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レッスン: Concur のレポートおよび分析ソリューションの概要 

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 100%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できる 

• 分析レポートのユーザーの役割の違いを理解する 

• Concur 分析レポート ツールを定義できる 

• Concur データ ウェア ハウスの目的を説明できる 

• 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できる 

 

Concur の分析レポート ソリューション  

Concur の分析レポートは「オン デマンド」のホスト型レポートおよび分析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統合されているため、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 ツールを使って詳細で即使用可能なレポート

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することが可能です。 

 

Concur の分析レポート サービスは、下記の 2 種類があります: 

• Analysis -  Concur ソリューションで提供される基本サービスです。 

• Business Intelligence - 追加費用にて提供可能なプレミアムサービスです。 

 

Analysis および Business Intelligence へのシームレスなアクセスや使用を可能にする主要機能は以下です： 

• 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所有権を付与します。 

• 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 
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• 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 に対応付

け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 ソリューシ

ョン 

説明 

Analysis Analysis は Concur ソリューションに含まれる、「オン デマンド」のホス

ト型分析レポートサービスです。Analysis の利用には、コンピュータやブ

ラウザ以外のハードウェアは必要なく、また、会社がソフトウェアやデータ

を提供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であれば、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、即

席のクエリーを作成するためのデータへ移動します。 

Business Intelligence 

（ビジネス インテリジェン

ス） 

Business Intelligence は Concur のレポートおよび分析のプレミアムサ

ービスで、追加費用にて提供可能です。このオプション サービスは、組み

込み済の最良のレポートを含んでいます。また、 Report Authoring を使用

して会社独自のレポートを組むことができる高度な機能も提供しています。

Business Intelligence サービスを使用すると、全従業員の出張や経費のデ

ータを詳細に可視化することができます。 

 

ユーザーの役割の種類 

会社は分析レポートへのアクセス権を、必要なユーザー分付与することができます。Analysis へのアクセス権が

必要なユーザーには、特定の役割を付与する必要があります。付与された役割によって、ユーザーが利用できる

データや機能が決まります。  

下表は、各役割の説明です： 
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ユーザーの役割 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、 Analysis 提供のものより複雑なレポートにアクセスする必要がない監

査人や分析者の役割です。 

ビジネス オーサー 下記の Analysis 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 

下記の Business Intelligence の機能へアクセスできます： 

• Report Authoring - 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。その他のユーザーの役割は購入することができます（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）。 
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Concur 分析レポート ツールでできること 

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＆ドロップによって即席のクエリーを

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 Authoring - 

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 は分析レポート データベース（データ モデル）の組織構造です。Concur データ 

ウェアハウスは、経費、支払請求、出張、会議、および構成の上位 5 レベルのカテゴリーでレポート データを

構成しています。各製品のさまざまな機能によって、データは各カテゴリー内で論理的に分析されグループ化さ

れます。 

 

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。 
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Concur データ ウェアハウス フォルダ 

Concur データ ウェアハウスの 5 つのフォルダには以下の表のデータが含まれます。 

 

Concur データ ウェアハ

ウス フォルダ 

説明 

経費 
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Concur データ ウェアハ

ウス フォルダ 

説明 

支払請求 

 

Travel 
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会議費 

 

構成 
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概念フィールド 

現在、概念フィールドは Standard 版のお客様にはご利用いただけません。 

 

概念フィールドは、多くのビジネスに共通の 9 つの主要「概念」のうちの 1 つに組織単位とカスタム フィール

ドを対応付けます。9 つの概念は以下のように分類されます: 

• 部門 

• 部 

• ビジネス ユニット 

• コスト センター 

• プロジェクト 

• 会社 

• CRM オポチュニティ 

• CRM アカウント 

• CRM イベント 

 

概念が特定の組織単位やカスタム フィールドに対応付けられると、データ ウェアハウスの経費アーカイブが分

析レポートのデータベースにその情報を追加します。そうして同じ概念が 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、これらの概念を利用して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

を対応付けします。対応付け完了後 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。 

 

概念は必要に応じて再度対応付けして、ビジネス ニーズに合わせることもできます。 

 

モデル内で概念フィールドを使用する 
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概念フィールドを使用すると、概念を選択するだけで各概念をレポートに追加することができます。例えば、レ

ポート ヘッダー レベルにビジネス ユニットの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 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。 

場所 概念フィールド 

経費フォルダ 概念フィールドは経費フォルダ内の以下 4 カ所にあります。 

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

念フィールド] 

• [経費] ＞ [経費精算レポート] ＞ [エントリ情報] ＞ [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 概念フィールドは支払請求フォルダ内の以下 4 カ所にあります。 

• [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] 
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定義済のフィルターとは 

Concur データ ウェアハウス にはいくつか定義済のフィルターがあります。フィルターは[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 エントリ フィルター] の 2 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] は経費精算レポート ヘッダーレベルの情報をもとに経費データをフィ

ルターします。[一般的なレポート エントリ フィルター] はエントリ レベルのデータをもとに経費データをフィ

ルターします。 

 

下表は日付に関連した 2 つのフィルターの説明です。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。 
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一般的なレポート ヘッ

ダー フィルター 

[今日] - 現在の日付でプロセス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。 

[前日] - 前日にプロセス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。 

[先月] - 前月にプロセス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。例えば、分析レポートが 5 月に実行され

た場合は、4 月にプロセス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] - 前年にプロセス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。例えば、分析レポートが 2014 年に実行

された場合は、2013 年にプロセス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。 

[最後の 30 日] – 過去 30 日にプロセス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

プロセス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。例えば、分析レポートが 5 月に実行された場合は、5 月

中にプロセス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)] -  現在の四半期にプロセス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。例えば、分析レ

ポートが第二四半期に実行された場合は、第二四半期中にプロセスされ

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）]  - 今年プロセス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。例えば、分析レポートが

2014 年に実行された場合は、2013 年中にプロセスされたすべての経

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。 

[会計 MTD (月累計)] – 現在の会計月にプロセス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。例えば、分析レ

ポートが 5 月に実行された場合は、5 月中にプロセスされたすべての経
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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。この項目を

使用するには、会社の会計カレンダーをの環境設定をしておく必要があ

ります。 

[会計 QTD （四半期累計）] – 現在の会計四半期にプロセスされたすべ

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。例え

ば、分析レポートが第二四半期に実行された場合は、第二四半期中にプ

ロセス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。この項目を使用するには、会社の会計カレンダーの環境設

定をしておく必要があります。 

[会計 YTD （年累計）] - 今年プロセス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。例えば、分析レポートが

2014 年度に実行された場合は、2014 年度中にプロセスされたすべて

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。この項

目を使用するには、会社の会計カレンダーの環境設定をしておく必要が

あります。 

[提出済のレポートを除外] – 作成済だがまだ提出されていない経費精算

レポートのみを結果として返します。 

[未提出のレポートを除外] – 提出済の経費精算レポートのみを結果とし

て返します。支払済のレポートを含め、ワークフローのすべてのステッ

プのレポートが含まれます。 

[未払のレポートを除外] – 支払済の経費精算レポートのみを結果として

返します。 

[ワークフロー プロセス完了] - 完了済の直近のワークフロー プロセス

のすべての経費精算レポートを結果として返します。これは支払済のす

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ような

ものです。 

[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。 

[領収書を受領済] - 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。環境設定によっては、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。  
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[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。 

[領収書イメージあり] - 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。 

[代理によって提出されたレポート] - 代理によって提出されたすべての

経費精算レポートを結果として返します。 

[代理によって承認されたレポート] - 代理によって承認されたすべての

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 エン

トリ フィルター 

[親経費を除外] - 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。 

[私的エントリを除外] - 私的経費としてのフラグがついていないすべて

の経費エントリを結果として返します。 

[同席者エントリのみ] - 同席者がある経費エントリのみを結果として返

します。 

[私的エントリのみ] - 私的経費としてのフラグがついている経費エント

リのみを結果として返します。 

[出張手当エントリのみ] - 出張手当としてマークされた経費エントリの

みを結果として返します。 

[付加価値税エントリのみ] - 付加価値税のある経費エントリのみを結果

として返します。 

[国内エントリのみ] - エントリ 時に選択された都市が国内と考えられ

る経費エントリのみを結果として返します。 

[外国エントリのみ] - エントリ 時に選択された都市が国外と考えられ

る経費エントリのみを結果として返します。 
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定義済のフィルターを使って親経費または明細を除外する 

データベースでは、すべての取引に取引タイプ フラグのマークが付きます。このフラグが示す取引は次のとおり

です： 

[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）] - 親取引の明細にあたるすべての取引（例： 宿泊税やホテルの電話料金） 

 

分析レポートを作成すると、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、意図せず明細

エントリを 2 倍に水増ししてしまうことに繋がります。 

 

例:  

合計 360 ドルのホテル取引があったとします。このエントリ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、ミニバー/映画を 10 ドルにします。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。 
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状況設定 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。そ

のため、実際にはホテルの金額が 200 ドルであるにも関わらず、400 ドルであるかのように水増ししてしまう

ことに繋がります。  

 

ホテル: 360 ドル → 親取引 

室料: 150 ドル → 1 泊目の室料 

宿泊税: 25 ドル → 1 泊目の宿泊税 

           室料: 150 ドル → 2 泊目の室料 

    宿泊税: 25 ドル → 2 泊目の宿泊税 

           ミニバー/映画: 10 ドル →  

 

状況設定 2 [親経費を除外] - 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るため、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。 

 

室料: 150 ドル → 1 泊目の室料 

宿泊税: 25 ドル → 1 泊目の宿泊税 

           室料: 150 ドル → 2 泊目の室料 

    宿泊税: 25 ドル → 2 泊目の宿泊税 

           ミニバー/映画: 10 ドル →  

状況設定 3 [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表示されません。 

 

ホテル: 360 ドル → 親取引 

 

分析レポートを作成する際は、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。 
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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対応付けすることにより、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。 

 

会計月を暦月に対応付けすると、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

の経費エントリ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。組み込み済の [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 

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の 2 つの方法によってデータ 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

レポートの役割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。 

 

現時点では、分析レポート階層は、Standard 版のお客様にはご利用いただけません。 

 

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

ネージャー）が使用されます。どの従業員のプロファイルにも、 BI マネージャーを割り当てることができま

す。他のユーザーの BI マネージャー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 マネージ

ャーに Cognos の役割を付与する必要はありません。BI マネージャー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。 

 

下図では、ユーザー A がユーザー B、C、および D の経費承認者で、ユーザー D がユーザー E および F の経

費承認者です。ユーザーの経費承認者が BI マネージャーでもあ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。 
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先述のとおり、どのユーザーにも BI マネージャーを割り当てることが可能です。例えば、下図でユーザー C が

ユーザー D の BI マネージャー、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。 

 

 

Standard 版では、ユーザーの BI マネージャーと承認者は常に同じとなります。Professional および Premium 

版では、BI マネージャーはユーザーの承認者と別に設定できます。詳しくは下記をご参照ください。 

 

従業員管理者は BI マネージャー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 プロセスを使うこ

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 マネージャーに

なります。 

 

あるユーザーが BI マネージャーであり、このユーザーに Cognos 役割を割り当てた場合、BI マネージャーの

データアクセスは Congnos の役割に付与されるデータ アクセスで上書きされます。 

 

分析レポート階層の仕組み 

 

現在、分析レポート階層は Standard 版のお客様にはご利用いただけません。 

 

下図は分析レポート階層の仕組みを説明しています。例えば、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 
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• 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

層も変更になります。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。 
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レッスン: Cognos Connection の概要 

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。  

• Cognos の各役割に利用可能なアクセスを定義する。 

• 標準分析レポートの場所を把握する。 

• 標準分析レポートを修正する。 

• フォルダおよびフォルダへのショートカットを作成する。 

• レポート プロパティーを設定する。 

• エントリの無効化と削除をする。 

• エントリの検索をする。 

• Cognos Connection を好みに合わせて変更する。 

• レポートを実行する。 

• ジョブの作成およびジョブ プロパティーを設定する。 

• レポート ビューアを使用する。 

• レポート ビューの作成をする。 

 

Cognos Connection とは 

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 を使用してできること： 

• 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をフォルダに格納 

• Query Studio にアクセスしレポートの作成および編集 
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Cognos Connection を開始する方法  その他 

• 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。 
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Cognos の各役割に与えられるアクセス権 

下表は Cognos 各役割の詳細と担当する業務を説明しています。 

役割 担当業務 ツール 

コンシューマー • 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） 

• オーサーが作成した分析レポートの

送信 

Cognos Connection 

ビジネス オーサー • 任意の分析レポートを作成 

• 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） 

• オーサーが作成した分析レポートの

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 

• 即席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 Authoring 

 

フォルダの作成方法 

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やアクセスをしてよい項目の

み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。 
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個人用フォルダの下にフォルダを作成する方法  その他 

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。 

 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。   

 

別のフォルダにエントリをコピーする方法  その他 

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。 

  

3. [コピー]  アイコンをクリックします。   

4. コピー先の場所を開きます。   

5. [貼り付け]  アイコンをクリックします。   

 

標準分析レポートの検索  

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。  
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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。Business Intelligence には、同じセクションに [Intelligence – 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された複数のサブ フォルダが含まれています。

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 - Report 

Catalog]。 
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標準分析レポートの修正方法 

標準分析レポートのリストには、レポート作成に使用したツールを示すアイコンが表示されています。これによ

り、ソリューションと Cognos の役割をもとにして、分析レポートを編集できる（閲覧できる）かどうか判断す

ることができます。 

 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ています。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 Authoring 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方法  その他 

1. [共有フォルダ] タブで [Analysis / 

Intelligence - 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]  アイコンをクリックします。   

5. [個人用フォルダ] タブをクリックします。   

6. [貼り付け]  アイコンをクリックします。   

7. [操作] の列で Query Studio  または 

Report Authoring  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。   
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ショートカットの作成方法  

ショートカットを使って、よく使用する情報を整理しておくことができます。例えば、 [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も作成可能です。例えば、為替レートなどの役立つ Web サイトや、有効なプロジェク

ト コードのリスト、現在の承認権限者の割り当てなど、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 エントリ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 アイコンはリンク切れの表示に変わります。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。 

既存の分析レポートへのショートカットを作成

する方法 

 その他 

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。 

 [説明] や [画面のヒント] を任意で入力することも

可能です。 

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] 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。   
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Web リンクへのショートカットを作成する方

法 

 その他 

1. リンクしたい場所へ移動します。   

2. [URL の新規作成]  アイコンをクリック

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。 

 [説明] や [画面のヒント] を任意で入力することも

可能です。 

5. 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。 

6. [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  

プロパティーを編集することによって、項目の表示方法と挙動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。例えば、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は次の通りです：  

• 全般  

• レポート 

• アクセス許可 
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下表は「全般」タブの説明です。これらの設定を変更することができるのは、レポートの所有者のみです。 
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全般 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 [不明] 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 選択時、書き込みのアクセス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、エントリーの横

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、パッケージ、ページ、フォルダ、ジョブその他を非表示にし

たい場合は、このプロパテーを選択します。不用意に使用されないため、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。非表示のエント

リーは、他のエントリーからアクセス可能です。例えば、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。 

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 上で表示する際の言語で、データの表示言

語ではありません。 

名前 選択した言語でのエントリー名です。  

画面のヒント 任意のエントリーの説明です。ポータルでエントリのアイコン上にマウスポ

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。 

説明 任意のエントリ説明です。ポータルでエントリーのアイコン上にマウスポイ

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
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まで入力することができます。 

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 [使用不可] と表示されます。  
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下表は「クエリー」または「レポート」のプロパティーを説明しています。 

全般のプロパティー 説明 

デフォルトの操作 分析レポートの実行時の既定の操作です。 

デフォルト値をオーバーライ

ド 

個人用設定で選択したオプションまたは分析レポートの作成時に選択したオ

プションで上書きする方法です。  

形式 分析レポートを実行するときに使用する既定の形式、方向、および用紙サイ

ズです。[デフォルト値をオーバーライド] を選択した場合にのみ、表示され

ます。 

アクセスの容易さ アクセスの容易さに配慮したレポート出力を作成するかを指定します。サポ

ートを有効にすると、スクリーン リーダーで読み上げ可能なレポート出力を

作成できます。 

言語 分析レポートを実行するときに使用する、レポート データの既定の言語で

す。[デフォルト値をオーバーライド を選択した場合のみ表示されます。 

プロンプト値 レポートを実行する際、データのフィルターに使用する値です。 

HTML レポートにおける 

Web 1 ページあたりの行数 

分析レポート、パッケージ、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。不用意に使用されないため、

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。非表示のエン

トリーは、他のエントリからアクセス可能です。例えば、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。 

 

