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レッスン：Concur 分析レポート ソリューション概要   

 

はじめに このレッスンでは、 Concur 分析レポート ツールを紹介します。これは完全なウェ

ブベースのレポートおよび分析ソリューションです。  

 

目標 このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ Concur 分析レポート ツールの目的を説明することができる 

▪ 分析レポートのユーザー ロールの違いを理解する 

▪ Concur 分析レポート ツールを定義することができる 

▪ Concur データ ウェア ハウスの目的を説明することができる 

▪ Concur データ ウェア ハウスの 4 つのフォルダの役割を説明することが

できる 

▪ 分析レポート データアクセスがどのように制御されているか説明するこ

とができる 

 



 

  

 Concur 分析ソリューション 

 

はじめに Concur の分析レポートは「オン デマンド」のホスト型レポート・分析サ

ービスを提供します。Concur の効果的なソリューションとシームレスに一

体化しているため、本サービスから会社の出張データや経費データへアクセ

スすることができます。Concur の分析レポート ツールを使って実用的な

詳細レポートを作成することによって、コストを抑えたり、従業員の経費を

より効果的に管理したりすることが可能です。 

 

分析レポート サービスには、下記の 2 種類があります： 

▪ Analysis -  Concur ソリューションの基本提供サービスです。 

▪ Business Intelligence - 追加料金によって特別に提供するもので

す。 

 

下記の主要機能によって、シームレスなアクセスや、Analysis、 Business 

Intelligence の使用が可能になります： 

▪ Concur® Travel & Expense からのシングル サインオン

（SSO）資格情報を認証し、ユーザーに適切なアクセス権とデー

タ権を付与します。 

▪ Concur Travel & Expense のレポート階層機能を活用した総合

的なセキュリティ モデル 

▪ Analysis で利用している Concur データ ウェアハウス を下層の 

Concur Travel & Expense にマッピングする総合的なデータ モ

デル 

▪ ドラッグ アンド ドロップで操作するユーザー インターフェイス 

 

分析レポート Analysis は Concur ソリューションの一部であり、「オン デマンド」のホ

スト型分析レポートサービスです。Analysis を利用するのにコンピュータ

やブラウザ以外のハードウェアは必要ありません。また、会社がソフトウェ

アやデータをホストする必要もありません。 



 

  

 

Concur Travel & Expense の [My Concur] から [分析レポート] タブを使

って Analysis にアクセスします。アクセス権のあるユーザーなら、適切な

リンクをクリックするだけで Analysis アプリケーションが起動し、任意の

クエリーを開始することができます。  

 

Concur® 

Intelligence 

Business Intelligence は 追加料金による Concur 特別提供のレポート・分

析サービスです。あらかじめ設計された、実績あるレポートがこのオプショ

ン サービスに含まれています。また、 Report Studio を使って会社独自の

レポートを設計できる高度な機能もあります。全従業員の出張や経費のデー

タを Business Intelligence サービスで詳細に可視化することができます。 

 



 

  

ユーザー ロールの違い 

 

ユーザー ロール

の概要 

会社は分析レポートへのアクセス権を必要な人数に与えることができます。

Analysis へのアクセス権が必要なユーザーには、特別なロールを付与する必要があ

ります。付与されたロールによって、ユーザーが使用できるデータや機能が異なり

ます。下表は、各ロールの説明です：  

 

ユーザー ロール 定義の説明 

コンシューマー 

 

Report Viewer にアクセスして [プロフェッショ

ナル オーサー] や [ビジネス オーサー] によって

作成、保存された分析レポートを実行することが

できます。コンシューマーは通常、新しい分析レ

ポートを作成する必要がなく、 標準レポートより

複雑なレポートにアクセスする必要がない監査人

や分析者のロールです。  

ビジネス オーサー 

 

Analysis の下記の機能にアクセスできます： 

▪ Query Studio 

▪ Cognos Connection 

プロフェッショナル オーサ

ー - Business Intelligence 

を使用している場合のみ利

用可能  

次の Business Intelligence の機能へアクセスでき

ます： 

▪ Report Studio - Business Intelligence 

を使用している場合のみ利用可能 

▪ Query Studio 

▪ Cognos Connection 

 

キー ポイント ▪ Business Intelligence を使用している場合のみ、 スケジュール管理ツー

ルで分析レポートのスケジュールと分配を行うことができます。 

▪ その他のユーザー ロールは有料となります（詳細は Concur の営業担当

者またはアカウント 管理者にご連絡ください）。 



 

  

 

Concur 分析レポート ツールでできること 

 

ツールのタイプ 下表は、Concur 分析レポート ツール一式の説明です。  

 

ツール 機能 

Cognos Connection ▪ E メールによるクエリーのスケジュール配分

（Business Intelligence を使用している場

合のみ利用可能） 

▪ 表示形式と優先言語の指定 

▪ さまざまな表示形式で分析レポートを表示 

▪ レポートまたはレポート・ビューの保存 

Query Studio ▪ データ フィールドのドラッグ＆ドロップに

よって任意のクエリーを作成 

▪ リスト、クロス集計、またはグラフでクエリ

ーを表示 

▪ フィルターの適用とプロンプトの作成 

▪ クエリーを保存して再利用 

Report Studio - 

Business Intelligence 

を使用している場合のみ

利用可能 

▪ 複雑な分析レポートの作成 

▪ 複数のクエリー、グラフおよび図を使用 

▪ クエリーの組み込みまたは連続によるデータ

の絞り込み 

 



 

  

Concur データ ウェアハウス とは   

 

Concur データ 

ウェアハウス概

要 

Concur データ ウェアハウス は分析レポート データベース（データ モデル）の組

織的構造です。Concur データ ウェアハウス は分析レポート データを Expense、

Invoice、Travel、Meetings、Configuration の 5 つの上位カテゴリーに体系化し

ます。各製品ラインのさまざまな機能によって、データはカテゴリー内で論理的に

分解されたりグループ化されたりします。 

 

Concur データ ウェアハウス の 5 つのフォルダは下図のように表示されます。 

 

 



 

  

Concur データ ウェアハウス フォルダ 

 

Concur データ 

ウェアハウス フ

ォルダについて 

Concur データ ウェアハウス の 5 つのフォルダには次のデータが含まれます： 

 

経費 

▪ 経費精算レポート データ（例： 経費精算レポート、経費入力、クレジッ

ト カード取引） 

▪ 経費の配賦データ 

▪ 購買申請データ 

▪ 出張申請データ 

▪ 出張手当データ 

▪ 仮払申請データ 

▪ 経費ジャーナル データ 

▪ 仮払申請ジャーナル データ 

▪ Concur 監査 データ 

▪ Expense Pay データ 

 

支払請求 

▪ 支払申請データ（支払申請ヘッダー情報、供給業者の詳細、支払申請の行

項目、支払申請の配賦） 

▪ 支払申請配賦データ 

▪ 支払請求仕訳データ 

▪ Invoice Pay データ 

 

Travel 

▪ 出張 

▪ 予約およびチケット データ 

▪ チケット セグメント 

▪ 出張乗客 

▪ 出張ワークフロー 

▪ 予約判定 



 

  

▪ 領収書 

 

会議費 

▪ 会議および会議アンケート 

▪ 会議イベントおよび会議イベント アンケート 

▪ 会議の同席者 

 

構成 

▪ 経費タイプ、カテゴリー、支払タイプ 

▪ 勘定科目コード 

▪ 承認権限者 

▪ 車 

▪ 為替レート 

 



 

  

概念フィールド 

 

概念フィールド

概要 

概念フィールドは組織単位とカスタム フィールドを、多くのビジネスに共

通の 9 つの主要「概念」のうちの一つに対応付けます。9 つの概念は次の通

りに分類されます: 

 

▪ 部門 

▪ 部署 

▪ ビジネス ユニット 

▪ コスト センター 

▪ プロジェクト 

▪ 会社 

▪ CRM 機会 

▪ CRM アカウント 

▪ CRM イベント 

 

特定の組織単位やカスタム フィールドに概念がマッピングされると、デー

タ ウェアハウスの経費アーカイブは分析レポートのデータベースにその情

報を追加します。同じ概念が Concur データ ウェアハウス モデル内で利用

可能になり、カスタム分析レポートに追加することができます。実際の組織

単位やカスタム フィールド名を知らなくても、これらの概念を使えば分析

レポートを作成することが可能です。 

 

構成管理ツールで Concur Travel & Expense の [Expense 管理] と  

[Invoice 管理] エリアの概要フィールドをマッピングします。マッピング

が完了してから Concur データ ウェアハウス に変更が反映されるまで 24

時間かかる場合があります。 

 

モデル内で概念

フィールドを使

概念フィールドを使用すると、選択するだけで概念をレポートに追加するこ

とができます。たとえば、レポート ヘッダー レベルにビジネス ユニットの



 

  

用する 概念を追加したい場合は、モデル内の概念フィールドに移動してこれをレポ

ートに追加します。 

 

実際には概念フィールドは 18 個あります。9 つの概念に対し、名前フィー

ルドが 1 つ、コード フィールドが 1 つです。 

次のページへ続く 



 

  

概念フィールド（続き） 

 

モデル内で概念

フィールドを使

用する(続き) 

経費フォルダ 

Expense フォルダから概念フィールドへのアクセスは 4 通りあります。 

▪ [経費] ＞ [経費精算レポート] ＞ [レポートヘッダーの情報] ＞ 

[レポートヘッダーの情報] 

▪ [経費] ＞ [経費精算レポート] ＞ [入力情報] ＞ [概念フィール

ド] 

▪ [経費] ＞ [経費精算レポート] ＞ [経費の配賦] ＞ [概念フィール

ド] 

▪ [従業員の部門] から [従業員プロジェクト - コード] までは [経

費] ＞ [経費精算レポート] ＞ [レポート ヘッダーの情報] ＞ [追

加の従業員詳細] 

 

支払請求フォルダ 

支払請求フォルダから概念フィールドへのアクセスは 4 通りあります。 

▪ [支払請求] ＞ [支払申請ヘッダー情報] ＞ [概念フィールド] 

▪ [支払請求] ＞ [支払申請行項目] ＞ [概念フィールド] 

▪ [支払請求] ＞ [支払申請の配賦] ＞ [概念フィールド] 

▪ [従業員の部門] から [従業員プロジェクト - コード] までは [支

払請求] ＞  [支払申請ヘッダー情報] ＞ [追加の従業員詳細] 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

定義済みのフィルターとは 

 

定義済みのフィ

ルター概要 

Concur データ ウェアハウス にはいくつか定義済みのフィルターがありま

す。フィルターは二つのカテゴリーに分けられます； [一般的なレポート 

ヘッダー フィルター] と [一般的なレポート入力フィルター] です。  

 

[一般的なレポート ヘッダー フィルター] は経費精算レポート ヘッダーレ

ベルの情報を基準に経費データを絞り込みます。[一般的なレポート入力フ

ィルター] は入力レベルのデータを基準に経費データを絞り込みます。 

 

一般的なレポー

ト ヘッダー フ

ィルター 

注意： 下記に列挙したとおり、日付に関連した 2 つのバージョンのフィル

ターがあります； 1 つは支払送信日に基づいており、もう 1 つは支払日に

基づいています。 

 

▪ [本日] - 現在の日付で処理されたすべての経費、または支払われ

たすべての経費を結果として返します。 

▪ [昨日] - 前日に処理されたすべての経費、または支払われたすべ

ての経費を結果として返します。 

▪ [前月] - 前月に処理されたすべての経費、または支払われたすべ

ての経費を結果として返します。たとえば、分析レポートが 5 月

に実行された場合は、4 月に処理されたすべての経費、または支

払われたすべての経費を結果として返します。 

▪ [前年] - 前年に処理されたすべての経費、または支払われたすべ

ての経費を結果として返します。たとえば、分析レポートが

2009 年に実行された場合は、2008 年に処理されたすべての経

費、または支払われたすべての経費を結果として返します。 

▪ [MTD (月累計)] -  今月処理されたすべての経費、または支払わ

れたすべての経費を結果として返します。たとえば、分析レポー

トが 5 月に実行された場合は、5 月中に処理されたすべての経

費、または支払われたすべての経費を結果として返します。 



 

  

▪ [QTD (四半期累計)] -  現在の四半期に処理されたすべての経

費、または支払われたすべての経費を結果として返します。たと

えば、分析レポートが第二四半期に実行された場合は、第二四半

期中に処理されたすべての経費、または支払われたすべての経費

を結果として返します。 

▪ [YTD (年累計)]  - 今年処理されたすべての経費、または支払わ

れたすべての経費を結果として返します。たとえば、分析レポー

トが 2009 年に実行された場合は、2009 年中に処理されたすべ

ての経費、または支払われたすべての経費を結果として返しま

す。 

▪ [ワークフロー プロセス完了] - 最新のワークフロー プロセスが

完了したすべての経費精算レポートを結果として返します。これ

は支払の済んだすべての経費精算レポートを結果として返すフィ

ルターを作成するのとほぼ同じことです。 

▪ [領収書が必須] -  紙の領収書の提出が必須なすべての経費精算

レポートを結果として返します。  

▪ [領収書が受領済] - 受領済としてマークされた紙の領収書がある

すべての経費精算レポートを結果として返します。構成によって

は、領収書イメージの受領によって領収書の受領済フラグが立ち

ますのでご注意ください。  

▪ [領収書イメージが必須] - 領収書イメージの提出が必須なすべて

の経費精算レポートを結果として返します。 

次のページへ続く 



 

  

定義済みのフィルターとは（続き） 

 

一般的なレポー

ト ヘッダー フ

ィルター(続き) 

▪ [使用可能な領収書イメージ] - 受領済としてマークされた領収書

イメージを持つすべての経費精算レポートを結果として返しま

す。 

▪ [レポートが代理によって提出済] - 代理人が提出したすべての経

費精算レポートを結果として返します。 

▪ [レポートが代理によって承認済] - 代理人が承認したすべての経

費精算レポートを結果として返します。 

 

一般的なレポー

ト入力フィルタ

ー 

▪ [親入力を除外] - 明細の親経費を除外します。詳しくは下記をご

参照ください。 

▪ [明細を除外] - 明細の子経費を除外します。詳しくは下記をご参

照ください。 

▪ [私的入力を除外] - 私的経費としてのフラグがついていないすべ

ての経費入力を結果として返します。 

▪ [私的入力のみ] - 私的経費としてのフラグがついている経費入力

のみを結果として返します。 

▪ [出張手当入力のみ] - 出張手当としてマークされた経費入力のみ

を結果として返します。 

▪ [付加価値税入力のみ] - 付加価値税のある経費入力のみを結果と

して返します。 

▪ [国内入力のみ] - 入力時に選択された都市が国内と考えられる経

費入力のみを結果として返します。 

▪ [外国入力のみ] - 入力時に選択された都市が国外と考えられる経

費入力のみを結果として返します。 

 

定義済みのフィ

ルターを使って

データベースではすべての取引に取引タイプ フラグがマークされます。こ

のフラグが示す取引は次のとおりです： 



 

  

親経費または明

細を除外する 

▪ [通常取引（REG）] - 明細化されていないすべての取引（例： 

タクシーや朝食） 

▪ [親取引（PAR）] - 明細化されているすべての取引（例： ホテ

ル） 

▪ [子取引（CHD）] - 親取引の明細であるすべての取引（例： 宿

泊税やホテルの電話料金） 

 

分析レポートを作ると、これら 3 つの取引タイプがすべてレポートに含ま

れます。そのため、誤って明細入力を 2 倍にカウントしてしまう可能性が

あります。 

 

たとえば： 

 

合計が 350 ドルのホテル取引があったとします。この入力を経費精算レポ

ート上で明細化し、室料 150 ドルを 2 泊分と、宿泊税をそれぞれ 25 ドル

ずつにします。すべての取引は親項目も子項目もデータベースに格納され、

分析レポートに利用できる状態です。 

 

