようになります。たとえ
ば、承認前に予算の合計を表示できます。

承認ユニットのアクション
承認ユニットで実行できるアクションは、承認ユニットの状態によって異なります。
• 開始: 承認ユニットを開始します
新しい承認ユニットの状態: フリーフォーム・テンプレートの場合は「最初のパス」、
ボトムアップ・テンプレートおよび配分テンプレートの場合は「レビュー中」

• 除外: 承認ユニットを停止し、その履歴をすべて削除します
新しい承認ユニットの状態: 未開始

• 作成: ボトム・アップ: 承認ユニットが移動パス内の最初の位置に移動します
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 上位へ移動: フリーフォーム・テンプレートでは、承認ユニットがリスト内の任意
のユーザーに移動します。ボトムアップ・テンプレートでは、承認ユニットが移動
パスの次の位置に移動します。
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 却下: フリーフォーム・テンプレートでは、承認ユニットがリスト内の任意のユー
ザーに移動します。ボトムアップおよび配分テンプレートでは、承認ユニットが移
動パス内の前の任意のユーザーに移動します
新しい承認ユニットの状態: 未サインオフ

• サインオフ: 承認ユニットを「サインオフ済」状態に移行します
• 委任: 承認ユニットを新規に選択した所有者に委任します
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 所有権の取得: 現在の所有者から所有権を取得します。グループの場合、承認ユニ
ットの所有権をグループから取得します。
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 戻る: グループに所有権を戻します
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• パス: グループ内の場合、そのグループ内の別のユーザーに所有権が渡されます
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 凍結: 承認ユニットをデータ入力から凍結します
新しい承認ユニットの状態: 凍結済

第 15章
確認プロセスについて

15-4



• 凍結解除: 承認ユニットを凍結解除し、データ入力を再度可能にします
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 配分: 承認ユニットが移動パス内の前の位置に移動します
新しい承認ユニットの状態: 分配済

• 子の配分: 承認ユニットが移動パス内の前の位置に移動します。選択した承認ユニットの
子に適用されます。
新しい承認ユニットの状態: 分配済

• 所有者の配分: 承認ユニットが移動パス内の最初の位置に移動します
新しい承認ユニットの状態: 分配済

• 送信: 承認ユニットが移動パス内の次の位置に移動します
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 最上位に送信: 承認ユニットが移動パス内の最後の位置に移動します
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

• 承認: 承認ユニットを承認します。これにより、承認プロセスが完了し、ユーザーは追加
アクションを実行できなくなります。
新しい承認ユニットの状態: 承認済

• 再度開く: 承認された承認ユニットを再度開きます。「再度開く」は、ユーザーおよび移動
パスの最後に位置するパワー・ユーザーが実行できます。
新しい承認ユニットの状態: レビュー中

承認ユニットの状態
各承認ユニットには、確認プロセス内での場所に応じてステータスが割り当てられます。
承認ユニットは、次のいずれかのステータスになります。
• 未開始: すべての承認ユニットの初期状態。管理者は、「開始」アクションを使用して確認
プロセスを開始します。これによって、承認ユニットの状態は「初回パス」に変更される
か(フリーフォーム・テンプレートの場合)、「レビュー中」に変更されて、移動パスの最
初に位置付けられるか(ボトムアップ・テンプレートの場合)、「レビュー中」に変更され
て、移動パスの最後に位置付けられます(配分テンプレートの場合)。

ノート:

移動パスの最初と最後とは、状態ではなく、承認ユニットを所有する場所とユ
ーザーを指します。

• 最初のパス: 予算策定プロセス用に選択された承認ユニットの最初の状態です。「初回パ
ス」では承認ユニットに所有者はありません。「最初のパス」の状態では、書込み権限を
持つユーザーはデータを入力し、承認ユニットを上位へ移動できます。この状態の間、管
理者は承認ユニットからメンバーを除外できます。
承認ユニットの確認準備を終えた後で、いくつかのアクションから 1つを選択し、承認ユ
ニットのステータスを変更して所有権を渡します。承認ユニットの所有者に選ばれた場
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合に電子メールで通知を受信できるようにするには、通知用電子メールの設定およ
び承認オプションの設定を参照してください。

ノート:

承認にフリーフォーム・テンプレートを使用している場合、ユーザーは
次の所有者を割り当てる必要があります。

• レビュー中: これは、「上位へ移動」または「送信」アクションが取られた後の状態
であり、誰かが承認ユニットの確認作業を行っていることを示します。「レビュー
中」の承認ユニットでは、現在の所有者または管理者のみがデータを変更できま
す。「レビュー中」の承認ユニットは、最終的に承認されるまで連続した上位に移
動、送信、サインオフまたは拒否されます。

• 凍結済: 子孫承認ユニット内のすべての関連データがロックされます(読取り専
用)。承認ユニットを凍結した所有者、またはそのユーザーより上位の所有者は、
「凍結解除」を選択してこのアクションを解除できます。

• 配分済: 複数のユーザーが予算を確認中です。確認者は権限でフィルタ処理され、
配分アクション(「配分」、「子の配分」または「所有者の配分」)の対象として指定さ
れている確認者が、選択されます。

• 未サインオフ: 所有者または管理者が「却下」を選択した場合の状態です。未サイ
ンオフの承認ユニットでは、現在の所有者または管理者のみがデータの変更または
なんらかのアクションを取ることができます。

• 承認済: 「承認」が選択された場合の状態です。移動パスの最後のユーザー(承認ユ
ニットの所有者)は、所有者または確認者であるかどうかにかかわらず、所有者に
なります。所有者は、承認ユニットを定義するメンバーの組合せへの書込み権限を
持つ場合、データを編集でき、「承認」アクションを実行できます。移動パスの最
後のユーザーである確認者は、承認ユニットのデータを編集できませんが、「承認」
アクションを実行できます。すべての承認ユニットが承認されると、予算策定サイ
クルが完了します。

ノート:

• 読取り権限のあるユーザーは、「未開始」の状態を除くすべての状態で、データの
表示、承認状態の表示、履歴の表示および注釈の読取りと追加を行うことができま
す。

• 承認ユニットでは承認の状態がスキップされることがあります。
• 親承認ユニットを使用すると、確認のプロセスを概要レベルで管理できます。
• 承認ユニットの所有者および確認者は、個人にすることもグループにすることもで
きます。Planningの管理のグループ・ベースの承認についてを参照してください。
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ノート:

承認ユニットのステータスを変更する際に使用可能なアクションは、選択される承
認テンプレートにより異なります。たとえば、配分テンプレートを使用する場合、
ユーザーは「送信」を使用して所有権を移動パス内の次のユーザーに渡すことがで
きます。これに対して、ボトムアップ・テンプレートを使用する場合は、「送信」は
使用できません。かわりに、ユーザーは「上位へ移動」を選択して、所有権を移動
パス内の次のユーザーに渡します。「凍結」および「凍結解除」のアクションはボト
ムアップ・テンプレートおよび配分テンプレートに対してのみ使用可能になります。

承認ユニットの合計の表示
管理者の設定により、承認ユニットの合計値を表示できるようになります。たとえば、承認
前に予算の合計を表示できます。
合計値を表示できるように承認ユニットを設定するには:

• 管理者は、集約された承認ユニット値が導出されたキューブを選択します( Planningの管
理 の承認ユニット階層の名前、スコープおよびテンプレートの設定を参照してくださ
い)。

• 管理者は、すべてのディメンションのメンバーを選択します( Planningの管理 の承認ユニ
ットの所有者と確認者の割当てを参照してください)。

• 複数通貨の環境では、承認ユニットの合計値を表示するためのレポート通貨を設定できま
す。合計が正しく計算されるようにするには、通貨換算ビジネス・ルールを起動します。

承認ユニットの検証
管理者によって承認ユニットにデータ検証ルールが設定されている場合があるため、予算を
次の確認者に送信する前に承認ユニットを検証することをお薦めします。
承認ユニットの「検証」をクリックします。検証でエラーが検出された場合は、「検証」リン
クが表示されます。リンクをクリックして、エラーの修正方法を確認します。
レビュー・プロセスは、イベントにより変更がトリガーされていなければ移動パスに沿って
行われます。移動パスに影響するイベントは次のとおりです:

• 給与、新規採用または資本設備などの予算項目の費用の境界を超過する場合、または境界
に到達しない場合

• 現在の所有者が予算を、追加情報を求めて前の所有者に戻す場合
• 現在の所有者が、必ずしも移動パスにいないが許可されているユーザーに支援を求める場
合
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ノート:

「上位へ移動」を選択した場合も、承認ユニットに定義されている検証ルール
が実行されます。関連付けられているすべてのデータ検証ルールの条件が満
たされると、承認ユニットの移動パスに定義されている次の所有者に承認ユ
ニットが移動されます。

承認ユニットのステータスの変更
承認ユニットのステータスは、確認者が予算を別の確認者に渡すたびに変更されます。
承認ユニットのステータスは、確認者が予算を別の確認者に送信するときに取るアク
ションに基づきます。

ノート:

親承認ユニットのステータスを変更すると、その子も、「最初のパス」状態時
に除外されているかまたはすでに承認されている場合を除いて、すべて変更
されます。

承認ユニットのステータスを変更するには:

1. ホーム・ページの「承認」

をクリックします。
2. 承認ユニットを選択します。
承認ユニットの選択を参照してください。

3. 「アクション」からアクションを選択し、「ステータスの変更」、「所有者」の順にク
リックします。

承認ユニットの移動パスを表示するには、 をクリックします。
4. 使用可能な「ステータスの変更」アクション:

• 作成: 選択されたすべての承認ユニット(すべての子孫を含む)の所有権を、承認
ユニット階層においてその承認ユニットに定義された最初の所有者に変更し
ます。
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ノート:

承認ユニットの最初の所有者は、「分配」テンプレートと「ボトム・アップ」
テンプレートとでは異なります。「分配」テンプレートの場合、最初の所有
者は承認ユニット階層の最上位の所有者です。「ボトム・アップ」テンプレ
ートの場合、最初の所有者は承認ユニット階層の最下位の所有者です。

• 開始: 予算プロセスを開始し、承認ユニットのステータスを「初回パス」に変更しま
す。

• 上位へ移動: 確認のため、承認ユニットを別のユーザーに渡します。このアクション
では、初めて承認ユニットの所有権が割り当てられ、次回からは承認ユニットの所有
権がある確認者から別の確認者へと転送されます。「上位へ移動」により、現在の所
有者による暗黙のサインオフが行われ、承認ユニットのステータスが「レビュー中」
に変更されます。

• 除外: 予算プロセスから承認ユニットを除外します。
• 拒否: 承認ユニットが直前の所有者による追加作業を必要とすることを示します。
「拒否」では、通常、以前の所有者による別の繰返しの作成が必要となります。デフ
ォルトでは、「拒否」によって承認ユニットの所有権が直前の所有者に戻りますが、
次の所有者を選択できます。「拒否」により、承認ユニットのステータスは「未サイ
ンオフ」に変更されます。

• 承認: 承認ユニットを承認し、そのステータスを「承認済」に変更します。「分配」ま
たは「ボトム・アップ」テンプレートを使用する場合は、移動パスの最後の所有者の
みが、承認ユニットを承認できます。「フリー・フォーム」テンプレートを使用する
場合は、「未開始」を除くすべてのステータスの承認ユニットを承認できます。移動
パスの最後の確認者のみ、「未サインオフ」または「初回パス」ステータスから承認
できます。
確認者は、承認ユニットを承認することで、暗黙にサインオフしたことになります。
通常、承認ユニットは 1度のみ承認されます。ただし、管理者は承認済の承認ユニッ
トを再度開くことができます。

• 委任: 移動パスに含まれていないユーザーに所有権を渡します。「所有者」からユーザ
ーを選択して、そのユーザーに所有権を渡します。指定したユーザーは、完了時に
「上位へ移動」を選択して、移動パス上の最初の承認者に予算を返します。このアク
ションは、「ボトム・アップ」および「配分」テンプレートで使用できます。

• 所有権の取得: 承認ユニットの所有者、および選択した親承認ユニットの下のすべて
のレベル 0の承認ユニットの所有者になります。現在のユーザー、および承認ユニッ
ト階層の現在の承認ユニット所有者より上位のユーザーに使用可能です。

• 凍結: 派生する承認ユニットで関連するすべてのデータをロックします。このアクシ
ョンにより、すべての関連データが読取り専用となりますが、承認ユニットの所有権
は変わりません。

• 「分配」、「子に分配」または「所有者に分配」: 承認ユニットの所有権を複数のユーザ
ーに渡します。分配アクションの動作は、承認ユニット階層における予算の現在の場
所によって異なります。これらのアクションは、「分配」テンプレートを使用する場
合の承認ユニット階層に対するアクションです。
「分配」は、所有権を、承認ユニット階層の現在のレベルのメンバーに割り当てます。
「子に分配」は、承認ユニットの所有権を現在の所有者の子に割り当てます。「所有者
に分配」は、承認ユニットの所有権を承認ユニット階層作成時に定義されたレベル 0
の所有者に割り当てます。
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• サインオフ: 承認ユニットをサインオフします。「サインオフ」では承認ユニッ
トの所有権は転送されませんが、状態が「サインオフ済」に変更されます。

• 送信: 承認ユニットを次のレベルに送信します。
• 最上位に送信: 階層内で定義された最上位のユーザーに所有権を付与します。
• 再度開く: 承認された承認ユニットを再度開きます。

5. 「完了」をクリックします。

承認ユニットの注釈の追加または表示
注釈は、開始した承認ユニットのデータに関するコメントです。注釈を追加すると、
プラン・データの監査証跡の作成に役立ちます。
注釈を追加するには:

1. 「承認」ページで、承認ユニットへのリンクをクリックします。
2. 「注釈の追加」をクリックします。
3. 注釈を入力し、「投稿」をクリックします。
リンクの下に注釈が表示されます。「返答」をクリックして、注釈に応答できます。

ノート:

注釈が表示されたときにハイパーリンクとして表示される URLを入力
できます。

管理者は、注釈レポートを印刷できます。 Planningの管理 の承認ユニットの注釈の印
刷を参照してください。

承認ステータス・レポートの作成
承認ステータス・レポートを使用して、承認プロセスの詳細なステータスを表示でき
ます。すべてのユーザーがこのレポートにアクセスできますが、書込みアクセス権が
ある承認ユニットのみが表示されます。
フィルタを使用すると、さらに焦点を絞ったレポートを生成できます。次のものでフ
ィルタできます。
• 承認ステータス
• シナリオ
• バージョン
• 承認ユニット階層
• 現在の場所の世代
• 承認グループ
承認ステータス・レポートには次の情報が表示されます。
• 承認ユニット
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• 親
• ステータス
• サブステータス

ノート:

サブステータスは、承認ユニットでアクションの実行中に発生した失敗を追跡
します。通常、失敗には、セキュリティ・アクセスの欠落、検証ルールの失敗、
または、アクションが正常に完了することを妨げるその他のシステム障害が含
まれる場合があります。

• 前の所有者
• 現在の所有者
• 次の所有者
• 現在の場所
• 合計値
• 最終ステータス変更日

承認ステータス・レポートは次のフォーマットで生成できます。
• XLSX (Excel)

• PDF

• HTML

• XML

承認ステータス・レポートを作成するには:

1. 「ナビゲータ」アイコン をクリックし、「モニターおよび検索」で「システム・レポー
ト」をクリックします。

2. 「承認ユニット」をクリックし、「承認ステータス」をクリックします。
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3. 次の選択を行います。
• 「承認ステータスの選択」で、レポートに表示するステータスを選択するか、
「すべて」を選択します。

• 「フィルタ」で「シナリオ」を選択して、次のオプションを選択します:

– バージョン: をクリックし、「メンバー選択」ダイアログを開いて選択
します。

– 承認ユニット階層: このオプションのフィルタにより、承認ユニット階層
のサブセットが追加されます。

– 現在の場所の世代: このオプションでは、該当する世代のすべてのメンバ
ーがレポートに追加されます。世代番号、世代範囲またはその両方をカン
マで区切って入力できます(例: 1,4,6-9)。

– 承認グループ: このオプションでは、レポートで選択する承認グループが
表示されます。

• 「フォーマットの選択」で、ファイル・フォーマット(「XLSX」、「PDF」、
「HTML」または「XML」)を選択します。

4. 「レポート作成」をクリックし、レポートの保存場所を選択します。

不在時の処理
ユーザーが予算確認プロセス中に不在の場合、不在時の確認責任の担当を別のユーザ
ーに委任できます。メッセージを含めることもできます。
確認責任を委任するには、承認オプションの設定を参照してください。

ノート:

会社に戻ったら、不在時の設定をクリアします。

第 15章
不在時の処理

15-12



16
レポートの操作

レポートおよびブックを作成して、重要データのサマリーを表示します。
Planningでは、データの要約を可能にするレポートを 2つの方法で作成できます:

• レポート
• Financial Reporting

レポート
この、次世代のクラウド・ベースのレポート・ソリューションは、使いやすく堅牢なレポー
ト開発フレームワークを、レポート・ビューアのエンリッチされたユーザー・エクスペリエ
ンスとともに提供します。レポートを使用すると、ユーザーは、Oracle Analytics Cloud -
Essbaseや ERP Cloud財務などの、Oracle Enterprise Performance Management Cloudソー
スを利用したチャートやグリッドをレポートに挿入できます。このレポート・ソリューショ
ンは、Financial Reportingとともに動作し、最終的にはこれを置き換えます。
レポート機能を操作するには、ホーム・ページで「レポート」をクリックし、次にページの

左側にある「レポート」タブ をクリックします。
レポートのレポート・ソリューションの操作を参照してください。
Financial Reporting

この従来のレポート・ソリューションでは、GAAPに準拠した、高度に書式化された高品質
の財務および管理レポートが生成されます。
Financial Reporting機能を操作するには、ホーム・ページで「レポート」をクリックし、ペー

ジの左側にある「財務レポート」タブ をクリックします。
従来の財務レポートとブックの操作を参照してください。

レポートのレポート・ソリューションの操作
レポートの概要
レポートは、以前は Narrative Reportingビジネス・プロセスの管理レポートとして使用可能
だった機能で、Oracle Enterprise Performance Management Cloudプラットフォームのビジ
ネス・プロセスとアプリケーションと一緒に組み込まれるようになり、今後は Financial
Reportingのかわりになります。レポートは、使いやすく堅牢なレポート開発フレームワーク
を、レポート・ビューアのエンリッチされたユーザー・エクスペリエンスとともに提供しま
す。
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レポートのレポート・ソリューションの設計と操作について学習するには、次のトピ
ックおよびガイドを参照してください:

• Oracle Enterprise Performance Management Cloudのレポートの操作のレポート
について学ぶ

• Oracle Enterprise Performance Management Cloudのレポートでの設計のレポー
トについて学ぶ

レポートへのアクセスとレポート・リポジトリの表示

次世代のレポートを表示するには、ホーム・ページで をクリックし、ページの左

側にある「レポート」タブ をクリックします。
「レポート」のリスト・ページでは、ダッシュボード、インフォレット、データ入力フ
ォームなどと同じフォルダ階層を使用しており、すべてのアーティファクトおよびフ
ォルダは、「ライブラリ」と呼ばれるルート・フォルダ内に存在します。レポート、ブ
ックおよびバースティング定義はレポート・リポジトリに格納されます。

ノート:

管理者のみがファイル(たとえば、ダッシュボード、インフォレット、フォー
ム、レポートなど)を「ライブラリ」ルート・フォルダに追加できます。

• レポートまたはフォルダを検索するには、ペイン上部の「検索」ボックスに検索テ
キストを入力して、 をクリックします。

• 「レポート」のリスト・ページで、レポート・フォルダの表示をフラット・ビュー
またはツリー・ビューに切り替えられます: 

ブックおよびバースティングで使用および生成されたサード・パーティ・ドキュメン
トにも、「ドキュメント」でアクセスできます。たとえば、ブックに挿入された MS
Wordおよび PDFドキュメントや、バースティング定義で使用された CSVファイルの
他、バースティング定義で生成された PDFファイルがあります。
「ドキュメント」リポジトリを表示するには、ホーム・ページで「レポート」をクリッ

クし、ページの左側にある「ドキュメント」タブ をクリックします。
フォルダおよびレポートの管理
レポートは、様々なビュー・オプションが使用可能な「レポート」リスト・ページで
管理します。「ドキュメント」の下で、ブックおよびバースティングで使用および生成
されたサード・パーティのドキュメントのアクセスおよびメンテナンスができます。
たとえば、ブックに挿入された MS Wordおよび PDFドキュメントや、バースティン
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グ定義で使用された.CSVファイルの他、バースティング定義で生成された PDFファイルがあ
ります。
レポートおよびドキュメントは、フォルダにグループ分けされます。レポート・リストを表
示すると、次のことができます:

• レポート・アーティファクトまたはドキュメントでの検索
• フォルダによるフィルタ。レポート・アーティファクトの場合、タイプ(「レポート」、「ス
ナップショット」、ブック、バースティング定義)でフィルタできます

• フォルダ・ツリー・ビューまたはフラット・リスト・ビューの切替え: 

レポート・デザイナは、フォルダまたは個別のレポートの アイコンをクリックして、次の
フォルダおよびレポート管理タスクを実行できます:

• フォルダ用:

– ファイルのアップロード(ドキュメントのみ)

– フォルダの作成
– 削除
– 名前変更
– 移動
– 権限の割当て

• レポート、ブックおよびバースティング定義用:

– 開く(レポートおよびブックのみ)

– 編集
– 名前変更
– 別名コピー
– 削除
– 移動
– 権限の割当て

• ドキュメント用:

– プロパティ
– 別名コピー
– 削除
– 移動
– 権限の割当て

「ドキュメント」リストは、次のファイル・タイプおよび拡張子をサポートしています(デフォ
ルトのファイル・サイズ制限は 5MBであり、100MBがサポートされる.PDFを除きます):

• Word (.DOC、.DOCX)

• Excel (.XLS、.XLSX)
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• カンマ区切りの値(.CSV)

• PDF (.PDF)

• テキスト(.TXT)

• PowerPoint (.PPT、.PPTX)

「ドキュメント」のサード・パーティのファイルをアップロードするには:

1. 「ドキュメント」リストで、宛先フォルダを選択し、次のいずれかを実行します:

• 「ドキュメント」パネルの右上にある「アップロード」をクリックします。
• アイコンをクリックし、「ファイルのアップロード」を選択します。

2. 「ファイルのアップロード」で、ローカル・ファイル・システムからアップロード
するファイルを選択し、「OK」をクリックします。選択したフォルダにファイルが
アップロードされます。

「ドキュメント」のサード・パーティ・ファイルをダウンロードするには、「ドキュメ
ント」リストで目的のファイルの場所を参照し、ファイル名をクリックしてダウンロ
ードします。
レポートのブックとバースティング
レポートには、ブックとバースティングの機能が含まれます。ブックは、1つ以上のレ
ポート、ブックおよびその他のドキュメントをまとめて、単一の PDF出力を生成する
機能を提供します。バースティングを使用すると、1つのデータ・ソースの単一ディメ
ンションの複数メンバーに対して、単一のレポートまたはブックを実行して、メンバ
ーごとに PDF出力を発行できます。バースティング定義をスケジュール済ジョブと
してスケジュールできます。レポートのブックおよびバースティング機能の操作方法
について学習するには、 Oracle Enterprise Performance Management Cloudのレポー
トでの設計 の次のトピックを参照してください:

• ブックの操作
• バースティングの操作
スケジュール済ジョブとしてバースティング定義をスケジュール設定するには、
Planningの管理 のジョブのスケジュールを参照してください。
Financial Reportingレポートのレポートへの移行
Financial Reportingのレポートをレポートに移行するには、すべてまたは個別のレポー
トを移行できるインプレース移行を実行するか、「リポジトリの検索」からローカルに
エクスポートされた Financial Reportingレポート・ファイルをインポートします。移
行時には、元のレポートのできる限り多くの要素がレポートの同等のものに可能な限
り置き換えられることに注意します。しかし、2つのソリューションには違いがあるた
め、両方のソリューションにすべての要素が存在するわけではありません。元のレポ
ートと同等のレポートを作成するためには、レポートの移行後に特定の要素の変更が
必要になる場合があります。
Financial Reportingは、Financial Reportingからレポートにコンテンツを移行するため
の時間を十分に取った上で、日付は未定ですが将来的に削除されます。
Oracle Enterprise Performance Management Cloudレポートでの設計の Financial
Reportingからのレポートの移行を参照してください。

第 16章
レポートのレポート・ソリューションの操作

16-4



レポートでのフォントの管理
レポートを作成するために会社で使用している TrueTypeフォントがある場合は、レポート・
デザイナがアップロードすることをお薦めします。個別のフォント・ファイルまたは、複数
の TrueTypeフォントが格納された zip済ファイルを、「アプリケーション設定」を使用して
フォント・フォルダにアップロードできます。
フォント・ファイルは TrueTypeフォントである必要があり、フォント・フォルダ構造に既存
のもの以外である必要があります。重複するフォントをアップロードすると、重複(または無
効な)フォント・ファイルを示すエラー・メッセージが表示されます。複数のフォントを zip
ファイルにまとめてアップロードした場合、その他の有効なファイルはロードされます。
EPM Cloudデプロイメントにフォントをアップロードするには:

1. EPM Cloudサービスで、「アプリケーション」をクリックし、次に「設定」をクリックし
ます。
詳細は、 Planningの管理 の指定可能なアプリケーションおよびシステム設定を参照して
ください。

2. レポート・オプションを指定するには、レポート設定をクリックします。
3. 設定ページでフォントの管理をクリックします。
4. フォント・ページから をクリックし、次に「ファイルのアップロード」を選択します。
5. 「ファイルのアップロード」ダイアログで「参照」をクリックして、アップロードする

TrueTypeフォントに移動して、「OK」をクリックします。

ノート:

複数のフォントをアップロードする必要がある場合は、zipファイルを作成しま
す。フォント・ファイルのサイズによっては、アップロードの実行に時間がか
かる場合があることに注意します。

考慮事項
バックスラッシュ文字( \ )は、レポートでは制限されています。

従来の財務レポートとブックの操作
ホーム・ページで「レポート」をクリックし、ページ左側にある「財務レポート」タブ
をクリックします。
レポートの例:
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関連するレポートのコレクションであるレポート・ブックも作成できます。動的ブッ
クの作成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。

目的 方法の学習
レポートを実行する方法と、アド・ホック・グ
リッドからレポートを作成する方法について
学習します。  Planningのレポート・ソリューショ

ンの概要
関連トピック
• 財務レポートのタイプ
• スナップショット・レポートおよびブックの作成
• レポートとブックの微調整
• フォーマット済レポートを Excelへエクスポート
• 動的レポートの作成
• 動的レポートの表示および更新
• 動的ブックの作成
• 動的ブックの表示および更新
• レポートの POVメンバー・セレクタの表示
• Financial Reportingレポートおよび注釈の使用

第 16章
従来の財務レポートとブックの操作

16-6

http://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:112:0::::P112_CONTENT_ID:28249
http://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:112:0::::P112_CONTENT_ID:28249


財務レポートのタイプ
スナップショット・レポートおよびブックでは、財務レポートまたはブックが保存されたと
きのデータのビューが表示されるため、ある時点のデータが表示されます。動的な財務レポ
ートおよびブックを使用すると、最新のデータを表示して、表示するデータを変更できます。
財務レポート・ページのアイコンは各タイプを示します。

• : 動的レポート。作成または変更を行いながらプレビューできます。

• : スナップショット・レポート。Financial Reportingで動的レポートから作成しま
す。スナップショット・レポートおよびブックの作成を参照してください。