このプロパティーでは、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、エントリーに明確に設定された権限に

よって上書きすることができます。自分が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 プロパティーを設定する方法  その他 

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]  アイコンをクリックします。 

  

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。 
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3. [OK] をクリックします。   

 

エントリーの無効化と削除 

フォルダやエントリーを無効化する前に次の点に気を付けてください: 

• 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化されます。 

• 項目を無効化すると、ショートカットアイコンもすべて無効を示すのものに変わります。  

• エントリーを削除する前に次の点に気を付けてください: 

• エントリーを削除すると、完全にポータルから削除されます。 

• 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方法  その他 

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。   

 

エントリーを削除する方法  その他 

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]  アイコンをクリックします。   

4. 確認のダイアログ ボックスで [OK] をクリ

ックします。 
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エントリーを検索する方法 

 

エントリーを検索する方法  その他 

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）ボタンをクリックします。 
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Cognos Connection のカスタマイズ方法  

個人用設定を変更すると、ポータルのデータをお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。変更は現在のセッション

から即反映されます。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。個人用設定のタブは次の

3 つがあります（[全般]、[個人用]、および [ポータル・タブ]）。 
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全般タブの設定 説明 

リスト表示におけるエントリ

ーの数 

スクロールバーなしで表示できる最大行数。スクロールバーの表示が許可さ

れた行数に至ると表示されます。 

リスト表示の区切り [区切りなし] [グリッド線] または [代替背景を使用] 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、 Internet 

Explorer を使用している場合のみ利用できます。 

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。 

起動時に 「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] ページの表示/非表示を決定し

ます。 

非表示のエントリーを表示 この設定を使用して、非表示のエントリーを表示するか削除するかを指定し

ます。このチェック ボックスを選択すると、非表示のエントリーが表示され

たままになりますが、アイコンは表示が薄くなります。チェック ボックスか

らチェックを外すと、非表示のエントリーの表示がなくなります。   

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を選択しま

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。 

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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ポータル・タブの設定 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されていれば、それらも表示されます。 

ここに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  このメールアドレスに、変更可能な新バージョンについて通知するアラート

が送られます。  

資格情報 ご自身の資格情報を使って、他のユーザーやグループ、役割に分析レポート

を実行させます。 

グループと役割 ご自身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 ご自身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] の設定で、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取権限がある時

のみ表示されます。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。 

 

 

個人用タブの設定  その他 

1. Cognos Connection の画面右上の [個人

用領域のオプション]  アイコンをクリッ

クし、[個人用設定] を選択します。 

  

2. 適切な個人用設定を設定します。   

3. [OK] をクリックします。   
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ページの作成方法 

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。様々な種類のコンテンツを選び、

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。 

 

全般設定 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 特定のフィルター文字列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、サイトの集計を標準 XML フォーマットで提供してい

る指定 URL 

 

 

ページの作成方法   その他 

1. [ページの新規作成]  アイコンをクリック

します。 

 右上のツール バーの[起動] ドロップ ダウン内にあ

ります。 

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」 と入力します。 

3. リストされた [場所] が正しいかどうか確認

します。 

 [個人用フォルダを選択する] 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. [次へ] をクリックします。   

5. [列数] で適切なオプションを選択します。  2 つの列を選択します。 

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。 
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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

スを選択して [追加]  ボタンを

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. [最初へ]  [上へ]  [下へ]  [最後へ] 

 を使って列の中の項目の順序を変更しま

す。 

  

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]  

を使って項目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

クボックスを選択し、[終了] をクリックし

ます。 

  

17. [IBM Cognos Viewer] のエリアで、 [編

集]  アイコンをクリックします。 
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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、[共有フォルダ]＞[Standard 

Reports]＞[Administration]＞[Employee 

Roles] に移動します。 

21. レポートの動作や形式を変更するには、[チ

ャンネル] セクションの [レポート プロパテ

ィー] を使用します。 

 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。 

 このページの各セクションに、別の種類のレポート

を追加します。 

 

既存のページを削除する方法  その他 

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] 

 アイコンをクリックし、[このタブを削

除] を選択します。 
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練習: Cognos Connection の操作 

Cognos Connection を使用すると、スケジュール管理や個人用設定、ログオフ、ヘルプへのアクセスができる

ます。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 ペーストや、 Cognos Connection ツー

ルバー を使用して項目の検索もできるます。  

ここでは、以下の練習をします： 

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

• 全般設定の個人用設定を修正する 

• 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 

練習終了までの時間: 15 分 

 

Cognos Connection のユーザー インターフ

ェイスの操作 

 その他 

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/Intelligence - Standard 

Reports] をクリックします。  

 このフォルダには、 Concur をご使用のすべてのお

客様に共通の Concur 作成の分析レポートが入って

います。このフォルダ内にアイテムの保存はできま

せんが、中の項目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。   
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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。 

 

全般の個人用設定を修正する  その他 

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]  アイ

コンをクリックし、[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。 

  

4. [OK] をクリックします。   

5. [共有フォルダ] をクリックし、

[Analysis/Intelligence - Standard 

Reports] フォルダをクリックします。  

 ポータルに [全般] のタブ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  その他 

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 [ポータル] エリアで、[デフ

ォルトの表示] に [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 [使用する言語を選択] をクリッ

クし、 その下のドロップダウン メニューか

ら [ドイツ語] を選択します。 
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4. [タイム・ゾーン] セクションで [使用する

タイム ゾーンを選択] をクリックし、その

下のドロップダウン 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ーを作成する  その他 

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]  アイコン

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 [レポート] と入力しま   
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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] と入力します。 

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。 

 

URL リンクを作成する  その他 

1. [レポート]] 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]  アイコ

ンをクリックします。  

  

3. [URL の新規作成] ウィザードの [名前] フ

ィールドで [Concur 企業サイト] と入力

し、 [説明] と [画面のヒント] のフィール

ドに [Cocur の Web サイト] と入力しま

す。 

  

4. [URL] フィールドに 

[http://www.concur.com] と入力して 

[終了] をクリックします。 

 URL が [レポート] フォルダに追加されました。 

5. [Concur 企業サイト] 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  その他 

1. Cognos Connection で [共有フォルダ] タ

ブをクリックし、次に 

[Analysis/Intelligence - 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
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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. [レポート] 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 [レポート] サブ

フォルダに追加されました。フォルダ名の横にショ

ートカット アイコンができました。 

 

フォルダの個人用設定を修正する  その他 

1. [レポート] 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. [プロパティをー設定] ページの [全般] タブ

で、 [名前] フィールドに [Annual 

General Meeting Reports] と入力し、 

[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。 
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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

方法 

 その他 

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]  アイコンをクリッ

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。 

  

 

詳細オプションを指定して分析レポートを実行

する方法 

 その他 

1. 実行したい分析レポートがある場所まで移

動します。 
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詳細オプションを指定して分析レポートを実行

する方法 

 その他 

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]  アイコンをクリッ

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。 

  

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。 

  

 

分析レポートをメール送信する方法  その他 

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]  アイコンをクリッ

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。 
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分析レポートをメール送信する方法  その他 

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。 
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ジョブの作成方法  

 

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

プは一度にすべて同時に実行することも、順に実行することもできます。順送りに実行する方がパフォーマンス

の観点からはお勧めです。 

ジョブの作成方法  その他 

1. [ジョブの新規作成]  アイコンをクリッ

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   
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ジョブの作成方法  その他 

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

ジョブに加えたい分析レポートを選択しま

す。 

  

7. [追加]  ボタンをクリックし

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] 内の[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. 既定では、ジョブに含まれる分析レポート

は、各自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既定値] 内の 

[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。 
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ジョブ・プロパティー設定方法  

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挙動を制御することができます。利用可能なジョ

ブ・プロパティーは、「全般」、「ジョブ」、および「権限」です。 

下表は「全般」タブの説明です。 
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全般タブ 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、エントリーの作成者が所有者となりま

す。名前空間に所有者が存在しない、または現在のユーザーとは異なる名前

空間の場合、テキストが [不明] 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 選択時、書き込みのアクセス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、エントリーの横

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。不用意に使用されないため、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。非表示のエントリー

は、他のエントリーからアクセス可能です。例えば、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、アイコンは表示が薄く

なります。[個人用領域のオプション] 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保持し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。 

https://reporting.concursolutions.com/cognos8/documentation/en/ug_cc_id1535organizingentries.html#HideEntry
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画面のヒント 任意のエントリ説明です。ポータルでエントリ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 文字まで使用で

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。 
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次の表はジョブ プロパティーの詳細です。 

ジョブ タブ 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した場合、ステップにエラーがあってもジ

ョブは続行されます。このオプションが選択されていない場合、エラーが検

出されるとジョブが中止されます。 

全ステップに対するデフォル

ト値 

既定では、ジョブに含まれる分析レポートは、各自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、エントリーに明確に設定された権限

によって上書きすることができます。 

 

ジョブ プロパティーの設定方法  その他 

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] 、 [権限] 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。   
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分析レポート ビューア概要  

このデモンストレーションで、分析レポート ビューアで使用可能な次のオプションを確認することができます。 

• レポートをメールで送信 

• 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方法  その他 

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   
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分析レポート実行履歴の表示方法  その他 

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、最低１度は分析

レポートが実行されている必要がありま

す。 
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レポート ビューの作成方法 

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ですが、プロンプトの回答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、 [個人用フォルダ] にレポート表示を作成するとレポート表示にアクセスしやすくなり

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・ビューの作成方法  その他 

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] 

 アイコンをクリックします。    
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練習: 分析レポートの実行  

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: 10 分 

分析レポートを複製する  その他 

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、[Demo Sales 

Cliqbook] フォルダを開き、次に 

[Training Class Reports] フォルダを開

きます。 

  

3. 従業員の役割の実行可能な操作を表示する

には、[詳細] リンクをクリックします。 

  

4. [実行できる操作] ページで、[コピー]  

アイコンまたは [コピー] リンクをクリック

します。 

  

5. [コピーとして保存] ページで、フォルダを

複製する [場所] や [名前] を確認または変

更できます。 

 [名前] フィールドには、既定で「<レポート名>の

コピー」という名前が入力されています。[場所] フ

ィールドは、既定で個人用フォルダに設定されてい

ます。 

6. [OK] をクリックします。   

分析レポートを実行する  その他 

1. [個人用フォルダ] タブをクリックして、

[操作] 列の下で、[Employee Role レポ

ート・ビューのコピー] の [オプションを指

定して実行]  アイコンをクリックしま

す。 
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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

て、[HTML] をクリックします。 

  

3. [配信] セクションで [レポートを保存] オ

プションを選択します。 

  

4. [実行] をクリックします。   

実行履歴を表示する  その他 

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 

[詳細] をクリックします。 

  

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. ウィンドウを閉じて [出力レポート・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。 
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練習: ジョブの作成と実行  

分析レポート、レポート ビュー、および他のジョブを一括して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: 15 分 

ジョブを作成する  その他 

1. [共有フォルダ] ＞ [Analysis / 

Intelligence – Standard Reports] ＞ 

[Expense Processing] の順に進みま

す。 

  

2. [Expense Accounting Analysis]、

[Expense Entry Analysis Details 

(grouped by Employee)]、[Expense 

Summary by Employee and Year] レ

ポートを選択します。 

 

 

3. [コピー]  アイコンをクリックします。    

4. [個人用フォルダ] タブをクリックします。    

5. [貼り付け]  アイコンをクリックします。    

6. ツールバーで [ジョブの新規作成]  アイ

コンをクリックします。  

  

7. レポートに次の名前を付けます: 練習ジョブ   

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。 
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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. 利用可能なエントリで、[Expense 

Accounting Analysis]、[Expense 

Entry Analysis Details (grouped by 

Employee)]、[Expense Summary by 

Employee and Year] レポートを選択し

ます。 

  

12. [追加]  ボタンをクリックしま

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. [オプションとプロンプト値] 列で、最初の

レポートの編集ボタン  をクリックしま

す。 

15. [プロンプト値セクション] で、[デフォル

ト値をオーバーライド] ボックスを選択し

て [設定...] をクリックします。 

16. このレポートの特定の値を選択して、[終

了]、[OK] の順にクリックします。 

17. 分析レポートごとにステップ 14～16 を繰

り返します。 

18. [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。 

  

19. [エラー時も継続する] を選択します。   

20. [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。 

21. [保存のみ] を選択します。   

22. [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。 
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ジョブを実行する  その他 

1. [練習ジョブ] 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   その他 

1. [練習ジョブ] の [操作] 列の下から、 [詳

細] をクリックします。  

 [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]  アイコンをクリックします。 

  

4. [ジョブ] セクションの [ジョブ・ステップ] 

の下から、[Expense Accounting 

Analysis] 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。 

 レポートのウィンドウを閉じます。 

7. [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。 

8. [Expense Entry Analysis Details 

(grouped by employee)] 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。 

9. [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。 

10. 必要に応じて分析レポートのサイズを調整  レポートのウィンドウを閉じます。 
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してください。 

11. [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。 

12. [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。 

13. [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。 
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レッスン: Cognos Query Studio の概要 

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ソートなど、分析レポートに含まれるデータの制御の方法についても取り上げています。 

このレッスンの目標は次の通りです： 

• Query Studio の目的を説明する。 

• Query Studio で分析レポートの作成をする。 

• 分析レポートにデータを追加する。 

• 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。 

• 分析レポートのデータの表示形式の設定をする。 

• 条件付き書式を定義する。 

• 分析レポートの計算を実行する。 

• 分析レポートのデータをソートする。 

• レポートのカスタム グループを作成する。 

• レポートのデータをサマリー化する。 

Query Studio の目的 

Query Studio は即席の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 

• 即席のレポートを作成 

• 既存のレポートの表示をカスタム化 

• 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、データ構造を把握しておく必要があります。

Analysis の他の構成要素にも慣れておく必要があります。 

 

次の役割は Query Studio へのアクセス権があります。 
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• 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 

Query Studio の操作方法   その他 

1. [データを挿入] メニューをご覧ください。  このメニューには分析レポートに追加可能な 

Concur データ ウェアハウス の項目が含まれてい

ます。 

2. [データを編集] メニューをご覧ください。  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] メニューをご覧くださ

い。 

 このメニューにはグループ別、条件付き書式などの

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] メニューをご覧くださ

い。 

 このメニューには、分析レポートを実行するのため

様々な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択できます。

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] メニューをご覧くださ

い。 

 このメニューには、保存、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確認することもで

きます。 

 

Query Studio で分析レポートを作成する方法  

初めて Query Studio で分析レポートを作成する時は、既定値が [リスト レポート] と設定されています。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呼応する

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

ータが行や列として表示されます。  
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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、レポートを作成する際に表示されるデータ量を制御します。既定値は [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 [個人用設定] エリアでこの設定の既定値を設定することができます。 

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。 
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リスト レポートの作成方法  その他 

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]  アイ

コンまたは画面左側の [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  その他 

1. 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。 

 または: 

• 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。 
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データのフィルターとプロンプトの方法 

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。フィルター条件に一致し

ないデータは、レポートから除外します。[Concur データ ウェアハウス] には、定義済の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、システムはデータ タイプがフィルターにかけられたことを認識して、適切なフィルター ページを表示

します。例えば、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、返されるべき特定の項目を指定するように

求められます。小計と合計の項目をフィルターしたい場合は、レポート詳細、個々のレコード、またはグループ

の集計に適用することができます。レポートの詳細をフィルターしたい場合は、システムはレポートの詳細の行

にある値をフィルターを適用します。レポート詳細をフィルターにかけると、レポートの集計値に影響します。  

 

集計に関連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、集合体の（集約された）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

タをフィルターすることができます。即席レポートのフッタの値もフィルターすることができます。このフィル

ターは、指定条件と一致しないグループをレポートから除外します。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・アイテムが分析レポートに含まれている必要があります。フィルターの作成完了後に、分析レ

ポートからデータ項目を削除することも可能です。データ・アイテムを削除する際、フィルターも削除するかシ

ステムから確認があります。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。 
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注意: 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も例です。システムに同様のカスタム フィ

ールドがあるとは限りません。その場合は、類似し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フィルターする方法  その他 

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. エントリの承認金額 (経費\一般的に使用される

フィールド\) 
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2. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある定義済の [親経

費を除外] 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]  アイコンをクリック

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]  アイコンをクリックしま

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。 
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分析レポートのデータを値でフィルターする方

法 

 その他 

1. 列見出し [エントリの承認金額] をクリック

し、次に [フィルター]  アイコンをクリッ

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] と入力します。   

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。 

  

 

個々の項目でデータをフィルターする方法  その他 

1. レポートの上部にある [エントリの承認金額： 

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。 
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グループ集計でデータをフィルターする方法  その他 