 

次のページへ続く 



 

  

定義済みのフィルターとは（続き） 

 

定義済みのフィ

ルターを使って

親経費または明

細を除外する(続

き) 

ホテル：$350 → 親取引 

          ホテル：$150 → 1 泊目の室料 

          宿泊税：$25 → 1 泊目の宿泊税 

          ホテル：$150 → 2 泊目の室料 

          宿泊税：$25 → 2 泊目の宿泊税 

 

▪ シナリオ 1 [フィルターなし] - フィルターを適用しません。すべ

ての取引が分析レポートに反映されます。このシナリオでは、実

際にはホテルの金額が 350 ドルにも関わらず 700 ドルであるか

のようにカウントする可能性があります。  

 

• ホテル：$650（$350 の親経費+1 泊目の$150+2 泊目の

$150） 

• 宿泊税：$50（1 泊目の$25+二泊目の$25） 

 

▪ シナリオ 2 [明細を除外] - 明細を除外し、親経費のみを分析レポ

ートに反映させます。このシナリオでは正しい金額を計算します

が、明細を含む取引の詳細は分析レポートに現れません。 

 

• ホテル：$350（親経費） 

 

▪ シナリオ 3 [親入力を除外] - 親経費を除外し、明細化の詳細のみ

が分析レポートに表示されます。親経費は反映されません。この

分析レポートは正しい合計額（$350）を表示しますが、すべて明

細表示になります。 

 

• ホテル：$300（1 泊目の$150+2 泊目の$150） 

• 宿泊税：$50 (1 泊目の$25+ 2 泊目の$25) 

 



 

  

分析レポートを作る際は、取引レベルの詳細に合わせていずれかのフィルタ

ーを使用します。会社の組織に必要な分析レポートに基づいてフィルターを

選択してください。 

 

会計年度カレン

ダー フィルター

の使用  

会計年度カレンダーを使用して、会社の会計月を暦月にマッピングすること

により、特定の会計期間の分析レポートを作成しやすくなります。 

 

会計月を暦月にマッピングすると、アーカイブによって分析レポート デー

タベースの情報が入力されます。すべての経費入力が実際の暦月の他に会計

年度に対する日付を持つことになります。あらかじめ設計されている [会計

年度カレンダー] フィルターを使用することで、特定の会計月、四半期、年

度のすべての取引を絞り込む会計暦フィルターを簡単に追加することができ

ます。 

 



 

  

データ アクセスの制御  

 

データ アクセス

概要 

Analysis では、分析レポート階層またはライン管理者フィルターによってデータ 

アクセスが制御されます。 

 

分析レポート階層は分析レポート データへのアクセスを制御する階層構造です。そ

の構造は会社が Concur へ定期的に送る連結リストによって決定します。データは

階層の最下位レベルに存在しています。Concur 分析レポートのロールをユーザー

に割り当てる際に、階層のノードを割り当てます。ユーザーは割り当てられたノー

ドと、それより下位のノードのデータをすべて見ることができます。 

 

Business Intelligence はライン管理者フィルターの概念と Business Intelligence 

管理者（BI 管理者)を使用します。どの従業員のプロファイルにも、 BI 管理者を割

り当てることができます。他のユーザーの BI 管理者となったユーザーには、

Business Intelligence に対して「コンシューマー」アクセス権があります。これは

分析レポートの実行と閲覧ができますが、作成はできません。BI 管理者に Cognos 

ロールを付与する必要はありません。BI 管理者が実行する分析レポートは直接のレ

ポートと間接のレポートのすべてのデータを結果として返します。詳細は下記の例

をご覧ください。 

 

下図のユーザーA はユーザーB、C、D の経費承認者です。ユーザーD はユーザーE

と F の経費承認者です。ユーザーの経費承認者がそのまま BI 管理者にもなるよう

に構成している場合、ユーザーA はユーザーB、C、D、およびユーザーE、F の  

Cognos 分析データを閲覧することができます。 

 

先述したように、どのユーザーにも BI 管理者を割り当てることが可能です。たと

えば、下図でユーザーC がユーザーD の BI 管理者、ユーザーD がユーザーE、F の 

BI 管理者だとするとユーザーC はユーザーD、E、F の分析データを閲覧することが

できます。 

 

 



 

  

 

 

従業員管理者は BI 管理者を割り当てることができます。割り当てに従業員インポ

ート処理を使うことも可能です。従業員インポートで指定されていない限り、ユー

ザーの経費承認者は既定の BI 管理者になります。 

 

あるユーザーが BI 管理者であり、このユーザーに Cognos ロールを割り当てた場

合、BI 管理者のデータアクセスは Congnos ロールに付与されるデータ アクセス

で上書きされます。 

次のページへ続く 



 

  

データ アクセスの制御（続き） 

 

分析レポート階

層の仕組み 

下図は分析レポート階層の仕組みを説明しています。たとえば、US グループを管理

するためにビジネス オーサーを割り当てた場合、ビジネス オーサーは次のデータ

を閲覧することができます：  

▪ US 

▪ US-ClientSvcs 

▪ US-ClientSvcs-Sales 

▪ US-ClientSvcs-Mktg 

▪ US-B2B 

▪ US-B2B-Sales 

▪ US-B2B-Mktg 

 

Canada-B2B-Mktg を管理するために割り当てたビジネス オーサーは、Canada-

B2B-Mktg にしかアクセス権がありません。  

 

Global グループを管理するために割り当てたコンシューマーはすべてのデータを閲

覧することができます。 

 

 

 

 



 

  

 

分析レポート階

層の構造 

階層の構造は会社が Concur に一定期間ごとに送る連結リストによって決まりま

す。リストに変更があると、階層も変更します。リストの変更に一致するよう、従

業員プロファイルを更新する必要があります。 

 



 

  

レッスン：Cognos Connection の概要 

 

はじめに このレッスンで Cognos Connection の基本的な機能の概要を学びます。 

 

目標 このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ Cognos Connection の目的を説明することができる。  

▪ Cognos の各ロールに利用可能なアクセスを定義することができる。 

▪ 標準分析レポートがどこにあるか知っている。 

▪ 標準分析レポートを修正することができる。 

▪ フォルダおよびフォルダへのショートカットを作成できる。 

▪ レポート プロパティを設定できる。 

▪ エントリーの無効化と削除ができる。 

▪ エントリーの検索ができる。 

▪ Cognos Connection のカスタムができる。 

▪ レポートを実行できる。 

▪ ジョブの作成およびジョブ プロパティの設定ができる。 

▪ レポート・ビューアを使うことができる。 

▪ レポート・ビューの作成ができる。 

 



 

  

Cognos Connection とは 

 

Cognos 

Connection 概

要 

Cognos Connection は Analysis への Web インターフェイス、またはアクセス ポ

イントです。Cognos Connection を使用すると、次のことが可能です： 

▪ レポートの実行 

▪ レポートのスケジュール化 - Business Intelligence を使用している場合

のみ利用可能 

▪ フォルダ作成によるデータ整理 

▪ レポート、ショートカット、Web リンクなどのエントリーをフォルダに

格納 

▪ Query Studio にアクセスしてレポートの作成および編集 

 

Cognos 

Connection 開

始の手順 

► Cognos Connection を開始するには： 

  Concur Travel & Expense の [My Concur] ページ＞ [分析レポー

ト] タブで Analysis へのリンクをクリックします。 

 



 

  

Cognos の各ロールに与えられるアクセス権  

 

ロールごとのア

クセス権 

下表は Cognos 各ロールの詳細と担当する業務を説明しています。 

 

ロール 担当業務 ツール 

コンシューマー オーサーが作成した分析レポー

トの実行、スケジュール設定

（Business Intelligence を使

用している場合のみ利用可

能）、および送信 

Cognos Connection 

ビジネス オーサー 任意の分析レポートを作成 

オーサーが作成した分析レポー

トの実行、スケジュール設定

（Business Intelligence を使

用している場合のみ利用可

能）、および送信 

Cognos Connection 

Query Studio 

プロフェッショナ

ル オーサー - 

Business 

Intelligence を使

用している場合の

み利用可能 

任意の分析レポートを作成 

より複雑な分析レポートを作成 

オーサーが作成した分析レポー

トの実行、スケジュール設定、

および送信 

Cognos Connection 

Query Studio 

Report Studio 

 

 



 

  

フォルダの作成方法 

 

 

 

共有フォルダと

個人用フォルダ 

共有フォルダに格納した項目は、初期設定ではすべての Analysis ユーザーに利用

可能です。個人用フォルダに格納した項目は、フォルダの所有者のみが利用できま

す。すべてのユーザーが閲覧したりアクセスしたりしてもよい項目だけを共有フォ

ルダに置いてください。編集中の項目は共有フォルダに置かないでください。 

 

個人用フォルダ

の下にフォルダ

を作成する手順 

► 個人用フォルダの下にフォルダを作成するには： 

1. [個人用フォルダ] タブで [フォルダーの新規作成]  をクリックしま

す。 

2. [フォルダ名] フィールドに新しいフォルダの名前を入力します。（[説

明] や [画面のヒント] を任意で入力することも可能です。）  

3. [場所] に [個人用フォルダ] が選択されていることを確認します。([個

人用フォルダ] が選択されていない場合は、 [別の場所を選択] をクリッ

クして正しい場所を開き、 [OK]  をクリックします。） 



 

  

4. [終了] をクリックします。 

 

別のフォルダへ

エントリーをコ

ピーする手順 

► 別のフォルダへエントリーをコピーするには： 

1.コピー元の項目がある場所を開きます。 

2.コピーしたい項目のチェックボックスをオンにします。 

  

次のページへ続く 



 

  

フォルダの作成方法（続き） 

 

別のフォルダへ

エントリーをコ

ピーする手順(続

き) 

3. [コピー]  をクリックします。 

4. コピー先の場所を開きます。  

5. [貼り付け] をクリックします。 

 



 

  

標準分析レポートの検索 

 

標準分析レポー

ト概要 

Analysis には多くの標準分析レポートがあり、これを利用すると簡単に必要な分析

レポートを実行することができます。分析レポートを作成する前に、要件に合った

標準分析レポートがないかどうか確認してみてください。   

 

標準分析レポー

トへのアクセス 

標準分析レポートは Cognos の [共有フォルダ] にあります。会社で導入している

ソリューションによって、アクセスできる標準分析レポートが異なります。  

 

Analysis には、 [共有フォルダ] セクションに [Analysis - Standard Reports] 

というフォルダがあります。  

 

標準分析レポー

トの説明 

Standard Reports フォルダには、その機能によってグループ分けした複数のサブ 

フォルダが含まれています。サブフォルダについては 付録 C： Standard 

Reports フォルダで説明しています。 

 

それぞれの標準分析レポートの詳細な説明は次の場所に記載されています：[起動] 

＞ [Help-Concur Model ] ＞ [Data Model: Concur Data Warehouse] ＞ 

[Chapter 7: Default (Standard) Reports] 

 



 

  

標準分析レポートの修正方法 

 

標準分析レポー

トの修正 

標準分析レポートのリストには、レポートを作成したツールを示すアイコンが表示

されています。このアイコンによって、分析レポートを編集できる（閲覧できる）

ツールが決定します。これは、導入したソリューションと Cognos ロールに基づき

ます。 

 

 このアイコンは分析レポートが Query Studio で作成されたことを示します。

Analysis と Business Intelligence をお使いのお客様は、このアイコンの分析レポ

ートを修正することができます。 

 

 このアイコンは分析レポートが Report Studio で作成されたことを示します。

Analysis をお使いのお客様は、このアイコンの分析レポートを修正することができ

ません。 

 

 

標準分析レポー

トの編集手順 

► 標準分析レポートを編集するには： 

1. [共有フォルダ] タブで [Analysis - Standard Reports] をクリック

します。 

2. Standard Reports フォルダのリストから適切なフォルダ名をクリック

します。  

3. 分析レポート名を選択します。 

4. [コピー] をクリックします。  

5. [個人用フォルダ] タブをクリックします。 

6. [貼り付け] をクリックします。 

7 . [操作] の列で Query Studio  または Report Studio  のアイコ

ンをクリックします。  



 

  

8. 適切なツールが開いたら、必要に応じて分析レポートを変更してくださ

い。 

9. [保存] をクリックします。 

 

 



 

  

ショートカットの作成方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ ショートカットを使って、通常使用する情報を整理することができます。

たとえば、 [共有フォルダ] 内の分析レポートを頻繁に使用する場合は、 

[個人用フォルダ] 内にショートカットを作成することができます。 

 

▪ URL へのショートカットを作成できます。為替レート サイトなどの役立

つ Web サイトや、有効なプロジェクト コード、現在の承認権限者の割り

当てなどの便利な情報へのリンクに使用できます。 

 

▪ ショートカットをクリックしてもソースの更新はできません。ソース

（例： 共有フォルダにある、未割当のクレジット カード料金の分析レポ

ート）を更新することによって、ソースへのショートカット（例： 未割

当のクレジット カード料金へのショートカット）がすべて更新されま

す。 

 

▪ ソースの分析レポートを削除または移動すると、ショートカット はリン



 

  

ク切れを示すアイコンに変わります。また、ソースの分析レポートに関連

するプロパティーは消去されます。 

次のページへ続く 



 

  

ショートカットの作成方法（続き） 

 

既存の分析レポ

ートへのショー

トカット作成手

順 

► 既存の分析レポートへのショートカットを作成するには： 

1. ショートカットを作成したい項目を探し、 [操作] の列で [その他] をク

リックします。 

2. [このエントリーのショートカットを作成] をクリックします。 

3. [名前] フィールドに新しいショートカットの名前を入力します（このシ

ョートカットの [説明] と [画面のヒント] も入力することができま

す）。 

4. リストされた [場所] が正しいかどうか確認します。（正しくない場合は 

[別の場所を選択] または [個人用フォルダを選択する] を使って正しい場

所を指定し、 [OK] をクリックします。） 

5. [終了] をクリックします。 

 

Web リンクへ

のショートカッ

ト作成手順 

► Web リンクへのショートカットを作成するには： 

1. リンクを配置したい場所へ移動します。 

2. [URL の新規作成]  をクリックします。 

3. [名前] フィールドに新しいリンクの名前を入力します。 

4. [URL] フィールドに リンクの Web アドレスを入力します。 

5. リンクの [説明] と [画面のヒント] も入力します（任意）。 

6. リストされた [場所] が正しいかどうか確認します。（正しくない場合は 

[別の場所を選択] または [個人用フォルダを選択する] を使って正しい場

所を指定し、 [OK] をクリックします。） 

7. [終了] をクリックします。 



 

  

 

レポート プロパティーを設定する方法 

 

 

 

レポート プロパ

ティーの種類 

プロパティーを編集することによって、項目の表示方法と動作を制御することがで

きます。項目のプロパティーは、選択する種類によって異なります。たとえば、レ

ポートには実行オプションを制御するプロパティーがありますが、フォルダにはあ

りません。利用可能なプロパティーの種類は次の通りです：  

▪ 全般  

▪ クエリー/レポート 

▪ アクセス許可 

次のページへ続く 



 

  

レポート プロパティーを設定する方法（続き） 

 

全般プロパティ

ー 

下表は全般プロパティーの説明です。レポートの所有者のみ、これらの設定を変更

することができます。 

 