• : 動的ブック。Financial Reportingで作成するレポートの集合です。

• : スナップショット・ブック。Financial Reportingで動的ブックから作成します。
スナップショット・レポートおよびブックの作成を参照してください。

ヒント:

フォーマット済レポートを Excelへエクスポートを参照してください。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reportingの操作 も参照してく
ださい。

スナップショット・レポートおよびブックの作成
複数の方法でスナップショット・レポートおよびブックを生成できます。
スナップショット・レポートとして Financial Reportingでレポートを保存するか、またはバ
ッチでスナップショットとして出力するようにレポートをスケジューリングすることで、ス
ナップショット・レポートを生成できます。スナップショット・ブックを生成するには、
Financial Reportingでブックを実行し、それをスナップショット・ブックとして保存するか、
スナップショットとして出力するようにバッチでブックをスケジュールします。

ノート:

スナップショット・ブックは PDF形式でのみ開くことができます。
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レポートとブックの微調整
動的なレポートとブックでは、作成および表示を行いながらプレビューと変更が可能
です。
POVを持つレポートとブックの場合、別の POVメンバーを選択すると、表示される
データのコンテキストを変更できます。アド・ホック・グリッドを使用して Planning
データのレポートを作成できます。Financial Reportingでレポート・ブックとして関連
するレポートを公開できます。

フォーマット済レポートを Excelへエクスポート
フォーマット済レポートを Microsoft Excelにエクスポートできます。
1. ホーム・ページで、「レポート」

をクリックします。
2. Excelにエクスポートするレポートを選択します。

3. 「アクション」で、「Excel」アイコン をクリックします。

4. レポートが動的な場合は、 をクリックして、POVの様々なメンバーを表示で
きます。

5. 「続行」をクリックし、ファイルを開くか保存し、フォーマット済レポートを Excel
に表示します。

ノート:

レポートを表示しているときに、そのレポートを Excelにエクスポートする
こともできます。動的レポートの表示および更新を参照してください。

動的レポートの作成
アド・ホック・グリッドでデータのレポートを生成できます。
アド・ホック・グリッドの操作の詳細は、データ入力および分析のためのアド・ホッ
クの使用を参照してください。
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ノート:

アド・ホック・グリッドに縮小されたメンバーが表示されている場合、そこから作
成したレポートも縮小で表示されます。そのため、レポートを展開して表示する場
合は、レポートを作成する前にアド・ホック・グリッドを展開しておきます。

1. アド・ホック・グリッドで、「アド・ホック・グリッドの保存」、「レポート」の順にクリ
ックします。
アド・ホック・グリッドの作成およびアド・ホック・グリッドへのアクセスを参照してく
ださい。

2. 名前を指定し、必要に応じて「置換」をクリックして前のレポートを置き換えます。
3. レポートを表示するには、「レポート」、「リフレッシュ」の順にクリックしてから、レポ
ートまたはブックをクリックします。

動的レポートの表示および更新
動的レポートを HTMLまたは PDF形式で表示できます。レポートを更新するには、別の
POVメンバーを選択するかメンバーを展開します。
1. ホーム・ページで、「レポート」

をクリックし、表示するレポートをクリックします。
場合によってはレポートが含まれるフォルダを展開する必要があります。レポートを表
示するときにフラット・ビューと階層ビューを切り替えることができます。

ヒント:

「リフレッシュ」をクリックすると最近保存したレポートを表示できます。

2. レポートに対して「HTML」、「PDF」または「XLS」をクリックします。
最上部の POVは最後に選択したメンバーにデフォルト設定されます。レポートの POV
メンバー・セレクタの表示を参照してください。事前定義されたメンバーがない場合は、
POVメンバーの選択方法についてステップ 4を参照してください。
「XLS」オプションの詳細は、フォーマット済レポートを Excelへエクスポートを参照し
てください。
「続行」をクリックします。

3. オプション: 表示するメンバーを「ページ」ドロップダウン・リストから選択します。
4. オプション: HTMLでレポートを表示すると、メンバーを展開できます(たとえば、「Q1」
を展開して「1月」、「2月」および「3月」を表示します)。ページの左上の「HTMLプレ
ビュー」または「PDFプレビュー」トグルを使用すると、展開されたレポートが表示さ
れている状態で PDFに切り替えることができます。

第 16章
従来の財務レポートとブックの操作
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5. オプション: HTMLでレポートを表示すると、別の POVメンバーを選択できます。
• メンバーを検索するには、テキスト・ボックスに名前のすべてまたは一部を入
力します。

• 表示されるメンバー・データを変更するには、 をクリックします。
Planningの管理 のメンバーの操作を参照してください。

ノート:

レポートをサンドボックス・データで作成するには、HSP_Viewディ
メンションの ConsolidatedDataメンバーを選択します。レポートを
基本ビュー・データで作成するには、HSP_Viewの BaseDataメンバ
ーを選択します。サンドボックスについてさらに学習するには、プラ
ンのプライベートな構築を参照してください。

• オプション: 「HTMLプレビュー」で、「問合せ対応モードでエクスポート」を
クリックし、レポートを Excelにエクスポートします(設定したプリファレンス
が反映されます)。レポート・プリファレンスの設定を参照してください。

ノート:

「レポート」ページで「XLS」をクリックすると、レポートの完全に
フォーマットされた Excelコピーが生成されます。これはソース・デ
ータと動的にリンクしていません。

• オプション: レポートを完全にフォーマット済として Excelにエクスポートで
きます。たとえば、行および列を展開している場合、ページ左上にある「Excel
にエクスポート」トグルを使用します。

動的ブックの作成
Financial Reportingで、関連する Planningレポートのブックを作成します。

ノート:

動的ブックは PDF形式のみで開くことができます。

動的ブックの表示および更新
Financial Reportingで作成された動的ブックの様々なメンバーをプレビューおよび選
択できます。異なるブックの POVメンバーを選択すると、新しいメンバーは元の
POV選択内容を使用したブック内のレポートの POVを置き換えます。
たとえば、3つのレポートが年メンバーとして 2019を使用している場合、ブック POV
を 2020に変更すると、これらのレポートには 2020のデータが表示されます。

第 16章
従来の財務レポートとブックの操作
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1. 「レポート」をクリックし、 をクリックします。
2. 操作するレポートの右側で、「アクション」の下の「HTML」または「PDF」をクリック
します。
必要な詳細レベルまでディメンションを展開するには、「HTMLプレビュー」をクリック
して、変更を行います。

ノート:

フォーマット済レポートを Microsoft Excelにエクスポートするには、フォーマ
ット済レポートを Excelへエクスポートを参照してください。

3. 別の POVメンバーを選択するには、 をクリックします。
• メンバーを検索するには、テキスト・ボックスに名前のすべてまたは一部を入力しま
す。

• 表示されるメンバー・データを変更するには、 をクリックします。
レポートの POVメンバー・セレクタの表示を参照してください。

4. 「続行」をクリックします。
ブックが生成されて別のウィンドウに表示されます。たとえば、PDFブックは Adobe
Acrobatに表示されます。

レポートの POVメンバー・セレクタの表示
「レポート」ページで「POVオプションの表示」オプションを選択すると、POVを持つレポ
ートで異なるメンバーを選択できます。
ホーム・ページで「レポート」

をクリックすると、「レポート」ページが表示され、表示するレポートを選択できます。ペー
ジで「POVオプションの表示」チェックボックスを選択して POVを持つレポートを選択す
ると、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウが表示されます。
Planningの管理 のメンバーの操作を参照してください。
このチェック・ボックスの選択状態は、リストにあって POVを持つレポートすべてに適用さ
れ、現在のセッションからログアウトするまで存続します。
「POVオプションの表示」チェックボックスをクリアすると(デフォルトでは選択)、レポート
は直接起動され、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウは表示されません。レポートにおけ
る POVメンバーは、フォームで最近使用されたメンバー、または最近使用されたメンバーが
ない場合は、ディメンションのルートです。
レポートを直接起動し、POVメンバー・セレクタ・ウィンドウを経由せずにレポートが表示
された場合でも、POVにあるリンクをクリックして別のメンバーを選択すれば、POVのメン
バーを変更することができます。

第 16章
従来の財務レポートとブックの操作

16-11



Financial Reportingのレポートおよび注釈の使用
レポート注釈を表示するには、Financial Reportingで対応するオプションを有効にしま
す。
Financial Reportingのオプションは、次のとおりです。
• 拡張検索の実行によるレポートの検索
• リポジトリ・アーティファクトの注釈への添付
• 注釈の添付のオープン
• 注釈のアクセス権の指定
Financial Reportingにアクセスするには、ナビゲータの「レポートの管理」リンクをク
リックします。

第 16章
従来の財務レポートとブックの操作
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17
ビジネス・ルールの使用

Microsoft Excelでの式と同じように、ビジネス・ルールによって特定の計算が起動されます。
たとえば、ビジネス・ルールを起動し、部署の更新後の従業員の費用を計算できます。管理
者によってユーザー用にルールが設定されます。管理者は、設定した時刻または定期的な間
隔でビジネス・ルールを実行するようスケジュールできます。管理者は、ユーザーがフォー
ムを開いたとき、またはデータをフォームに保存するとき自動的に起動するようにビジネス・
ルールを設定することもできます。

ビジネス・ルールの起動
フォーム内またはタスク・リストからビジネス・ルールを実行することもできます(管理者が
そのように設定してある場合)。
1. ホーム・ページで、「ルール」

をクリックします。
オプション: キューブまたはビジネス・ルールのタイプでビジネス・ルールをフィルタし
ます。

2. 実行するビジネス・ルールの右側にある「起動」をクリックします。
3. 実行時プロンプトが表示された場合、必要な情報を入力または選択して「起動」をクリッ
クします。
実行時プロンプトについてを参照してください。

ルールが正常に実行されると、メッセージが表示され、データが更新されます。「ジョブ」ペ
ージには最近実行された、またはエラーが発生したビジネス・ルールが一覧表示されます。
ジョブ・ステータスの確認を参照してください。

実行時プロンプトについて
ビジネス・ルールの中には情報の入力または選択を促すものがあります。これは「実行時プロンプト」と呼ばれます。
実行時プロンプトについて:

• 要求される情報のタイプは様々です。例:

– 1つ以上のメンバーまたはメンバーの範囲。メンバーの範囲の場合、デザイナが設定
した各ディメンションから選択します(IDescendants("Marketing"),FY19など)。

– 数値
– テキスト
– リスト内のアイテム
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– ディメンションまたはディメンション間。デザイナが設定した各ディメンシ
ョンから 1つのメンバーのみを含むメンバーの組合せ(たとえば、「売上げ->実
績->1月」は売上げ、実績および 1月のメンバー交差を参照します)。

• 管理者は、フォームを開くか保存する際にビジネス・ルールが起動するようにフォ
ームを設定できます。

• 管理者によって親メンバーが動的な子を追加できるようになっている場合、実行時
プロンプトで名前を入力して新規のメンバーを作成できます。
Planningの管理 の動的メンバーについてを参照してください。

• ビジネス・ルールに実行時プロンプトがあり、管理者がフォームでメンバーを使用
を選択してある場合、実行時プロンプト・ウィンドウのデフォルト・メンバーと、
ページまたは開いているフォームの POV軸の現在のメンバーが一致します。

• データを保存する際に実行時プロンプトがある複数のビジネス・ルールを起動する
場合、それぞれに値を入力し、「起動」をクリックします。

実行時プロンプトおよび承認
管理者がどのようにビジネス・ルールを設計したかに応じて、ビジネス・ルールを実
行するために、実行時プロンプトで選択したすべてのメンバーに対する書込み権限を
持ち、影響を受ける承認ユニット・メンバーを所有している必要があります。
たとえば、エンティティ ABCを含む承認ユニットをすでに上位へ移動した場合に、実
行時プロンプトで ABCのデータを変更できないように、ビジネス・ルールを設計でき
ます。実行時プロンプトでは、アクセスできるメンバーのみが表示されます。

ジョブ・ステータスの確認
「ジョブ」ページでは、多数のアクティビティをモニターできます。たとえば、「サン
ドボックスの公開」、「スマート・プッシュ」、「リフレッシュ」などのジョブの実行ス
テータスを確認できます。
ノート:

• 起動済ジョブが完了やエラーなどの状態である場合、または違反エラーや警告を伴
う場合、電子メールで通知を受けることができます。電子メール通知を設定する方
法については、通知用電子メールの設定を参照してください。

• 「ジョブ」ページからジョブを取り消したり、開始することはできません。
• 管理者は、すべてのジョブおよびそのステータスを表示できます。その他すべての
ユーザーは自分のジョブおよびそのステータスのみ表示できます。

• 処理中のジョブは削除できません。
ジョブの実行ステータスをチェックするには:

1. 「アプリケーション」、「ジョブ」の順にクリックします。
2. 表示するジョブをフィルタで絞り込むには、「ジョブ・タイプ」、「ステータス」、「ジ
ョブ名」、「開始時間」、「終了時間」のいずれかを選択し、「適用」をクリックしま
す。

3. オプション: 管理者のみ: リストから選択したジョブおよびデータベースからジョ
ブの記録を除去するには、「削除」をクリックします。

第 17章
実行時プロンプトおよび承認
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18
プランのプライベートな構築

次も参照:

• サンドボックスで作業を非公開に維持
計画や分析を作成する際に、作業をプライベートで行う場合があります。プライベートに
試験を行って様々な結果を導き出すことができます。公開する準備が整って初めて他の
ユーザーにその数字を表示できるようになります。

• サンドボックスの使用例
プランの作成にサンドボックスが役立つシナリオを次に示します。

• サンドボックスについて
計画や分析を作成する際に、様々な結果を試してみながら作業をプライベートで行う場合
があります。サンドボックスでこの作業を行うと、他のユーザーに数値を公開する準備が
できるまで、作業をプライベートに維持できます。