1. レポートの上部にある [エントリの承認金額： 

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。 

  

 

レポートにプロンプトを作成する方法  その他 

1. レポートの上部にある [レポート名に対するエ

ントリの承認金額集計： 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]  アイコンをクリックし

ます。 

  

4. [開始] フィールドに [1000] と入力して [終

了] をクリックします。 
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フィルターを削除する方法  その他 

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 

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。例えば、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。 
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分析レポートの表示形式を設定する方法  その他 

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。 

  

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。 
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条件付き書式の定義方法 

条件付き書式を使うと、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。例えば、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。 
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レポートに条件付き書式を定義する方法  その他 

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. [レイアウトを変更] メニュー内の、[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] と入力し、

[挿入]  ボタンをクリックします。 

  

7. [新しい値] フィールドに [3000] と入力し、

[挿入]   ボタンをクリックします。 

  

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]  アイコンをクリックして、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]  アイコンをクリックして、指定した範

囲に表示形式をカスタマイズすることもができ

ます。 
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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]  アイコンをクリックして、指定した範

囲に表示形式をカスタマイズすることもができ

ます。 

  

11. [OK] をクリックします。   

 

分析レポートの計算方法 

計算を使用することで、もととなるデータ ソースに存在しないデータ・アイテムを分析レポートに追加すること

ができます。もととなるデータ ソースには計算結果が格納されません。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

せんので、削除して、再度作成してください。演算、％、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。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は以下

です： 

• 定義済の集計関数（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。 

• 適宜済のモデル計算を使用する。 

注意: 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も例です。システムに同様のカスタム フィ

ールドがあるとは限りません。その場合は、類似した項目を選択して課題を完了してください。 
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分析レポートの計算方法  その他 

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]  アイコンをクリックします。 

  

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入力します。この例では、

次の項目を選択します： 

 [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. [グループの集計を基準にする] 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
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ルドに「部門支出に対する%」と入力し、[挿

入]  ボタンをクリックします。 

 

日付計算を実行する方法  その他 

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]  アイコンをク

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. [順番] 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 [プロセス時

間] と入力し、[挿入]  ボタンをク

リックします。 
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データをソートする方法 

データを昇順、降順、アルファベット順、番号順にソートすることが可能です。グループ化されたデータをソー

トする場合は、詳細値をソートするか、またはフッターに集計値をソートするか選択することができます。ソー

トしたい列を選択してツールバーの [ソート] ボタンをクリックすると、ソートができます。また、メニューの 

[データを編集] セクションからも [ソート…] を選択することができます。[ソート] 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ソートできます。[データを編集] メニューから [ソート…] を

選択する場合は、どのようにソートするか選択することができます。複数の列でソートをする場合は、最も左の

列が最優先され、次の列が 2 番目になります。 
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分析レポートのデータをソートする方法  その他 

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]  アイコンをクリックします。 

  

5. [従業員] の列見出しをハイライトし、[ソー

ト]  アイコンをクリックします。 

  

カスタム グループの作成方法 

お客様に有用な値を含む新規レポート 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）

に変換する。 

• 数値をより小さく有用なセットに減らす。 

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良い例としては、月毎や四半期毎の経

費をグループ化する分析レポートです。 
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レポートのカスタム グループを作成する方法  その他 

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] と入力

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] （ページ中央の黄色の矢

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] と入力し

て [OK] をクリックします。 

 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

ープを定義…] 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

(範囲名を表示しない) か、特定の値を表示する

（新しい範囲名）かを選択します。 
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データの集計方法 

定義済の集計を使用して、個々のレポート アイテムの総計、個数、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。レポートの詳細と集計の両方の行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プロセス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。） 

既定では、すべての詳細行が集計され、かつ重複は抑制されます。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。 
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分析レポートのデータを集計する方法  その他 

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. 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] 

 アイコンをクリックします。 

  

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 メニューか

ら、適切な値を選択し [OK] をクリックしま

す。この例では、 [平均] を選択します。 

  

8. [私用総額] の列見出しの名称を変更し、集計

行が平均値であり小計ではないことを示すもの

にします。 
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数値以外のデータを集計する方法  その他 

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\) 

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] 

 アイコンをクリックします。 

  

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] と入力

して [OK] をクリックします。 

  

8. [レポート名] の列見出しの名称を変更し、集

計行が個数であり小計ではないことを示すもの

にします。 

  

 

集計オプションの詳細設定をする方法  その他 

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。 
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練習: Query Studio での分析レポートの作成 

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・アイテムを追加する 

• 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、データをソートする 

• 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: 25 分 
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リスト レポートを作成する  その他 

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]  ボタンをクリックし

ます。 
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データをグループ化する  その他 

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]  アイコンをクリッ

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]  アイコンをク

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]  アイコンをクリ

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]  アイコンをクリックします。 

  

5. 定義済フィルター [親経費を除外] （次の場所

にあります。経費\経費精算レポート\一般的

なレポート エントリ 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。 
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データを追加する  その他 

1. [エントリ情報] 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. [エントリ情報] 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\支払送信日に基づきフィル

ターを適用にある定義済の [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。 

  

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。 
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セクションを作成してデータをソートする  その他 

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]  アイコンをクリック

します。 

  

2. 列 [経費金額 (払戻通貨)] を選択します。  

 

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、[ソートの適用対

象: グループの集計を基準にする] を設定し

て、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。 
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レポートの保存  その他 

1. ツールバーの [名前を付けて保存]  アイコ

ンをクリックします。  

 [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「練習: 即席レポート」と

入力します。 

 

 

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。 

  

 

注意: 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も例です。システムに同様のカスタム 

フィールドがあるとは限りません。その場合は、類似した項目を選択して課題を完了してください。 
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新しい列を追加  その他 

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。[OK] をクリックします。 

  

5. [データの挿入] メニューで経費\経費精算レポ

ート\エントリ情報\金額 (払戻通貨)にある 

[払戻通貨] 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] に名前を変更しま

す。 

  

7. [経費金額 (払戻通貨)] の列を [金額] に名前

を変更します。 
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レポートのグループ化を解除して計算を追加す

る 

 その他 

1. [レポート名] の列見出しをクリックし、[グル

ープを解除（グループ化とセクション分けを削

除）]  アイコンをクリックします。 

  

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。 

  

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 [グループの集計を基準

にする] 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] と入力し、[挿入]  

ボタンをクリックします。 

  

7. [次のページ] をクリックして他の会社を確認

します。 
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レポートのグループ化を解除して計算を追加す

る 

 その他 
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レポートにプロンプトを追加する  その他 

1. [会社] の列見出しをクリックし、次に [フィル

ター]  アイコンをクリックします。[フィ

ルター（リストから値を検索）] 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\レポ

ートに「練習: データのフィルターと計算」と

いう名前で保存します。 
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簡易なリスト レポートの新規作成とレポート 

アイテムの追加 

 その他 

1. ツールバーで [新規レポート]  アイコンを

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 エ

ントリ 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 

[エントリの経費金額 (払戻通貨)] をレポート

に追加します。 

  

7. レポートの件名を [練習: 簡易リスト レポー

ト] に変更します。 
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簡易なリスト レポートの新規作成とレポート 

アイテムの追加 

 その他 

 

 

レポートにプロンプトを追加する  その他 

1. [経費タイプ] の列見出しをクリックし、次に 

[フィルター]  アイコンをクリックしま

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

\レポートに [練習: 簡易リスト レポート] と

いう名前で保存します。 

  

 



 

 

ページ 102 

レッスン: Query Studio で使用可能なレポートのタイプ 

データを表示する際に様々なレポートタイプを使用して、より有効なレポートを作成することができます。この

レッスンで様々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。 

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する。 

• グループ化したリスト レポートを作成する。 

• クロス集計レポートを作成する。 

• グラフ レポートを作成する。 

 

Query Studio のレポートの種類 

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: 
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クロス集計 レポートの例: 

 

 

グラフ レポートの例: 
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グループ化されたリスト レポートの作成方法 

リスト レポートをグループ化することでレポート値の重複を防ぎます。グループ化されたリスト 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 

• グループを拡大したり解除することによって、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。 

従業員、従業員 ID、またはレポート名のようなテキスト データや、の非測定数値データを含むグループ レポー

ト アイテムのみのみで、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

算レポートの合計のような個別の測定値ごとにレポートをグループ化すると、非常に多くのグループが生成され

てしまい、データ解析には役立ちません。 
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グループ化されたスト レポートの作成方法  その他 

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. [従業員] の列見出しをハイライトし、[グルー

プ化]  アイコンをクリックします。 

  

クロス集計レポートの作成方法 

クロス 集計レポートには行と列の交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 

• 集計 データを表示するためのクロス 集計レポートを作成する 

• 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。 



 

 

ページ 106 
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クロス集計レポートの作成方法  その他 

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. エントリの経費金額 (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 エ

ントリ フィルター にある定義済フィルター 

[親経費を除外] 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]  アイコ

ンをクリックします。 
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ネスト構造のクロス集計レポートを作成する方

法 

 その他 

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. エントリの経費金額 (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 エ

ントリ フィルター にある定義済フィルター 

[親経費を除外] 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. [経費タイプおよび支払タイプ] 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]  アイコンをクリックします。 

  

  

グラフ レポートの作成方法 

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の把握に便利で

す。使用する際は次の事柄に注意してください： 

• グラフを作成するには最低でも測定単位と非測定単位が 1 つずつ必要です。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。  
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• 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 個以上の測定単位を含む場合グラフ

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不必要な定量的データを除外し、最重要の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。 

• データを適切にフィルターすると、見やすいグラフになります。 
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グラフ タイプ 用途 

円グラフ 全体における一部の関連を表します。 

列 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、傾向を表します。 

面グラフ 時間経過によって生じる変化の重大さを強調します。 

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。 

 

注意: 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。システムに同様のカスタム フィー

ルドがあるとは限りません。その場合は、類似した項目を選択して課題を完了してください。 
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グラフ レポートの作成方法  その他 

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]  アイコンをクリ

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]  アイコンをクリックし、[グラフ

のタイプ] 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。 
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練習: クロス集計レポートに基づくグラフ レポートの作成 

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 タイトルを編集する。 

• リスト レポートをクロス集計レポートに変換し、クロス集計レポートをグラフ レポートに変換する。 

• レポートにプロンプトを追加する。 

 

完了までの時間: 20 分 
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リスト レポートを作成する  その他 

1. ツールバーで [新規レポート]  アイコンを

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]、 [エントリの経費金額 (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 エントリ 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 [練習: グラフ作成] に変更します。  
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リスト レポートをクロス集計レポートに変換

後、グラフ レポートに変換する 

 その他 

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] アイコンをクリックします。 

  

2. ツールバーの [グラフ]  アイコンをクリッ

クします。 

 

 

3. [グラフのタイプ 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  その他 

1. [航空運賃] の列見出しをクリックし、次にツ

ールバーの [フィルター]  アイコンをクリ

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\レ

ポートに [練習: 簡易クロス集計] という名前

で保存します。 
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実習 1 

状況設定: アメリカ地区のマネージャーが、一定の期間に支払われた、承認金額 2500 ドル以上のレポートを持

つ従業員を特定する分析レポートの作成をお願いし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 

• 提出された合計金額 

• 承認された合計金額 

• 却下された合計金額 

• レポート提出日  

• 支払日 

• 払戻プロセスの日数 

 

さらに、マネージャーは地域および従業員ごとにレポートをグループ化したいと考えています。レポートは、原

則として随時実行可能でなくてはなりません。[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: リストには計算済のフィールドもあります。 

 

完了までの時間: 20 分 
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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、フィルターする。 

5. 分析レポートを実行し、個人フォルダに「実習 1: アメリカ月間レポート」という名前で保存する。 
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リスト レポートを作成し、適切なフィールド

を追加する  

 その他 

1. Query Studio を起動します。  さらに、Concur データ ウェアハウス パッケージ

を選択します。 

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. 申請総額 (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] と入

力したら [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：  [申請総額]: 申請金額 

[承認総額]: 承認金額 

[最終提出日]: 提出日 

[支払送信日]: 支払日 
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リスト レポートを作成し、適切なフィールド

を追加する  

 その他 
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分析レポートに適切な計算を追加する   その他 

1. 列見出し [申請金額] と [承認金額] をクリッ

クし、次に [計算]  アイコンをクリックし

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） 

3. [順番] の下から [申請金額 - 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

済金額] と入力し、[挿入]  ボタン

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]  ボタンをクリックします。 

  

5. 次のオプションを設定し、[挿入]  

ボタンをクリックします。 

 [処理]: - （日単位の差） 

[順番]: Days between（支払日、提出日） 

[新しいアイテム名]: プロセスにかかる日数 
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分析レポートに表示形式を追加する   その他 

1. 列見出し [申請金額]、 [承認金額] および [却

下済金額] 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 

[負符号]: （123） 

[桁区切り記号]: 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。 
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データのグループ化と絞り込み   その他 

1. 列見出し [地方] と [従業員] を選択し、[グル

ープ化]  アイコンをクリックします。 

  

2. [地方] の列見出しをクリックし、次に [フィル

ター]  アイコンをクリックします。 

  

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]  アイコンをクリックします。 

  

5. [開始] フィールドに [2500] と入力して 

[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]  アイコンをクリックします。 

  

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]  アイコンをクリックしま

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   
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データのグループ化と絞り込み   その他 

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]  アイコンをクリックします。 

  

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] と入力し、 [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。 

  

 

 



 

 

ページ 123 

分析レポートを実行して個人フォルダに保存す

る  

 その他 

1. [すべてのデータを使用して実行（および再プ

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 

[実習 1： アメリカ月間レポート] と入力して 

[OK] をクリックします。 
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実習 2 

状況設定: 部門マネージャーが、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 

• 私的 

• 私用総額 

• 支払タイプ 

• エントリの承認金額 

 

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 [実習 2: 私的出費月間レポート] とファイル名をつけ、保存する。 

 

注意: 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も例です。システムに同様のカスタム 

フィールドがあるとは限りません。その場合は、類似した項目を選択して課題を完了してください。 
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リスト レポートを作成し、適切なフィールド

を追加する  

 その他 

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. 私的 (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\エントリ

情報) 

f. エントリの承認金額 (経費\一般的に使用される

フィールド) 
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フィールドの名前を変更する   その他 

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] と

入力し、[OK] をクリックします。 

  

 

 

フィルターを適用する   その他 

1. 列見出し [支払タイプ] をクリックし、次に 

[フィルター]  アイコンをクリックしま

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 エ

ントリ フィルターにある定義済の [私的エント

リのみ] 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。 

  

 



 

 

ページ 127 

レポートにタイトルを付けて保存する   その他 

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] と入力します。 

  

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 [実習 2: 出費月間レポート] 

として保存します。 
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Business Intelligence 

Business Intelligence  は Concur のレポートおよび分析のプレミアムサービスで、追加費用にて提供可能で

す。このオプション サービスは、組込み済の最良のレポートを含んでいます。また、 Report Authoring を使

用して会社独自のレポートを組むことができる高度な機能も提供しています。Business Intelligence サービス

を使用すると、全従業員の出張や経費のデータを 詳細にわたって可視化することができます。 

レッスン: Business Intelligence の概要 

このレッスンでは、追加費用にて提供可能な Concur のレポートおよび分析のプレミアムサービス、Business 

Intelligence の概要をご紹介します。Business Intelligence を使用してレポートの実行をスケジュールするた

めに必要な知識と技能を習得できます。 

レッスンを始める前に、「Analysis」のコースを修了しておきましょう。 

このレッスンの目標は次の通りです： 

• Business Intelligence の使用方法を説明する。 

• 標準分析レポートがの場所を把握する。 

• 標準分析レポートを修正することができる。 

• 分析レポートの実行をスケジュールする。 

Business Intelligence の分析レポート機能について 

Business Intelligence は、「オン デマンド」のホスト型レポートおよび分析サービスを提供します。

2 種類のサービス形態があります。 

• Analysis -  Concur ソリューションで提供される基本サービスです。 

• Business Intelligence - 追加費用にて提供可能なプレミアムサービスです。 

 

Business Intelligence ツールについて説明していきます。下表で説明しているツールは、Business 

Intelligence でのみ利用可能です。Business Intelligence を使用した場合のみ、Cognos Connection で実行す

るレポートのスケジュールを設定できます。 

 

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実行と配分（Business 

Intelligence を使用している場合のみ利用可能） 
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• 表示形式と優先言語の指定 

• 様々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、ピボットテーブル、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 Authoring - 

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フィルター 

 

Analysis または Concur データ ウェアハウスに関する詳細は、「Analysis」のコースを参照してください。 
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Concur ダッシュボード 