全般プロパティー 説明 

タイプ エントリーの種類です。 

所有者 このエントリーの所有者です。既定では、エントリーを作

成した人が所有者になります。名前空間に所有者が存在し

ない時、または現在のユーザーとは異なる名前空間の時、

テキストが [なし] になります。 

連絡先 このエントリーの責任者です。連絡先が設定されている場

合は、リンクをクリックすると連絡先にメールを送ること

ができます。 

場所 ポータル内の、エントリーのある場所です。[検索パス、

ID、URL を表示] をクリックすると、コンテンツ ストア

内の正確な場所を表示します。 

作成日時 エントリーが作成された日付 

変更日時 エントリーが変更された最近の日付 

このエントリーを無効

にする 

選択されている時、書き込みの許可を持たないユーザーは

このエントリーにアクセスできません。エントリーはポー

タルに表示されなくなります。 

 エントリーが無効で、かつユーザーに書き込みのアクセ

ス権がないときは、エントリーの隣りに無効を示すアイコ

ンが表示されます。 

言語 会社の管理者が設定した構成で有効になっているすべての

言語のリストです。これは、この項目を Analysis 上で表示

するための言語です。データの表示言語ではないことに留

意してください。 

名前 選択した言語でのエントリー名です。 



 

  

画面のヒント 任意のエントリー説明です。ポータルでエントリーのアイ

コンにポインタを合わせると、画面のヒントが表示されま

す。画面のヒントは 100 文字まで入力することができま

す。 

説明 任意のエントリー説明です。詳細ビューを使用するよう個

人用設定している場合はポータルに表示されます。 

パッケージ エントリーに関連するパッケージです。ソース パッケージ

が移動または削除された場合、テキストは [利用できませ

ん] と表示されます。[パッケージへのリンク] をクリック

して、別のパッケージに項目をリンクさせてください。

Analysis で利用できるパッケージは 1 つだけであることに

注意してください。このプロパティーを持っているのは、

レポート項目のみです。 

次のページへ続く 



 

  

レポート プロパティーを設定する方法（続き） 

  

クエリー/レポ

ート プロパティ

ー 

下表はクエリーとレポートのプロパティーを説明しています。 

 

クエリー プロパテ

ィー 

説明 

デフォルトの操作 レポート名をクリックした時の動作を制御します。3 つのオ

プションがあります： 

▪ [最近のレポートを表示] このオプションを選択す

ると、このレポートが実行された前回の結果が表

示されます。レポートが以前に実行されたことが

ない場合は、最新のデータを取得します。これが

初期設定です。 

▪ [レポートを実行] 分析レポートを実行して最新の

データを取得します。 

▪ [ツールから開く]そのレポートを作成したツール

でレポートを開きます（Query Studio または 

Report Studio）。 



 

  

レポートのオプシ

ョン 

デフォルトのオプションをオーバーライドするためのチェッ

クボックスがあります。選択されている時は次のオプション

が利用可能です： 

▪ 形式： レポートのファイル形式のデフォルトを制

御します。利用可能なオプションは、HTML、

PDF、Excel 2007、Excel 2002、 カンマ区切り

テキスト（CSV）、 XML です。 

▪ 向き： ページ上でのデータの表示方向を制御しま

す。縦または横を選択します。 

▪ 用紙のサイズ： レポートに使用する用紙のサイズ

を制御します。レター、リーガル、11ｘ17、A3、

A4、B4 JIS、B5 JIS が利用できます。 

▪ 言語： レポート日付と時刻の表示方法を決める言

語を設定します。  

プロンプト値 レポートの一部であるプロンプトや、レポートを実行すると

きに値の入力をユーザーに要求するプロンプトの値を事前に

定義することができます。 

所有者として実行 このエリアには 2 つのオプションがあります。  

▪ レポートの所有者としてレポートを実行するに

は、所有者名の隣にあるチェックボックスを選択

します。  

▪ レポートに所有者がいない場合は、チェックボッ

クスのラベルは [なし] と表示されます。このチェ

ックボックスをオンにすると、 [権限のみ] のチェ

ックボックスが現れます。このオプションで所有

者の実行力を使ってレポートを実行することがで

きますが、所有者のユーザー資格情報を使用する

わけではありません。 

次のページへ続く 



 

  

レポート プロパティーを設定する方法（続き） 

 

アクセス許可プ

ロパティー 

エントリーに対するアクセス許可の指定をすることができます。初期設定では、エ

ントリーは親からアクセス許可を継承しています。それらのアクセス許可をエント

リーに明示的に設定された権限でオーバーライドすることができます。自分の作成

したオブジェクトのアクセス許可のみ変更することができます。 

 

レポート プロパ

ティーの設定手

順 

► レポート プロパティーを設定するには： 

1. プロパティーを設定したいレポートの場所に移動し、[操作] 列で [プロ

パティーを設定]  をクリックします。 

2. [全般] 、 [レポート] 、 [アクセス許可] タブで適切なオプションを設定

します。 

3. [OK] をクリックします。 

 



 

  

エントリーの無効化と削除 

 

エントリーの無

効化と削除の前

に考慮すること 

フォルダやエントリーを無効化する前に次の点を考慮してください： 

▪ フォルダを無効化すると、中に含まれるすべての項目も無効になります。 

▪ 項目を無効化すると、ショートカットもすべて無効を示すアイコンになり

ます。  

 

エントリーを削除する前に次の点を考慮してください： 

▪ エントリーを一度ポータルから削除すると、下に戻せません。 

▪ エントリーはジョブやショートカットなど、他の項目を参照している場合

があります。他のエントリーから参照されている項目を削除すると、参照

元のエントリーが正しく機能しない可能性があります。 

 

エントリーを無

効化する手順 

► エントリーを無効化するには： 

1. 項目の [プロパティー設定] ページで [このエントリーを無効にする] の

チェックボックスを選択します。 

2. [OK] をクリックします。 

 

エントリーの削

除手順 

► エントリーを削除するには： 

1. 削除したいエントリーのある場所に移動します。 

2. 削除したいエントリーの左にあるチェックボックスをオンにします。 

3. [削除]  をクリックします。 

4. 確認のダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。  

 



 

  

エントリーを検索する方法 

 

 

 

エントリーの検

索手順 

► エントリーを検索するには： 

1. ウィンドウ右上にある [検索]  をクリックします。 

2. [検索オプション] ドロップダウン メニューから [「名前」フィールド] 

を選択し、次に適切な検索フィールドを選択します。 

3. [検索] フィールドに検索したい語句を入力します。 

4. [詳細設定] をクリックします。 

5. [詳細オプション] のエリアで [検索オプション]、[タイプ]、 [範囲] に

対して適切な値を選択します。 

6. [検索] フィールドの右にある [検索]  をクリックします。 

 



 

  

Cognos Connection をカスタマイズする方法 

 

個人用設定 

個人用設定 個人用設定を変更すると、ポータルのデータを好みの表示にすることができます。  

レポートの出力形式の他、ポータルのホームページ、言語、時間設定を設定できま

す。接続中のセッションからすぐに変更が反映されます。個人用設定は保存され、

次回以降のセッションに使用されます。3 つの個人用設定タブがあります：[全

般]、[個人用]、[ポータル・タブ] です。 

 

全般設定 説明 

リスト表示におけ

るエントリーの数 

この行数まではスクロールバーを表示しません。スクロール

が必要な行数の時、適用されます。 

リスト表示の区切

り 

 

[区切りなし] [グリッド線] または [交互背景を使用する] か

ら選択します。この設定は出力用のリスト以外のすべてのリ

ストに適用されます。この設定は Internet Explorer を使用

している場合のみ利用できます。 
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Cognos Connection をカスタマイズする方法（続き） 

  

個人用設定(続き) 

 

全般設定 説明 

スタイル インターフェイスのデザインを変更します。  

レポート形式 レポートを閲覧する際の優先形式です。HTML、PDF、さま

ざまなバージョンの Excel、カンマ区切りテキスト

（CSV）、XML から選択します。 

始動時に 「ようこ

そ」ページを表示 

このオプションは、ログオン時の [ようこそ] ページを表示/

非表示を決定します。 

実行オプションの

概要を表示 

分析レポートの実行がインタラクティブではない時、実行オ

プションの概要を表示させます。 

デフォルトの表示 デフォルトでリスト表示を使用するか、詳細表示を使用する

か決定します。  

 

リスト表示には名前、変更日時、操作が表示されます。  

 

詳細表示では名前、説明、変更日時と可能な操作が表示され

ます。 

詳細表示の列数 

 

詳細表示における 1 行あたりの列の最大数です。 

ユーザー・インタ

ーフェースの言語 

Analysis で使用する言語です。 

コンテンツ言語 レポートを閲覧または生成する際の言語です。主に日付と時

間の表示方法を制御します。 

タイム・ゾーン 選択した地域の時間帯が使用されます。 
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Cognos Connection をカスタマイズする方法（続き） 

 

個人用設定 個人用設定は、ログオン時のみに表示されます。 

 

個人用設定 説明 

プライマリー・ログ

オン 

分析レポートにログオンする際のネーム スペースと資格情

報です。姓、名、メール アドレスがあらかじめ定義してあ

れば、それらも表示されます。 

 

ここに E メールアドレスを入力すると、 システムで定義し

た Cognos メールの送信先もそのアドレスで上書きされま

すのでご注意ください。 

アラート  新しいバージョンのアラート通知を受信するメールアドレ

スを指定できます。  

資格情報 自分の資格情報を使って他のユーザーやグループ、ロール

に分析レポートを実行させます。 

グループと役割 本人として、および別のユーザーとしてログオンする際に

使用するグループと役割のリストです。 

機能 本人として、および別のユーザーとしてログオンする際に

使用できる機能のリストです。 

 

ポータル・タブ ポータル・タブ設定で、 Cognos Connection にログインしている時に表示される

タブを制御できます。タブの追加、削除、および順序の変更ができます。このタブ

はアカウントに対する読み取り権限がある時だけ表示されます。初期設定では、共

有フォルダと個人用フォルダの 2 つのタブが表示されています。 

 

個人用設定の手

順 

► 個人用設定をするには： 

1. Cognos Connection の画面右上の [個人用領域のオプション]  を

クリックし、[個人用設定] を選択します。 



 

  

2. 適切な個人用設定をします。 

3. [OK] をクリックします。  

次のページへ続く 



 

  

Cognos Connection をカスタマイズする方法（続き） 

 

ページの作成 自分にとって最も重要な Analysis のコンテンツを個人ページに整理することがで

きます。色々な種類のコンテンツを選び、自分にとって最も効率のよいページに構

成することが可能です。また、重要なデータのダッシュボード表示を作成すること

もできます。 

 

コンテンツのタイ

プ 

説明 

フォルダ 選択した分析レポートのフォルダのコンテンツ 

レポート 選択したレポートに対する出力 

フィルター 特定のフィルター ストリングに一致するすべての項目 

ツール ポータルで使用できるすべてのツール 

ブックマーク URL 5 つまで 

Web ページ ポータルの中で指定した Web ページ 

RSS チャンネル Web サイト運営者が標準 XML フォーマットでサイトのサマ

リーを提供している指定 URL 

 

ページを追加す

る手順 

► ページを追加するには： 

1. [ページの新規作成]  をクリックします。 

2. [名前] フィールドに新しいページの名前を入力します。任意で [説明] 

と [画面のヒント] を入力します。この例では 「ダッシュボード」 とタ

イプします。 

3. リストされた [場所] が正しいかどうか確認します。（正しくない場合は 

[別の場所を選択] または [個人用フォルダを選択する] を使って正しい

場所を指定し、 [OK] をクリックします。） 

4. [次へ] をクリックします。 

5. [列数] の下から適切なオプションを選択します。 



 

  

6. [列の幅] ドロップダウン メニューから各列に適切な幅の比率を選択しま

す。 

7. [追加] をクリックして列にオブジェクトを追加します。 

8. [IBM Cognos コンテンツ] をクリックします。 

9. [IBM Cognos Viewer] のチェックボックスをオンにして[追加] 

 をクリックします。次に [OK] をクリックします。 

10. 各列で手順 7 から 9 を繰り返し、コンテンツを追加します。 

11. [一番上へ]  [上へ]  [下へ]  [一番下へ]  を使って列の中

のアイテムの順序を変更します。 
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Cognos Connection をカスタマイズする方法（続き） 

 

ページを追加す

る手順(続き) 
12. [アイテムを右に移動] 、 [アイテムを左に移動] 、[アイ

テムをすべて右に移動] 、 [アイテムをすべて左に移動]  

を使ってアイテムを列から列へ移動します。 

13. [次へ] をクリックします。 

14. 適切な [タイトル] と [説明] を入力し、 [ポートレットのスタ

イル] エリアの下から適切なオプションを選択します。 

15. [次へ] をクリックします。 

16. [ウィザード終了後の操作] のエリアで [このページをポータ

ル・タブに追加] のチェックボックスをオンにし、[終了] をクリ

ックします。 

17. [IBM Cognos Viewer] のエリアで、 [編集] をクリックし

ます。 

18. [タイトル] エリアの下から、適切なオプションを選択します。

この例では、 [エントリー名を使う] をオンにします。 

19. [エントリー] エリアの下から、 [エントリーを選択] を選択し

ます。 

20. 追加したい分析レポートのある場所に移動し、 [OK] をクリッ

クします。この例では [Employee Roles] へ移動します。 

21. [ポートレットの操作] と [ツールバーの表示] エリアの下か

ら、適切なオプションを選択します。この例では、初期設定をそ

のまま使用します。 

22. [OK] をクリックします。 

23. 手順 17～22 を繰り返して [IBM Cognos Viewer] のエリア

を完成させます。 

 



 

  

► Cognos Connection から既存のページを削除するには： 

1. Cognos Connection で、削除したいタブをクリックします。 

2. [共有フォルダ] の左にある [タブ・メニュー]  をクリック

し、 [このタブを削除] を選択します。 

 



 

  

練習：Cognos Connection の使い方 

 

目標 Cognos Connection を使って、スケジュール管理や個人の個人用設定、ログオ

フ、ヘルプへのアクセスができること。また、初期設定のポータル表示に設定、フ

ォルダの追加、コピーして貼り付け、 Cognos Connection ツールバー を使って項

目の検索もできること。  

 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ Cognos Connection のユーザー インターフェイスに慣れる 

▪ 全般設定を修正する 

▪ 言語とタイム・ゾーンの個人用設定を修正する 

▪ レポートを格納するフォルダを作成する 

▪ URL リンクを作成する 

▪ フォルダへのショートカットを作成する 

▪ フォルダの個人用設定を修正する 

 

完了までの時間：約 15 分 

 

練習 ► Cognos Connection のユーザー インターフェイスに慣れる  

1. [My Concur] ページでマウス ポインタを [分析レポート] に合わせ、 

[Intelligence] をクリックします。 

2. [Analysis - Standard Reports] をクリックします。このフォルダに

は、 Concur が作成した、どのお客様も共通に使用できる分析レポート

が入っています。このフォルダにはアイテムの保存はできませんが、こ

のフォルダの中のアイテムを会社用の分析レポートのテンプレートとし

て使用することは可能です。 

3. [Administration] フォルダをクリックします。  

4. [共有フォルダ] リンク（[共有フォルダ] タブの下）をクリックして、メ

インのフォルダリストに戻ります。   



 

  

5. [個人用フォルダ] をクリックします。このフォルダは、現在は空です。

このフォルダ内には、分析レポートを整理する個人用のサブフォルダを

好きなように作成することができます。 

 

► 全般設定を修正する 

1. [共有フォルダ] をクリックします。  

2. 右上の [個人用領域のオプション]  をクリックし、 [個人用設定] 

を選択します。 

3. [全般] タブの [デフォルトの表示] エリアで [詳細] オプションを選択し

ます。 
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練習：Cognos Connection の使い方（続き） 

 

練習（続き) 
4. [詳細表示の列数] ドロップダウン リストで、[5 列] を選択します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. [共有フォルダ] をクリックし、 [Analysis - Standard Reports] フ

ォルダをクリックします。ポータルに [全般設定] の画面で指定したオプ

ションが反映されます。  

 

► 言語とタイム・ゾーンの個人用設定を修正する 

1. 右上の [個人用領域のオプション]  をクリックし、 [個人用設定] を選択

します。 

2. [全般] タブの [デフォルトの表示] エリアで、 [リスト] オプションを選

択してインターフェースを最初の表示に戻します。 

3. [ユーザー・インターフェースの言語] のセクションで [次の言語を使用] 