• サンドボックスの作成および使用
• サンドボックス・データと他のデータの比較
基本ビュー・データまたは他のサンドボックス内のデータに対してサンドボックス・デー
タを様々な方法で比較できます。

• サンドボックス内のデータの公開
アクセス権を持つ他のユーザーにサンドボックス・データを公開する準備ができたら、そ
のデータを公開します。

• サンドボックスおよび Smart View
Oracle Smart View for Officeでのサンドボックスの操作は Planningでの操作とよく似て
いますが、サンドボックス・データを公開できるのは Planning内からのみです。

サンドボックスで作業を非公開に維持
計画や分析を作成する際に、作業をプライベートで行う場合があります。プライベートに試
験を行って様々な結果を導き出すことができます。公開する準備が整って初めて他のユーザ
ーにその数字を表示できるようになります。
たとえば、1月の特定の製品の販売ボリュームを変更すると、企業の年間の製品売上および収
益合計にどのように影響するかを確認する場合があります。サンドボックスで作業すると、
即座にプライベート分析の結果を確認できます。数値を使用して試験を行い、準備が整った
らサンドボックス内のデータを公開します。サンドボックスのデータを公開すると、そのデ
ータは他の人が参照できます。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
サンドボックスを使用したデータの分析について
学習します。  Oracle Planning and Budgeting Cloudでの

サンドボックスを使用したデータの分析
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サンドボックスの使用例
プランの作成にサンドボックスが役立つシナリオを次に示します。
• 採用計画を作成し、契約社員と正社員の人数を更新し、費用と収益の様々な組合せ
の影響を評価しています。分析を行い、その分析をサンドボックスに保存すること
で、影響を受けるエンティティおよび勘定科目へのアクセス権を持つ全ユーザーで
はなく、ユーザーのみがそのデータを使用できます。準備が整ったら、計画を他の
ユーザーが使用できるようにします。

• プロジェクトを計画中で費用プランニングは終了しましたが、プロジェクトの収益
はまだプランニングしていません。この計画をサンドボックス内で構築すると、対
応する収益も計画するまで費用データは計算に含まれません。プロジェクトの計
画が完了したら、サンドボックス内のデータを公開します。

• 財務に与える影響を確認するために別のプロジェクト日付をプライベートでテス
トする場合があります。最適なプロジェクト日付を決定したら、データを公開しま
す。

サンドボックスについて
計画や分析を作成する際に、様々な結果を試してみながら作業をプライベートで行う
場合があります。サンドボックスでこの作業を行うと、他のユーザーに数値を公開す
る準備ができるまで、作業をプライベートに維持できます。
サンドボックスに関する基本事項を示します。
• 管理者は、サンドボックスに対してキューブおよびバージョン・メンバーを有効に
する必要があります。( Planningの管理 のサンドボックスについてを参照してく
ださい。)

• 計算および合計が作業中に即時に行われます。
• サンドボックスで作業している場合はサンドボックス・ビュー内に存在します。サ
ンドボックスではなくフォームで作業している場合は基本ビュー(デフォルト)内
に存在します。

• 単一フォームでは、変更したデータと元の基本データを表示できます。
• フォームまたはアド・ホック・グリッド内からサンドボックスを作成します。複数
のサンドボックスを保有してそれを切り替えることができます。

• サンドボックスを公開しない場合は削除できます。(管理者もユーザーのサンドボ
ックスを削除できます。)

サンドボックスの作成および使用
サンドボックスを作成するには:

1. フォーム内から、右端にある をクリックします。
ノート:

• フォームを開くと、フォームには POVのバージョン対応メンバーが表示され
ます。

第 18章
サンドボックスの使用例
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• 作成したサンドボックスの名前は POVのボックスに表示されます。別のサンドボッ
クスに切り替えるには、名前をクリックします。

• ユーザー(および管理者)のみが、サンドボックスで追加または変更するデータを公開
するまで表示できます。

2. 一意の名前を入力します。
サンドボックス名は POVに太字で表示されます。

3. サンドボックスではユーザーの計画の作成や分析の実行を行います。
• セル内のデータを変更してからそのセルの外側をクリックすると、セルの背景が薄い
黄色に変わります。「保存」をクリックしてデータをサンドボックスに保存すると、
黄色の背景が薄いピンク色に変わります。

• 「リフレッシュ」をクリックすると、最後に保存した状態からデータがロードされま
す。現在のフォームに表示されているデータを他のユーザーが同時に変更している
場合は、「リフレッシュ」をクリックして、基本ビューから最新のデータを取得でき
ます。

• 同じサンドボックスから他のフォームまたはアド・ホック・グリッドに切り替えるこ
とができます。

• 基本ビュー・データまたは他のサンドボックス内のデータに対してサンドボックス・
データを比較できます。サンドボックス・データと他のデータの比較を参照してくだ
さい。

• 「フォームの計算」および「通貨の計算」のビジネス・ルールを起動できます。
4. データを公開しないでサンドボックスを終了し、フォームの基本ビューに戻るには、基本
バージョン(「作業中」など)をクリックします。
フォームの上部にある POVで別のサンドボックスの名前をクリックすることで、そのサ
ンドボックスに切り替えることもできます。

5. 計画をすべての計算に含め、他のユーザーが参照するための準備ができたら、そのデータ
を公開します。
サンドボックス内のデータの公開を参照してください。

ノート:

サンドボックスが不要になり、そのデータも公開しない場合は削除できます。これ
を実行するには、サンドボックス名の右側の xをクリックします。

サンドボックス・データと他のデータの比較
基本ビュー・データまたは他のサンドボックス内のデータに対してサンドボックス・データ
を様々な方法で比較できます。
例:

• アド・ホック・グリッドを作成し、アド・ホック・グリッド内で互いに隣接するようにバ
ージョンを配置します。たとえば、MySandbox1および MySandbox2の FY15の 10月の
製品売上を基本データに対して比較するには、次のディメンション・メンバーを行と列に
配置できます。

第 18章
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ノート:

アド・ホック・グリッド内のデータを比較する際、バージョン・メンバ
ーが行または列に存在する場合、基本バージョンのデータのみを変更で
きます。サンドボックス・バージョン内のデータは変更できません。ア
ド・ホック・グリッドについてさらに学習するには、データ入力および
分析のためのアド・ホックの使用を参照してください。

• サンドボックス・データおよび基本データを横に並べた比較をダッシュボードで表
示します。同じフォームをダッシュボード内に複数回ドラッグしてから、各インス
タンスに対してサンドボックス・データまたは基本データの表示を選択します。

サンドボックス内のデータの公開
アクセス権を持つ他のユーザーにサンドボックス・データを公開する準備ができたら、
そのデータを公開します。
データの公開後、サンドボックスは削除され、フォームは基本ビューに変わります。
その後に更新および公開したメンバーのデータは、更新されたメンバーを表示するす
べてのフォームに表示されます。
サンドボックス内のデータを公開するには:

1. サンドボックスから、「アクション」、「サンドボックス」、「公開」の順にクリック
します。
サンドボックスのデータは基本フォームに保存され、サンドボックスは削除されま
す。

2. 適切なビジネス・ルールを起動して計算を更新します。
たとえば、上位レベル・メンバーで合計を計算するビジネス・ルールや、フォーム
を開いたときや保存したときに起動されるビジネス・ルールを起動します。

サンドボックスおよび Smart View
Oracle Smart View for Officeでのサンドボックスの操作は Planningでの操作とよく似
ていますが、サンドボックス・データを公開できるのは Planning内からのみです。
Smart Viewでサンドボックス・データを操作するには:

第 18章
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1. Planningのサンドボックスから、「リフレッシュ」をクリックします。
2. Smart Viewで、「ページ」ドロップダウン・リストからサンドボックスを選択して、「リ
フレッシュ」をクリックします。
サンドボックスのデータは Smart Viewに表示されます。

第 18章
サンドボックスおよび Smart View
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19
通貨の操作

1つの通貨、または複数通貨がサポートされている場合は複数の通貨でデータを計画および分
析できます。
ユーザーが多国籍企業で独自の通貨を使用してデータを入力できるようにするには、管理者
が各通貨に対して通貨メンバーを作成することで、複数の通貨を設定します。たとえば、管
理者は USDと EURの 2つの通貨を追加し、EURを入力通貨として、USDをレポート通貨
として設定できます。管理者は、各通貨と基本通貨の間に月別の為替レートを入力する必要
します。管理者は、通常は「ページ」軸の「通貨」ディメンションでフォームを設計します
が、行または別の軸に通貨を挿入できます。
通貨の計算ルールは、入力値を現在の通貨からレポート通貨に換算します。フォームを設定
して、フォーム内のデータが保存されたときに通貨の計算ルールを自動的に実行できます。
そうしない場合は、ルールを手動で起動して、ある通貨からレポート通貨にデータを変換し
ます。通貨の計算ルールの実行後、その通貨のメンバーを通貨ディメンションから選択する
ことで、換算された値を表示します。

ノート:

レポート通貨でデータを入力することはできません。データの入力は現地通貨また
は入力通貨でのみ可能です。

管理者は次のいずれかの複数通貨オプションを設定できます:

• 簡易複数通貨では、入力通貨にデータを入力します。
• 標準複数通貨では、現地通貨にデータを入力します。
両方の複数通貨モデルで、レポート通貨を選択することでデータを別の通貨で表示またはレ
ポートします。
詳細は、通貨の設定を参照してください。
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20
プリファレンスの設定

次も参照:

• プリファレンスの設定
プリファレンスを設定して、レポートやフォームの印刷方法を含めて、機能と表示の様々
な側面を制御できます。

• 一般プリファレンスの設定
「一般」タブで、優先するタイム・ゾーン、言語、プロファイル・ピクチャ、不在時のア
シスタントなどを設定できます。

• 表示プリファレンスの設定
数値のフォーマット方法、「ページ」ドロップダウン・リストに表示するメンバーの数、
メンバーのインデント方法、日付のフォーマット方法、および集計演算子の表示の有無を
設定できます。

• 通知用電子メールの設定
タスク・リスト、承認およびジョブで変更が発生した場合に電子メールで通知するアクテ
ィビティを設定できます。

• アド・ホック・オプションの設定
プリファレンスを設定して、アド・ホック・グリッドの表示と動作を制御します。

• ユーザー変数の設定
ユーザー変数はフォームでフィルタとして機能し、ユーザーは部署などの特定のメンバー
のみに集中できます。フォームを開くには、管理者が設定したユーザー変数のプリファレ
ンスを設定する必要があります。

• レポート・プリファレンスの設定
次世代のレポートおよび Financial Reportingレポートの印刷およびエクスポート方法に
関するプリファレンスを設定できます。

• 印刷プリファレンスの設定
フォームとそのデータを PDFファイルとして印刷する方法に関するプリファレンスを設
定できます。

• 戦略モデリング・プリファレンスの設定
戦略モデリングの計算関連プリファレンスを設定できます。

プリファレンスの設定
プリファレンスを設定して、レポートやフォームの印刷方法を含めて、機能と表示の様々な
側面を制御できます。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
ユーザー・プリファレンスの設定について学習し
ます。  

概要: Planningでのユーザー・プリファレンスの設
定
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ノート:

ユーザーが設定したプリファレンスは、管理者が設定したプリファレンスよ
り優先されますが、「管理者の設定を使用」をクリックすることで、管理者の
設定を復元できます。

プリファレンスを設定するには:

1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. プリファレンスを設定するには、左側のタブをクリックします。

• 一般: プロファイル写真に加え、タイム・ゾーン、言語、使用する別名表、承
認オプション(不在時のメッセージなど)、およびメンバー名と別名の表示のプ
リファレンスを設定します。一般プリファレンスの設定を参照してください。

• 表示: 数値のフォーマット方法、「ページ」ドロップダウン・リストでのメンバ
ーの表示方法、集計演算子の表示の有無および日付フォーマットのプリファレ
ンスを設定します。表示プリファレンスの設定を参照してください。

• 通知: 電子メール・アドレスを設定し、通知対象とするアクティビティ (「タス
ク・リスト」、「承認」および「ジョブ」)を選択します。通知用電子メールの設
定を参照してください。

• アド・ホック・オプション: アド・ホック・グリッドの操作に関するオプショ
ンを設定します。アド・ホック・オプションの設定を参照してください。

• ユーザー変数: 管理者が設定したユーザー変数のメンバーを選択します。ユー
ザー変数の設定を参照してください。

• レポート: レポートの表示に関するプリファレンスを設定します。レポート・
プリファレンスの設定を参照してください。

• フォームの印刷: フォームのデータを PDFファイルとして印刷する方法のプ
リファレンスを設定します。印刷プリファレンスの設定を参照してください。

• 戦略モデリング: 戦略モデリングが有効な場合、戦略モデリングの計算の計算
関連のプリファレンスを設定します。戦略モデリング・プリファレンスの設定
を参照してください。

一般プリファレンスの設定
「一般」タブで、優先するタイム・ゾーン、言語、プロファイル・ピクチャ、不在時の
アシスタントなどを設定できます。

第 20章
一般プリファレンスの設定

20-2



1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「一般」をクリックします。
3. 次のプリファレンスを設定します。

• タイム・ゾーン。頭文字を入力できます。たとえば、太平洋標準時(Pacific Time)の場
合は「PT」と入力します。新規ユーザーのデフォルトのタイム・ゾーンは、(UTC)レ
イキャビク - グリニッジ標準時です。

• ラベルとボタンを表示するために使用される言語。言語を選択しなかった場合は、ブ
ラウザのロケールが使用されます。

• プロファイル写真。プロファイル・ピクチャの設定を参照してください。
• 使用する別名表およびメンバーまたはその別名の表示方法。(管理者は、別名表を設
定し、代替名(別名)を、勘定科目、通貨、エンティティ、シナリオ、期間、バージョ
ン、年およびユーザー定義のディメンション・メンバーに割り当てることができま
す。管理者はディメンション・メンバーごとに、デフォルトの別名を含めて、最大
30個の別名を設定できます。)
メンバー名または別名の表示の設定を参照してください。