Concur ダッシュボードは、Intelligence を使用している場合にのみ利用可能です。この機能を使用すると、

様々な主要測定基準を 1 つのビューで確認できます。 

[Concur ダッシュボード] タブが、Intelligence ユーザーの待ち受けページに表示されます。  

 

[Concur ダッシュボード] タブをクリックすると以下のレポート（ダッシュボード測定基準レポートともいいま

す）が表示されます。 

• 空路、ホテル、およびレンタカー経費（前年比） 

• 古くなった経費精算レポート承認  

• 提出済の経費精算レポート 

• 経費計上済のホテル費用傾向 

• 上位 10 の経費タイプ（平均月累計 対 年累計）  

• 月別の経費請求合計 

 

注意: 測定基準は、今後、Concur によって追加される可能性があります。 
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Concur ダッシュボードの作成および修正方法 

Concur ダッシュボードは、Cognos Connection にあるタブで、最大 6 つのレポートを実行、表示できます。

Concur は、ダッシュボードに配置可能なレポートを複数提供しています。レポート作成者は、項目を作成して

ダッシュボードに追加することができます。Concur ダッシュボードへの変更は、[個人用フォルダ] エリアのオ

ブジェクトに保存されます。このオブジェクトを削除すると、ビューから Concur ダッシュボードが削除されま

す。Concur ダッシュボードは、必要に応じて再作成できます。 

Cognos の新規ユーザーは、既定では Concur ダッシュボードを使用できませんが、必要に応じて各自で追加で

きます。また、[個人用フォルダ] エリアの Concur ダッシュボード オブジェクトを削除した場合、再作成する

ことができます。 

Concur ダッシュボードを作成する方法  その他 

1. [共有フォルダ] エリアから、[Dashboard 

Metrics] フォルダを開きます。 

 

 

2. [Concur Dashboard] 項目をコピーし、

[個人用フォルダ] に貼り付けます。 

  

3. [個人用フォルダ] の [操作] 列で、[個人用

ポータル・タブに追加]  アイコンをクリ

ックします。 

 [Concur Dashboard] タブが Cognos 

Connection に表示されます。 

 

既定の  Concur Dashboard は、その他の利用可能なレポートや、作成後に [個人用フォルダ] エリアに保存し

ておいたレポートなどに置き換えることができます。ダッシュボードの各レポートには、右上に [編集]  ボタ

ンがあり、ダッシュボード レポートを別のレポートに置き換えることができます。 

Concur Dashboard を変更する方法  その他 

1. 置き換えるレポートの [編集]  ボタンを

クリックします。 
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2. レポートのプロパティー ページで  [エント

リーを選択…]をクリックします。 

  

3. 利用可能なレポートのリストから、Concur 

ダッシュボードに表示するレポートを選択

します。 

  

4. [OK] をクリックしてレポートのプロパテ

ィー ページに戻ります。 

  

5. [OK] をクリックしてダッシュボードに戻

ります。 

 選択したレポートが、ダッシュボードに表示されま

す。 
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レポートの実行をスケジュールする方法 

Business Intelligence では、Intelligence をご利用の方のみ Cognos Connection からレポートの実行をスケジ

ュールできます。Intelligence では、レポートを定期的に実行するようにスケジュールすることができます。レ

ポートのスケジュールでは、次のことが可能です: 

▪ システムの需要が少ないオフピークの時間帯など、都合の良いときにレポートを実行するようにスケジュー

ルする。パフォーマンスの問題が発生するのを防ぐため、6:00 や 6:15 ではなく 6:05 や 6:12 など、オフ

ピークのスケジュールを作成するようにしてください。 

▪ 複数のレポートにスケジュールを個別に設定する。または、1 つのジョブで複数のレポートをスケジュール

する。 

▪ レポートを毎日、毎週、毎月、または毎年実行するようにスケジュールする。スケジュールを作成すると、

レポートまたはジョブは、指定した日付と時刻に実行されます。 

▪ スケジュール管理 ツールを使用してスケジュールを統合する。 

▪ 各レポートやジョブを 1 つのスケジュールにのみ関連付ける。同じレポートに複数のスケジュールが必要な

場合は、複数のレポート 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します。 

▪ 必要に応じて、スケジュールを修正する。 

▪ 複数のレポートを 1 つのジョブでスケジュールする場合、[順送り] オプションを選択します。 

注意: レポートのスケジュールは、メンテナンスの時間帯を避けて実行するように設定してください。メンテナ

ンス中にレポートを実行すると、不完全なデータや不正確なデータになるおそれがあります。メンテナンス期間

は、システムで選択したタイムゾーンの金曜日午後 9 時から土曜日午前 1 時です。 

1 つのレポートをスケジュールする方法  その他 

1. スケジュールを設定するレポートに移動し

て、画面右側の [操作] 列で、[スケジュー

ル]  アイコンを選択します。 

 

 

2. [スケジュール] ページで、[頻度]、[オプ

ション]、および [言語] セクションで指定

して、[OK]  ボタンをクリック

します。 
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練習: レポートのスケジュール設定 

ここでは、次の操作の練習をします： 

• レポートを定期的に実行するようにスケジュールする。 

• 2 つのレポートを含むジョブを作成する。 

• レポートの出力を表示して、スケジュールを無効にする。 

• ジョブで作成したレポート出力を表示する。 

 

完了までの時間: 15 分 

 

レポートを定期的に実行するようにスケジュー

ルする 

 その他 

1. Cognos Connection で、[共有フォルダ] 

タブをクリックして [Demo Sales 

Cliqbook] フォルダを開き、次に 

[Training Class Reports] フォルダを開

きます。 

 

 

2. [Employee Roles] および [Approver 

Statistics] レポートを [個人用フォルダ] 

エリアにコピーします。 

  

3. [個人用フォルダ] エリアで、[Employee 

Roles] レポートの右側にある [スケジュー

ル]  アイコンをクリックします。 

  

4. [終了] セクションで、[終了時刻] オプショ

ンを選択して、終了時刻を 10 分間に設定し

ます。 

  

5. [頻度] セクションは、既定の設定のままに

します。 

  

6. [オプション] セクションで、[デフォルト

値をオーバーライド] チェック ボックスを
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選択し、[PDF] および [HTML] チェック 

ボックスを選択して、このセクションのそ

の他のチェック ボックスはすべてオフにし

ます。 

7. [配信] セクションで、[保存] チェック ボ

ックスを選択して [OK] をクリックしま

す。 

  

 

2 つのレポートを含むジョブを作成する  その他 

1. ツールバーで [ジョブの新規作成]  アイ

コンをクリックします。 

 ジョブの新規作成ウィザードが表示されます。 

2. [名前] フィールドに「未決事項」と入力

し、[場所] が [個人用フォルダ] に設定さ

れていることを確認して、[次へ] 

 ボタンをクリックします。 

  

3. [ジョブ・ステップ] の下にある [追加…] を

クリックします。 

  

4. [従業員ロールおよび承認者の統計] を選択

して、[追加]  ボタンをクリッ

クします。 

  

5. ウィザード ページ [エントリの選択 (検索) 

– 新規ジョブ] で、[OK] をクリックしま

す。 

  

6. [ジョブ・ステップの送信] の下から、[順

送り] オプションを選択し、次に [エラー時

も継続する] をオンにします。 

  

7. [次へ]  ボタンをクリックしま

す。 

  

8. [保存してスケジュール] オプションを選択   
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して、[終了]  ボタンをクリッ

クします。 

9. [開始] の下で、開始時刻を現在の表示時間

から 5 分間進めます。 

  

10. [終了] で、[終了時刻] オプションを選択し

て、終了時刻を現在の表示時間から 10 分間

進めます。 

  

11. [頻度] セクションは、既定の設定のままに

して [OK] をクリックします。 

  

 

 

レポートの出力を表示して、スケジュールを無

効にする 

 その他 

1. ページの右上の [個人用領域のオプション] 

をクリックして、[個人用処理状況およびス

ケジュール] をクリックします。 

 

 

2. ページの左側にある [スケジュール] を選択

します。 

  

3. [従業員ロール] の右側で、[操作] ドロップ

ダウンをクリックして [実行履歴を表示] を

クリックします。 

  

4. [従業員ロール] の右側で、[出力を表示] 

 アイコンをクリックします。[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. [PDF]  アイコンをクリックします。  PDF のレポート出力ページがレポート ビューアに

表示されます。 

6. [レポート ビューア] ウィンドウを閉じて、

[HTML]  をクリックします。 

 HTML のレポート出力がレポート ビューアに表示さ

れます。 
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7. [レポート ビューア] ウィンドウを閉じて、

[閉じる]  ボタンをクリックし

ます。 

  

8. [スケジュール] ページの [従業員ロール] 

の右側で、[操作] ドロップダウン矢印をク

リックして、[無効化]  アイコンをクリ

ックします。 

  

 

 

 

 

ジョブで作成したレポート出力を表示する  その他 

1. [スケジュール] ページの [未決事項] ジョ

ブの右側で [操作] ドロップダウン矢印をク

リックして、[実行履歴を表示] をクリック

します。 

 

 

2. [実行履歴を表示] ページで、[実行履歴の

詳細を表示]  アイコンをクリックして、

このジョブの各レポートのステータスを表

示します。 

  

3. それぞれのレポートの内容を見るには、[出

力を表示]  アイコンをクリックします。 

  

4. [出力レポート バージョンを表示] ページ

で、レポートをそれぞれ確認してから [閉

じる]  アイコンをクリックしま

す。 

  

5. [実行履歴の詳細を表示] ページを選択しま

す。 

  

6. [実行履歴を表示] ページで [閉じる]   
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 ボタンをクリックします。 

7. [スケジュール] ページの [未決事項] ジョ

ブの右側で、[操作] ドロップダウン矢印を

クリックして、[無効化]  アイコンをク

リックします。 

  

8. [戻る]  アイコンをクリックします。   
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レッスン: Report Authoring の概要 

Report Authoring は、個々のユーザーの情報ニーズに合わせてビジネス インテリジェンス レポートを作成し、

会社の経費データを分析する、Web ベースのレポート作成ツールです。  

例えば、マネージャーが部署全体の去年の経費請求合計をコスト センター別に分析したい場合、コスト センタ

ー別に経費請求合計を集計したリスト レポートを作成できます。 

注意: Report Authoring にアクセスできるのは、プロフェッショナル オーサー の役割の方のみです。 

このレッスンでは、Business Intelligence を使用してレポートの実行をスケジュールするために必要な知識と

技能を習得できます。  

このレッスンの目標は次の通りです： 

• Report Authoring の目的を説明することができる。 

• Report Authoring で利用できるさまざまレポート タイプについて説明することができる。 

• Report Authoring を操作することができる。 

• 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。 

 

Report Authoring で使用可能なレポートのタイプ 

Report Authoring で利用可能な以下のレポートについて説明します。 

• 空白 

• リスト 

• クロス集計 

• グラフ 

 

Report Authoring で使用可能なその他のレポートのタイプ 

ここでは説明しておりませんが、Report Authoring では以下のレポートも利用できます。 

• 地図 

• 財務 

• 反復表 

• 空白のアクティブ・レポート 
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• アクティブ・レポート 

• レポート・テンプレート 

空白のレポートに 

空白のレポートには、データは何も記載されていません。その他のレポートには、ヘッダー、フッター、

データを追加可能なテンプレートなど、基本的なレポート機能があります。空白のレポートには、レポート オブ

ジェクトを手動で追加する必要があります。 

 

リスト レポート 

リスト レポートを使用すると、経費精算レポートや経費入力など、経費システムからの詳細情報を表示できます。

リスト レポートのデータは、行列形式で構成されます。それぞれの列には、データベースからクエリーで取得し

た項目の値や、それらの値を基にした計算値が表示されます。Report Authoring では、グループ リスト レポー

トを作成して、項目の重複を防ぐことができます。 
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クロス集計レポート 

クロス集計レポートには、グループ リスト レポートよりも簡潔に情報が表示されます。例えば、クロス集計レ

ポートを作成して、レポートのタブに、製品ライン別、営業担当者別の合計売上を表示できます。リスト レポー

トと同様に、クロス集計レポートのデータは行列形式です。ただし、行と列の交点の値は、詳細情報ではなく集

約情報です。 

グラフ レポート 

グラフ形式で情報を表示するには、グラフ レポートを使用します。グラフでは、表形式のレポートでは見えにく

い傾向や関係を明白にします。例えば、予算と実際の経費の比較や、四半期ごとの経費の増減を可視化するグラ

フを作成できます。 

地図レポート 

地図レポート レポートは、特殊なタイプのグラフ レポートです。表形式データを空間的な環境で表示します。

例えば、国際的な支出の状況を表す、色分けされた地図を作成することが可能です。本マニュアル公開時点では、

地図レポートの一部の機能が Intelligence で利用できません。このマニュアルでは、地図レポートについての説

明はありません。 

財務レポート 

財務レポートは、定義済の形式を含む特殊なタイプのクロス集計レポートです。このマニュアルでは、財務レポ

ートについての説明はありません。 

反復表 

反復表には、繰り返し使用する項目を挿入できます。例えば、手紙のラベルです。このマニュアルでは、反復表

についての説明はありません。 

空白アクティブ・レポートについて 

空白アクティブ・レポートでは、空白レポート同様に、オフラインまたは未接続で使用できるようにインタラク

ティブなレポート アプリケーションを作成できますが、空白からの作成となります。このマニュアルでは、空白

アクティブ・レポートについての説明はありません。 

アクティブ・レポートについて 
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アクティブ・レポートは、非常にインタラクティブで使いやすい管理レポートを出力できます。アクティブ・レ

ポートは、ビジネス ユーザーが自身でデータを検証し、更なる見識が得られるように設計されています。このマ

ニュアルでは、アクティブ・レポートについての説明はありません。 

レポート・テンプレートについて 

レポート・テンプレートを作成すると、ユーザーがレポートを定義したり、既存のレポートに適用することがで

きる、事前定義レイアウトを使用できます。このマニュアルでは、レポート・テンプレートについての説明はあ

りません。 
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ユーザー インターフェイスの概要 

Report Authoring のユーザー インターフェイスは、5 つのエリアに分かれています。このデモンストレーショ

ンで、 Report Authoring の操作を習得できます。 

Report Authoring の操作: 

• 作業エリアを表示する。 

• [ソース] ペインを表示する。  

• [プロパティー] ペインを表示する。 

• エクスプローラー バーを表示する。 

•  Report Authoring ツールバーを表示する。 

 

作業エリアについて 

作業エリアとは、レポートを定義するセクションです。 

[ソース] ペインとは 

[ソース] ペインには、レポートに追加可能なオブジェクトが表示されます。このペインの表示と非表示は、[表

示] メニューの下にある [オブジェクトとプロパティー] オプションで切り替えることができます。[ソース] ペ

インには以下のタブがあります。 

▪ ソース – モデル内のすべてのデータ・アイテムが表示されます。これらの項目を自由にレポートに追加でき

ます。 

▪ データ・アイテム – 計算など、データ モデルにはない項目も含めて、そのレポートのすべてのクエリー項

目が表示されます。このタブを使用して、データ モデル全体を検索するよりも早く、レポートレポート内の

項目を見つけることができます。 

▪ ツールボックス – テキスト・アイテム、計算、プロンプト、ハイパーリンクなど、レポートに追加可能なす

べてのオブジェクトがあります。オブジェクトの追加、再配置、形式設定を行って、レポートをカスタマイ

ズできます。レポートにはオブジェクトを 1 つ以上含めることができます。 

[プロパティー] ペインとは 

[プロパティー] ペインには、レポートのオブジェクトに設定可能なプロパティーがリスト表示されます。 
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プロパティーを選択して [F1] キーを押すと、そのプロパティーの詳細情報が表示されます。このペインの表示

と非表示は、[表示] メニューの下にある [オブジェクトとプロパティー] オプションで切り替えることができま

す。キー ポイント: 

▪ レポート内の項目またはオブジェクトをクリックすると、その項目のプロパティーが [プロパティー] ペイン

に表示されます。それを下方向にスクロールし目的のプロパティーを探し、修正します。 

▪ 列ヘッダー プロパティーの変更とデータ プロパティーの変更を間違えないよう気を付けてください。列ヘ

ッダー プロパティーとデータ プロパティーは、タイプの異なる別のプロパティーです。 

エクスプローラー バーについて 

エクスプローラー バーにあるボタンを使用すると、レポートの様々な部分を操作できます。この機能のオンと

オフは、[表示] メニューの下にある [エクスプローラー] オプションで切り替えることができます。エクスプロ

ーラー バーで利用できる操作は、以下のとおりです。 

▪ ページ・エクスプローラー – レポートのページ間を移動できます。また、新しいレポート・ページやプロン

プト・ページを追加することができます。 

▪ クエリー・エクスプローラー – クエリーの作成または修正、および結合の定義や SQL 文の作成などの複雑

なタスクを実行できます。 

▪ コンディション・エクスプローラー – 条件変数の操作に使用します。条件変数を使用して、条件付き書式を

レポートに追加できます。 

 