をクリックし、 [言語] のドロップダウンメニューから [ドイツ語] を選

択します。 

4. [タイム・ゾーン] セクションで [次のタイム・ゾーンを使用] をクリッ

クし、ドロップダウンメニューから [(GMT +01:00) ヨーロッパ、ベル

リン] を選択します。  

5. [OK] をクリックします。ポータルの言語と地域が [ドイツ語] と 

[(GMT +01:00) ヨーロッパ、ベルリン] に設定されました。 

6. 右上の [Optionen für ‘Eigener Bereich’] をクリックし、[Eigene 

Vorgaben] オプションを選択します。  

7. [Produktsprache] セクションで [Folgende Sprache verwenden] 

オプションが選択されているのを確認したら、ドロップダウン メニュー

から [English] を選択します。 

8. [Zeitzone] セクションで [Folgende Zeitzone verwenden] オプシ

ョンが選択されているのを確認したら、ドロップダウン メニューから 



 

  

[(GMT -8:00) Pazisifch Zeit: Los Angeles, Tijuana, 

Vancouver] を選択します。 

9. [OK] をクリックします。ポータルの言語とロケールが最初の設定に戻

りました。 

 

► レポートを格納するフォルダを作成する 

1. [個人用フォルダ] をクリックし、ツールバーの [フォルダーの新規作成] 

 をクリックします。[フォルダーの新規作成ウィザード] ページが

表示されます。 

2. [名前] フィールドで [Reports] とタイプします。次に、 [説明] と [画

面のヒント] のフィールドに [ジェネラル マネージャーの分析レポート] 

とタイプします。 

3. [終了] をクリックします。サブ フォルダが [個人用フォルダ] に追加さ

れました。 

次のページへ続く 



 

  

練習：Cognos Connection の使い方（続き） 

 

練習（続き） ► URL リンクを作成する 

1. [Report] フォルダをクリックします。空のサブ フォルダが開きます。 

2. ツールバーで [URL の新規作成]  をクリックします。  

3. [URL の新規作成] ウィザードの [名前] フィールドで [Concur 

Corporate Site] とタイプし、 [説明] と [画面のヒント] のフィールド

に [Cocur の Web サイト] とタイプします。 

4. [URL] フィールドに [http://www.concur.com] とタイプして [終

了] をクリックします。URL が [Report] フォルダに追加されました。 

5. [Concur Corporate Site] をクリックします。Concur の企業 Web ペ

ージが表示されます。 

6. [Back Space] キーを押して Cognos Connection に戻ります。 

 

► フォルダへのショートカットを作成する 

1. Cognos Connection で [共有フォルダ] タブをクリックし、次に 

[Analysis - Standard Reports] フォルダをクリックします。 

2. [Accruals] フォルダの [操作] の列にある [詳細] をクリックし、 [こ

のエントリーのショートカットを作成] をクリックします。  

3. [場所] セクションの [別の場所を選択] をクリックします。 

4. ページ最上部にある [Cognos] をクリックします。 

5. [個人用フォルダ] をクリックします。 

6. [Report] をクリックします。 

7. [OK] をクリックします。 

8. [新規ショートカット] ウィザード画面に戻り、 [終了] をクリックしま

す。[Accrual] へのショートカットが [Reports] サブ フォルダに追加



 

  

されました。フォルダ名の隣にショートカット アイコンができました。 

 

次のページへ続く 



 

  

練習：Cognos Connection の使い方（続き） 

 

練習（続き） ► フォルダの個人用設定を修正する 

1. [Reports] の [操作] 列の下にある  [プロパティー設定] をクリック

します。 

2. [プロパティー設定] ページの [全般] タブで、 [名前] フィールドに 

[Annual General Meeting Reports] とタイプし、 [OK] をクリック

します。サブ フォルダの名前が変更されました。  

次の練習のため、 Cognos Connection を開いたままにしておきます。 

 

 



 

  

分析レポートの実行方法 

 

 

 

オプションを指

定して分析レポ

ートを実行する

手順 

►  オプションを指定して分析レポートを実行するには： 

1. 実行したい分析レポートがある場所まで移動します。 

2. そのレポートの [操作] 列の下で、 [オプションを指定して実行]  を

クリックします。 

3. [オプションを指定して実行] ページで [形式]、 [言語]、 [配信]、 [プ

ロンプト値] を指定して、[実行] をクリックします。 

 

詳細オプション

を使った分析レ

ポートの実行手

順 

 

► 詳細オプションを使って分析レポートを実行するには： 

1. 実行したい分析レポートのある場所に移動します。 

2. そのレポートの [操作] 列の下で、 [オプションを指定して実行]  を

クリックします。 



 

  

3.[オプションを指定して実行] ページで [形式]、 [言語]、 [配信]、 [プ

ロンプト値] を指定します。 

4.画面右側の [詳細オプション] をクリックします。 

5.[詳細オプションを指定して実行] のページで [時刻とモード]、 [形式]、 

[言語] の詳細および [プロンプト値] のセクションを設定完了したら [実

行] をクリックします。 

次のページへ続く 



 

  

分析レポートの実行方法（続き） 

 

分析レポートを

E メール送信す

る手順 

► 分析レポートを E メール送信するには： 

1. 実行したい分析レポートのある場所に移動します。 

2. そのレポートの [操作] 列の下で、 [オプションを指定して実行]  を

クリックします。 

3. [オプションを指定して実行] ページ右側の [詳細オプション] をクリッ

クします。 

4. [詳細オプションを指定して実行] ページの [時刻とモード] セクション

で [バックグラウンドで実行] のラジオ ボタンを選択します。 

5. [レポートを E メールで送信] のチェックボックスを選択します。 

6. [オプションを編集] をクリックします。 

7. [E メール・オプションを設定] ページで適切な受信者の情報を [宛先] 

と [Cc] フィールドに入力します。 [件名]、 [本文] を入力し、 [このレ

ポートを添付する] のチェックボックスを選択して分析レポートを添付フ

ァイルとしてメールに含めます。そして [OK] をクリックします。  

8. [実行] をクリックします。 

9. プロンプト画面が表示されたら、 [OK] をクリックします。 

  

 



 

  

ジョブの作成方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ ジョブとは、分析レポート、レポート表示、および一緒に実行する他のジ

ョブとの集合体のことです。 

▪ ジョブを実行すると、そのジョブに含まれるすべての分析レポートが実行

されます。 

▪ ジョブにはいくつかのステップがあります。各ジョブ ステップは個別の

分析レポートまたはレポート・ビューを参照しています。 

▪ ジョブのステップを一度にすべて同時に実行することも、順送りに実行す

ることもできます。パフォーマンスの観点では、順送り実行を選択するの

が望ましいです。 

 

 

ジョブの作成手

順 

► ジョブを作成するには： 

1. [ジョブの新規作成]  をクリックします。 



 

  

2. [名前] フィールドに適切なジョブ名を入力します。(任意でこのジョブ

の [説明] と [画面のヒント] も入力することができます。) 

3. リストされた [場所] が正しいかどうか確認します。（正しくない場合は 

[別の場所を選択] または [個人用フォルダを選択する] を使って正しい

場所を指定し、 [OK] をクリックします。） 

4. [ジョブの新規作成] ウィザードのページで、[次へ] をクリックします。 

5. [ジョブ・ステップ] の下にある [追加] をクリックします。 

6. [使用できるエントリー] リストから、このジョブに含みたい分析レポー

トを選択します。 

次のページへ続く 



 

  

ジョブの作成方法（続き） 

 

ジョブの作成手

順(続き) 
7. [追加]  をクリックして、選択した分析レポートを [選択さ

れたエントリー] に追加し、 [OK] をクリックします。 

8. [ジョブ・ステップの送信] の下から、[順送り] を選択し、次に [エラー

時も継続する] チェックボックスをオンにします。 

9. 初期値では、ジョブに含まれる分析レポートは、自身のプロパティーに

沿って実行されます。[全ステップに対するデフォルト値] の下で [設定] 

をクリックすると、ジョブに含まれるすべての分析レポートを同じプロ

パティーで強制実行します。 

10. [OK] をクリックします。 

11. [次へ] をクリックします。 

12. [操作を選択 - ジョブ] エリアで、 [操作] オプションを [保存のみ] に

設定し [終了] をクリックします。 

 



 

  

ジョブ プロパティーの設定方法 

 

ジョブ プロパテ

ィーのタイプ 

プロパティーを編集することによって、ジョブの表示方法と動作を制御することが

できます。利用可能なジョブ プロパティーのタイプは次の通りです：  

▪ 全般  

▪ ジョブ 

▪ アクセス許可 

 

全般プロパティ

ー 

下表は全般プロパティーの説明です。 

 

全般プロパティー 説明 

タイプ エントリーの種類です。 

所有者 エントリーの所有者です。既定では、エントリーを作成した

人が所有者になります。名前空間に所有者が存在しない時、

または現在のユーザーとは異なる名前空間の時、テキストが 

[なし] になります。 

連絡先 エントリーの責任者です。連絡先が設定されている場合は、

リンクをクリックすると連絡先にメールを送ることができま

す。 

場所 ポータル内の、エントリーのある場所です。[検索パス、

ID、URL を表示] をクリックすると、コンテンツ ストア内

の正確な場所を表示します。 

作成日時 エントリーが作成された日付 

変更日時 エントリーが変更された最近の日付 

このエントリーを無

効にする 

選択されている時、書き込みの許可を持たないユーザーはこ

のエントリーにアクセスできません。項目はポータル上で非

表示になります。エントリーが無効で、かつユーザーに書き

込みのアクセス権がないときは、エントリーの隣りに無効を

示すアイコンが表示されます。 



 

  

このエントリーを非

表示にする 

分析レポート、ページ、フォルダ、ジョブその他を非表示に

したい場合は、このプロパティーを選択します。みだりに使

用されないよう、また表示上の整理整頓のためにエントリー

を非表示にします。エントリーを非表示にしても、他のエン

トリーからアクセス可能です。たとえば、ドリル スルーのタ

ーゲットとして非表示の分析レポートにアクセスすることが

可能です。 

 

非表示のエントリーは表示されたままになりますが、そのア

イコンは半透明です。[個人用領域] の [個人用設定] で [非

表示のエントリーを表示] チェックボックスをオフにする

と、エントリーは見えなくなります。このプロパティーを表

示するには、管理者によって付与された [エントリーを非表

示にする] 機能へのアクセス権を持っている必要がありま

す。 

言語 エントリー名、画面のヒント、説明に使用できる言語のリス

トです。これはデータが表示される言語ではなく、この項目

を見る時に分析レポートが表示される言語です。 

名前 選択した言語でのエントリー名です。 

画面のヒント 任意のエントリー説明です。ポータル内でアイコンの上にポ

インタを合わせると、画面のヒントが表示されます。 

画面のヒントは 100 文字まで使用できます。 

次のページへ続く 



 

  

ジョブ プロパティーの設定方法（続き） 

 

全般プロパティー（続き） 

 

全般プロパティ 説明 

説明 任意のエントリー説明です。詳細ビューを使用するよう個人

用に設定している場合はポータルに表示されます。 

実行履歴 分析レポートの発生数または分析レポートの実行履歴を保持

する期間。 

 

ジョブ プロパテ

ィー 

次の表はジョブ プロパティーの詳細です。 

 

ジョブ プロパティ

ー 

説明 

ステップ ジョブに含まれるステップのリストです。 

ステップの送信 ステップを順送りに送信するか、すべて一度に送信するかの

いずれかを選択します。パフォーマンスの観点では、順送り

実行を選択するのが望ましいです。 

 

[順送り] を選択すると、 [エラー時も継続する] オプション

がアクティブになります。このオプションを選択すると、ス

テップにエラーがあってもジョブは続行されます。このオプ

ションがオフの時は、エラーが検出されるとジョブが中止さ

れます。 

全ステップのデフ

ォルト 

初期値では、ジョブに含まれる分析レポートは、自身のプロ

パティーに沿って実行されます。この機能を使ってジョブに

含まれるすべての分析レポートにプロパティーを設定するこ

とができます。 



 

  

 

アクセス許可プ

ロパティー 

アクセス許可プロパティーで、ジョブに対するアクセス許可の指定をすることがで

きます。初期設定では、エントリーは親からアクセス許可を継承しています。それ

らのアクセス許可をジョブに明示的に設定された権限でオーバーライドすることが

できます。 

 

ジョブ プロパテ

ィーの設定手順 

► ジョブ プロパティーを設定するには： 

1. プロパティーを設定したいジョブの場所に移動し、[操作] 列で [プロパ

ティーの設定]  をクリックします。 

2. [全般] 、 [ジョブ] 、 [アクセス許可] タブで適切なオプションを設定し

ます。 

3. [OK] をクリックします。 

 



 

  

分析レポート・ビューア概要  

 

デモンストレー

ション 

このデモンストレーションでは、分析レポート・ビューアで使用可能な次のオプシ

ョンを見ることができます。 

▪ レポートを E メールで送信 

▪ 実行 

▪ HTML 形式で表示 

▪ PDF 形式で表示 

▪ Excel 2007 形式で表示 

▪ Excel 2002 形式で表示 

▪ CSV 形式で表示 

▪ XML 形式で表示 

 



 

  

分析レポート実行履歴の表示方法 

 

 

 

分析レポート実

行履歴の表示手

順 

► 分析レポート実行履歴を表示するには： 

1. 実行履歴を見たい分析レポートへ移動します。 

2. [操作] 列の下の [詳細] をクリックします。 

3. [実行履歴を表示] をクリックします。このリンクが表示されるには、少

なくとも１回は分析レポートが実行されている必要があります。 

 

 



 

  

レポート・ビューの作成方法 

 

 

 

キー ポイント  ▪ レポート・ビューはソースとなる分析レポートと同じ仕様を共有します

が、プロンプトの回答などのような他のプロパティーは、ソース レポー

トとは独立しています。  

▪ 基になるレポート仕様を維持したいが、別の形式、言語、配信、または実

行オプションを選択したい場合は、レポート・ビューを作成します。  

▪ 一貫してレポート特定の表示、形式、または言語を使用する場合は、レポ

ート表示にアクセスしやすい [個人用フォルダ] にレポート表示を作成し

ます。 

▪ 各レポートやジョブには、スケジュールを 1 つだけ関連付けることがで

きます。同じレポートに複数のスケジュールが必要な場合は、レポート・

ビューを作成した後に各レポート・ビューに対してスケジュールを作成す

ることができます。ジョブにはそれぞれスケジュールがあり、そのスケジ

ュールはレポートのスケジュールとは独立しています。 



 

  

 

レポート・ビュ

ーの作成手順 

►  レポート・ビューを作成するには： 

1. ビューを作成したい分析レポートへ移動します。 

2. [このレポートのレポート・ビューを作成]  をクリックします。 

  



 

  

練習：分析レポートの実行 

 

目標 ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ レポートを複製する 

▪ レポートを実行する 

▪ 実行履歴を表示する 

 

完了までの時間：約 10 分 

 

練習 ► 分析レポートを複製する 

1. [共有フォルダ] タブをクリックします。 

2. フォルダのリストから、[Analysis - Standard Reports] フ

ォルダを開き、次に [Administration] フォルダを開きます。 

3. 分析レポートのリストから、 [Employee Details] 分析レポー

トを選択します。 

4. [コピー]  をクリックします。  

5. [個人用フォルダ] タブをクリックします。 

6.  [貼り付け] をクリックします。  

 

► 分析レポートを実行する 

1. [個人用フォルダ] エリアの [操作] 列の下から [Employee 

Details] 分析レポートの [オプションを指定して実行]  をク

リックします。 

2. [オプションを指定して実行] ページで [形式] のドロップダウン

矢印をクリックします。  

3. ファイル形式は [HTML] を選択します。 



 