• 承認のプリファレンス(別名を表示するかどうか、まだ開始されていない承認ユニッ
トを表示するかどうかなど)不在時のアシスタントを設定したり、不在のときに有効
になる「承認」アクションを設定することもできます。承認オプションの設定を参照
してください。

4. 「保存」をクリックします。

プロファイル・ピクチャの設定
プロファイル・ピクチャを設定して、ホーム・ページの「お知らせ」パネルに表示できます。
例:
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1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「プロファイル・イメージ」で、「参照」をクリックし、イメージ・ファイルを参照
して開きます。
イメージのタイプは、.png、.jpg、.jpegまたは.gifです。

3. 「保存」をクリックします。
サインアウトしてから再度サインインすると、プロファイル・ピクチャが表示され
ます。

メンバー名または別名の表示の設定
「一般」ページで、使用する別名表とメンバー名または別名の表示方法を設定できま
す。
別名は、多くの場合、より説明的なもう 1つのメンバー名です。別名のセットは、管
理者が作成した別名表に格納されます。たとえば、英語のメンバー名の別名表を持ち、
それとは別にドイツ語のメンバー名の別名表を持つ、といったことができます。
1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「一般」タブをクリックし、「別名表」から別名表を選択します。
3. 「メンバーのラベルの表示形式」で、メンバー名の表示方法を選択します。

• メンバー名
• 別名
• メンバー名:別名
• 別名:メンバー名
• デフォルト。「デフォルト」を選択すると、フォーム、グリッドまたはディメ
ンションの設定によって、メンバー名の表示方法が決定されます。

4. 「保存」をクリックします。

第 20章
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承認オプションの設定
不在時に承認ユニットで実行するアクションなど、承認のためのプリファレンスを設定しま
す。代替確認者に委任することもできます。
承認オプションを設定するには:

1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「一般」タブの「承認」で、次のプリファレンスを選択します。

• 別名の表示: 別名を表示する場合に選択します。このオプションは、メンバー名が暗
号化されている場合に便利です。

• 未開始承認ユニットの表示: 開始している承認ユニットと一緒に開始していない承認
ユニットを表示する場合に選択します。

• 承認通知に承認ユニットを別名として表示: 「通知」で「承認」を有効化したときに
承認ユニットを別名として表示する場合に選択します。

3. 不在になることがある場合、「現在不在です」を選択して、不在時に承認ユニットに対し
て実行するアクションを設定できます。そうすることで、不在中でも予算確認プロセスの
進行を維持できます。
不在時に実行する次のアクションを設定します。
• 上位へ移動: 承認ユニットを上位へ移動します。
• 却下: 承認ユニットを却下します。
• 送信: 承認ユニットを送信します。
• 委任: 不在時の確認責任の担当として代替確認者を指定する場合に選択します。「メ
ッセージ」テキスト・ボックスに、確認者に対するメッセージを含めることもできま
す。

4. 「保存」をクリックします。
会社に戻ったら、不在時の設定をクリアします。
承認の詳細は、プランの承認の取得を参照してください。

ノート:

承認ユニットの所有者になったとき、または承認ユニットを委任されたときに、自
動的に電子メールを受信できるようにする通知を有効化できます。通知用電子メー
ルの設定を参照してください。
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表示プリファレンスの設定
数値のフォーマット方法、「ページ」ドロップダウン・リストに表示するメンバーの
数、メンバーのインデント方法、日付のフォーマット方法、および集計演算子の表示
の有無を設定できます。
1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「表示」をクリックし、次のプリファレンスを設定します。

• 「数値のフォーマット」で、数値のフォーマット方法を設定します。選択した
結果は、アクセス権のあるすべてのフォームのすべての通貨に適用されます。
「3桁ごとの区切り文字」と「小数点」で同じオプションは選択できません。

• 「ページ・オプション」、「メンバーのインデント」で、ページでのメンバーの
インデント方法および「ページ」ドロップダウン・リストのアイテム数を設定
します。「インデントしない」を選択すると、メンバーはフラットな順次リス
トに表示されます。「ページ」ドロップダウン・リストに表示されるアイテム
数が多く、リストのスクロール作業が伴う場合は、必要に応じて「「ページ」
ドロップダウンの項目数」で表示アイテム数を減らすことができます。

• 「その他オプション」で、集計演算子を表示するかどうかを設定します(「は
い」、「いいえ」、「フォーム設定」など)。「日付フォーマット」も設定します(例:
dd/MM/yyyy)。「自動検出」を選択すると、ユーザーのブラウザ・ロケールに
基づいて日付フォーマットが設定されます。選択したフォーマットは、レポー
トを含め、ユーザー・インタフェース全体で使用されます。
また、「アド・ホックのユーザー式の有効化」のオプションを選択します。「は
い」を選択すると、変更をデータベースに送信しなくても、オンザフライの計
算を実行できます。

• 管理者が複数の通貨を設定している場合は、レポート通貨を設定できます。レ
ポート通貨の設定を参照してください。

3. 「保存」をクリックします。

レポート通貨の設定
管理者が複数通貨を設定し、承認ユニットの交差を完全に定義している場合は、任意
の通貨で合計予算の値を表示できます。
値のフォーマットには、ここで説明するプリファレンス、または「管理者の設定を使
用」オプションが選択されている場合は、管理者の設定が使用されます。選択したレ
ポート通貨メンバーにより、精度、スケールおよび通貨記号の設定が決まります。複
数通貨があるときにレポート通貨を設定していない場合、承認ユニットの合計値は基
本通貨で表示されます。
レポート通貨を設定するには:
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1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「表示」をクリックします。
3. 「その他オプション」の「通貨コード」ボックスに通貨のコードを入力します。
たとえば、YENを入力します。

4. 「保存」をクリックします。

通知用電子メールの設定
タスク・リスト、承認およびジョブで変更が発生した場合に電子メールで通知するアクティ
ビティを設定できます。
タスク・マネージャの通知は、通知を起動するイベントの発生した翌日に、まとめてユーザ
ーに送信されます。Planningの管理のタスク・マネージャでの電子メール通知の有効化も参
照してください。
新規ユーザーは、サービス管理者によって定義されたデフォルトの電子メール通知設定を継
承します。これには、遅延通知、ステータス変更通知および期限日リマインダ通知の設定が
含まれます。サービス管理者がユーザーに独自の電子メール通知設定の定義を許可している
場合、ユーザーは次のいずれかを実行できます:

• 「管理者の設定を使用」を選択して、サービス管理者によって定義されたデフォルト設定
を引き続き使用します。サービス管理者がその後電子メール通知設定に対して行った更
新は、ユーザーの設定に反映されます。

• 1つ以上の設定に「通知する」を使用して、電子メール通知設定をカスタマイズします。
ユーザーが 1つ以上の設定に値を設定しない場合、それらの設定ではサービス管理者によ
って設定されたデフォルト値が引き続き使用されます。

ノート:

サービス管理者がユーザーに通知設定のカスタマイズを許可していない場合、「管理
者の設定を使用」は無効になっています。

通知は、次の場合に送信されます:
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• 遅延通知: 遅延通知は、タスクの期限日の翌日にユーザーに送信されます。
• ステータス変更通知: タスクの作業準備が完了したという通知が、タスク・ステー
タスの変更時に送信されます。

• 期限日リマインダ通知: リマインダは、タスクの期限日の指定した日数前にユーザ
ーに送信されます。

通知を非アクティブにするには、「通知」チェック・ボックスの選択を解除し、「通知
する」に「なし」を選択します。
電子メール通知を設定して使用可能にするには:

1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「通知」をクリックします。

3. オプション: サービス管理者の場合、ユーザーが電子メール通知設定をカスタマイ
ズできないようにするには、「管理者の設定を使用」を選択します。サービス管理
者がこのチェック・ボックスを選択した場合、すべてのユーザー・プリファレンス
設定が管理者の設定で上書きされます。つまり、ユーザーは、管理者によって設定
されたプリファレンスを継承します。

4. 「電子メール・アドレス」に、電子メール・アドレスを入力します。
5. 「通知」で、通知が必要なアプリケーション更新を選択します:

• タスク・リスト
• 承認
• ジョブ・コンソール

6. 「電子メール開始時間」および「電子メール終了時間」を選択します。
7. 「通知タイプ」で、「通知する」のオプションを選択します。

• 即時

ノート:

「通知する」を「即時」に設定した場合、電子メール通知は、ユーザ
ーの電子メール開始/終了時間外であっても、即時に送信されます。

• 1日に 1回
• 2時間ごと
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• 3時間ごと
• 4時間ごと
• 6時間ごと
• 混在
• なし: 通知を非アクティブにするには、このオプションを選択します。このオプショ
ンは、「ステータス変更通知」および「期限日リマインダ通知」にのみ適用されるこ
とに注意してください。「遅延通知」では、次の通知タイプでのみこのオプションが
表示されます:

– あなたはタスク所有者です。タスク担当者が遅延しています
– あなたはタスク所有者です。タスク承認者が遅延しています

8. 「保存」をクリックします。

アド・ホック・オプションの設定
プリファレンスを設定して、アド・ホック・グリッドの表示と動作を制御します。
1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「アド・ホック・オプション」をクリックします。
3. 1番上のセクションで、メンバーの表示方法を設定します。

• 含めるメンバー:

– 選択を含める: 選択したメンバーと操作の結果として取得されたメンバーの両方
を表示する場合に選択します。たとえば、選択したメンバー Qtr1にズーム・イン
すると、Qtr1 (1月、2月、3月)のデータが表示されます。

– 選択されたグループ内: 選択したメンバー・グループのみを対象として「ズーム」
などの操作を実行し、選択しなかったセルはそのままにする場合に選択します。
この設定が有意義なのは、グリッドの下位の行として、またはグリッド全体にわ
たる列として 2つ以上のディメンションがある場合です。このオプションは、
「ズーム」、「選択項目のみ保持」および「選択項目のみ削除」に関連します。

• ズーム・イン: ズーム・インするレベルを選択します。
– 次のレベル: 選択したメンバーの子のデータを取得する場合に選択します。
– すべてのレベル : 選択したメンバーのすべての子孫のデータを取得する場合に選
択します。

– 最下位レベル: ディメンションの最下位レベルのメンバーのデータを取得する場
合に選択します。

• 祖先の位置: 階層での祖先の表示方法を設定します。

第 20章
アド・ホック・オプションの設定

20-9



– 最上位: メンバー階層を最上位レベルから最下位レベルに向かって表示す
る場合に選択します。

– 最下位: メンバー階層を最下位レベルから最上位レベルに向かって表示す
る場合に選択します。

• メンバーのラベルの表示形式: メンバー名または別名(あるいはその両方)を表
示するかどうかを設定します。

• 別名表: 使用する別名表を選択します。
• インデント: メンバー階層レベルのインデント方法を設定します。

– なし: インデントを使用しない場合に選択します。
– サブアイテム : 子孫をインデントする場合に選択します。祖先は列で左揃
えになります。

– 合計: 祖先をインデントする場合に選択します。子孫は列で左揃えになり
ます。

• データをリフレッシュせずにナビゲート: このオプションを選択すると、ピボ
ットやズームなどでグリッドをナビゲートする際のパフォーマンスが向上し
ます。データを更新する場合、単に「リフレッシュ」をクリックします。(こ
のオプションを選択しない場合、アド・ホックで作業する際にデータがリフレ
ッシュされます。)

4. データの表示を簡潔にするには、「抑制」にあるオプションを選択して、グリッド
の要素を抑制にします。たとえば、ゼロを含む行または列を非表示にできます。
• ゼロ:

– 行: ゼロのみを含む行を非表示にする場合に選択します。
– 列: ゼロのみを含む列を非表示にする場合に選択します。

• 抑制:

– 繰返しのメンバー: グリッドの方向に関係なく、繰返しのメンバー名を含
む行を非表示にする場合に選択します。

– 行で欠落しているブロック: データが欠落している行のセル・ブロックを
非表示にする場合に選択します。

• 欠落データ: ゼロを含むか、データが欠落している行または列を非表示にする
場合に選択します。

• アクセス権なし: 自分にアクセス権がない行または列を非表示にする場合に選
択します。

ノート:

アド・ホック・グリッドを開こうとしたときに、有効なデータ行が存在
しないためアド・ホック・グリッドを開けませんというエラーが表示さ
れた場合は、前述の「抑制」のオプションをクリアしてください。

5. 「精度」で、次のように設定します。
• 通貨メンバーの設定の使用: 通貨メンバーの精度設定を適用する場合に選択し
ます。
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• 通貨の値、通貨以外の値およびパーセンテージ値について、セルに表示される小数部
の最小桁数と最大桁数を設定します。たとえば、セルの値が 100で、「最小」精度"2"
を選択した場合、値は"100.00"と表示されます。

6. 「置換」で、データが欠落しているセル、自分に表示アクセス権限がないセルまたは無効
なデータを含むセルに表示するラベルを設定します。

• データなし: 「#Missing」または「#NoData」という値を含むセルに表示するテキストを
入力します。

• アクセス権なし: 自分に表示アクセス権限がないセルに表示するテキストを入力します。
• ゼロを送信: 「#NumericZero」をテキストとして「データなし」または「アクセス権な
し」置換オプションに指定し、ゼロを送信する場合に選択します。

ユーザー変数の設定
ユーザー変数はフォームでフィルタとして機能し、ユーザーは部署などの特定のメンバーの
みに集中できます。フォームを開くには、管理者が設定したユーザー変数のプリファレンス
を設定する必要があります。
管理者はユーザー変数を設定できます。これによって、自分の部署の費用などの必要なメン
バーのみに集中できるようになります。たとえば、管理者がエンティティの行および「部署」
というユーザー変数を含むフォームを作成するとします。たとえば販売など、部署ユーザー
変数のメンバーを選択することによってフォームで表示される行数を制限できます。後で部
署に他のメンバー、たとえば営業などを選択できます。
ユーザー変数を更新するには:

1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
「ユーザー変数」ページには、ディメンションごとに管理者が設定したユーザー変数がリ
ストされ、「メンバー」には現在選択されている各変数のメンバーがリストされます。

2. 変更する変数の横にある をクリックします。
ディメンションの「メンバー」列にメンバー名を直接入力することもできます。

3. メンバーをクリックするか、その前のチェックマークをクリックして、メンバーを選択し
ます。

4. 「保存」をクリックします。
さらに学習するには、 Planningの管理 のメンバーとしてのユーザー変数の選択を参照してく
ださい。
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レポート・プリファレンスの設定
次世代のレポートおよび Financial Reportingレポートの印刷およびエクスポート方法
に関するプリファレンスを設定できます。
1. ホーム・ページで、「ツール」

、「ユーザー・プリファレンス」

の順にクリックします。
2. 「レポート」をクリックします。
3. ページ上部にある 2つのタブから選択できます。

• 「レポート」(次世代のレポート向け)

• 「財務レポート」(Financial Reporting向け)

4. 「レポート」で、次のプリファレンスを設定します:

表 20-1 レポート・プリファレンス

オプション 説明
POVのプレビュー 有効な場合、レポートを開くまたはプレビュ

ーするためには をクリックし
てデータをリフレッシュします。

単位 単位として「インチ」または「センチメート
ル」を選択します。

5. 「財務レポート」で、次のプリファレンスを設定します:

表 20-2 Financial Reportingプリファレンス

オプション 説明
デフォルトのプレビュー・モード レポートを PDF形式でプレビューするか、

HTML形式でプレビューするかを選択しま
す。

ユーザー POVのプレビュー 選択した POVメンバーをプレビューするに
は、「オン」を選択します。
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表 20-2 (続き) Financial Reportingプリファレンス

オプション 説明
注釈印刷のプリファレンス レポートでの注釈の印刷方法を定義して、

「OK」をクリックします:
• システム定義の脚注を作成するには、
「詳細」を選択し、「脚注の詳細を使用」
でオプションを選択します。汎用フォ
ーマットが適用され、システム定義のサ
イズとフォントが使用されます。たと
えば、「タイトル」、「説明」、「カテゴ
リ」、「日付」、「作成者」、「添付」および
「返答を含める」を選択できます。

ノート:

「返答を含める」を選択する
場合、それらをどれだけ含め
るか、「すべて」の返答、「最
上位」で指定した数の返答(最
初の返答から開始)、または
「最下位」で指定した数の返
答(最初の注釈と指定した返
答の末尾の数を印刷)のうち
から選択します。空き領域
に印刷する返答の数を入力
します。

• 「テキスト・オブジェクト」を選択して、
Financial Reportingテキスト関数
Footnoteが格納されているリポジトリ
内の保存済テキスト・ボックスを選択し
ます。「脚注のテキスト・オブジェクト
を使用」のテキスト・ボックスに、レポ
ートのテキスト・オブジェクトの脚注機
能で注釈を印刷するために使用するテ
キストを入力します。脚注機能は、レポ
ート・デザイナが作成します。このオプ
ションは、注釈のフォーマットおよび印
刷に関してより柔軟性に富んでいます。
たとえば、脚注機能を指定して見出しと
コンテンツに異なるサイズ、フォント、
および色を適用したグリッド注釈のみ
を印刷できます。

• 注釈を印刷しない場合、「なし」を選択
します。

同じタイプのプロンプトをマージする 繰り返されるプロンプトまたは変数に、一度
のみ応答するか連続して応答するかを選択
します。

注釈の表示 レポートに注釈の詳細を含める場合に選択
します。
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表 20-2 (続き) Financial Reportingプリファレンス

オプション 説明
問合せ対応エクスポート レポートをどのように Excelにエクスポー

トかを選択します:
• エクスポート・モード:

– Smart View: レポートを Oracle
Smart View for Office (デフォル
ト)にエクスポートします。このオ
プションによって、Smart Viewを
開くリンクが使用できるようにな
ります。このオプションを使用す
るためには Smart Viewをインス
トールする必要があります。Excel
での Planningデータの操作を参照
してください。

– Excelグリッド: エクスポートした
レポートをMicrosoft Excelで開
きますが、Smart Viewには接続し
ません。「エクスポート先」の下で
次のいずれかを選択します。
* 新規ワークシート: エクスポー
トされたレポートを既存の
Excelワークブック内の新し
いシートとして開きます。

* 新規ワークブック: エクスポー
トされたレポートを新しい
Excelワークブック内のシー
ト 1として開きます。

– 「使用不可」:では、レポートが
HTMLプレビューを使用して表示
されている場合に問合せ対応リン
クを非表示にします。

• 「エクスポート形式」で、次のいずれか
を選択します。
– イメージ: .jpgベースの.docファ
イルを生成します。レポート・コン
テンツは、Wordドキュメントの各
ページのイメージです。イメー
ジ・フォーマットのレイアウトは
PDFのレイアウトと同じになりま
すが、イメージを編集することはで
きません。

– ドキュメント(.docx): .docxファ
イルを生成します。レポート・コン
テンツは、テキストおよび表として
ドキュメントに出力されます。チ
ャートはイメージとして表示され、
Wordで編集できます。ただし、レ
ポート・コンポーネントがレイアウ
ト情報で失われます。すべてのコ
ンポーネントが.docxドキュメン
トの左側に配置されます。横に並
んだ Financial Reportingオブジ
ェクトが 2つある場合、右側のオブ
ジェクトが左側のオブジェクトの
下に表示されます。page ()などの
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表 20-2 (続き) Financial Reportingプリファレンス

オプション 説明
一部の Financial Reporting機能
が正常に機能しません。

• 「エクスポート先」で、次のいずれかを
選択します。
– 新規ワークシート: エクスポートさ
れたレポートを既存の Excelワー
クブック内の新しいシートとして
開きます。

– 新規ワークブック: エクスポートさ
れたレポートを新しい Excelワー
クブック内のシート 1として開き
ます。

6. 「保存」をクリックします。

印刷プリファレンスの設定
フォームとそのデータを PDFファイルとして印刷する方法に関するプリファレンスを設定
できます。
フォームを設計する場合、管理者は、サポート詳細を含めるかどうかなど、フォームの印刷
オプションを設定します。PDFファイルに出力するには、これらのデフォルト設定をそのま
ま使用することも、独自のプリファレンスを設定することもできます。

ノート:

PDFファイルに出力するには、Adobe Acrobat Readerがインストールされている
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」

の順にクリックします。
2. 「フォームの印刷」をクリックします。
3. 「ページ設定」で、用紙サイズ、レイアウト、サイズ合せおよびフローのプリファレンス
を設定します。白黒で印刷するかどうかも選択できます。

4. 「オプション」で、次の設定を適用するかどうかを指定します。
• フォーマット
• 精度
• サポート詳細。サポート詳細を含める場合は、その印刷方法を指定します。
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– 標準順序: 親を上にして、サポート詳細を「サポート詳細」ページと同じ
順序で印刷します。

– 逆順: 親を下にして、サポート詳細を逆の順序で印刷します。
• コメント(セルに関連付けられたテキスト・ノート)

• 属性メンバー(フォームで選択されている場合)

• 通貨コード(フォームで、1つのエンティティに対して複数通貨がサポートされ
る場合)

• フォーム名
• ページ間で繰り返される行および列ヘッダー
• POV/ページ
• グリッド線
• フッター

5. 「保存」をクリックします。

戦略モデリング・プリファレンスの設定
戦略モデリングの計算関連プリファレンスを設定できます。
1. ホーム・ページで、ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックしま
す。

2. 「戦略モデリング」をクリックします。
3. 計算関連のユーザー・プリファレンスを指定します:

• 資金フローの残高不足の警告を抑制: 履歴期間で資金フローが不均衡な場合
に、資金フロー勘定科目が不均衡であることに関するエラーを生成しません。

• 非推奨になる予定の関数を警告 - 計算中に非推奨の関数が発生した場合、警告
を生成します。

• 新しく選択したシナリオを自動計算 - 自動シナリオ計算を有効にします。
• 分析でゼロを抑制 - 計算、分析および監査証跡機能から空のセルを除外しま
す。

4. 「保存」をクリックします。
さらに学習するには、Smart Viewでの戦略モデリングの操作のプリファレンスの設定
を参照してください。
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A
予測プランニングの予測および統計の説明

この項では、予測プランニングで使用される予測手法と誤差測度について説明します。
予測プランニングは、有効なフォームとアド・ホック・グリッドを使用して、履歴データに
基づいてパフォーマンスを予測できます。高度な時系列予測テクニックを使用して、新規の
予測を作成するか、他の予測手法を使用して入力された既存の予測を検証します。
予測プランニングは Planningで使用できます。Oracle Smart View for Officeの拡張機能とし
ても提供されています。
ビデオ

目的 視聴するビデオ
予測プランニングの統計予測手法についてさらに
学習します。  概要: 予測プランニングの統計予測手法

基本予測
履歴データまたは時間ベース・データのほとんどには、基礎となるトレンドまたは季節性パ
ターンがあります。ただし、ほとんどの履歴データにはランダムな変動(ノイズ)も含まれるた
め、コンピュータを使用しなければ、これらのトレンドやパターンの検出は困難になります。
予測プランニングでは、高度な時系列手法を使用して、基礎となるデータ構造を分析します。
次に、トレンドとパターンを予測し、将来の値を予測します。
時系列予測では、履歴データをレベル、トレンド、季節性、誤差のコンポーネントに分割し
ます。予測プランニングではこれらのコンポーネントを分析し、将来に投影して近似結果を
予測します。
予測プランニングにおけるデータ系列は 1つのメンバーの一連の履歴データです。予測を実
行すると、選択したデータ系列に対してそれぞれの時系列手法が試行され、適合度が数学的
に測定されます。予測プランニングでは、最適な適合度の手法が、最も精度の高い予測を生
成する手法として選択されます。
最終予測では、最も可能性のあるデータの連続を示しています。これらすべての手法で、履
歴のトレンドまたはパターンの一部のアスペクトが、将来も継続すると仮定されます。ただ
し、予測が先へ行くほど、過去の動きからの事象の分岐は大きくなり、結果の信頼性は低下
します。予測の信頼性を正しく判断するため、予測プランニングでは予測に関して不確実性
の度合いを示す予測区間が用意されています。

予測手法の選択とテクニック
予測プランニングでは、予測手法を選択するために次のプロセスが使用されます。
• すべての非季節性予測手法と ARIMA手法が、データに対して実行されます。
• データが季節性であると検出された場合、季節性予測手法がデータに対して実行されま
す。
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• 誤差測度が最も低い予測手法(RMSEなど)がデータの予測に使用されます。
予測プランニングは、時系列予測で標準予測のみを使用して最適な手法を選択します。
標準予測では、同じ期間の適合値と履歴データの誤差測度が使用されます。(単純リー
ド、重み付きリード、ホールドアウトなど他の手法は使用されません。)

予測のユース・ケース
プランニングのコンテキストでは、時系列予測のいくつかの用途があります。最も一
般的なユース・ケースは、予測プランニングの統計予測と自身の予想を比較すること
です。通常は、これは、3か月、6か月、12か月の時間範囲で行われます。プランニ
ング・サイクルの開始時に 1回実行するか、収集される実績に基づいてプランが調整
される状況に合せてローリング方式で実行できます。
この例では、次期会計年度では予測が予想を下回っていることがわかります。また、
予想が予測の信頼区間の 95% (オレンジ色の部分)に収まっていることも測定できま
す。この情報を使用して、この会計年度の予想を調整するか、予想のギャップを縮小
する他の処置を取るかを決めることができます。

予想を指定しなかった場合、またはその会計年度に対して予想を生成できない場合は、
自らの予想として予測を使用できます。予測結果をコピーしてフォームに貼り付け
て、その結果を保存できます。

予測の履歴が別のシナリオで保存されていたと仮定すると、予測履歴と予想履歴を比
較して、それぞれの精度を判別することもできます。チャートの実績ビューをオンに
すると、過去の予想(赤色の線)と予測(青色の線)が実績(緑色の線)とどれくらいずれて
いるかを判断できます。このメンバーの場合、予測と実績は予想と実績よりも差異が
小さいことが示されます。
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クラシック時系列予測
クラシック時系列予測の 2つの主要な手法が予測プランニングで使用されています:

• クラシック非季節性予測手法: 極端なデータを除去し、データのランダムさを削減して平
滑化トレンドを推定します

• クラシック季節性予測手法: 予測データと、季節的な動きの調整を融合します
自己回帰和分移動平均(ARIMA)の時系列予測の詳細は、ARIMA時系列予測手法を参照してく
ださい。

クラシック非季節性予測手法
非季節性手法では、データ値の循環繰返しが存在しない、極端な過去データの変化を除去し
て予測します。

シングル移動平均法(SMA)
最近のいくつかの期間を平均化し、最近の平均値を先に投影することで履歴データを平滑化
します。
この手法は、トレンドまたは季節性のない揮発性データに最適です。直線的で平坦な予測に
なります。

図 A-1 標準のシングル移動平均データ、適合、および予測線
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ダブル移動平均法(DMA)
移動平均法を 2回、最初は元のデータに、次にその結果のシングル移動平均データに
適用します。この手法では、平滑化された両方のデータ・セットを先の投影に使用し
ます。
この手法は、トレンドはあるが季節性のない履歴データに最適です。この結果は、直
線的で傾きのある予測になります。

図 A-2 標準のダブル移動平均データ、適合、および予測線

シングル指数平滑法(SES)
過去のデータすべてに重みを付け、過去に戻るほど重みを大幅に小さくします。つま
り、より最近のデータの重みが大きくなります。この方法の重み付けによって、移動
平均法またはパーセンテージ変更法の制限が大幅に解消されます。
この手法では直線的で平坦な予測になり、トレンドまたは季節性のない揮発データに
は最適です。