Report Authoring ツールバーとは 

Report Authoring ツールバーには、よく使用する機能のアイコンが表示されています。これらのアイコンにつ

いては、このマニュアルの後半にある「付録 C: Report Authoring のアイコンおよびボタン」を参照ください。 

作業エリアについて 

作業エリアとは、レポートを定義するユーザー インターフェイスのセクションです。 

リスト レポートの作成方法 
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リスト レポートの作成方法  その他 

1. Cognos Connection で [起動] のドロップ

ダウン矢印をクリックして、[Report 

Authoring] をクリックします。 

  

2. [ようこそ] 画面で、[新規作成]  アイコ

ンをクリックします。 

  

3. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をクリ

ックします。 

  

4. [ソース] ペインの [ソース] タブから、次の

クエリー項目を順に追加します。 

 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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され
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るフィールド） 

5. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

6. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

クロス集計レポートの作成方法 

 

クロス集計レポートの作成方法  その他 

1. Report Authoring で、ツールバーの [新規] 

 アイコンをクリックします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[クロス集

計]  アイコンをクリックして、[OK] を

クリックします。 

  

3. [ソース] タブで、[経費タイプ]（経費\一般

的に使用されるフィールド）を [列] エリア

にドラッグします。 
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4. [ソース] タブで、[従業員]（経費\一般的に

使用されるフィールド）を [行] エリアにド

ラッグします。 

  

5. [ソース] タブで、[エントリの承認金額]

（経費\一般的に使用されるフィールド）を 

[数値データ] 領域にドラッグします。 

  

6. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

7. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

 

グラフ レポートの作成方法 

 

グラフ レポートの作成方法  その他 

1. Report Authoring で、ツールバーの [新規] 

 アイコンをクリックします。 

  



 

 

ページ 148 

2. [新規] ダイアログ ボックス、[グラフ]  

アイコンをクリックして、[OK] をクリック

します。 

  

3. [グラフの挿入] ダイアログボックスで、

[OK] をクリックします。 

  

4. [ソース] タブで、[エントリの承認金額]

（経費\一般的に使用されるフィールド）を 

[測定 (Y 軸)] 領域にドラッグします。 

  

5. [ソース] タブで、[経費タイプ]（経費\一般

的に使用されるフィールド）を [カテゴリ 

( X 軸)] エリアにドラッグします。 

  

6. [ソース] タブで、[従業員]（経費\一般的に

使用されるフィールド）を [データ系列] エ

リアにドラッグします。 

  

7. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

8. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 
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レッスン: レポートの形式 

読みやすくしたり、会社の様式や標準に合わせたりするために、レポートの形式を指定できます。このレッスン

では、Report Authoring でレポートの形式を詳細に設定するために必要な知識と技能を習得できます。 

 

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形式を説明できる。 

▪ レポートに形式を適用できる。 

▪ レポートにコンテキストを追加するためにデータの形式を設定できる。 

▪ レポート オブジェクトの形式を設定できる。 

▪ レポートにページを追加することができる。 

 

Report Authoring で利用可能な様々な形式について、以下の表で説明します。 

レポートの形式 説明 

表 リスト、プロンプト、グラフなどのオブジェクトを構成して配置できるよう

に、ページに表を追加します。 

ブロック オブジェクト間にスペースを追加するために、ページにブロックを追加しま

す。空のブロックでは、オブジェクト間にスペースは追加されません。スペ

ースを空けるために使用するブロックには、オブジェクトを含めるか、高さ

と幅を指定する必要があります。 

テキスト・アイテム レポートに説明を追加するには、テキスト・アイテムを使用します。 

ヘッダーおよびフッター ヘッダーとフッターを追加して、レポートの内容を説明します。ヘッダーと

フッターには、表、プロンプト、テキスト・アイテム、および現在の日付や

ページ数などのレポート表示を含めることができます。 

データ マスク データにマスクを適用することで、ロケールによって特定の意味または共通

の見た目や雰囲気をもたらすような表示ができます。レポートのデータ形式

を変更することで、システム内のデータの保管方法に影響なく、ロケールや

個人用設定に合うようにデータの表示を変更することができます。 

オブジェクトのサイズ、スタ

イルおよび位置 

[プロパティー] ペインを使用して、オブジェクトのサイズ、スタイル、およ

び位置を変更します。テキスト、セル、列、レポート タイプ（リスト、グラ

フ、およびクロス集計）、表など、オブジェクトの設定を変更するには、ツ
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ールバーと [プロパティー] ペインを使用します。 

レポートまたはプロンプト・

ページ 

複数のレポートやプロンプト・ページを追加して、詳細なレポートを作成し

ます。[ページ] ダイアログ ボックスを使用して、レポート・ページやプロン

プト・ページを追加します。[ページ] ダイアログ ボックスで [ファイル] メ

ニューから [ページ] をクリックするか、[ページ・エクスプローラー] ペイン

の [レポート・ページ] または [プロンプト・ページ] リンクをクリックしま

す。 

形式設定済の空白レポート テンプレートの使用に加えて、空白レポートを作成して、リスト、画像、テ

キスト・アイテム、ブロックなどの項目を追加できます。 

 

 

レポートに表を挿入する方法   その他 

1. Report Authoring で、空白のレポートを

新規作成します。 

  

2. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックして、[表] をクリックします。 

  

3. [表を挿入] ダイアログ ボックスで、[列数] 

を [3] に、[行数] を [5] に設定して、

[OK] をクリックします。 

  

 

空白レポートにリスト レポートを追加する方

法  

 その他 

1. [ソース] ペインで、[リスト] を表の 2 列目

の 2 行目にドラッグします。 

2. [オブジェクトおよびクエリー名] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックします。 

  

3. [ソース] タブで、[リスト] レポートに適切

なフィールドを追加します。 
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空白レポートにグラフ レポートを追加する方

法  

 その他 

1. [ソース] ペインで、[グラフ] を表の 2 列目

の 5 行目にドラッグします。 

  

2. [グラフを挿入] ダイアログボックスで、

[OK] をクリックします。 

  

3. [グラフ] レポートに適切な計算を追加しま

す。 

  

 

分析レポートにテキスト・アイテム追加する方

法  

 その他 

1. [ソース] ペインで、[テキスト・アイテム] 

を表の 1 列目の 2 行目にドラッグします。 

  

2. [テキスト] ダイアログ ボックスで、リスト 

レポートの簡単な説明を入力して [OK] を

クリックします。 

  

3. [ソース] ペインで、[テキスト] 項目を表の

1 列目の 4 行目にドラッグします。 

  

4. [テキスト] ダイアログ ボックスで、グラフ 

レポートの簡単な説明を入力して [OK] を

クリックします。 

  

 

分析レポートにヘッダーとフッターを追加する

方法 

 その他 

1. [ヘッダーとフッター]  アイコンのド

ロップダウン矢印をクリックして、[ページ

のヘッダーとフッター…] を選択します。 

  

2. [ページのヘッダーとフッター] ダイアログ 

ボックスで、[ヘッダー] および [フッター] 

  



 

 

ページ 152 

分析レポートにヘッダーとフッターを追加する

方法 

 その他 

チェック ボックスを選択して、[OK] をク

リックします。 

3. [テキスト・アイテム] 項目をページ・ヘッ

ダーにドラッグします。[テキスト] ダイア

ログ ボックスでレポート タイトルを入力し

て [OK] をクリックします。 

 

  

ヘッダーのプロパティーを変更する方法  その他 

1. ヘッダーの余白をクリックします。    

2. ツールバーで、書式設定オプションを使用

して [色と背景] および [フォントとテキス

ト] のプロパティーを適切に設定します。 

  

 

分析レポートにレイアウト計算を追加する方法  その他 

1. [ツールボックス] から、[表] 項目をペー

ジ・フッターにドラッグします。 

  

2. [表を挿入] ダイアログ ボックスで、[列数] 

を [3] に、[行数] を [1] に設定して、

[OK] をクリックします。   

  

3. [レイアウト計算] をフッター表の左のセル

にドラッグします。 

  

4. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[関数] タブをクリックして [レポート関数] 

フォルダを展開し、[AsOfDate] をダブル

クリックして [OK] をクリックします。 

  

5. ステップ 1 とステップ 2 を繰り返し、

[PageNumber] 関数をフッター表の中央
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分析レポートにレイアウト計算を追加する方法  その他 

のセルに追加します。 

6. ステップ 1 とステップ 2 を繰り返し、

[AsOfTime] 関数をフッター表の中央のセ

ルに追加します。 
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レポートにコンテキストを追加するためにデータの形式を設定する方法 

レポート データにコンテキストを追加して、データを明瞭にし、読みやすくすることができます。例えば、通貨、

日時、パーセント形式にすることで、表示されているデータの種類をユーザーが簡単に判別できるようになりま

す。 

 

 

分析レポートに日時を追加する方法   その他 

1. リスト レポートを新規作成して、次のデー

タ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. 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） 

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）） 

2. データ列 [支払送信日] をクリックします。   

3. [データ形式]  アイコンをクリックしま

す。 
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分析レポートに日時を追加する方法   その他 

4. [データ形式] ダイアログボックスで、[表

示形式] の [日付] を選択します。 

  

5. [パターン] プロパティー フィールドに

「MM/dd/yyyy」と入力して [OK] をク

リックします。 

  

6. [OK] をクリックしてレポートを実行し、

形式を確認します。 

 注意: Intelligence では、大文字の「MM」

は月、小文字の「mm」は分を表します。

小文字の「dd」は、月の日付、大文字の

「DD」は年の日数を示します。 
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分析レポートに通貨を追加する方法   その他 

1. 数値の列でデータをクリックします。   

2. [プロパティー] ペインで、[データ形式] の

右側のフィールドをダブルクリックしま

す。 

  

3. [データ形式] ダイアログ ボックスで、[表

示形式] ドロップダウン メニューから [通

貨] を選択します。 

  

4. 次のオプションを設定します:  [通貨の表示] = 通貨記号 

[通貨記号の位置] = 先頭 

[小数の桁数] = 2 

[負符号] = () 

[桁区切り記号を使用] = はい 

[桁区切り記号] = , 

5. [OK] をクリックしてレポートを実行し、

形式を確認します。 

  

 

分析レポートにパーセントを追加する方法   その他 

1. 数値の列でデータをクリックします。   

2. [プロパティー] ペインで、[データ形式] の

右側のフィールドをダブルクリックしま

す。 

  

3. [データ形式] ダイアログ ボックスで、[表

示形式] ドロップダウン メニューから [パ

ーセント] を選択します。 

  

4. 次のオプションを設定します:  分率記号 = % 

[小数の桁数] = 2 
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分析レポートにパーセントを追加する方法   その他 

5. [OK] をクリックしてレポートを実行し、

形式を確認します。 
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レポート オブジェクトの書式を設定する方法 

レポート オブジェクトの書式を設定して、ユーザーに対しデータを目立たせることができます。また、会社のレ

ポート標準に合わせて、色や配置を変更することもできます。 

 

レポート オブジェクトの形式を設定する方法   その他 

1. Report Authoring で、リスト レポートを

新規作成します。 

  

2. [ソース] ペインで、次の項目を順に追加し

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. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

3. [エントリの承認金額] データをクリック

し、[フォント] ドロップダウン矢印をクリ

ックして、フォント タイプを [Arial] に設

定します。 
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レポート オブジェクトの形式を設定する方法   その他 

4. [サイズ] ドロップダウン矢印をクリックし

て、[14pt] を選択します。 

  

5. [太字]  アイコンをクリックします。   

6. [前景色]  ドロップダウン矢印をクリ

ックします。 

  

7. [前景色] ダイアログ ボックスで、[赤] を

選択します。 

 [プロパティー] ペインで [フォント] および [前景

色] から変更することもできます。 

8. 列見出し [エントリの承認金額] をクリック

し、次に [前景色]  ドロップダウン

矢印をクリックします。 

  

9. [前景色] ダイアログ ボックスで、[水色] 

を選択します。 

 [プロパティー] ペインで [背景色] から変更するこ

ともできます。 

10. [エントリの承認金額] データをクリック

し、次に [中央]  アイコンをクリックし

ます。 

 [プロパティー] ペインで [横位置] および [縦位置] 

から変更することもできます。 
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レッスン: Report Authoring でデータを操作する  

どのデータを表示するか、またその表示方法を指定することで、分析レポートがより読みやすく、かつ有用なも

のになります。このレッスンでは、レポートのデータをグループ化、フィルター、ソート、および計算する方法

を習得できます。 

このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ 分析レポートのデータをグループ化する。 

▪ レポートのデータをフィルター、ソートする。 

▪ プロンプトを使用してデータをフィルターする。 

▪ プロンプト・ページを作成する。 

▪ 分析レポートの計算を作成することができる。 

 

分析レポートのデータをグループ化する方法 

 

分析レポートのデータをグループ化する方法  その他 

1. Report Authoring で、ツールバーの [新

規]  アイコンをクリックします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をク

  



 

ページ 111 

リックします。 

3. [ソース] タブで、次の項目を順に追加しま

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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

5. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

6. [従業員] および [レポート名] 列見出しを

選択します（[CTRL] キーを押しながらクリ

ックして選択）。 

  

7. ツールバーの [グループ化／グループ化を

解除]  アイコンをクリックします。 

  

8. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認し、Cognos Viewer を閉じ

ます。 

  

 

グループの幅変更について 

グループの幅変更を使用すると、列のデータをグループ化して、別の列のデータに関連するデータの繰り返し回

数を変更することができます。  

例えば、リスト レポートに列 [発注番号] と [発注日] が含まれている場合、[発注番号] 列をグループ化して、

レポートの実行時に各発注番号が 1 つ表示されるようにすることができます。ただし、発注日は注文ごとに繰り
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返されるため、発注番号が変わったときにのみ注文日表示されるようにすると、レポートが更に読みやすくなり

ます。 

▪ グループの幅を変更して、グループ化されたデータのセルの範囲を指定できます。 

▪ 項目をグループ化するときに、グループの幅を変更して、項目名の表示回数を選択できます。  

▪ グループ項目の幅変更は、他のレポート グループ項目によってのみ実行できます。 

▪ グループ項目の幅変更は、2 つ目のグループに多くの項目が含まれている場合に便利です。 

 

データへのグループの幅変更の適用方法  その他 

1. Report Authoring で、[ツールバー] の 

[新規] アイコンをクリックします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 をクリックして、[OK] をクリックし

ます。 

 

 

3. [ソース] タブで、次の項目を順に追加しま

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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

5. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

6. [従業員] および [レポート名] 列見出しを

選択します（[CTRL] キーを押しながらクリ

ック）。 
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7. ツールバーの [グループ化／グループ化を

解除]  アイコンをクリックします。 

  

8. [従業員] データをクリックします。   

9. [プロパティー] ペインの [データ] で、[グ

ループの幅] プロパティーとして [レポート

名] プロパティーを選択します。 

  

10. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、結果を確認します。 

  

11. Cognos Viewer を選択して、[グループの

幅] プロパティーを [従業員] に戻します。 

  

 

集計合計とは 

集計合計では、データの概要を提供するリスト レポートに集計を追加できます。集計は、小計とも呼ばれます。

例えば、集計を追加して、経費精算レポートに含まれているすべての経費の合計を表示することができます。以

下のタイプの集計をレポートに追加できます。 

▪ 総計 

▪ 個数 

▪ 平均 

▪ 最小 

▪ 最大 

▪ 計算 

▪ カスタム 

 

集計合計の追加方法  その他 

1. Report Authoring で、ツールバーの [新

規]  アイコンをクリックします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をクリ

ックします。 
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3. [ソース] タブで、次の項目を順に追加しま

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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

5. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

6. [従業員] および [レポート名] 列見出しを

選択します。 

  

7. ツールバーの [グループ化／グループ化を

解除]  アイコンをクリックします。 

  

8. 列見出し [エントリの承認金額] をクリック

します。 

  

9. ツールバーで [集計]  アイコンをクリ

ックして、[合計] をクリックします。 

  

 

ヘッダーとフッターを追加する方法   その他 

1. Report Authoring で、ツールバーの [新

規]  アイコンをクリックします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をクリ

ックします。 
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3. [ソース] タブで、次の項目を順に追加しま

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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

4. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート 

エントリ フィルターにある [親経費を除外] 

フィルターを追加します。 

  

5. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

6. [従業員] および [レポート名] 列見出しを

選択します。 

  