  

4. [配信] セクションで [分析レポート] を保存を選択します。 

5. [実行] をクリックします。 

 

► 実行履歴を表示する 

1. [個人用フォルダ] エリアの [操作] 列の下から [詳細] を選択し

ます。 

2. 操作リストから [実行履歴を表示] をクリックします。 

3. [実行履歴] のページで、 [出力を表示]  をクリックします。 

4. [形式] の列で [HTML] をクリックします。分析レポートが開き

ます。 

5. [戻る]  をクリックして [レポートの出力バージョンを表示] 

ページに戻ります。 

6. [実行履歴を表示] ページに戻るには [閉じる] をクリックしま

す。 

7. [閉じる] をクリックすると [個人用フォルダ] エリアに戻りま

す。 

 



 

  

練習：ジョブの作成と実行 

 

目標 ▪ 分析レポート、レポート・ビュー、および他のジョブの集まりを

同時に実行するジョブを作成することができる。 

 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ ジョブを作成する 

▪ ジョブを実行する 

▪ ジョブの実行結果を確認する 

 

完了までの時間：約 15 分 

 

練習 ► ジョブを作成する 

1. [共有フォルダ] ＞ [Analysis - Standard Reports] ＞ 

[Expense Processing] の順に進みます。 

2. [Expense Accounting Analysis]、 [Expense Entry 

Analysis Details (grouped by Employee)]、 [Missing 

Receipt Audit] を選択します。 

3. [コピー]  をクリックします。  

4. [個人用フォルダ] タブをクリックします。  

5. [貼り付け] をクリックします。  

6. ツールバーから [ジョブの新規作成] をクリックします。  

7. レポートに次の名前を付けます:Practice Job 

8. 場所が [個人用フォルダ] に設定されていることを確認します。

[個人用フォルダ] になっていない場合は、 [個人用フォルダを選

択する] リンクを選択します。 

9. [次へ] をクリックします。[ステップを選択] ページが表示され



 

  

ます。 

10. [ジョブ・ステップ] セクション下の [追加] をクリックしま

す。 

11. [使用できるエントリー] の下から、[Expense Accounting 

Analysis]、 [Expense Entry Analysis Details (grouped 

by Employee)]、 [Missing Receipt Audit] を選択します。 

12. [追加] をクリックします。 

13. [OK] をクリックします。[ステップを選択] ページが表示され

ます。 

14. [ジョブ・ステップの送信] セクションから [順送り] を選択し

ます。 

15. [エラー時も継続する] を選択します。 

16. [次へ] をクリックします。[操作を選択] ページが表示されま

す。 

17. [保存のみ] を選択します。 

18. [終了] をクリックします。[個人用フォルダ] エリアに戻りま

す。 

 

次のページへ続く 



 

  

練習：ジョブの作成と実行（続き） 

 

練習(続き) ► ジョブを実行する 

1. [Practice Job] の [操作] 列の下から、 [オプションを指定し

て実行]  をクリックします。[オプションを指定して実行] ペ

ージが表示されます。 

2. [実行] をクリックします。画面が更新され、 [個人用フォルダ] 

エリアに戻ります。ジョブが完了するまで 1～2 分かかります。 

 

► ジョブの実行結果を確認する 

1. [Practice Job] の [操作] 列の下から、 [詳細] をクリックしま

す。[実行できる操作] ページが表示されます。 

2. [実行履歴を表示] をクリックします。 

3. [実行履歴を表示] ページで [実行履歴の詳細を表示]  をクリ

ックします。 

4. [ジョブ] セクションの [ジョブ・ステップ] の下から、 [クロス

集計] 分析レポートの [出力を表示]  をクリックします。[出

力レポート・バージョンを表示] ページが表示されます。 

5. [出力レポート・バージョンを表示] ページで、 [HTML] をクリ

ックします。分析レポートが表示されます。  

6. 上下および左右にスクロールしてレポートの詳細を確認します。 

7. [クロス集計レポート – IBM Cognos Viewer] ウィンドウを閉

じます。[出力レポート・バージョンを表示] ページが表示され

ます。 

8. [閉じる] をクリックします。[実行履歴の詳細を表示] ページが

表示されます。 

9. [レポート カウント]、[平均]、[総計] を見るには、[出力を表

示]  をクリックします。[出力レポート・バージョンを表示] 



 

  

ページが表示されます。 

10. [出力レポート・バージョンを表示] ページで、 [PDF] をクリ

ックします。分析レポートが表示されます。 

11. 必要に応じて分析レポートのサイズを調整してください。 

12. [クロス集計レポート – IBM Cognos Viewer] ウィンドウを

閉じます。[出力レポート・バージョンを表示] ページが表示さ

れます。 

13. [閉じる] をクリックします。[実行履歴の詳細を表示] ページ

が表示されます。 

14. [閉じる] をクリックします。[実行履歴を表示] ページが表示

されます。 

15. [閉じる] をクリックします。[個人用フォルダ] エリアに戻り

ます。 

 

 



 

  

レッスン：Cognos Query Studio の概要 

 

概要 Analysis にはレポートを作成するツールがいくつかあります。このレッスンで 

Cognos Query Studio を使用した任意の（即席の）ビジネス インテリジェンス レ

ポートの作成に必要な知識と手順を習得できます。また、表示形式の設定や計算お

よびデータの並べ替えなど、分析レポートに含まれるデータの制御のしかたについ

ても取り上げています。 

 

目標 このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ Query Studio の目的を説明できる。 

▪ Query Studio で分析レポートの作成ができる。 

▪ 分析レポートにデータを追加することができる。 

▪ データをフィルターにかけ、分析レポートのプロンプトを作成することが

できる。 

▪ 分析レポートのデータの表示形式の設定をすることができる。 

▪ 条件付きのスタイルを定義することができる。 

▪ 分析レポートの計算を実行することができる。 

▪ 分析レポートのデータを並べ替えることができる。 

▪ レポートのカスタム グループを作成することができる。 

▪ レポートのデータをサマリー化することができる。 

 



 

  

Query Studio の目的 

 

Query Studio 

概要 

Query Studio は任意の分析レポートを作成する Web ベースのツールです。Query 

Studio を使用すると、以下のことが可能です： 

▪ 企業データを表示 

▪ 任意（即席）の分析レポートを作成 

▪ 既存のレポートの体裁をカスタム化 

▪ データの比較と分析 

 

Query Studio を効果的に使用するには、 Web や自社のビジネス、データ構造をよ

く知っている必要があります。 

Analysis の他のコンポーネントにも慣れておく必要があります。 

 

Query Studio 

へのアクセス権

を持つロール 

▪ 次のロールは Query Studio へのアクセス権があります。 

▪ ビジネス オーサー 

▪ プロフェッショナル オーサー - Business Intelligence を使用している場

合のみ利用可能 

 

デモンストレー

ション：Query 

Studio の操作  

このデモンストレーションで Query Studio の操作を習得できます。 

 

Query Studio の操作： 

1. [データを挿入] メニューを見てください。このメニューには分析レポー

トに追加できる Concur データ ウェアハウス からの項目が含まれていま

す。 

2. [データを編集] メニューを見てください。このメニューには計算やフィ

ルターなど、レポートのデータ表示方法を編集できる機能が含まれてい

ます。 

3. [レイアウトを変更] メニューを見てください。このメニューにはグルー



 

  

プ別、条件付きスタイルなどのレポートの表示方法を変更する機能や、

レポートをグラフやクロス集計に変換する機能が含まれています。 

4. [レイアウトを変更] メニューを見てください。このメニューには、分析

レポート実行のためのオプションが含まれています。HTML や PDF な

ど、分析レポートの形式を選べます。また、すべてのデータ、限定デー

タ、データなしの中から選択してレポートを実行することもできます。 

5. [ファイルを管理] メニューを見てください。このメニューには、保存や

別名で保存のような、分析レポートを管理するオプションが含まれてい

ます。また、分析レポートの定義を見ることもできます。 

 



 

  

Query Studio で分析レポートを作成する方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ 初めて Query Studio で分析レポートを作成する時は、初期値が [リスト 

レポート] になっています。経費精算レポートや従業員などの情報をリス

ト表示するには、リスト レポートを作成します。 

▪ リスト レポートは Excel にエクスポートするのに最も適した形式です。 

▪ 既定では、追加する列はそれぞれパッケージ内の対応する項目から名前を

継承します。別の名前に変更することも可能です。 

▪ 分析レポートに項目を追加する時に、詳細データが行列として表示されま

す。  

▪ レポートの実行メニューには次の 3 つのオプションがあります。 [すべ

てのデータを実行]、 [限定データでプレビュー]、 [データなしでプレビ

ュー]これらのオプションは、レポートを設計する時に表示されるデータ

の量を制御します。初期値は [すべてのデータを実行] に設定されていま

す。パフォーマンスの観点から、 分析レポートの設計をする前に設定を 

[限定データでプレビュー] または [データなしでプレビュー] に変更して

おくことをお勧めします。注意： [ファイル管理] メニューの [自分の個



 

  

人用設定] エリアでこの設定の初期値を設定することができます。 

 

注意： このレッスンではリスト レポートの操作を扱います。他のタイプの分析レ

ポートは次のレッスン 「Query Studio で利用可能な分析レポートのタイプ」 で取

り上げます。 

次のページへ続く 



 

  

Query Studio で分析レポートを作成する方法（続き） 

 

Query Studio 

を使ってリスト 

レポートを作成

する手順 

► Query Studio を使ってリスト レポートを作成するには：  

1. [Cognos Connection] ページの右上にある [起動] をクリックしま

す。 

2. ドロップダウンリストから [Query Studio] を選択します。 

3. [パッケージの選択] ページで [Concur データ ウェアハウス] を選択し

ます。 

4. Query Studio で [新規レポート]  または 画面左側の [ファイルを管

理] メニューから [新規レポート] をクリックします。 

 



 

  

分析レポートにデータを追加する方法 

 

分析レポートに

データを追加す

る手順 

分析レポートにデータを追加するにはいくつかの方法があります。 

 

► 分析レポートにデータを追加するには： 

▪ レポートに追加したいクエリー項目をダブル クリックします。クエリ

ー項目が分析レポートに列として追加されます。  

▪ レポートに追加したいクエリー項目を選択し、レポートにドラッグ＆ド

ロップします。 

▪ レポートに追加したいクエリー項目をハイライトし、 [挿入] をクリッ

クします。左から右へ、選択した順に列が追加されます。  

▪ 注意： [Ctrl] キーを使うと、複数のクエリー項目を追加することがで

きます。 

  

 



 

  

データの絞り込みとプロンプトの方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ レポートからレコードのサブセットを取得するフィルターを作成すること

ができます。フィルターの基準に一致しないデータは、レポートから排除

されます。 

▪ [Concur データ ウェアハウス] には、あらかじめ定義されたフィルター

がいくつか用意されていますので、これらをダブル クリックするだけで

簡単に追加することができます。 

▪ フィルターを適用すると、システムがデータ タイプが絞り込まれている

ことを認識して、適切なフィルター ページを表示します。たとえば、数

値フィールドにフィルターを適用すると、システムは許容値の範囲を指定

するように求められます。しかし数値ではないフィールドにフィルターを

適用すると、返される特定の項目を指定するように求められます。 



 

  

▪ 小計と合計のある項目にフィルターを適用する場合は、レポート詳細、

個々のレコード、またはグループの集計にフィルターを適用することがで

きます。 

▪ レポートの詳細にフィルターを適用する場合は、システムはレポートの詳

細行にある値を絞り込みます。レポート詳細を絞り込むと、レポートの集

計値に影響します。集計に寄与する行を除外すると、集計値は減少しま

す。 

▪ すべてのレポートの各経費タイプに使用された合計金額など、集約（サマ

リー）データのみをレポートに含めることができます。ただし、それぞれ

の集計の行は基になるデータベース内の個々のレコードからデータを集約

した結果です。基となったこれらのレコードのデータを絞り込むことがで

きます。 

次のページへ続く 



 

  

データの絞り込みとプロンプトの方法（続き） 

 

キー ポイント

(続き) 

▪ 任意の即席レポートのフッターの値も絞り込むことができます。このフィ

ルターは、指定された基準を満たしていないレポートからグループを排除

します。 

▪ フィルターを作成するには、絞り込んで使用したいデータ項目が分析レポ

ートに含まれている必要があります。フィルターの作成が完了した後に、

分析レポートからデータ項目を削除することが可能です。データ項目を削

除する時、フィルターも削除するかどうかプロンプトがあります。 

▪ ユーザーにデータをフィルターさせるプロンプトを定義することも可能で

す。プロンプトは分析レポートのエンド ユーザーによって完了するフィ

ルターです。 

 

データを絞り込

む手順 

** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例です。シス

テムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その場合は、似た項目

を選択して課題を完了してください。 

► 分析レポートのデータを絞り込むには： 

1. Query Studio で、 経費フォルダから次のクエリー項目を順に追加しま

す： 

a. 従業員組織単位 3 – 名前 （次の場所にあります。経費\経費精算レポ

ート\レポートヘッダーの情報\追加の従業員詳細\) 

b. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

d. 経費タイプ (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

e. 入力の承認金額 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

2. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート入力フィルター にある定義済

みの [親入力を除外] フィルターをダブル クリックします。 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 



 

  

4. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

5. 列見出し [従業員組織単位 3 – 名前]  、 [従業員]、 [レポート名] をク

リックします。次に [グループ化]  をクリックします。 

6. [経費タイプ] 列をハイライトします。 

7. [フィルター] をクリックします。 

8. [条件] のドロップダウンメニューで [次の条件に一致するもののみを表

示] が選択されていることを確認します。 

9. [航空運賃]、 [レンタカー]、 および [室料] のチェックボックスをオン

にします。 

10. [データ ソースの個別の値にフィルターを適用] チェックボックスがオ

ンになっていることを確認します。 

11. [フィルター] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。 

12. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

次のページへ続く 

 



 

  

データの絞り込みとプロンプトの方法、続き 

 

分析レポート内

の値でデータを

絞り込む手順 

► 分析レポート内の値でデータを絞り込むには： 

1. 列見出し [入力の承認金額] をクリックし、次に [フィルター]  をク

リックします。 

2. [条件] のドロップダウンメニューで [次の条件に一致するもののみを表

示] が選択されていることを確認します。 

3. [開始] フィールドに [500] とタイプします。 

4. [フィルターの適用対象] エリアで [レポートの値] を選択し、 [OK] を

クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

 

個別の値で絞り

込む手順 

► 個別の値で絞り込むには： 

1. レポートの上部にある [入力の承認金額： 500 以上] をクリックしま

す。 

2. [フィルターの適用対象] エリアで [データ ソース内の個別の値] を選択

し、 [OK] をクリックします。 

3. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

 

グループ集計で

絞り込む手順 

► グループ集計で絞り込むには： 

1. レポートの上部にある [入力の承認金額： 500 以上] をクリックしま

す。 

2. [フィルターの適用対象] エリアで、[レポートのグループ集計] を選択し

ます。 



 

  

3. [レポートのグループ集計] ドロップダウン メニューから [レポート名] 

を選択し、 [OK] をクリックします。 

4. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

次のページへ続く 



 

  

データの絞り込みとプロンプトの方法（続き） 

 

プロンプト作成

手順 

► レポートにプロンプトを作成するには： 

1. レポートの上部にある [レポート名に対する入力の承認金額集計： 500

以上] をクリックします。 

2. [レポート実行時に毎回プロンプト] のチェックボックスを選択し、 

[OK] をクリックします。 

3. ツールバーの [すべてのデータを使用して実行して再プロンプト]  を

クリックします。 

4. [開始] フィールドに [1000] とタイプして [終了] をクリックします。 

 