図 A-3 標準のシングル指数平滑データ、適合、予測線
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ダブル指数平滑法(DES)
SESは、最初は元のデータへ、次にその結果の SESデータへと 2回適用します。予測プラン
ニングでは、Holtのダブル指数平滑法を使用して、SES等式の 2回目の適用に別のパラメー
タを使用できます。
この手法はトレンドはあるが季節性のないデータに最適です。この結果は、直線的で傾きの
ある予測になります。

図 A-4 標準のダブル指数平滑化データ、適合、および予測線

減衰トレンド平滑化(DTS)非季節性手法
ダブル指数平滑法のように、指数平滑法を 2回適用します。ただし、トレンド・コンポーネ
ント曲線は、線形になるのではなく減衰(時間とともにフラット化)します。この手法はトレン
ドはあるが季節性のないデータに最適です。

図 A-5 標準の減衰トレンド平滑化データ、適合、および予測線

クラシック非季節性予測手法パラメータ
クラシックの非季節性手法では、複数の予測パラメータを使用します。移動平均法では、式
に 1つのパラメータ(期間)を使用します。移動平均法を実行する場合は、予測プランニングで
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複数の期間の平均が計算されます。シングル移動平均法では、期間数は、1からデー
タ・ポイントの数の半数までの整数になります。ダブル移動平均法では、期間数は 2
からデータ・ポイントの数の 3分の 1までの整数になります。
シングル指数平滑法には、1つのパラメータであるアルファが使用されます。アルファ
(a)は平滑化定数です。アルファの値は 0より大きく 1より小さいの任意の数にできま
す。
ダブル指数平滑法には、2つのパラメータであるアルファとベータがあります。アルフ
ァは前述の、シングル指数平滑法の平滑化定数と同じです。ベータ(b)もアルファとま
ったく同じ平滑化定数ですが、2回目の平滑化で使用されます。ベータの値は 0より大
きく 1より小さいの任意の数にできます。
減衰トレンド平滑化には 3つのパラメータがあります: アルファ、ベータおよびファイ
(0より大きく 1より小さいすべて )。

クラシック季節性予測手法
季節性予測手法では、非季節性予測手法にデータの季節的な動きを取り込むコンポー
ネントを追加して拡張します。

加法型季節
トレンドのない履歴データの季節性インデックスを計算します。この手法では、予測
のレベル、および予測に対する季節調整の指数平滑値が生成されます。季節性の調整
が予測レベルに加算され、加法型季節予測が実行されます。
この手法は、トレンドはないが季節性のある、時間の経過で増加しないデータに最適
です。その結果は、データの季節的な変動を再現する、曲線的な予測になります。

図 A-6 標準の加法型季節データ、適合、およびトレンドのない予測曲線

積乗型季節
トレンドのない履歴データの季節性インデックスを計算します。この手法では、予測
のレベル、および予測に対する季節調整の指数平滑値が生成されます。季節性の調整
に予測レベルが乗算され、積乗型季節予測が実行されます。
この手法は、トレンドがないが季節性があり、時間の経過で増減するデータに最適で
す。その結果は、データの季節的な変動を再現する、曲線的な予測になります。
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図 A-7 標準の積乗型季節データ、適合、およびトレンドのない予測曲線

Holt-Wintersの加法型
これは、季節性を取得する Holtの指数平滑法の拡張機能です。この手法では予測レベル、予
測のトレンド、および予測に対する季節調整の指数平滑値が生成されます。この加法型季節
手法では、季節的要素がトレンド予測に追加され、Holt-Wintersの加法型予測が生成されま
す。
この手法はトレンドや季節性があり、時間の経過で増加しないデータに最適です。データに
季節的な変動のある曲線的な予測結果になります。

図 A-8 標準の Holt-Wintersの加法型データ、適合、および予測曲線

Holt-Wintersの積乗型
これは Holt-Wintersの加法型手法に類似しています。Holt-Wintersの積乗型手法でも、予測に
対するレベル、トレンド、および季節的な調整の指数平滑値を計算します。この積乗型手法
では、トレンド予測に季節性を掛けることによって、Holt-Wintersの積乗型予測を得られま
す。
この手法は、トレンドや季節性があり、時間の経過で増加するデータに最適です。その結果
は、データの季節的な変動を再現する、曲線的な予測になります。
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図 A-9 標準の Holt-Wintersの積乗型データ、適合、および予測曲線

減衰トレンド加法型季節性手法
データ系列を季節性、減衰トレンドおよびレベルに分けて、それぞれを先に投影し、
加法型の方法で 1つの予測に再度結合します。
この手法はトレンドおよび季節性があるデータに最適です。その結果は、時間の経過
でフラット化し、季節性循環を再現する、曲線的な予測になります。

図 A-10 標準の減衰トレンド加法型データ、適合、および予測曲線

減衰トレンド積乗型季節性手法
データ系列を季節性、減衰トレンドおよびレベルに分けて、それぞれを先に投影し、
積乗型の方法で 1つの予測に再度結合します。
この手法はトレンドおよび季節性があるデータに最適です。その結果は、時間の経過
でフラット化し、季節性循環を再現する、曲線的な予測になります。
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図 A-11 標準の減衰トレンド積乗型データ、適合、および予測曲線

クラシック季節性予測手法パラメータ
季節性予測手法では、次のパラメータを使用します:

• アルファ(α): 予測のレベル・コンポーネントにおける平滑化パラメータ。アルファの値は
0より大きく 1より小さいの任意の数にできます。

• ベータ(β): 予測のトレンド・コンポーネントにおける平滑化パラメータ。ベータの値は 0
より大きく 1より小さいの任意の数にできます。

• ガンマ(γ): 予測の季節性コンポーネントにおける平滑化パラメータ。ガンマの値は 0よ
り大きく 1より小さい任意の数にできます。

• ファイ(Φ): 減衰パラメータ。0より大きく 1より小さいの任意の数。
それぞれの季節性予測手法では、その予測手法に応じて、これらのパラメータの一部または
すべてを使用します。たとえば、加法型季節予測手法では、トレンドを考慮しないため、ベ
ータ・パラメータを使用しません。
減衰トレンド手法では、他の 3つに加えてファイを使用します。

ARIMA時系列予測手法
自己回帰和分移動平均(ARIMA)予測手法の普及は、G. E. P.Boxおよび G. M. Jenkinsによりま
す(1970年代)。このようなテクニックは Box-Jenkins予測手法とも呼ばれ、次のようなステ
ップがあります:

1. モデルの識別および選択
2. 自己回帰(AR)、統合または差別化(I)、および移動平均(MA)パラメータの推定
3. モデル・チェック
ARIMAは単変量のプロセスです。データ系列の現在の値は、同じ系列の過去の値と相関して
おり、pとも呼ばれる ARコンポーネントを生成します。ランダムな誤差条件の現在の値は、
過去の値と相関しており、qとも呼ばれる MAコンポーネントを生成します。現在と過去のデ
ータの平均値と可変値は、固定されており、時間の経過で変化しないと仮定されます。必要
に応じて、Iコンポーネント(dとも呼ばれる)が追加され、差別化によって固定されなくなる
という欠陥が修正されます。
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非季節性 ARIMA(p、d、q)モデルでは、pは AR条件の数または順序、dは偏差の数ま
たは順序、qは MA条件の数または順序を示します。p、dおよび qパラメータは 0以
上の整数です。
循環性または季節性データ値は、次のフォーマットの季節性 ARIMAモデルで示されま
す:

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)(t)

カッコ内のパラメータ第 2グループは季節値です。非季節性 ARIMAモデルでは、循環
内の期間の数が考慮されます。年については、期間数(t)は 12です。

ノート:

「予測プランニング」チャート、表およびレポートでは、計算に使用中の場合
でも、非季節性 ARIMAモデルには(t)コンポーネントが含まれません。
予測プランニング ARIMAモデルは、非季節性差異または季節性差異での定
数データ・セットに変換できる定数データ・セットには適合しません。この
ような特性のため、すべてに定数系列、または直線あるいは鋸歯状のプロッ
トを描画する、完全な規則性のある系列では、ARIMAモデル適合は返されま
せん。

ARIMAモデル係数の推定
特定の ARIMAモデルでは、予測プランニングは無条件の最小二乗法を使用してモデル
係数を推定します。行列代数を使用するかわりに、より単純な反復スキームが使用さ
れます(Box, G. E. P.、Jenkins, G.M.および Reinsel, G. C.著、Time Series Analysis:
Forecasting and Control. 4th ed.Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2008)。

ARIMA式
• p次の自己回帰(AR)モデル(AR(p)モデル)の式:

 

 
{yt}は、ARMAモデルが適用されるデータです。つまり、系列はすでにその順序で
べき変換され、差分処理されています。パラメータ φ1、φ2などは AR係数です。

• q次の移動平均(MA)モデル(MA(q)モデル)の式:

 

 
{yt}はすでに定義したとおりで、θ1、θ2などは MA係数です。

• ARMA(p,q)モデルの式:
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{yt}、φ1、φ2...、θ1、θ2...は、すでに定義したとおりです。

• SARMA(p,q)(P,Q)モデル(季節性)の式:

 

 
{yt}、{φ}および{θ}はすでに定義したとおりで、{Φ}および{Θ}は季節性の対応するもので
す。

ARIMA定数
ARIMA式の定数項は、確定的トレンドをモデルに導入し、そのトレンドを無期限に将来に拡
張します。モデルに 1つの差異(非季節性または季節性)が含まれ、かつ定数項が存在する場
合、トレンドは線形になり、そこでは 2回差分処理されたモデルに 2次トレンドが含まれま
す。Predictorの「ARIMAオプション」ダイアログの ARIMA定数の「自動選択」設定では、
モデルに 1つ以上の非季節性または季節性の差異が含まれている場合は、モデルの定数項が
除外されます。
モデルに定数項が含まれている場合、その項の値は次の式で計算されます:

 

 
φiは非季節性 AR係数、Φiは季節性 AR係数、μは系列の平均です。

定常性
ARIMA時系列予測では、時系列の平均、分散および自己相関は一定期間にわたり定常である
と想定しています。この特性は定常性と呼ばれます。時系列統計に非定常性がある場合は、
調整する必要があります:

• 平均における非定常性: この場合、平均は一定ではなく、ゆっくりと変動します。これは、
季節性系列と非季節性系列の両方に当てはまる可能性があり、系列を差分処理することに
よって除去されます。Predictorの自動 ARIMA実装は、適切なアルファ値を使用して
KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)検定を繰り返し使用することにより、系列を定
常にするために必要な非季節性差異の量を決定します。季節性系列の場合、適切なアルフ
ァ値を使用して Canova-Hansen検定を繰り返し使用します。

• 分散における非定常性: この場合、時系列は不均一であり、平均付近のデータの分散は時
間とともに変化します。分散のこの非定常性は、特殊なタイプのべき変換である Box-Cox
変換を適用することによって除去されます:
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、ラムダが 0と等しくない場合

、ラムダが 0と等しい場合
元の系列は{xt}、変換された系列は{zt}、べき変換定数はラムダ(λ)です。
予測プランニングでは、季節性情報を使用してデータセットをグループに分割する
アルゴリズムを使用してラムダの適切な値を決定し、分散をグループ間で定常にす
るラムダ値を見つけることを試みます。
予測プランニングでは、Box-Cox変換をさらに制御する必要があるユーザーのため
に、対数変換(ラムダ = 0)や平方根変換(ラムダ = 0.5)などの一般的に使用される、
べき変換のオプションを提供し、ユーザーが選択した–5から+5 (両端を含む)のラ
ムダを使用するカスタム変換も提供します。ただし、予測プランニングでは、変換
された値が過度に大きくまたは小さくなるカスタム・ラムダ値が使用されないよう
になっています。

時系列予測誤差測度
時系列予測すべてにおける 1つのコンポーネントは、予測の計算式またはトレンドお
よび季節性のパターンでは説明できない、データのランダムな誤差です。誤差は、履
歴データの期間においてポイントを適合し、次に適合したポイントと履歴データを比
較して測定されます。

RMSE
RMSE (2乗平均平方根誤差)は、正と負の偏差が相互に相殺されないように、偏差を 2
乗する絶対誤差測度です。この測度では、誤差が大きな場合も強調され、誤差の大き
い手法を除外できます。

IPMインサイトのメトリック
Related Topics

• IQR (四分位範囲)

• MAD (平均絶対偏差)

• MAPE (平均絶対パーセンテージ誤差)

• ME (平均誤差)

• 変更された Zスコア
• MPE (平均パーセンテージ誤差)

• RMSE (2乗平均平方根誤差)

付録 A
時系列予測誤差測度

A-12



• RPD (相対パーセンテージ差異)

• TOTD (合計偏差)

• TOTPD (合計パーセンテージ差異)

• Zスコア
• リスク
• 影響の重大さのしきい値

IQR (四分位範囲)
IQRは、外れ値にラベルを付けるための別の堅牢な手法です。外れ値検出の IQR (四分位範
囲)手法は、探索的データ分析の先駆者である John Tukeyによって開発されました。当時は
手作業で計算およびプロットを行っていたため、通常、含まれるデータセットは小規模で、
データが示す実像を理解することに重点が置かれていました。
箱ひげ図では、四分位数(データを等サイズの 4つのグループに分割する点)を使用してデータ
の全体像がプロットされます。箱は第 1四分位数と第 3四分位数を表し、これらは 25パーセ
ンタイルと 75パーセンタイルに相当します。箱の中の線は第 2四分位数を表し、これは中央
値です。
外れ値検出のこの手法の名前となっている四分位範囲は、第 1四分位数と第 3四分位数(箱の
両端)の間の範囲です。Tukeyは、第 1四分位数から IQRの 1.5倍より大きく下に外れたデー
タ・ポイント、または第 3四分位数から IQRの 1.5倍より大きく上に外れたデータ・ポイン
トを範囲外とみなしました。従来の箱ひげ図では、ひげは、範囲外でない最後のデータ・ポ
イントまで延びます。
四分位範囲(IQR)は、データセットを四分位数に分割することに基づくばらつきの測度です。
四分位数は、ランク順に並べられたデータセットを 4つの均等な部分に分割します。Q1、Q2
および Q3。IQRは Q3–Q1として定義され、Q3+1.5*IQRまたは Q1-1.5*IQRの外側にあるデ
ータが外れ値とみなされます。
 