7. [グループ化／グループ化を解除]   アイ

コンをクリックします。 

  

8. 列見出し [エントリの承認金額] をクリック

します。 

  

9. [集計]  アイコンをクリックして、[合

計] をクリックします。 

  

10. [ヘッダーとフッター] ドロップダウン矢印 

 アイコンをクリックして、[リスト ヘ

ッダーとフッター]  アイコンをクリッ

クします。 

  

11. 適切なヘッダーとフッターを選択してオフ

にします。 
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セクションを作成する方法   その他 

1. ツールバーの [新規]  アイコンをクリッ

クします。 

  

2. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をク

リックします。 

  

3. [ソース] タブで、次の項目を順に追加しま

す。 

 

 a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

 レポート名 (経費\一般的に使用されるフィー

ルド) 

b. 支払送信日 （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）） 

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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

5. [従業員] の列見出しをクリックし、次に 

[セクション／セクション解除]  アイコ

ンをクリックします。 

 ダイアログ ボックスが表示されたら、[OK] をク

リックします。 
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練習: Report Authoring での基本レポートの作成 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ リスト レポートを新規作成する。 

▪ 項目をリスト レポートに追加する。 

▪ データの形式を設定してソートする。 

▪ レポートを集約して保存する。 

▪ レポートを開いてグループ化する。 

▪ 列の名前を変更する。 

▪ グループ化してグループの幅を変更する。 

▪ グループの幅を削除してグループ ヘッダーを追加する。 

▪ 全社合計および部門合計を含める。  

 

完了までの時間: 20 分 

リスト レポートを新規作成する   その他 

1. [My Concur] ページでマウス ポインタを 

[分析レポート] タブに合わせ、

[Intelligence] をクリックします。 

  

2. ページの右上で、[起動] ドロップダウン矢

印をクリックして [Report Authoring] 

をクリックします。 

  

3. [パッケージを選択 (ナビゲート)] ページで 

[Concur データ ウェアハウス] を選択しま

す。  

  

4. [新規作成]  アイコンをクリックしま

す。 

  

5. [新規] ダイアログ ボックスで、[リスト] 

 アイコンをクリックして、[OK] をクリ

ックします。 
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項目をリスト レポートに追加する   その他 

1. [ソース] ペインで、[ソース] タブをクリッ

クします。 

  

2. [経費] フォルダ、[一般的に使用されるフ

ィールド] フォルダを順に展開します。 

  

3. [従業員] をダブル クリックしてレポートに

追加します。 

  

4. [ソース] ペインで、[経費精算レポート] フ

ォルダ＞[レポート ヘッダーの情報] フォル

ダ＞ [エントリの経費金額 (払戻通貨)] フ

ォルダをクリックします。[払戻通貨] およ

び [申請総額] を選択し、右クリックのショ

ートカット メニューから [挿入] をクリッ

クして 2 つのフィールドをレポートに追加

します。 

  

5. [ソース] タブの [レポート ヘッダーの情

報] の下で、[追加の従業員詳細] フォルダ

を展開します。[従業員組織単位 2 – 名前] 

および [従業員組織単位 3 - 名前] を選択

し、右クリックのショートカット メニュー

から [挿入] をクリックして 2 つのフィール

ドをレポートに追加します。 

  

6. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して、[Cognos Viewer] ウィンドウを最

大化します。 
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項目をリスト レポートに追加する   その他 

 

 

データの形式を設定してソートする   その他 

1. 作業エリアで、列見出し [従業員組織単位 

2 – 名前] を選択します。  

  

2. [プロパティー] ペインで [テキスト・ソー

ス] セクションまでスクロールして、[ソー

スのタイプ] ドロップダウン メニューの 

[テキスト] をクリックします。 

  

3. [テキスト] プロパティーの右側の白いボッ

クスをダブルクリックします。 

  

4. [テキスト] ダイアログ ボックスに「地方」

と入力して [OK] をクリックします。 

  

5. ステップ 1～4 を繰り返して、[従業員組織

単位 3 – 名前] という名前を「部門」に変

更します。 

  

6. 列見出し [申請総額] を [払戻通貨] の左側

にドラッグし、列見出し [払戻通貨] の名前

を「通貨」に変更します。 
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データの形式を設定してソートする   その他 

7. [地方] をレポートの左端にドラッグし、列

見出し [地方] 列をクリックして選択して、

[グループ化／グループ化を解除]  アイ

コンをクリックします。 

  

8. レポートを実行して結果を確認し、Cognos 

Viewer を閉じます。 

  

9. 列見出し [従業員]を選択し、[ソート] 

アイコンをクリックして、[昇順] を選択し

ます。 

  

10. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認し、Cognos Viewer を閉じ

ます。 

  

 

集計を変更して保存する   その他 

1. 作業エリアで、[申請総額] 列のデータを選

択します。 

  

2. [プロパティー] ペインで [データ・アイテ

ム] セクションまでスクロールして、[集計

関数] ドロップダウン メニューの [なし] 

をクリックします。 

  

3. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認し、Cognos Viewer を閉じ

ます。 

  

4. 個人フォルダに「練習: 簡易レポート」とい

う名前で保存します。 

  

 

レポートを開いてグループ化する   その他 

1. Report Authoring を起動します。   
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レポートを開いてグループ化する   その他 

2. [開く]  アイコンをクリックして、 

[個人用フォルダ]＞[Demo Sales 

Cliqbook]＞[Training Class Reports] 

に進み、[Practice: Enhance a List 

Report] をダブルクリックします。 

3. 上のツールバーの [ファイル]＞[別名で保

存] をクリックして、ファイルを [個人用フ

ォルダ] に保存します。 

  

4. 列見出し [従業員組織単位 2 - 名前] をク

リックし、次に [グループ化／グループ化

を解除]  アイコンをクリックします。 

  

5. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認し、Cognos Viewer を閉じ

ます。 

  

 

列の名前を変更する   その他 

1. 列見出し [従業員組織単位 2 - 名前] をク

リックし、[プロパティー] ペインで（[テ

キスト・ソース] の下）、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定し

て、[テキスト] プロパティーの右側の白い

ボックスをダブルクリックします。 

  

2. [テキスト] ダイアログ ボックスに「地方」

と入力して [OK] をクリックします。 

  

3. 列見出し [従業員組織単位 3 - 名前] をク

リックし、[プロパティー] ペインで（[テ

キスト・ソース] の下）、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定し

て、[テキスト] プロパティーの右側の白い

ボックスをダブルクリックします。 
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列の名前を変更する   その他 

4. [テキスト] ダイアログ ボックスに「部」と

入力して [OK] をクリックします。 

  

5. 列見出し [従業員組織単位 4 - 名前] をク

リックし、[プロパティー] ペインで（[テ

キスト・ソース] の下）、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定し

て、[テキスト] プロパティーの右側の白い

ボックスをダブルクリックします。 

  

6. [テキスト] ダイアログ ボックスに「コスト 

センター」と入力して [OK] をクリックし

ます。 

  

 

グループ化してグループの幅を変更する   その他 

1. 列見出し [地方]、[部]、[コスト センター] 

を選択し[グループ化／グループ化を解除] 

アイコンをクリックします。 

  

2. [部] データをクリックして、[プロパティ

ー] ペインで [データ] をクリックします。 

 新しい部がある場合は、[部] 列をグループの幅に

設定します。つまり、部の名前は、新しい部がある

場合にのみ表示され、新しいコスト センターがあ

る場合は繰り返されません。 

3. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認します。部門が繰り返され

ていないことがわかります。 

 Cognos Viewer を閉じます。 

4. [部] データをクリックして、[プロパティ

ー] ペインの [データ] で [グループの幅] 

プロパティーを [従業員組織単位 4 - 名前] 

に設定します。 
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グループ化してグループの幅を変更する   その他 

5. [レポートを実行]  アイコンをクリック

して結果を確認し、Cognos Viewer を閉じ

ます。 

 

  

グループの幅を削除してグループ ヘッダーを

追加する  

 その他 

1. [部門] データをクリックして、[プロパテ

ィー] ペインで [グループの幅] プロパティ

ーを [従業員組織単位 3 - 名前] に設定し

て、グループの幅設定を復元します。 

  

2. [地方] 列見出しを選択し、[ヘッダーとフ

ッター] ドロップダウン矢印 をクリッ

クして、[リストのヘッダーとフッター] 

 アイコンを選択します。 

  

3. [従業員組織単位 2 - 名前] （ヘッダー）を

選択して、[OK] をクリックします。 

 

  

合計を含める   その他 

1. 列見出し [申請総額] をクリックして、[集

計]  アイコンをクリックして [合計] 

を選択します。 

  

2. レポートを実行して結果を確認し、Cognos 

Viewer を閉じます。 

  

3. このレポートを個人フォルダに「練習: グル

ープ化されたリスト」という名前で保存し

ます。 
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データのフィルターとプロンプト 

フィルター – データをフィルターして不要なデータを除外することで、レポート明確にし作業時間を最小限にし

ます。例えば、この一年に提出された 1000 ドル以上の経費精算レポートのみを表示するようにフィルターする

ことができます。レポートを実行すると、フィルターされ絞り込まれたデータのみが表示されます。 

プロンプト表示 – レポートのどの項目が返されるか特定するためにレポート ユーザーが回答必須の質問を作成

できます。 

 

 

 

Report Authoring では、簡易なフィルターと複雑なフィルターが作成できます。 

• 簡易なフィルターでは、レポート用のデータを選択すると、そのデータに基づい

てフィルター コンポーネントの多くが自動的に作成されます。この方法は、Query Studio ツールでフ

ィルターを作る方法と概ね同じです。簡易なフィルターは、複雑なフィルターのように柔軟にカスタマ

イズできません。 

• データ モデルのフィールドを使用して、複雑なフィルターを作成できます。この場合、Expression 

Editor を使用してフィルター全体を作成します。複雑なフィルターは、簡易なフィルターよりも柔軟性

が高く、カスタマイズ可能です。複雑なフィルターの作成には、SQL、簡単なプログラミング、または 

Excel 関数の使用経験があれば便利ですが、無い場合でも作成できます。 

式エディターについて 
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式エディターを使用すると、Report Authoring のフィルターや計算を作成、修正、および削除することができ

ます。 

式エディターには、主に 3 つのエリアがあります。 

▪ 使用できるコンポーネント 

▪ 式の定義 

▪ 情報 

[使用できるコンポーネント] エリア 

[使用できるコンポーネント] エリアには、識別に追加できるすべてのオブジェクトが表示されます。このエリ

アには 6 つのタブがあります。 

▪ [ソース] – [ソース] ペインの [ソース] タブと同じ機能があります。フィルターを作成し、ウェアハウスで

利用可能なデータに基づいて計算することができます。データがレポートにあるかどうかは関係ありません。

モデル内のデータに対してフィルターまたは計算を作成するには、[ソース] タブを使用します。 

▪ [データ・アイテム] – データ モデルにない項目を含む、定義済の計算など、レポートに追加されている項

目が表示されます。計算されたフィールドをフィルターしたり、既存の計算に基づいて計算を作成したりす

るには、[データ・アイテム] タブを使用します。 

▪ [クエリー] – 他のクエリーに含まれており、計算に追加可能なデータ・アイテムが表示されます。  

▪ [関数] – フィルターや計算を作成するための関数が表示されます。一般的に使用される関数の例は、演算関

数（+、-、*、/）、範囲関数（between、<、>、<=、>=）、および日付関数（current_date、

_add_days、_first_of_month、_last_of_month）です。選択した関数の正しい構文や簡単な説明が、式

エディターの右下部分にある情報ボックスに表示されます。  

▪ [パラメーター] – プロンプトの一部として、最もよく使用されます。このタブには、レポート内のすべての

パラメータが表示されます。式エディターで新しいパラメータを作成できます。 

▪ [マクロ] – マクロで使用できる関数が表示されます。マクロには、マクロ関数を 1 つ以上含めることができ

ます。マクロの冒頭と末尾は、番号記号（#）で区切ります。番号記号の間のすべての文字が、マクロ識別

として扱われ、実行されます。引数として、タイムゾーンがあるデータ型のタイムスタンプを使用するマク

ロ関数の形式は、yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ff]+hh:mm です。秒の小数部は省略可能で、1～9 の数字を

使用できます。日付と時間をスペースで区切る以外に、アルファベットの T を使用することもできます。ま

た、タイムゾーンに +hh:mm を使用する以外に、文字 Z を使用することもできます。文字 Z は、+00:00 

として内部処理されます。タイムゾーンがあるデータ型のタイムスタンプのマクロ関数は、既定で、秒の小

数部を 9 桁返します。必要に応じてマクロ関数 timestampMask () を使用して、出力の桁数を調整するこ

とができます。 
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[式の定義] エリア 

[式の定義] エリアでは、フィルターや計算式を作成できます。[使用できるコンポーネント] エリアから項

目をダブルクリックするか、項目名を直接 [式の定義] エリアに入力することで、項目を [式の定義]  エリアに

追加できます。[ソース] タブまたは [データ・アイテム] タブから項目を追加する場合、[使用できるコンポー

ネント] エリアから項目をダブルクリックすることをお勧めします。 
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[情報] エリア 

[情報] エリアには、作成中の式に関する重要な情報が表示されます。このエリアには 2 つのタブがあります。 

▪ [ヒント] – [使用できるコンポーネント] エリアで関数を選択すると、[ヒント] タブに適切な構文と簡単な

説明が表示されます。 

▪ [エラー] – 式エディターで [検証] ボタンを使用すると、現在の式に含まれている構文のエラーが表示され

ます。 

 

 

 

 

簡易なフィルターを使用して比較に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新

規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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）） 
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簡易なフィルターを使用して比較に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

3. 列ヘッダー [レポート総額] をクリックしま

す。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[カスタム・フィルターの

作成] を選択します。 

  

5. [値] フィールドに「2000」と入力して 

[OK] をクリックします。 

  

6. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、フィルターが正しく機能する

ことを確認してから [Cognos Viewer] ウ

ィンドウを閉じます。 

  

高度なフィルターを使用して比較に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新規作

成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  a. 従業員 (経費\一般的に使用されるフィールド) 

 レポート名 (経費\一般的に使用されるフィー

ルド) 

b. 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. ツールバーで、[フィルター]  アイコンを

クリックして、[フィルターの編集…] を選択し

ます。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [追加] アイコンをクリックします。 

  

5. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] オプションを選択し、[OK] をクリック
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簡易なフィルターを使用して比較に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

します。 

6. [ソース] タブで [レポート総額] に移動してダ

ブルクリックします。  

  

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカー

ソルを置き、スペースキーを一度押します。 

  

8. [使用できるコンポーネント] で、[関数] タブ

をクリックして、[演算子] フォルダを展開し

て、「より大きい」記号（>）をダブルクリッ

クします。 

  

9. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカー

ソルを置き、スペースキーを押して「2000」

と入力します。 

  

10. [検証]  アイコンをクリックして、エラー

がある場合は修正します。すべてのエラーを修

正したら、[詳細フィルター式 – クエリー1] ダ

イアログ ボックスで [OK] をクリックしま

す。 

  

11. [フィルター – クエリー1] ダイアログボックス

で [OK] をクリックします。 

  

12. [実行]  アイコンをクリックしてレポート

を実行し、フィルターが正しく機能することを

確認してから [Cognos Viewer] ウィンドウ

を閉じます。 
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簡易なフィルターを使用して複数の値に基づい

てデータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新

規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。 

 

 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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

3. [経費タイプ] 列ヘッダーをクリックしま

す。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[カスタム・フィルターの

作成] を選択します。 

  

5. [最初のページ] 、[前のページ] 、

[次のページ] 、および [最後のページ] 

 アイコンを使用してフィルターに含め

る経費タイプをハイライトして、右矢印 

 アイコンをクリックして、選択した経

費タイプを [選択された値] ボックスに追加

します。 

 この例では、[朝食]、[昼食]、および [夕食] を選

択します。 

6. [OK] をクリックします。   

7. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、フィルターが正しく機能する

ことを確認してから [Cognos Viewer] ウ

ィンドウを閉じます。 
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高度なフィルターを使用して複数の値に基づい

てデータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新

規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。 

 

 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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

3. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックしま

す。 

  

5. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] オプションを選択し、[OK] をクリ

ックします。 

  

6. [ソース] タブで [経費タイプ] に移動して

ダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、スペースキーを一度押しま

す。 

  

8. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[関数] タブをクリックして、[演算子] フォ

ルダを展開して、[in] をダブルクリックし

ます。 

  

9. [使用できるコンポーネント] エリアで、   
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高度なフィルターを使用して複数の値に基づい