フィルターの削

除手順 

► フィルターを削除するには： 

1. レポート上部の [経費タイプ： 航空運賃、レンタカー、室料] をクリッ

クします。 

2. [すべて選択] をクリックし、次に [OK] をクリックします。 

 



 

  

データの表示形式を設定する方法 

 

 

 

キー ポイント 

 

分析レポートを読みやすくするため、データの表示形式を設定することができま

す。たとえば、数値のフィールドを金額またはパーセンテージで表示するよう定義

することができます。 

 

データの表示形

式を設定する手

順 

 

 

► 分析レポート内のデータの表示形式を設定をするには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. レポート総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額

（払戻通貨）\ 

d. 支払送信日 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 



 

  

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. [レポート総額] の列見出しをクリックします。 

次のページへ続く 



 

  

データの表示形式を設定する方法（続き） 

 

データの表示形

式を設定する手

順(続き) 

5. [データを編集] メニューから [データ表示形式を設定・・・] をクリッ

クします。 

6. [カテゴリー] ドロップダウン メニューから、 [通貨] を選択します。 

7. 通貨表示に適切な小数点以下の桁数、負符号、および桁区切り記号など

のオプションを選択し、 [OK]をクリックします。 

8. [支払送信日] の列見出しをクリックします。 

9. [データを編集] メニューから [データ表示形式を設定・・・] をクリッ

クします。 

10. [カテゴリー] ドロップダウン メニューから、 [日付] を選択します。 

11. [タイプ] に適切なオプションを選択し、 [OK] をクリックします。 

 

 



 

  

条件付き書式の定義方法 

 

 

 

キー ポイント 条件付きスタイルを使うと、データの体裁形式を基準に基づいて設定するこ

とができます。たとえば、特定のしきい値以上のすべての金額が特定の色で

表示されるように、レポートの表示形式を設定できます。  

 

条件付きスタイ

ルの定義手順 

► レポートに条件付きスタイルを定義するには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. レポート総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情

報\金額（払戻通貨）\) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルター



 

  

にある定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリ

ックします。 

4. 列見出し [レポート総額] をクリックします。 

5. [レイアウト変更] メニューの下の、[条件付きスタイルを定義] 

をクリックします。 

6. [新しい値] フィールドに [1000] とタイプし、 [挿入] 

 をクリックします。 

次のページへ続く 



 

  

条件付き書式の定義方法（続き） 

 

条件付きスタイ

ルの定義手順(続

き) 

7. [新しい値] フィールドに [3000] とタイプし、 [挿入] 

 をクリックします。 

8. 上部の [スタイル] ドロップダウン メニューから [不調] をクリ

ックします。[スタイルを編集]  をクリックして指定した範囲

に表示形式をカスタマイズすることができます。 

9. 中段の [スタイル] ドロップダウン メニューから [平均] をクリ

ックします。[スタイルを編集]  をクリックして指定した範囲

に表示形式をカスタマイズすることができます。 

10. 下部の [スタイル] ドロップダウン メニューから、[好調] をク

リックします。[スタイルを編集]  をクリックして指定した範

囲に表示形式をカスタマイズすることができます。 

11. [OK] をクリックします。 

 

 



 

  

分析レポートの計算方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ 計算によって、データ項目を基になるデータ ソースに存在しない分析レ

ポートに追加することができます。 

▪ 基になるデータ ソースには計算結果を格納しません。代わりに、分析レ

ポートを実行するたびに Query Studio が再計算します。 

▪ 計算結果は常にデータ ソースにある最新のデータに基づいています。 

▪ 計算を作成するには、分析レポートで計算に使用されているフィールドを

含む必要があります。表示する必要がなければ、計算を作成した後でフィ

ールドを分析レポートから削除しても構いません。 

▪ 計算を作成した後は編集できません。削除して、再度作成してください。 

▪ 演算、パーセンテージ、または分析操作を使用して数値データを計算する

ことができます。 

▪ 最初または最後の文字を指定する、選択したストリングを別のストリング



 

  

に連結（結合）する、また、ストリングから末尾のスペースを削除するこ

とで、ストリングを計算できます。 

次のページへ続く 



 

  

分析レポートの計算方法（続き） 

 

キー ポイント

(続き) 

▪ 選択した日付に日数や月数を足すなど、さまざまな方法で時刻データを計

算することができます。 

▪ 計算したデータを分析レポートに追加する方法がいくつかあります： 

▪ あらかじめ定義済みの集計関数（合計や平均など）を使用して、既存の詳

細値を集計する。 

▪ 既存の分析レポートの項目を使って新しいレポート項目を作成する。 

▪ あらかじめ適宜済みのモデル計算を使用する。 

 

 

基本の計算を実

行する手順 

** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例です。シス

テムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その場合は、似た項目

を選択して課題を完了してください。 

► 分析レポートの計算を実行するには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. [従業員組織単位 3 - 名前] 次の場所にあります。(経費\経費精算レポ

ート\レポート ヘッダーの情報\追加の従業員の詳細\）部を選択しま

す。 

b. [従業員組織単位 4 - 名前] 次の場所にあります。(経費\経費精算レポ

ート\レポート ヘッダーの情報\追加の従業員の詳細\) 地方を選択しま

す。 

c. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

d. レポート総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金

額（払戻通貨）) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. [従業員組織単位 3 - 名前] と [従業員組織単位 4 - 名前] の列見出しを



 

  

ハイライトし、 [グループ化] をクリックします。  

5. [レポート総額] の列見出しをハイライトし、ページの左側の [データを

編集] メニューから [計算…] を選択します。 

6. 適切なフィールドをすべて入力します。この例では、次のものを選択し

ます：  

• [処理タイプ] ドロップダウン メニューから [パーセンテー

ジ] 

• [処理] ドロップダウン メニュー から  [合計に対する割合] 

• [レポート・アイテム] ドロップダウン メニュー から [レ

ポート総額] 

7. [グループ集計に基づく] を選択し、オプション エリアから [従業員組織

単位 3 - 名前] を選択します。新しいアイテム名フィールドに [部門支出

に対する割合] とタイプし、[挿入] をクリックします。 

 

次のページへ続く 



 

  

分析レポートの計算方法（続き） 

 

日付計算の手順 ► 日付計算するには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. 最終提出日 (経費\経費精算レポート\レポートの日付とステータス\) 

d. 支払送信日 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. [最終提出日] と [支払送信日] の列見出しを選択し、ツールバーの [計

算]  をクリックします。 

5. [処理] ドロップダウン メニューから、[-（日単位の差）] を選択しま

す。 

6. [順序] エリアで [（支払送信日、最終提出日）] を選択します。 

7. [新しいアイテム名] フィールドに [処理時間] とタイプし、 [挿入] 

 をクリックします。  

 



 

  

データを並べ替える方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ データを昇順、降順、アルファベット順、番号順に並べ替えることが可能

です。 

▪ グループ化されたデータを並べ替える場合は、詳細値を並べ替えるか、ま

たはフッターに集計値を並べ替えるか選択することができます。 

▪ 並べ替えたい列を選択してツールバーの [並べ替え] ボタンをクリックす

ると、並べ替えができます。また、メニューの [データを編集] セクショ

ンからも [並べ替え] を選択することができます。 

▪ [並べ替え] ボタンをクリックすると、選択した列のデータは既定のオプ

ションを使って並べ替えられます。 

▪ [データを編集] メニューから [並べ替え] を選択する場合は、どのように

並べ替えるか選択することができます。 

▪ 複数の列で並べ替えをする場合は、最も左の列が最優先され、次の列が 2

番目になります。 

次のページへ続く 



 

  

データを並べ替える方法（続き） 

 

データの並べ替

え手順 

► レポートのデータを並べ替えるには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. レポート総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額

（払戻通貨）\) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. [従業員] の列見出しをハイライトし、 [グループ化]  をクリックし

ます。 

5. [従業員] の列見出しをハイライトし、 [ソート]  をクリックしま

す。 

 



 

  

カスタム グループの作成方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ 自分にとって意味のある値を含む新しいレポート アイテムを生成するカ

スタム グループを作成することができます。  

▪ 次のような目的でカスタム グループを作成します： 

▪ 数値結果のリストを、より広範なカテゴリー（例えば、レポート総計が 

10,000 ドル以上または以下）に変換します。 

▪ より意味のある小さなセットに値の数を減らします。 

 

次のページへ続く 



 

  

カスタム グループの作成方法（続き） 

 

キー ポイント

(続き) 

▪ 個々の項目（例えば北米の組織グループなど）、または値の範囲（例え

ば、1,000 ドル以下または以上の個々のレポート経費など）に基づいて

グループを定義できます。 

▪ カスタム グループを作成する際には、グループに対するデータの範囲を

定義する必要があります。 

 

カスタム グループを使用した好例が月ごとや四半期ごとの経費をグループ化する分

析レポートです。  

 

カスタム グルー

プの作成手順 

► 分析レポートにカスタム レポートを作成するには： 

1. Query Studio で、レポートを新規作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. 支払送信日 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. 列見出し [支払送信日] を選択します。 

5. [データを編集] メニューから [カスタム・グループを定義] をクリック

します。 

6. [新しい範囲名] フィールドに [Q1] とタイプし、[開始] と [終了] に 

それぞれ [前年の１月１日] と [前年の 3 月 31 日] を入力します。次に 

[範囲を追加します。] （ページ中央の緑の矢印）をクリックします。  

7. [Q2]、 [Q3]、 [Q4] に対して手順 5 を繰り返します。 

8. [アイテム名] フィールドに [四半期] とタイプして [OK] をクリックし

ます。 



 

  

    注意： 既定では、範囲に収まらない項目はデータベースから未加工デー

タが表示されます。[カスタム グループの定義] ダイアログ ボックスで 

[残りの値すべて（未来の値も含む）] リンクを空白で表示するか(範囲名

を表示しない) 、特定の値を表示するか（新しい範囲名）選択します。 

 



 

  

データの集計方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ あらかじめ定義済みの集計を使用して、個々のレポート アイテムの総

計、件数、最大値、最小値、または値の平均を計算することができます。 

▪ レポートの詳細行と集計行の両方を集計することができます。 

▪ 選択したデータの種類によって使用できる集計の計算式が異なります。 

▪ 集計機能が列に適用されている事を示す表示はありません。 

▪ 分析レポートを実行する際は、自動集計によってデータを処理する方法を

変更することができます： 

▪ フッターに単位を記載  

▪ 詳細値、および重複の防止 - （経費データのデータベースへの格納方法の

性質上、毎回このチェックボックスを選択しておくことを強くお勧めしま

す。） 

▪ 初期設定ではすべての詳細行が集計され、かつ重複は防止されます。  

▪ データがグループ化されている場合は、各グループの最下部にフッター行

が追加されます。  



 

  

次のページへ続く 



 

  

データの集計方法、続き 

 

レポートのデ

ータを集計す

る手順 

► レポートのデータを集計するには： 

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. 私用総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額（払

戻通貨）) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある定

義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. [従業員] の列見出しを選択し、 [グループ化]  をクリックします。 

5. 列見出し [私用総額] をクリックします。 

6. [データを編集] メニューから [集計] を選択します。 

7. [フッターの集計] ドロップダウン メニューで、適切な値を選択したら 

[OK] をクリックします。この例では、 [平均値] を選択します。 

8. [私用総額] の列見出しの名前を、集計行が平均値と小計ではないことを示

すものに変更します。 

 

レポートの数

値以外のデー

タを集計する

手順 

► レポートの数値以外のデータを集計するには：  

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある定

義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 



 

  

4. [従業員] の列見出しを選択し、 [グループ化]  をクリックします。 

5. 列見出し [レポート名] をクリックします。 

6. [データを編集] メニューから [集計] をクリックします。 

7. [フッターの集計] フィールドに [個数] とタイプして [OK] をクリックし

ます。 

8. [レポート名] の列見出しの名前を、集計行が平均値と小計ではないことを

示すものに変更します。 

 

集計オプショ

ンの詳細設定

手順 

► 集計オプションの詳細設定をするには： 

1. [レポートを実行] メニューで、 [詳細オプション] をクリックします。 

2. [数値データに対してフッター集計を自動生成する] と [詳細値を自動集計

し、重複値を消去する] チェックボックスを選択し、 [OK] をクリックし

ます。 

 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成 

 

目標 ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ リストレポートを作成し、データ項目を追加する 

▪ データをグループ化する 

▪ その他のデータをレポートに追加する 

▪ レポートにセクションを作成し、データを並べ替える 

▪ レポートの保存 

▪ 新しい列を追加 

▪ レポートのグループ化を解除し、計算を追加する 

▪ レポートにプロンプトを追加する 

▪  

完了までの時間：約 25 分 

 

練習 ► リストレポートを作成し、データ項目を追加する 

1. Cognos Connection の右上にある [起動] のドロップダウン矢印をクリ

ックします。  

2. [Query Studio] を選択します。[パッケージを選択 (ナビゲート)] ペ

ージが表示されます。 

3. [Concur データ ウェアハウス] を選択します。 

4. Query Studio が開きます。メニューの [データの挿入] が選択されてい

ます。  

5. [データの挿入] メニューで、次の場所を開きます。 

経費\一般的に使用されるフィールド フォルダ 

6. [従業員] をダブル クリックしてレポートに追加します。 

7. [レポート名] を [従業員] の右にドラッグします。 

8. [経費タイプ] をクリックし、次にページの左下にある [挿入] 

をクリックします。  



 

  

 

次のページへ続く 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成（続き） 

 

練習(続き) ► データをグループ化する 

1. [従業員] の列見出しをクリックし、次にツールバーの [グループ化]  

をクリックします。 

2. [レポート名] の列見出しをクリックし、次にツールバーの [グループ化] 

 をクリックします。 

3. 経費タイプでデータをグループ化するには、[経費タイプ] の列見出しを

クリックしてからツールバーの [切り取り]  をクリックします。 

4. [従業員] の列見出しをクリックし、次にツールバーの [選択したレポー

ト・アイテムの前に貼り付け]  をクリックします。 

5. 定義済みフィルター [親入力を除外] （次の場所にあります。経費\経費

精算レポート\共通レポート入力フィルター\）をダブル クリックしてレ

ポートに適用します。 

 

 

► その他のデータをレポートに追加する 

1. [入力情報] の下にある [取引日] をクリックしてレポートに追加しま

す。 



 

  

2. [入力情報] の下にある [金額 (払戻通貨)] フォルダを展開します。  

3. [経費金額 (払戻通貨)] をダブル クリックしてレポートに追加します。 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログで [OK] をクリックします。 

6. [次のページ] をクリックしてレポートを下までスクロールし、他の経費

タイプを確認します。  

次のページへ続く 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成（続き） 

 

練習(続き) 
7. [最初のページ] をクリックするとレポートの最初のページに戻ります。 

 

 

► レポートにセクションを作成し、データを並べ替える  

1. [経費タイプ] の列見出しをクリックし、次に [セクションを作成]  

をクリックします。 

2. [経費金額 (払戻通貨)] の列見出しをクリックします。 

3. [データを編集] メニューから [ソート] を選択します。 

4.[ソート] ダイアログ ボックスで [ソート順序] を [降順（9 から 1）] 

に、[ソートの対象：] を [グループ集計に基づく] に設定し、ドロップ

ダウン リストから [従業員] を選択したら OK をクリックします。 

   



 

  

 

► レポートの保存 

1. ツールバーの [名前を付けて保存] をクリックします。[名前を付け

て保存] エリアが表示されます。 

2. [名前] フィールドに [Practice: Ad Hoc Report] とタイプします。 

3. [場所] の下にある [個人用フォルダを選択] をクリックし、 [OK] をク

リックします。 

次のページへ続く 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成（続き） 

 