 

MAD (平均絶対偏差)
説明
平均絶対偏差は、絶対差異の単純な拡張です。絶対差異を合計し、結果をレコード数で除算
します。平均絶対偏差は、実際のデータ・ポイントと適合データ・ポイントの各ペア間の平
均距離の誤差統計です。

付録 A
IPMインサイトのメトリック

A-13



式
平均絶対偏差 = ABSOLUTE(Y – 平均値(Y))/観測数
例
 

 

MAPE (平均絶対パーセンテージ誤差)
説明
MAPEは平均絶対パーセンテージ誤差であり、これは、基本的に MADを変数の単位で
はなくパーセンテージ単位にスケールする相対測度です。平均絶対パーセンテージ誤
差はプラスとマイナスの誤差を相互に相殺しないように絶対値を使用する相対誤差測
度であり、相対誤差を使用すると、時系列モデル間の予測精度を比較できます。
式
 

 

例
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ME (平均誤差)
説明
平均誤差(ME)では差異を合計し、結果を nで除算します。このコンテキストにおける誤差と
は、測定値の不確実性、つまり、測定された値と真の/正しい値の間の差異です。
式
平均誤差 = すべての誤差値の合計/レコード数
例
 

 

変更された Zスコア
Zスコア手法では、データのグループの平均と標準偏差を利用して中心傾向と分散を測定しま
す。これが問題となるのは、平均と標準偏差は外れ値の影響を大きく受け、堅牢ではないた
めです。実際、外れ値によってもたらされる誤差は、外れ値を見つけてデータセットから除
去する最大の理由の 1つとなっています。Zスコア手法のもう 1つの短所は、小規模なデー
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タセットでは異常な動作を示す点です。実際、データセットに含まれる項目が 12個未
満の場合、Zスコア手法で外れ値が検出されることはありません。
このことがきっかけとなって、同じ制限を受けない、変更された Zスコア手法が開発
されました。この手法は、偏りがあるデータや正規分布ではないデータ、および観測
数が少ない場合に適しています。MADは平均絶対偏差です。変更された Zスコア手
法には、さらに、平均と標準偏差ではなく、中央値と MADを使用するという利点があ
ります。中央値と MADは、それぞれ中心傾向と分散の堅牢な測度です。
 

 

MPE (平均パーセンテージ誤差)
説明
MPEは平均パーセンテージ誤差(偏差)です。これは、基本的に MEを変数の単位では
なくパーセンテージ単位にスケールする相対測度です。MPEの主な利点は、異なるス
ケールのデータ間で差異を比較できることです。
式
 

 

atは予測される数量の実際の値、ftは予測、nは変数が予測される回数です。
例
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RMSE (2乗平均平方根誤差)
説明
2乗平均平方根誤差(RMSE)は、残差(予測誤差)の標準偏差です。残差は、回帰線のデータ・
ポイントからどの程度離れているかを示す測度です。RMSEは、これらの残差がどのように
分散しているかを示す測度です。つまり、データが最良適合線の周囲にどの程度集中してい
るかがわかります。
式
 

 

fは予測(期待値または不明な結果)であり、oは観測値(既知の結果)です。
例
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RPD (相対パーセンテージ差異)
説明
2つのポイント間の相対パーセンテージ差異を計算するには、まず、様々な測定値また
はサンプルにわたって 2つの数量間の相対差異を検出します。一方の測定値を他方か
ら減算し、この差異の絶対値を取得します。
式
 

 

例
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TOTD (合計偏差)
説明
これは、すべての期間にわたる合計偏差です。1つ目の系列の合計から 2つ目の系列の合計を
差し引いたものです。
式
差異 = A - F

Fは予測(期待値または不明な結果)であり、Aは観測値(既知の結果)です。
例
 

 

TOTPD (合計パーセンテージ差異)
説明
これは、すべての期間にわたる合計偏差です。これは、1つ目の系列と 2つ目の系列の間の合
計パーセンテージ差異です。
式
%差異 = (SUM(A) – SUM(F))/SUM(A)

Fは予測(期待値または不明な結果)であり、Aは観測値(既知の結果)です。
例
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Zスコア
説明
Zスコア(または標準スコア)は、ポイントのグループの平均および標準偏差との関係に
関してデータ・ポイントを説明する手法です。Zスコアを取得するには、単に、平均が
0として定義され、標準偏差が 1として定義された分布にデータをマップします。
Zスコアを取得する目的は、データの場所とスケールの影響を取り除いて、様々なデー
タセットを直接比較できるようにすることです。外れ値検出の Zスコア手法の背後に
ある直感的な考え方は、データを中央に配置し、再スケールした後、ゼロから離れす
ぎているもの(しきい値は通常、Zスコア 3または-3)を外れ値とみなすというもので
す。
データが正規分布(ベル型曲線)であると仮定すると、平均 + 3*SD (標準偏差)によって
観測値の 99.7%が取得されます。統計的には、この範囲外にある値は異常とみなされ
ます。
 

 

リスク
説明
リスクの測度は、指定した時間範囲の集計予測値が集計予測区間内で該当するパーセ
ンタイルです。リスク・メトリックでは、予測値がベース予測からどの程度離れてい
るかを測定します。
リスク・メトリックでは、予測値がベース予測からどの程度離れているかを測定しま
す。予測値がベース予測に近ければ近いほど、リスクは低くなります。
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影響の重大さのしきい値
説明
しきい値を超える影響の重大さの設定は、それぞれのインサイトについて計算された影響の
パーセンテージに基づいて、インサイトを「高」、「中」または「低」のグループに分類する
ために使用されます。この分類は、「インサイト」ダッシュボードで使用されます。
たとえば、「低」のしきい値として 30%を設定し、「高」のしきい値として 60%を設定した場
合、影響のパーセンテージが<30%であるインサイトは「低」カテゴリとしてラベル付けさ
れ、影響のパーセンテージが>60%であるインサイトは「高」カテゴリとして分類されます。
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B
戦略モデリング・シミュレーションの確率分布の説明

この付録では確率および確率分布について説明し、戦略モデリング・シミュレーションにお
いて最も適した確率分布を選択するのに役立ちます。
シミュレーション内の不確実入力ごとに、確率分布で使用可能な値を定義します。選択する
分布のタイプは、入力に関する条件によって異なります。シミュレーションでは、不確実入
力の確率分布から値を繰り返し選択し、モデルを計算するのにこれらの値を使用することに
より、モデルのシナリオを多数計算します。
正しい確率分布を選択するには:

1. 考慮対象の入力を評価します。この入力を取り巻く状況について把握していることをす
べて列挙します。たとえば、不確実入力に関する有用情報を履歴データから収集できま
す。

2. 確率分布の説明を確認します。この付録では各分布の詳細について説明し、その分布の基
になる条件の概要を示します。これらの説明を確認する際に、この入力に関してリストし
た条件を備えた分布を探してください。

3. この入力を特徴づける、分布の条件が入力の分布に一致する分布を選択します。
正規
 

 
正規分布は、資本利益率や資産収益率、インフレーション率または通貨の変動などの多くの
現象を示します。
意思決定者は正規分布を使用して、インフレーション率や定期的な資産収益率などの不確実
入力を表すことができます。
パラメータ
• 平均
• 標準偏差

ノート:

正規分布の値のうち、約 68%は平均値のいずれかの側の 1標準偏差内にあります。
標準偏差は、平均値からの値の平均平方距離の平方根です。

条件
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正規分布は、次の条件下で使用します:

• 平均値が最も起こり得る値です。
• 平均値を軸に対称です。
• 平均値から離れるよりも平均値に近くなる可能性が高くなります。
三角
 

 
三角分布は、最小値、最大値、および最尤値が分かっている状況を示します。シミュ
レーションにおいて、最小値および最大値は確率がゼロであるため、実際には起こり
えません。
これは、販売見積、在庫数およびマーケティング・コストのような制限されたデータ
の場合に役立ちます。たとえば、過去の自動車販売で最小数、最大数、および通常の
数が判明している場合に週当たりの自動車販売数を示すことができます。
パラメータ
• 最小
• 最尤値
• 最大
条件
三角分布は、次の条件下で使用します:

• 最小および最大が固定されています。
• 最小および最大とともに三角形を形成する最尤値がこの範囲内にあります。
一様
 

 
一様分布は、最小値と最大値が判明していて、かつすべての値は同様に起こり得るこ
とが判明している状況を示します。
パラメータ
• 最小
• 最大
条件

付録 B
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一様分布は、次の条件下で使用します:

• 最小は固定されています。
• 最大は固定されています。
• 範囲内のすべての値は同様に起こり得ます。
対数正規
 

 
対数正規分布は、資産や証券の価格など、値が正に歪んでいる(ほとんどの値が最小値の近く
に出現する)多くの状況を表します。このような数量は値がゼロを下回ることはなく、制限な
く増加する可能性があるため、このトレンドを示します。
パラメータ
• 場所
• 平均
• 標準偏差

ノート:

対数正規分布の定義に使用可能な履歴データがある場合、データの対数の平均値お
よび標準偏差を計算してからこれらの対数パラメータを入力することが重要です。
rawデータ上で平均値および標準偏差を直接計算しても正しい対数正規分布を得る
ことはできません。

条件
対数正規分布は、次の条件下で使用します:

• 上限および下限は無制限ですが、不確実入力を場所パラメータの値より下位にすることは
できません。

• 分布は正に歪められ、ほとんどの値が下限の近くにあります。
• 分布の自然対数は正規分布です。
ベータ PERT
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ベータ PERT分布は一般的に、タスクの期間やコストに確率を割り当てるプロジェク
ト・リスク分析に使用される状況を示します。より滑らかな分布として三角分布のか
わりに使用される場合もあります。
これは、最小値、最大値、最尤値を把握している状況を示します。これは、データが
制限されている場合に役立ちます。たとえば、過去の自動車販売で最小数、最大数、
および通常の数が判明している場合に週当たりの自動車販売数を示すことができま
す。
パラメータ
• 最小
• 最尤値
• 最大
条件
ベータ PERT分布は、次の条件下で使用します:

• 最小および最大が固定されています。
• 最小および最大とともに三角形を形成する最尤値がこの範囲内にあります: ベータ

PERTは、基礎となる三角形で平滑化された曲線を形成します。
Yes-No

 

 
Yes-No分布は、はいまたはいいえ、成功または失敗、真または偽のように、2つの値
のうち 1つの値のみを持てる状況を示します。
パラメータ - Yesの確率
条件
Yes-No分布は、次の条件下で使用します:

• 試行ごとに得られる結果は 2つ(成功または失敗など)のみです; 確率入力は、2つの
値(たとえば 0と 1)のいずれかのみです。

• 平均値は、確率を表す p (0 < p < 1)です。
• 各試行は独立しています。確率はどの試行に対しても同じです。

シミュレーションのサンプリング・モデル
シミュレーションの各試行において、サンプリング手法に基づいてモデルの各仮定の
ランダム値が選択されます。
戦略モデリングのシミュレーションでは、次のいずれかのサンプリング方法を使用し
ます。
• モンテ・カルロ - 各仮定の定義済分布から任意の値をランダムに選択します。
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• ラテン・ハイパーキューブ  - 値をランダムに選択し、各仮定の定義済分布に均等に分散し
ます。

モンテ・カルロ・サンプリング
モンテ・カルロ・シミュレーションでは、不確実性変数の値をランダムに繰り返し生成して
モデルをシミュレーションします。各仮定の確率分布の値はランダムで完全に独立していま
す。言い換えると、1つの試行のために選択されたランダム値は次に生成されるランダム値に
は影響しません。
モンテ・カルロ・シミュレーションの名前は、ルーレット、サイコロ、スロット・マシンと
いった、いずれもランダムな振る舞いをする運まかせのゲームを特徴とするカジノで有名な
モナコのモンテ・カルロに由来します。
このようなランダムな振る舞いは、モンテ・カルロ・シミュレーションで変数値をランダム
に選択してモデルをシミュレーションする方法に似ています。サイコロを振ると 1、2、3、
4、5または 6が出ることは分かっていますが、特定の試行でどれが出るかは分かりません。
これは、値の範囲は判明しているが特定の回または事象の値は不明である変数と同じです(金
利、必要な職員数、株価、在庫、1分当たりの電話回数など)。
モンテ・カルロ・サンプリングの使用による分布の真の形状の概算には、ラテン・ハイパー
キューブより多くの試行が必要です。
モンテ・カルロ・サンプリングは、実世界におけるモデルの what-ifシナリオをシミュレーシ
ョンするのに使用します。
ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
ラテン・ハイパーキューブ・サンプリングは、各仮定の確率分布を重複しない等しい確率の
セグメントに分割します。
シミュレーションの実行時に、ラテン・ハイパーキューブではセグメントの確率分布に基づ
いて各セグメントにランダムな仮定値を選択します。この値のコレクションによりラテン・
ハイパーキューブ・サンプルが形成されます。各セグメントが 1回ずつサンプリングされた
ら、シミュレーションが停止するまでプロセスが繰り返されます。
シミュレーション統計を計算するとラテン・ハイパーキューブ・サンプリングの方が従来の
モンテ・カルロ・サンプリングと比較して精度は高くなります。これは、分布の全範囲がよ
り均等に一貫してサンプリングされるためです。ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
はモンテ・カルロ・サンプリングに比べ、少ない試行回数で同じレベルの統計精度を実現で
きます。この手法では、シミュレーションの実行と同時にどのセグメントがサンプリングさ
れているかが追跡されるため、さらにメモリーが必要となります。(ほとんどのシミュレーシ
ョン結果と比較して、この余分のオーバーヘッドは軽微です。)
シミュレーション統計の精度を重視する場合は、ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング
を使用してください。
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