練習(続き) ** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例です。シス

テムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その場合は、似た項目

を選択して課題を完了してください。 

► 新しい列を追加 

1. [データを挿入] メニューをクリックします。 

2. 次のフォルダを開き 経費\経費精算レポート\レポート ヘッダーの情報

\追加の従業員の詳細、 次に [従業員組織単位 1 - 名前] をクリックして

国を選びます。 

3. [従業員組織単位 1 - 名前] の列を [従業員] の列の左に切り取って貼り

付けます。  

4. 列見出しをダブル クリックして [従業員カスタム組織単位 1 - 名前] を 

[会社] に名前変更します。   

5. [データの挿入] メニューで経費\経費精算レポート\入力情報\金額（支

払通貨）にある [支払通貨] に移動し、これをレポートの右の方の列に追

加します。 

6. [払戻通貨] の列を [通貨] に名前変更します。 

7. [経費金額 (払戻通貨)] の列を [金額] に名前変更します。  



 

  

 

 

► レポートのグループ化を解除し、計算を追加する 

1. [レポート名] の列見出しをクリックし、 [グループ解除（グループ化と

セクション分けを削除）]  をクリックします。  

2. [金額] の列見出しをクリックし、次に [データを編集] メニューから 

[計算] を選択します。  

3. [計算] ペインの [処理タイプ] の下で、 [パーセンテージ] を選択しま

す。  

次のページへ続く 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成（続き） 

 

練習(続き) 
4. [処理] の下から [合計に対する割合] を選択します。  

5. [オプション] の下から [グループ集計に基づく] を選択してドロップダ

ウン メニューから [会社] を選択します。  

6. [新しいアイテム名] の下に、 [会社ごとの支出に対する割合] とタイプ

し、 [挿入]  をクリックします。 

7. [次のページ] をクリックして他の会社を確認します。  

 

 

► レポートにプロンプトを追加する 

1. [会社] の列見出しをクリックし、次に [フィルター]  をクリックし

ます。[フィルター（値を検索）] ダイアログが表示されます。 

2. [レポート実行時に毎回プロンプト] のチェックボックスを選択し、 

[OK] をクリックします。 

3. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

4. レポートを実行します。 

5. [プロンプト] ページで リストから会社を 1 つ選択します。 



 

  

6. [終了] をクリックします。 

7. レポートを確認したら、 個人用フォルダ\Reports に [Practice: 

Filter and Calculate Data] という名前で保存します。 

次のページへ続く 



 

  

練習：Query Studio で分析レポート作成（続き） 

 

練習(続き) ► 簡単なリスト レポートの新規作成とレポート アイテムの追加 

1. ツールバーの [新規レポート]  をクリックします。 

2. 経費\一般的に使用されるフィールド を開き、[従業員] 、 [経費タイ

プ]、 [支払タイプ] をレポートに追加します。 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート入力フィルター にある [明細

を除外] フィルターを追加します。 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログボックスで、 [OK] をクリック

します。 

6. 経費\一般的に使用されるフィールド の下で [入力の経費金額 (払戻通

貨)] をレポートに追加します。 

7. レポートの件名を [Practice: Simple List Report] に変更します。 

  

 

► レポートにプロンプトを追加する 

1. 経費タイプの列見出しをクリックし、[フィルター]  をクリックしま



 

  

す。 

2. [レポート実行時に毎回プロンプト] を選択し、OK をクリックします。 

3. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

4. レポートを実行します。  

5. レポート・ビューアを閉じ、 個人用フォルダー\Reports に 

[Practice: Simple List Report] という名前で保存します。 

 

 



 

  

レッスン：Query Studio で使用可能なレポートのタイプ 

 

概要 データ表示が異なるレポートタイプを使用して、より有意義なレポートを作成する

ことができます。このレッスンでさまざまなタイプのレポート作成に必要な知識と

技能を習得できます。 

 

目標 このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ Query Studio で使用可能なレポートのタイプを特定できる 

▪ グループ化したリスト レポートを作成することができる 

▪ クロス集計レポートを作成することができる 

▪ グラフ レポートを作成することができる 

 

 



 

  

Query Studio のレポートの種類 

 

レポートの種類 Query Studio を使って、次のレポートを作成できます： 

▪ リスト  

▪ グループ リスト 

▪ クロス集計 

▪ グラフ 

 

リスト レポート

の例 

 

 

グループ リスト 

レポートの例 

 

 

クロス集計 レポ

ートの例 

 



 

  

 

クロス集計の例 

 

 



 

  

グループ リスト レポートの作成方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ グループ リスト レポートはレポート値の重複を防止します。グループ リ

スト レポートを作成する際は、以下のことが可能です： 

▪ 行見出しまたはセクション見出しでグループ化されたデータを整理する 

▪ グループの拡大や解除によって、グループ化されたレポートに詳細をどれ

だけ表示するかを指定します。 

▪ テキスト データや、従業員、従業員 ID、またはレポート名などの非測定

数値データを含むグループ レポート アイテムのみ。レポート総額などの

測定数値によってグループ化することはできません。個々の経費精算レポ

ートの総計のような離散測定値ごとにレポートをグループ化すると、かな

り多くのグループが生成されてしまい、データ解析には役に立ちません。 

 



 

  

グループ リスト レポートの作成方法（続き） 

 

グループ リスト 

レポートの作成

手順 

► グループ リスト レポートを作成するには： 

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

b. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

c. 支払送信日 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

3. 列見出し [従業員] をハイライトし、 [グループ化]  をクリックしま

す。 

 

 



 

  

クロス集計レポートの作成方法 

 

 

 

キー ポイント 

 

▪ クロス集計レポートには行と列の交差点の値の集計が表示されます。クロ

ス集計レポートを使用すると、以下のことが可能です： 

▪ リスト レポートの値を循環させ、列見出しを生成してクロス集計レポー

トを作成する 

▪ ためのクロス集計レポートを作成して集計データを表示する 

▪ 複数の非測定値列をピボットして、ネスト構造のクロス集計を作成するネ

スト構造のクロス集計は経費がどのように使用されているかをカテゴリー

の組み合わせで比較する時に便利です。 

 

次のページへ続く 



 

  

クロス集計レポートの作成方法（続き） 

 

ネスト構造のク

ロス集計レポー

トの作成手順 

► クロス集計レポートを作成するには： 

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

b. 経費タイプ (経費\一般的に使用されるフィールド) 

c. 入力の経費金額 (払戻通貨) (経費\一般的に使用されるフィールド) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート入力フィルター にある定義済

みフィルター [親入力を除外] をダブル クリックしてレポートに追加し

ます。 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログで [OK] をクリックします。 

6. [経費タイプ] の列見出しをクリックし、次に [ピボットしてクロス集計

を作成] をクリックします。 

 

ネスト構造のク

ロス集計レポー

トの作成手順 

► ネスト構造のクロス集計レポートを作成するには： 

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

b. 経費タイプ (経費\一般的に使用されるフィールド) 

c. 支払タイプ (経費\一般的に使用されるフィールド) 

d. 入力の経費金額 (払戻通貨) (経費\一般的に使用されるフィールド) 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート入力フィルター にある定義済

みフィルター [親入力を除外] をダブル クリックしてレポートに追加し

ます。 



 

  

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログで [OK] をクリックします。 

6. 列見出し [経費タイプ] と [支払タイプ] をクリックし、次に [ピボット

してクロス集計を作成]  をクリックします。 

 

 



 

  

グラフ レポートの作成方法 

 

 

 

キー ポイント ▪ グラフを利用して、情報を視覚的に表現することができます。グラフはデ

ータのパターンと傾向を知るのに有用です。グラフを使用する時は次の事

柄に注意してください： 

▪ グラフを作成するには少なくとも測定単位が 1 つ、非測定単位が 1 つ必

要です。測定単位は売上やコスト、数量の図といった定量的データです。

非測定単位は、名前や住所、国名といった質的データです。  

▪ グラフの種類によってデータの描画方法は異なります。質的データは最大

2 つまでです。  

▪ 定量的データはいくつでも描画することができます。ただし、4、5 個以

上の測定単位にを含んでいるとグラフは分かりづらくなります。Query 

Studio のグラフはレポートの中で最も要約されたデータを描画します。  

▪ レポートに含まれる余計な定量的データを削ぎ落とし、最も重要な質的デ

ータがネストの外側に来るよう列を並べ替えてグラフの焦点を絞ります。 



 

  

▪ データを適切に絞り込むと、見やすいグラフになります。 

 

次のページへ続く 



 

  

グラフ レポートの作成方法（続き） 

 

グラフの種類 
グラフ タイプ 目的 

円グラフ 全体と部分の関係を示します。 

縦棒グラフ 比較しやすいように値をハイライトし、縦に描画しま

す。 

横棒グラフ 比較しやすいように値をハイライトし、横に描画しま

す。 

折れ線グラフ 折れ線で結んだ等間隔の点にデータを描画し、傾向を

示します。 

面グラフ 経時変化の大きさを強調します。 

縦棒と折れ線のグラフ 2 つの異なる定量的データを比較します。 

レーダー・チャート 同心状の図に複数の軸を組み合わせてデータを比較し

ます。 

 

 

グラフ レポート

の作成手順 

** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例です。シス

テムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その場合は、似た項目

を選択して課題を完了してください。 

►  グラフ レポートを作成するには： 

1. Query Studio で新規レポートを作成します。 

2. [経費] フォルダから次の列を順に追加します： 

a. 従業員組織単位 1 – 名前 （次の場所にあります。経費\経費精算レポ

ート\レポートヘッダーの情報\追加の従業員詳細\) 

b. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド\) 

c. レポート総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額

（払戻通貨） 



 

  

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

4. 列見出し[従業員組織単位 1 - 名前] をクリックし、次に [フィルター] 

 をクリックします。 

5. 会社のチェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。 

6. [フィルターを組み合わせる] ダイアログで [OK] をクリックします。 

7. [グラフ]  をクリックし、 [グラフ タイプ] から [円グラフ] を選択

します。 

8. [グラフに値を表示] チェックボックスを選択し、 [グラフと表] オプシ

ョンをオンにしたら [OK] をクリックします。  

 



 

  

練習： クロス集計レポートに基づいたグラフ レポートの作

成 

 

目標 ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ リストレポートの作成、コンテンツの追加、レポート タイトルの編集 

▪ リスト レポートをクロス集計レポートに変換してから、クロス集計レポ

ートをグラフ レポートに変換します。 

▪ レポートにプロンプトを追加する 

 

完了までの時間：約 20 分 

 

練習 ► リストレポートの作成、コンテンツの追加、レポート タイトルの編集 

1. ツールバーの [新規レポート]  をクリックします。 

2. 経費\一般的に使用されるフィールド フォルダを開き、[従業員]、 [経

費タイプ]、 [支払タイプ]、 [入力の経費金額 (払戻通貨)] をダブル ク

リックしてレポートに追加します。 

3. 分析レポートの重複を防ぐため、 経費\経費精算レポート\一般的なレポ

ート入力フィルター にある [明細を除外] フィルターを追加します。 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート ヘッダー フィルターにある

定義済みの [前年（支払送信日に基づく）] をダブル クリックします。 

5. [フィルターを組み合わせる] ダイアログで [OK] をクリックします。 

6. レポート上部のタイトルを選択し、レポート名を [Practice: Creating 

a Chart] に変更します。  



 

  

 

 

次のページへ続く 



 

  

練習： クロス集計レポートに基づいたグラフ レポートの作

成（続き） 

 

練習(続き)  

► リスト レポートをクロス集計レポートに変換してから、クロス集計レポー

トをグラフ レポートに変換します。 

1. [経費タイプ] と [支払タイプ] の列見出しを選択し、次にツールバーの 

[ピボットしてクロス集計を作成] をクリックします。 

2. ツールバーの [グラフ] をクリックします。  

3. [グラフ タイプ リスト] で [縦棒グラフ] が選択されていることを確認

し、 [標準] を選択します。 

4. [レポートに次を表示] から [グラフと表] を選択し、 [OK] をクリック

します。 

 

► レポートにプロンプトを追加する 

1. [航空運賃] の列見出しをクリックし、ツールバーの [フィルター]  

をクリックします。 

2. [レポート実行時に毎回プロンプト] のチェックボックスを選択し、 

[OK] をクリックします。 

3. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

4. レポートを実行します。  

5. 結果を確認し、レポートを 個人用フォルダ\Reports に [Practice: 

Simple List Report] という名前で保存します。 

 



 

  

実習 1 

 

シナリオ アメリカ地区の管理者が、あなたにある期間に支払われた承認金額が 2500 ドルを

超えるレポートを持つ従業員を特定する分析レポートの作成をしてもらいたいと考

えています。分析レポートには次の情報が含まれます：  

▪ 地域名  

▪ 従業員名 

▪ レポート名 

▪ 提出総額 

▪ 承認総額 

▪ 却下総額 

▪ レポート提出日  

▪ 支払日 

▪ 払戻処理の日数 

 

さらに、管理者はレポートを地域および従業員ごとにグループ化したいと考えてい

ます。レポートは、必要に応じて実行できるようになっている必要があります。[日

付] フィールドをすべて M/dd/yy 形式に、 [通貨] フィールドをすべて$0.00 形

式に揃える必要があります。注意： 計算結果を反映しているフィールドもありま

す。 

 

完了までの時間：約 20 分 

 

実習 1 の作業 1. リストレポートを作成し、適切なフィールドを分析レポートに追加する。 

2. 分析レポートに適切な計算を追加する。 

3. 分析レポートに表示形式を追加する。 

4. データをグループ化し、絞り込む。 

5. 分析レポートを実行し、個人フォルダに [Lab 1: Americas Monthly 

Report] として保存する。 



 

  

 

 



 

  

実習 1 の解答 

 

実習 1 の手順 ** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例です。シス

テムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その場合は、似た項目

を選択して課題を完了してください。 

1. リストレポートを作成し、適切なフィールドを分析レポートに追加する。 

1. Query Studio を起動します。 

2. [データ挿入] メニューで [経費] フォルダから次の項目を順番に追加し

ます： 

a. [従業員組織単位 2 – 名前] （次の場所にあります。経費\経費精算レ

ポート\レポート ヘッダーの情報\追加の従業員の詳細\) で地域を選択

します。 

b. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

c. レポート名 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

d. 請求総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額

（払戻通貨）) 

e. 承認総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報\金額

（払戻通貨）) 

f.  最終提出日 (経費\経費精算レポート\レポートの日付とステータス) 

g. 支払送信日 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

h. 支払ステータス (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報) 

3. 列見出し [従業員組織単位 2 – 名前] をダブル クリックし、[名前] フィ

ールドに [地方] とタイプしたら [OK] をクリックします。 

4. 次の列見出しにもステップ 3 を繰り返します：  

• 請求総額： 請求金額 

• 承認総額： 承認金額 

• 最終提出日：提出日 

• 支払送信日： 支払日 



 

  

 

 

2. 分析レポートに適切な計算を追加する。 

1. 列見出し [請求金額] と [承認金額] をクリックし、次に [計算] をク

リックします。 

2. 次のオプションを設定します: 

• 処理タイプ： 算術計算  

• 処理： -（差） 

次のページへ続く 



 

  

実習 1 の解答（続き） 

 

実習 1 の手順

(続き) 

3. [順番] の下から [請求金額 - 承認金額] を選択して [新しいアイテム名] 

フィールドに [却下された金額] とタイプし、 [挿入]  をクリ

ックします。 

4. 列見出し [提出日] と [支払日] を選択し、 [計算]  をクリックしま

す。 

5. 次のオプションを設定し、 [挿入]  をクリックします：  

• 処理： - （日単位の差） 

• 順番： 間の日数（支払日、提出日） 

• 新しいアイテム名： 処理にかかる日数 

 

 

次のページへ続く 



 

  

実習 1 の解答（続き） 

 

実習 1 の手順

(続き) 

► 3. 分析レポートに表示形式を追加する。 

1. 列見出し [請求金額]、 [承認金額] および [却下された金額] を選択し、 

[データを編集] メニューから [データ表示形式を設定] を選択します。 

2. 次のオプションを設定し、 [OK] をクリックします： 

• カテゴリー： 通貨 

• 通貨： デフォルトの通貨 

• 通貨の表示： 通貨記号 

• 小数点以下の桁数：2 

• スケール： なし 

• 負の符号： (123) 

• 桁区切り文字： はい 

3. 列見出し [提出日]、 [支払日] を選択し、 [データを編集] メニューから 

[データの表示形式を設定] を選択します。 

4. [カテゴリー] を [日付] に設定し、 [タイプ] リストから [03/08/19] 

を選択します。そして [OK] をクリックします。 

 

 

4. データをグループ化し、絞り込む。 

1. 列見出し [地方] と [従業員] を選択し、 [グループ化]   をクリック

します。 

2. 列見出し [地方] をクリックし、 [フィルター]  をクリックします。 



 

  

実習 1 の解答（続き） 

 

実習 1 の手順

(続き) 

3. [次の条件に一致するもののみを表示] セクションで、 [アメリカ] のチ

ェックボックスを選択し、 [OK] をクリックします。 

4. 列見出し [承認金額] をクリックし、次に [フィルター]  をクリック

します。 

5. [開始] フィールドに [2500] とタイプして [OK] をクリックします。 

6. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

7. 列見出し [支払日] をクリックし、次に [フィルター]  をクリックし

ます。 

8. [レポート実行時に毎回プロンプト] のチェックボックスを選択し、 

[OK] をクリックします。 

9. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

10. 列見出し [支払ステータス] をクリックし、次に [フィルター]  を

クリックします。 

11. [次の条件に一致するもののみを表示] セクションで、 [支払済] のチェ

ックボックスを選択し、 [OK] をクリックします。 

12. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリッ

クします。 

13. 列見出し [支払ステータス] をクリックし、次に [削除]  をクリッ

クします。 

14. [削除] ダイアログボックスで、 [支払ステータス： 支払済] チェック

ボックスをオフにし、 [OK] をクリックします。 

15. [レイアウト変更] メニューで [タイトルの領域を編集] をクリックしま



 

  

す。 

16. [タイトル] フィールドで [アメリカ月間レポート] とタイプし、 [フィ

ルターを表示]、  [ソートの情報を表示] および [消去を表示] のチェッ

クボックスをオフにして [OK] をクリックします。 

 

次のページへ続く 



 

  

実習 1 の解答（続き） 

 

実習 1 の手順

(続き) 

5. 分析レポートを実行し、個人フォルダに [Lab 1: US 月間レポート] として

保存する。 

1. [すべてのデータを使用して実行して再プロンプト]  をクリックしま

す。  

2. [保存] をクリックし、 [名前] フィールドに [Lab1： アメリカ月間レポ

ート] とタイプして [OK] をクリックします。 

 



 

  

実習 2 

 

シナリオ その月にコーポレート カードに対して請求された承認済みの私的出費を確

認するための詳細レポートを部門マネージャーが必要としています。その部

門の各従業員に対して次の詳細情報がレポートに含まれている必要がありま

す： 

 

▪ 従業員名 

▪ 部門に対するコード 

▪ 個人のクレジット カード 

▪ 私用総額 

▪ 支払タイプ 

▪ 入力の承認金額 

 

実習 2 の作業 ► 1. リストレポートを作成し、適切なフィールドを分析レポートに追

加する。 

► 2. [従業員組織 3 - 部門に対するコード] の名前を変更する。 

► 3. 適切なフィルターを適用する。 

► 4. 個人フォルダに [Lab 2: 私的費用月間レポート] とファイル名

をつけ、保存する。 

 



 

  

実習 2 の解答 

 

実習 2 の手順 ** 次の課題で データ ウェアハウス から選択する項目はあくまで例で

す。システムに同じカスタム フィールドがあるとは限りません。その

場合は、似た項目を選択して課題を完了してください。 

1. リストレポートを作成し、適切なフィールドを分析レポートに追加

する。 

1. Query Studio を起動します。 

2. [データ挿入] メニューで [経費] フォルダから次の項目を順番に

追加します： 

a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

b. 従業員組織単位 3 - コード  (経費\経費精算レポート\レポー

トヘッダーの情報\追加の従業員詳細) で部を選択 

c. 私有 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

d. 私用総額 (経費\経費精算レポート\レポートヘッダーの情報

\金額（払戻通貨）) 

e. 支払タイプ (経費\経費精算レポート\入力情報) 

f. 入力の承認金額 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

 

  

 

2. [従業員組織 3 - 部門に対するコード] の名前を変更する。 



 

  

1. 列見出し [従業員組織単位 3 - コード] をダブル クリックして 

[名前] フィールドに [部門] と入力し、[OK] をクリックしま

す。 

 

次のページへ続く 



 

  

実習 2 の解答（続き） 

 

実習 2 の手順

(続き) 

3.適切なフィルターを適用する。 

1. 列見出し [支払タイプ] をクリックし、次に [フィルター]  

をクリックします。 

2. [条件] リストから [IBCP 法人カード] および [IBIP 法人カー

ド] を選択し、[OK] をクリックします。 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート入力フィルター にあ

る定義済みの [私的入力のみ] フィルターを適用します。 

4. [フィルターを組み合わせる] ダイアログ ボックスで、 [OK] を

クリックします。 

 

4. 個人フォルダに [Lab 2: 私的費用月間レポート] とファイル名をつ

け、保存する。 

1. レポート タイトルをクリックし、[タイトル] フィールドに [月

間私的出費] とタイプします。 

2. [フィルターを表示]、 [ソートの情報を表示]、および [消去を

表示] のチェックボックスをオフにします。 

3. [OK] をクリックします。 

4. 個人フォルダに [Lab 2: 私的費用月間レポート] として保存し

ます。 

 

 



 

  

付録 A： Cognos Connection のアイコンおよびボタン 

 

名前 アイコン/ボ

タン 

説明 

挿入 
 

[利用可能な入力] エリアから [選択済の入力] エ

リアに項目を追加します。 

挿入 
 

[順番] 画面でこのボタンを使うと、 [デフォルト

の順番で表示] エリアから [先頭に表示] エリア

に項目が追加されます。  

すべて追加 
 

[順番] 画面でこのボタンを使うと、 [デフォルト

の順番で表示] エリアから [先頭に表示] エリア

にすべての項目が追加されます。 

お気に入りに

追加 

 
選択した項目を使用中のブラウザのお気に入りリ

ストに追加します。 

戻る 
 

前のウィザード ステップに戻ります。 

キャンセル 
 

ウィザードをキャンセルします。 

コピー 
 

選択した項目をクリップボードにコピーします。 

レポート・ビ

ューを作成 

 
選択したレポートのレポート・ビューを作成する

のに使用します。 

ショートカッ

トを作成 

 
選択した項目のショートカットを作成します。 

切り取り 
 

選択した項目を切り取ってクリップボードにコピ

ーします。 

削除 
 

選択した項目を削除します。 

詳細表示 
 

Cognos Connection から詳細表示に切り替えま

す。 

終了 
 

進行中のウィザードを完了させます。 

ホーム 
 

Cognos Connection ホーム ページへ移動しま

す。 



 

  

個人用領域 
 

[個人用監視アイテム] の項目、 [個人用設定]、 

[個人用アクティビティ]、 [スケジュール] へア

クセスできます。 

リスト表示 
 

Cognos Connection からリスト表示に切り替え

ます。 

移動 
 

現在の項目を他の場所へ移します。切り取り＆貼

り付けと同じです。 

フォルダーの

新規作成 

 
Cognos Connection に新しいフォルダを作成し

ます。 

ジョブの新規

作成 

 
Cognos Connection に新しいジョブを作成しま

す。 

ページの新規

作成 

 
Cognos Connection に新しいページを作成しま

す。 

URL の新規作

成 

 
Cognos Connection に新しい URL を作成しま

す。 

次へ 
 

現在のステップを完了してウィザードの次のステ

ップに進みます。 

OK 
 

現在の設定を保存してウィンドウを閉じます。 
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付録 A：Cognos Connection のアイコンおよびボタン 

続き 

  

名前 アイコン/ボ

タン 

説明 

Query Studio 

で開く 

 
選択した項目を Query Studio で開きます。 

Report Studio 

で開く 

 
選択した項目を Report Studio で開きます。 

順番 
 

フォルダやフォルダ内の項目を並べ替えるのに使

用します。 

貼り付け 
 

クリップボードから項目を現在の場所に貼り付け

ます。 

更新 
 

Cognos Connection のコンテンツを更新しま

す。 

削除 
 

順番の画面でこのボタンを使用すると [先頭に表

示] エリアから項目が削除されます。 

すべて削除 
 

順番の画面でこのボタンを使用すると [先頭に表

示] エリアからすべての項目が削除されます。 

オプションを

使って実行 

 
レポートの実行、および表示形式や言語、出力オ

プションの指定ができます。 

スケジュール 
 

選択したレポートを自動的に実行するスケジュー

ルを作成します。 

検索（検索画

面） 

 
検索画面で検索または高度な検索を実行します。 

検索（ツール

バー） 

 
Cognos Connection からのシンプルな検索を実

行します。 

プロパティー

設定（アクシ

ョン列） 

 
特定の項目のプロパティーを設定するのに使用し

ます。 



 

  

プロパティー

設定（ツール

バー） 

 
現在のフォルダのプロパティーを設定するのに使

用します。 

タブ メニュー 
 

Cognos Connection 表示で使用可能なタブを制

御します。 

CSV 形式で表

示 

 
現在のレポートを CSV 形式で表示します。 

Excel 2000 形

式で表示 

 
現在のレポートを Excel 2000 形式で表示しま

す。 

Excel 2002 形

式で表示 

 
現在のレポートを Excel 2002 形式で表示しま

す。 

Excel 2002 シ

ングル シート

形式で表示 

 
現在のレポートを Excel 2000 シングルシート形

式で表示します。 

HTML 形式で

表示 

 
現在のレポートを HTML 形式で表示します。 

PDF 形式で表

示 

 
現在のレポートを PDF 形式で表示します。 

XML 形式で表

示 

 
現在のレポートを XML 形式で表示します。 

 



 

  

付録 B：Query Studio のアイコンおよびボタン 

 

名前 アイコン/ボ

タン 

説明 

背景色 
 

選択したセルの背景色を変更します。 

太字 
 

選択したセルのフォントを太字に変更します。 

計算 
 

計算フィールドを作成します。 

罫線のスタイ

ルを変更 

 
現在の表の罫線のスタイルを変更します。 

フォントのス

タイルの変更 

 
選択したセルのフォントを変更します。 

グラフ 
 

現在のリスト レポートをグラフ レポートに変更

します。 

グループを省

略 

 
上位レベルのサマリーを比較しやすいよう、レポ

ートを省略して表示します。 

セクションを

作成 

 
現在のリスト レポートを複数のセクションに分

割します。 

切り取り 
 

選択したセルをクリップボードにコピーします。 

条件付きスタ

イルを定義 

 
現在選択しているデータの条件付きスタイルを定

義します。 

削除 
 

現在選択している項目を削除します。 

グループを展

開 

 
省略されているグループを展開表示します。[グ

ループを省略] ボタンを参照してください。 

フィルター 
 

現在選択している列にフィルターを適用します。 

フォントの色 
 

現在選択しているセルのフォントの色を変更しま

す。 

データの表示

形式を設定 

 
現在選択しているセルのデータの表示形式を設定

します。 

グループ化 
 

現在選択しているセルのデータをグループ化しま

す。重複するデータ項目を除外します。 



 

  

斜体 
 

選択したセルのフォントを斜体に変更します。 

新規レポート 
 

Query Studio で新規レポートを作成します。 

貼り付け 
 

クリップボードのコンテンツを貼り付けます。 

ピボット 
 

リスト レポートをクロス集計レポートに変換し

ます。 

データのサブ

セットを使用

してプレビュ

ー 

 
データの部分集合を記載したレポートのプレビュ

ーをします。大きなレポートを作成するときのパ

フォーマンスを改善します。 

データを使用

せずにプレビ

ュー 

 
データがないレポートをプレビューします。大き

なレポートを作成するときのパフォーマンスを改

善します。 

やり直し 
 

1 つ前のアクションをやり直します。 

実行 
 

現在のレポートを実行します。 

保存 
 

現在のレポートを保存します。 
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付録 B：Query Studio のアイコンおよびボタン 続き 

  

名前 アイコン/ボ

タン 

説明 

別名で保存 
 

現在のレポートを新しい名前で、または別の場所

に保存します。 

ソート 
 

選択した列を昇順または降順に並べ替えます。 

集計 
 

グループ レポートの小計を削除、または集計表

示オプションを変更します。 

行と列の入れ

替え 

 
クロス集計またはグラフ レポートの行と列の定

義を入れ替えます。 

文字の配置 
 

セル内のテキスト位置を変更します。 

下線 
 

選択したセルのデータに下線を適用します。 

元に戻す 
 

1 つ前のアクションを取り消します。 

グループ化を

解除 

 
レポート内のグループ化された現在の列を解除し

ます。 

 



 

  

付録 C: Standard Reports フォルダ 

 

Standard 

Reports フォル

ダについて 

Standard Reports フォルダには、その機能によってグループ分けした複数

のサブ フォルダが含まれています。サブ フォルダについての詳細は以下の

通りです。 

フォルダ ユーザー 説明 

Accrual • 会計  

• 管理者、承認者、およ

びその他予算を管理す

るユーザー 

負債残高や潜在的な将来の現金需

要などの財務データを可視化する

には、 Accrual レポートを使用し

てください。  

Administratio

n 

• 買掛 

• Concur 管理者 

• プロジェクトの出資者 

• 会計 

• 出張管理者 

Concur からの支払請求を追跡す

ることによって実装を管理するに

は、 Administration レポートを

使用してください。

Administration レポートは、正し

いロールをユーザーに一致させる

のにも役立ちます。それによって

ユーザーは自分の仕事を効果的に

行うことができます。 

Audit • Concur 管理者 提出されたレポートの効率を最大

化するには Audit レポートを使用

してください。どのユーザーが監

査されているか、また、何を行う

ことができるか、およびその理由

を追跡して効率を高めます。 

Compliance • 監査担当者 

• 出張管理者 

• 会計  

• Concur 管理者 

航空運賃のアドプションや宿泊費

などの出張のコンプライアンスを

追跡するには、 Compliance レポ

ートを使用してください。従業員

がコンプライアンスを守っている

かどうかを迅速に監視します。 



 

  

Expense 

Processing 

• 会計  

• 承認者 

提出された経費精算レポートの傾

向を割り出すには、 Expense 

Processing レポートを使用しま

す。実用的な意思決定を行うた

め、簡単にデータをグループ化す

ることができます。たとえば、支

払タイプごとの経費集計の見直し

などに使用します。 

会計 • 会計 金銭を監視するには、 Finance レ

ポートを使用してください。出張

コスト全体、および金額がどこに

使われているかを追跡します。 

支払請求 • 買掛 納入業者に対して使用した金額を

分析する、および請求書の全体的

なプロセスを追跡するには、 

Invoice レポートを使用してくだ

さい。 

次のページへ続く 



 

  

付録 C: Standard Reports フォルダ、続き 

  

Standard Reports フォルダについて(続き) 

 

Spending • 会計 

• 管理者 

• Concur 管理者 

会社幹部向けの概要報告には、 

Spending レポートを使用してく

ださい。さまざまな評価基準で支

出全体を確認することができま

す。 

Trips • 出張管理者 リアルタイムの出張データを見直

すには、 Trips レポートを使用し

てください。出張データは日々の

責任を効果的に管理するために使

用します。 

Vendor • 会計  

• 出張管理者 

納入業者との関係を管理するに

は、  Vendor レポートを使用して

ください。Vendor レポートは、

納入レートの有利な交渉に役立つ

情報を提供します。 

 