てデータを絞り込む方法 

 その他 

[ソース] タブを選択し、[経費タイプ] がハ

イライトされていることを確認してから 

[複数値の選択]  アイコンをクリックし

ます。 

10. [最初のページ] 、[前のページ] 、

[次のページ] 、および [最後のページ] 

 アイコンを使用してフィルターに含め

る経費タイプをハイライトして、右矢印 

 をクリックして、選択した経費タイプ

を [選択された値] ボックスに追加します。

この例では、[朝食]、[昼食]、および [夕

食] を選択します。  

  

11. [挿入] をクリックして、フィルター式が 

[経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[経費タイプ] in ('朝食', '夕食', '昼食') 

であることを確認します。 

  

12. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。エラーがなけ

れば [OK] をクリックします。 

  

13. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

14. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、フィルターが正しく機能する

ことを確認してから [Cognos Viewer] ウ

ィンドウを閉じます。 

  

 

簡易なフィルターを使用して範囲に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 
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簡易なフィルターを使用して範囲に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新

規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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） 

3. 列ヘッダー [最終提出日] をクリックしま

す。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[カスタム・フィルターの

作成] を選択します。 

  

5. [フィルター条件] ダイアログ ボックスで、

[比較] ドロップダウン メニューから [範

囲] を選択します。 

  

6. [開始値] の日付を 2012 年 1 月 1 日に変

更します。 

  

7. [終了値] の日付を 2012 年 3 月 31 日に変

更します。 

  

8. [OK] をクリックします。   

9. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、フィルターが正しく機能する

ことを確認してから [Cognos Viewer] ウ

ィンドウを閉じます。 
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高度なフィルターを使用して範囲に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新

規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。 

 

 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） 

3. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加]  アイコンをクリックし

ます。 

  

5. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] オプションを選択し、[OK] をクリ

ックします。 

  

6. [ソース] タブで [最終提出日] に移動して

ダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、スペースキーを一度押しま

す。 

  

8. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[関数] タブをクリックして、[演算子] フォ

ルダを展開して、[between] をダブルク

リックします。 

  

9. 式の末尾にカーソルを置き、スペースキー

を一度押します。 
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高度なフィルターを使用して範囲に基づいてデ

ータを絞り込む方法 

 その他 

10. 式の末尾に「2012-01-01 and 2012-

03-31」と入力します。 

  

11. フィルター式が [経費].[レポートの日付と

ステータス].[最終提出日] between 

2012-01-01 and 2012-03-31 となって

いることを確認します。  

  

12. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。エラーがなけ

れば [OK] をクリックします。  

  

13. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

14. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、フィルターが正しく機能する

ことを確認してから [Cognos Viewer] ウ

ィンドウを閉じます。 

  

 

プロンプトについて 

プロンプトは、ユーザーが操作開始する際の指示をレポートに追加できる機能です。ユーザーがニーズに合わせ

てレポート上の情報をカスタマイズできるように、質問形式でフォローします。例えば、ユーザーが特定のコス

ト センターや部門を選択できるように、プロンプトを作成しておくことができます。この場合、指定しておい

たコスト センターや部門に属する経費精算レポートまたは入力のみが取得されてレポートに表示されます。  

プロンプトは、3 つの関連コンポーネントで構成されています。 

▪ パラメータ – ユーザーへの質問を形成します。  

▪ プロンプト コントロール – 質問のユーザー インターフェイスです。 

▪ パラメータ値 – 質問に対する、回答の選択肢です。 

 

パラメータでは、ユーザーがプロンプト コントロールを通して回答する質問を指定します。パラメータは、式エ

ディターを使用して手動で作成するか、プロンプト コントロールをレポート・ページに追加して自動で作成する
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ことができます。式エディターでパラメータを作成すると、質問のデータに対して適切なプロンプト タイプが自

動的に選択されます。 

Report Authoring でプロンプトを作成する方法は複数あります。以下のような操作ができます： 

• Query Studio のように、簡易なプロンプトを作成する。 

• プロンプトを生成するためのパラメータを作成する。 

• レポート・ページにプロンプトを直接挿入する。 

• プロンプト・ページの作成ツールを使用する。 

 

 

次の表は、利用可能なプロンプト コントロール役割について説明しています。 

プロンプト コントロール 説明 

テキスト ボックス プロンプ

ト 

入力した値に基づいてデータを取得します。 

このコントロールは、ユーザーが名前や口座番号などの入力したい値を正確

に把握している場合に使用します。 

値プロンプト リストから選択した値に基づいてデータを取得します。  

ユーザーが選択可能な値のリストを表示する場合に、このコントロールを使

用します。  

注意: リストに表示可能な項目の最大数は 5,000 です。 

選択と検索のプロンプト 指定した検索基準に基づいて値を取得します。検索結果から選択した値に基

づいてデータが取得されます。  

値のリストが長い場合はパフォーマンスが低下するため、値プロンプトでは

なくこのコントロールを使用します。 

ヒント: 大文字と小文字を区別するかどうかは、ユーザーが選択できます。大

文字と小文字を区別する検索は高速で、区別しない検索では、一般的に更に

多くの値が返されます。 

日付プロンプト 選択した日付に基づいてデータを取得します。  

日付列をフィルターする場合に、このコントロールを使用します。このコン

トロールを使用すると、ユーザーは、特定の日、日付のセット、または日付

範囲のデータを取得できます。 

時間プロンプト 選択した時間に基づいてデータを取得します。 
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レポートを特定の時間または時間範囲に限定する場合に、このプロンプトを

使用します。例えば、営業時間後に受領された発注数を確認する場合に、こ

のコントロールを使用できます。この情報を使用して、営業時間後に必要な

スタッフ数を判断することができます。 

日時プロンプト 選択した時間に基づいてデータを取得します。 

日付またはタイムスタンプ列をフィルターする場合に、このコントロールを

使用します。このコントロールは、範囲を指定する場合に便利です。例え

ば、月曜日の午前 0 時から金曜日の午後 5 時に受領したすべての発注を取得

できます。 

間隔プロンプト 指定した時間間隔に基づいてデータを取得します。 

経過時間に関するデータを取得する場合に、このコントロールを使用しま

す。例えば、購入後した 30 日以上経過後に返品された製品のリストを取得で

きます。 

ツリー プロンプト リストから選択した値に基づいてデータを取得します。値が階層的に組織化

されます。 

このコントロールは、ディメンション データ ソースを操作する場合に便利で

す。データは、ディメンション階層の最上位から、最も詳細な構成項目まで

表示されます。ユーザーは、レポートに表示する詳細のレベルを選択できま

す。Business Intelligence データ モデルは、ツリー プロンプトをサポート

していません。 

生成済プロンプト クエリー項目のデータ タイプに基づいてプロンプト コントロールを選択しま

す。 

このコントロールは、プレースホルダのように機能します。レポートを実行

すると、適切なプロンプト コントロールに置き換えられます例えば、データ

値をプロンプトすると、このコントロールは日時プロンプトに置き換えられ

ます。 
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プロンプトを使用してフィルターする方法 

 

プロンプトを使用してフィルターする方法  その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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） 

3. 列ヘッダー [最終提出日] をクリックしま

す。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[カスタム・フィルターの

作成] を選択します。 

  

5. [フィルター条件] ダイアログ ボックスの右

上の [レポートをビューアーで実行すると

きに値を要求する] を選択します。 
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プロンプトを使用してフィルターする方法  その他 

6. パラメータ名を入力します。   

7. [比較] が選択されているドロップダウン メ

ニューを[範囲] に変更し、[開始値] と [終

了値] の日付を、[最も古い日付] 、 [本日

の日付] をそれぞれ設定します。 

  

8. [OK] をクリックします。   

9. ツールバーで [実行]  アイコンをクリッ

クしてプロンプトを完了し、[OK] をクリ

ックします。 

  

10. 返された値がプロンプト値と正しく一致す

ることを確認してから、[Cognos Viewer] 

ウィンドウを閉じます。 

  

パラメータを使用してレポートをプロンプトす

る方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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） 

3. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加]  アイコンをクリックし

ます。 
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プロンプトを使用してフィルターする方法  その他 

5. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] オプションを選択し、[OK] をクリ

ックします。 

  

6. [ソース] タブで [最終提出日] に移動して

ダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアで、表示されているテキ

ストの末尾にカーソルを置き、スペースキ

ーを押して「in_range ?提出日?」と入力

します。 

  

8. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがない場合、プロンプトのプレビュー ウィ

ンドウが開きます。このウィンドウで [OK] をク

リックします。 

9. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グボックスで [OK] をクリックします。 

  

10. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

11. ツールバーで [実行]  アイコンをクリッ

クしてプロンプトを完了し、[OK] をクリ

ックします。 

  

12. 返された値がプロンプト値と正しく一致す

ることを確認してから、[Cognos 

Viewer] ウィンドウを閉じます。 
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レポート・ページへのプロンプトの挿入 

プロンプト コントロールをレポート・ページに追加することもできます。例えば、[日時] プロンプトを使用し

て、[日時] フィールドをプロンプトすることができます。使用するプロンプト コントロールが不明な場合は、

[生成済みプロンプト] を選択して、システムによって最適なプロンプト コントロールが判定されるようにしま

す。レポートを実行すると、プロンプト コントロールがレポートに表示されます。プロンプト コントロールを

ページから遮断して表示を消すが、ユーザーは引き続き使用可能である状態がお勧めです。 

レポート・ページにプロンプトを直接追加する

方法 

 その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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） 

3. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックします。 

  

4. [ソース] ペインで、[プロンプトの生成] を

ダブルクリックします。 

  

5. [新規パラメータを作成] オプションが選択

されていることを確認し、テキスト ボック

スに「日付範囲」と入力して、[次へ] をク

リックします。 

  

6. [パラメーターを使用したフィルターを作

成] チェック ボックスが選択されているこ

とを確認して、[パッケージ・アイテム]  

ボタンをクリックします。 

  

7. [データ モデル] から[最終提出日] をダブ

ルクリックします。 
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レポート・ページにプロンプトを直接追加する

方法 

 その他 

8. [演算子] ドロップダウン メニューから、

[in_range] を選択します。 

  

9. [終了] をクリックします。   

10. [作業エリア] で、[?日付範囲?] をクリッ

クして、[切り取り]  アイコンをクリッ

クします。 

  

11. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、プロンプトが正しく生成され

たことを確認します。 
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プロンプト・ページの作成 

プロンプト・ページとは、1 つ以上のプロンプトが含まれるレポート・ページです。このページには実際のレポ

ート データは表示されません。ユーザーの利便性を向上させるため、プロンプト・ページに表やテキスト・アイ

テムを設定します。複数のデータ・アイテムをプロンプトする場合、またはプロンプトを完了するために特定の

指示を表示したい場合は、プロンプト・ページを追加できます。 

 

プロンプト・ページの作成方法  その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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. 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）） 

d. 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） 

3. [承認総額] および [最終提出日] 列見出し

を選択します（[CTRL] キーを押しながらク

リックして選択）。 

  

4. ツールバーの [プロンプト・ページを作成] 

 アイコンをクリックします。 

  

5. プロンプト・ページで、最初のプロンプト

の上にある [承認総額] をダブルクリックし

ます。 

  

6. [テキスト] ダイアログ ボックスで、「承認

総額範囲:」と入力して [OK] をクリックし

ます。 

  

7. プロンプト・ページで、2 つ目のプロンプ

トの上にある [最終提出日] をダブルクリッ
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プロンプト・ページの作成方法  その他 

クします。 

8. [テキスト] ダイアログ ボックスで、「日付

範囲:」と入力して [OK] をクリックしま

す。 

  

9. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、プロンプト・ページが正しく

表示時されることを確認します。 
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練習: データのフィルターとプロンプト 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ 項目を作成してリスト レポートに追加する。 

▪ データをグループ化して絞り込む。 

▪ 総計形式を修正する。 

▪ パラメータを追加してレポートを実行する。 

▪ リスト レポートを作成することができる。 

▪ パラメータを追加する。 

▪ プロンプト・ページを追加する。 

▪ プロンプトを新しいプロンプト・ページに追加する。 

 

完了までの時間: 25 分 

 

項目を作成してリスト レポートに追加する  その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新規

作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （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. 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） 

e. 支払送信日 （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

f. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

g. 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 エ   
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項目を作成してリスト レポートに追加する  その他 

ントリ フィルターにある、定義済の [親経費を

除外] フィルターを追加します。 

 

 

データをグループ化して絞り込む  その他 

1. [作業エリア] で、[支払送信日] 列見出しを選

択して、[ソート]  アイコンをクリックし

て、[昇順] を選択します。 

  

2. [従業員]、[従業員 ID]、[レポート名]、[最終

提出日]、および [支払送信日] の列見出しを選

択し、[グループ化／グループ化を解除]  

アイコンをクリックします。 

 

 

3. [実行]  アイコンをクリックしてレポート

を実行します。すべてのフィールドが一緒にな

っているため、論理的な順序では表示されませ

ん。 

  

4. Cognos Viewer を閉じて、[元に戻す]  ア

イコンをクリックします。 

  

5. [従業員] および [従業員 ID] の列見出しを選

択し、[グループ化／グループ化を解除]  

アイコンをクリックします。 

  

6. [レポート名]、[最終提出日]、および [支払送

信日] を選択し、[グループ化／グループ化を

解除]  アイコンをクリックします。 

  

7. [実行]  アイコンをクリックしてレポート

を実行し、結果を確認します。 

 形式が正しいことを確認します。Cognos Viewer 

を閉じます。 
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データをグループ化して絞り込む  その他 

8. [エントリの経費金額 (払戻通貨)] データを選

択して、ツールバーの [集計]  アイコンを

クリックして、[合計] を選択します。 

  

 

 

 

合計形式を修正する  その他 

1. [実行]  アイコンをクリックしてレポート

を実行し、合計を確認します。 

 グループ化した列が合計に含まれています。

Cognos Viewer を閉じます。 

2. [作業エリア] で、太字になっている [<支払送

信日> - 合計] の最初のセルをクリックして、

[削除] をクリックします。 

 

 

3. ステップ 2 を繰り返して、小計行 [<最終提出

日> - 総計] を削除します。 

  

4. ステップ 2 を繰り返して、小計行 [<従業員 

ID> - 合計] を削除します（表示にはスクロー

ルが必要な場合があります）。 

  

5. [実行]  アイコンをクリックしてレポート

を実行し、結果を確認して Cognos Viewer を

閉じます。 
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合計形式を修正する  その他 

 

 

 

 

パラメータを追加してレポートを実行する  その他 

1. ツールバーで、[フィルター]  アイコンを

クリックして、[フィルターの編集] を選択し

ます。 

  

2. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [追加]  アイコンをクリックします。 

 

 

3. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] を選択し、[OK] をクリックします。 

  

4. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアログ 

ボックスで、[ソース] タブをクリックして、

[最終提出日] をダブルクリックします。 

  

5. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカー

ソルを置き、「>?最終提出日?」と入力しま

す。式の定義が次のようになっていることを確

認します: 

  [経費].[レポート ヘッダーの情報].[最終提出日] 

> ?最終提出日? 
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パラメータを追加してレポートを実行する  その他 

6. [検証]  アイコンをクリックして、式の形

式を確認します。 

 エラーがあれば修正します。エラーがない場合、プ

ロンプトのプレビュー ウィンドウが開きます。こ

のウィンドウで [OK] をクリックします。 

7. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアログ 

ボックスで、[OK] をクリックして、[フィル

ター – クエリー1] ダイアログ ボックスで 

[OK] をクリックします。 

  

8. レポートを実行して結果を確認します。

Cognos Viewer に、日付を選択するようにプ

ロンプトが表示されます。[2012-Jan-1] を

選択して、[OK] をクリックします。 

  

9. Cognos Viewer を閉じて、レポートを個人フ

ォルダに「練習: パラメータ」という名前で保

存します。 

  

 

 

 

リスト レポートを作成する  その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを新規

作成します。 
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リスト レポートを作成する  その他 

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加しま

す： 

 a. 従業員組織単位 3 - 名前 （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. 従業員 ID （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

d. レポート名 （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

e. 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） 

f. 申請総額 （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）） 

g. レポートに規定外フラグがあります （経費\経

費精算レポート\レポート ヘッダーの情報\規定

外フラグおよび承認のサマリー） 

h. 規定外フラグ レベルの総計 （経費\経費精算レ

ポート\レポート ヘッダーの情報\規定外フラグ

および承認のサマリー） 

3. [従業員組織単位 3 - 名前] でグループ化し

て、列の名前を「部」に変更します。 

  

4. [従業員] と [従業員 ID] でグループ化してか

ら、[レポート名] と [最終提出日] でグループ

化します。 

  

5. ツールバーで、[フィルター]  アイコンを

クリックして、[フィルターの編集] を選択し

ます。 

  

6. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [追加]  アイコンをクリックします。 
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リスト レポートを作成する  その他 

7. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] を選択し、[OK] をクリックします。 

  

8. [ソース] タブで [レポートに規定外フラグがあ

ります] に移動してダブルクリックします。 

  

9. 式の末尾にカーソルを置き、「= 'Y'」と入力

します。 

  

10. [検証]  アイコンをクリックします。    

11. エラーなしというメッセージが表示されたら、

[OK] をクリックして、[フィルター – クエリ

ー1] ダイアログ ボックスで [OK] をクリック

します。 

  

12. 列見出し [レポートに規定外フラグがありま

す] を選択し、[切り取り]  アイコンをク

リックします。 

  

 

 

 

 

パラメータを追加する  その他 

1. [ツールボックス] タブで、[値のプロンプ

ト] をドラッグして、作業エリアのリスト

の直下に配置します。 

  

2. [プロンプト・ウィザード - 値のプロンプ

ト] ダイアログ ボックスで、[新規パラメー

タを作成] オプションが選択されているこ
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パラメータを追加する  その他 

とを確認し、テキスト ボックスに「部」と

入力して、[次へ] をクリックします。 

3. [パラメーターを使用したフィルターを作

成] が選択されていることを確認し、[従業

員組織単位 3 - コード] を [パッケージ・ア

イテム] フィールドで選択して、[演算子] 

を [=] に設定し、[フィルターをオプショ

ンに指定] を選択してから、[次へ] をクリ

ックします。 

  

4. [名前] フィールドで、「部」と入力して、

[表示する値] フィールドを [従業員組織単

位 3 - 名前] に設定して、[完了] をクリッ

クします。 

  

5. [ツールボックス] タブで、[プロンプト・

ボタン] をドラッグして、先ほど追加した 

[値のプロンプト] の右側に配置します。 

  

6. [作業エリア] の下方にスクロールして、

[プロンプト] ボタンをクリックしてからボ

タンのテキストが [次へ >] になっている

ことを確認します。 

  

7. [プロパティー] ペインで、[タイプ] プロパ

ティーを [再プロンプト] に設定します。 

  

8. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、結果を確認します。 

  

9. [Bottom] をクリックしてレポートの下方

にスクロールします。  

  

10. [プロンプト] ドロップダウン メニューで、

[サービス] を選択して、[再プロンプト] ボ

タンをクリックします。 

  

11. Cognos Viewer を閉じて、レポートを個人   
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パラメータを追加する  その他 

フォルダに「練習: プロンプト」という名前

で保存します。 

 

 

プロンプト・ページを追加する  その他 

1. 個人フォルダの [練習: グループ リスト] を

開きます。 

  

2. ページ・エクスプローラーで、[プロンプ

ト・ページ] をクリックします。 

  

3. [ツールボックス] タブで、[ページ] をダブ

ルクリックします。 

  

4. [プロンプト・ページ] ボックスで、[プロ

ンプト・ページ 1] をダブルクリックしま

す。 

  

 

プロンプトを新しいプロンプト・ページに追加

する 

 その他 

1. [ツールボックス] タブで、[選択と検索の

プロンプト] を空白のプロンプト・ページ

にドラッグします。 
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プロンプトを新しいプロンプト・ページに追加

する 

 その他 

2. [プロンプト・ウィザード - 選択と検索のプ

ロンプト] ダイアログ ボックスで、[新規パ

ラメータを作成] が選択されていることを

確認し、パラメータの名前を「従業員」と

入力して、[次へ] をクリックします。 

  

3. [パッケージ・アイテム] を \経費\一般的

に使用されるフィールド\従業員 ID に設定

し、[演算子] を [in] に設定してから、[次

へ] をクリックします。 

  

4. [名前] フィールドを [従業員] に変更しま

す。 

  

5. [表示する値] フィールドを \経費\一般的

に使用されるフィールド\従業員に設定し

て、[完了] をクリックします。 

  

6. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行します。 

  

7. [キーワード] フィールドに「c」と入力し

て、[検索] をクリックします。 

  

8. [結果] ボックスで、[CTRL] キーを押しな

がら Cage, Nicolas と Campbell, Bruce 

を選択して、[挿入] をクリックして [完了] 

をクリックします。 

  

9. Cognos Viewer を閉じて、レポートを個人

フォルダに「練習: プロンプト・ページ」と

いう名前で保存します。 
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レポートに計算を作成する方法 

データ ソースから追加の情報を得る計算列を作成して、より有用なレポートを作成することができます。例え

ば、承認者により却下された合計金額を確認する場合、申請総額から承認総額を差し引く計算を作成可能です。 

 

レポートに計算を作成する方法   その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のデータ項目を順に追加します。 

 

 a. 従業員組織単位 2 - 名前 （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） 

従業員組織単位 3 - 名前 （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. 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）） 
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レポートに計算を作成する方法   その他 

e. クレジット カードへの支払総額 （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\経費精算レポート\レポー

トの日付とステータス） 

3. [従業員組織単位 2 - 名前] ラベルを「地

方」に変更し、[従業員組織単位 3 – 名前] 

ラベルを「部」に変更します。 

  

4. レポートを、地方、部、および従業員でグ

ループ化します。 

  

5. 列見出し [レポート総額] および [クレジッ

ト カードへの支払総額] を選択して、[集

計]  アイコンをクリックして [合計] 

をクリックします。 

  

6. [ツールボックス] タブから [クエリー計算] 

を [支払送信日] 列の右側にドラッグしま

す。 

  

7. [データ・アイテム式 – データ項目 1] ダイ

アログ ボックスの [名前] フィールドに

「ライフサイクル」と入力します。 

  

8. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[関数] タブをクリックして、[ビジネス日

時関数] フォルダを展開します。 

  

9. [_days_between] 関数をダブルクリック

します。 

  

10. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックし、[支払送信日] 

（経費\経費精算レポート\レポートの日付
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レポートに計算を作成する方法   その他 

とステータス）をダブルクリックします。 

11. 式の末尾にカーソルを置き、コンマを入力

します。 

  

12. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[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）をダブルクリ

ックします。 

  

13. 式の末尾にカーソルを置き、右カッコを入

力します。  

  

14. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 

  

15. [ツールボックス] タブから [クエリー計算] 

を [クレジット カードへの支払総額] 列の

右側にドラッグします。 

  

16. [データ・アイテム式 – データ項目 1] ダイ

アログ ボックスの [名前] フィールドに

「カードの割合」と入力します。 

  

17. [使用できるコンポーネント] エリアの [ソ

ース] タブで [クレジット カードへの支払

総額] をダブルクリックし、テキストの末

尾にカーソルを置いて [/] （区切り記号）

を入力します。 

  

18. [使用できるコンポーネント] エリアの [ソ

ース] タブで、[レポート総額] をダブルク

リックします。 

  

19. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 
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レポートに計算を作成する方法   その他 

20. [カードの割合] データをクリックして、

[プロパティー] ペインで [データ形式] プ

ロパティーをダブルクリックします。 

  

21. [表示形式] ドロップダウン メニューから、

[パーセント] を選択します。 

  

22. 次の設定を適用し、[OK] をクリックしま

す: 

 分率記号: % 

小数の桁数: 2 

23. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、結果を確認します。 

  

 

カスタム グループの作成方法   その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のデータ・アイテムを順に追加します。  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. [フィルター]  アイコンをクリックし

て、[フィルターの編集] を選択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

5. [使用できるコンポーネント] エリアの [ソ

ース] タブで、[支払送信日] に移動してダ
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カスタム グループの作成方法   その他 

ブルクリックします。 

6. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「between 2011-01-01 

and 2011-12-31」と入力します。 

  

7. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 

  

8. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックして、[フ

ィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [OK] をクリックします。  

  

9. [ツールボックス] タブから [クエリー計算] 

を [従業員] 列の左側にドラッグします。 

  

10. [データ・アイテム式 – データ項目 1] ダイ

アログ ボックスの [名前] フィールドに

「四半期」と入力します。 
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カスタム グループの作成方法   その他 

11. [式の定義] エリアで、次のテキストを入力

します: 

     if 

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-01-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011-03-31)) then 

('Q1 2011') 

    else if  

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-04-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/06/30)) then 

('Q2 2011') 

    else if  

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-07-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/09/30)) then 

('Q3 2011') 

    else if  

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-10-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/12/31)) then 

('Q4 2011') 

    else  ('NA') 

12. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 

  

13. [四半期] の列見出しを選択し、[グループ   



 

ページ 161 

カスタム グループの作成方法   その他 

化／グループ化を解除]  アイコンをク

リックします。 

14. [実行]  アイコンをクリックしてレポー

トを実行し、結果を確認します。 

  

 

クエリー計算とレイアウト計算の違い 

クエリー計算 – データ スクラブの実行に使用します。クエリー計算をレポートに挿入して、計算に基づいた値

で新しい行または列を追加します。 

レイアウト計算 – 実行時の情報が反映されます。データの操作は実行できません。現在の日付、現在の時間、応

答のプロンプトなど、レポートに実行時の情報を追加するために、レイアウト計算を作成します。 

 

 

プロンプトに基づいてレイアウト計算を追加す

る方法 

 その他 

1. Report Authoring で、リスト レポート

を新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  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. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック
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プロンプトに基づいてレイアウト計算を追加す

る方法 

 その他 

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

5. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グ ボックスで、[ソース] タブをクリックし

て、[支払送信日] をダブルクリックしま

す。 

  

6. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「in_range ?支払送信

日?」と入力します。式の定義が次の通りか

確認します: 

 [経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] in_range ?支払送信日? 

 

7. [検証]  アイコンをクリックして、式の

形式を確認し、エラーがあれば修正しま

す。 

 エラーがない場合、プロンプトのプレビュー ウィ

ンドウが開きます。このウィンドウを閉じます。 

8. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックして、[フ

ィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [OK] をクリックします。 

  

9. ページ上部の見出しをクリックします。   

10. 見出しエリアで「レポート抽出済」と入力

します。  

 抽出する文言の後にスペースを追加します。 

11. ツールボックスから、[レイアウト計算] を

見出しエリアの語 [抽出済] の右側にドラッ

グします。 

  

12. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[パラメータ] タブをクリックし、[支払送

信日] をダブルクリックして [OK] をクリ

ックします。 
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プロンプトに基づいてレイアウト計算を追加す

る方法 

 その他 

 

13. レポートを実行して結果を確認します。  Cognos Viewer に、日時を選択するようにプロン

プトが表示されます。[2011-Jan 1 through 

2011-Dec 31] を選択して、[OK] をクリックし

ます。 
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レポート・ページを操作する方法 

様々なコンテンツを含むページを追加して、ページが複数あるレポートを作成できます。例えば、年間レポート

を作成している場合、最初のページに上位レベルの集計情報を含め、詳細情報を追加のページに含めることがで

きます。  

注意: 複数のページを含むレポートを Excel 形式で実行すると、1 つの Excel ブックでページごとに個別のシー

トになります。 

 

レポートにページを追加する方法   その他 

1. エクスプローラー バーで、[ページ・エク

スプローラー]  アイコンにカーソルを

合わせます。 

  

2. [レポート・ページ] をクリックします。   

3. [ツールボックス] タブで、[ページ] をダブ

ルクリックします。 

 

  

レポートのページの名前を変更する方法   その他 

1. エクスプローラー バーで、[ページ・エク   
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レポートにページを追加する方法   その他 

スプローラー]  アイコンにカーソルを

合わせます。 

2. [レポート・ページ] をクリックします。   

3. [レポート・ページ] ペインで、名前を変更

するページをクリックします。 

  

4. [プロパティー] ペインの一番下までスクロ

ールして、[名前] プロパティー フィールド

に新しい名前を入力します。 

  

5. ステップ 3～4 を繰り返して、レポートの追

加ページの名前を変更します。 
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レポートのページの順序を変更する方法   その他 

1. エクスプローラー バーで、[ページ・エク

スプローラー]  アイコンにカーソルを

合わせます。 

  

2. [レポート・ページ] をクリックします。   

3. [レポート・ページ] ペインで、ページをド

ラッグしてドロップしお好みの順序になる

ように配置を替えます。 
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練習: 計算を作成して形式を追加する 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ 空白レポートを新規作成して表を挿入する。 

▪ クロス集計レポートを構成する。 

▪ 計算を作成する。 

▪ クロス集計に行を追加する。 

▪ 計算を作成する。 

▪ クロス集計を追加してラベルを修正する。 

▪ グラフ レポートを構成する。 

▪ 追加の形式をレポートに適用する。 

 

完了までの時間: 25 分 

 

空白レポートを新規作成して表を挿入する   その他 

1. Report Authoring で、空白レポートを新規

作成します。 

  

2. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックして、[表] をクリックします。 

  

3. [表を挿入] ダイアログ ボックスで、[列数] 

を [3] に、[行数] を [5] に設定して、

[OK] をクリックします。 

  

4. [ソース] ペインで、[クロス集計] レポート

を表の 2 列目の 5 行目にドラッグします。 

5. [オブジェクト名およびクエリー名] ダイア

ログ ボックスで、[OK] をクリックしま

す。 

  

6. [ソース] ペインで、[グラフ] レポートを表

の 2 列目の 2 行目にドラッグします。 

  

7. [グラフを挿入] ダイアログ ボックスで、

[OK] をクリックして既定の設定を確定し
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空白レポートを新規作成して表を挿入する   その他 

ます。 
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クロス集計レポートを構成する   その他 

1. [作業エリア] で [クロス集計] レポートを

クリックします。 

  

2. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

3. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加]  アイコンをクリックし

ます。 

  

4. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[関数] タブをクリックします。 

  

5. [共通関数] フォルダを展開し、[D-G] フォ

ルダを展開して、[extract] をダブルクリ

ックします。 

  

6. 式の末尾にカーソルを置き、「year,」と入

力します。 

  

7. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックします。 

  

8. [経費] フォルダを展開し、[一般的に使用

されるフィールド] フォルダを展開して、

[支払送信日] をダブルクリックします。 

  

9. 式の末尾にカーソルを置き、「) = 2011」

と入力します。 

  

10. 完成した式が次のようになっていることを

確認します: 

 extract(year,[経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日]) = 2011 

11. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがなければ [OK] をクリックします。 

12. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ   
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クロス集計レポートを構成する   その他 

クスで [OK] をクリックします。 

 

計算を作成する   その他 

1. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックします。 

  

2. [クエリー計算] を [クロス集計] の [列] エ

リアにドラッグします。 

  

3. [データ・アイテム式 – データ・アイテム 

1] ダイアログ ボックスの [名前] フィール

ドに「2011 四半期」と入力します。 

  

4. [式の定義] エリアで、「CASE」と入力し

て [ENTER] を押します。 

  

5. [式の定義] エリアで、「WHEN (」と入力

します。 

  

6. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックします。 

  

7. [経費] フォルダを展開し、[一般的に使用

されるフィールド] フォルダを展開して、

[支払送信日] をダブルクリックします。 

  

8. 式の末尾にカーソルを置き、「in_range 

{2011-01-01:2011-03-31}) THEN 

('Q1')」と入力して [ENTER] を押しま

す。 

  

9. 第 2 四半期、第 3 四半期、第 4 四半期に対

して、ステップ 5～8 を繰り返します。 

  

10. 式の末尾にカーソルを置き、「ELSE 

(‘N/A’)」と入力します。 

  

11. [ENTER] を押して「END」と入力しま

す。 
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計算を作成する   その他 

12. 完成した式が次のようになっていることを

確認します: 

        CASE 

WHEN ([経費].[一般的に使用されるフィー

ルド].[支払送信日] in_range {2011-01-

01:2011-03-31}) THEN ('Q1') 

WHEN ([経費].[一般的に使用されるフィー

ルド].[支払送信日] in_range {2011-04-

01:2011-06-30}) THEN ('Q2') 

WHEN ([経費].[一般的に使用されるフィー

ルド].[支払送信日] in_range {2011-07-

01:2011-09-30}) THEN ('Q3') 

WHEN ([経費].[一般的に使用されるフィー

ルド].[支払送信日] in_range {2011-10-

01:2011-12-31}) THEN ('Q4') 

ELSE ('N/A') 

END 

13. ツールバーで [検証]  エラーがある場合

は修正し、[OK] をクリックします。 
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クロス集計に行を追加する   その他 

1. [ソース] ペインで、[ソース] タブをクリッ

クします。 

  

2. 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\） [クロ

ス集計] の [行] 

  

3. [従業員] （経費\一般的に使用されるフィ

ールド）を [クロス集計] の [行] エリアに

ドラッグし、[従業員組織単位 3 – 名前] の

右側に配置します。 

 

  

 

 

クロス集計を追加してラベルを修正する   その他 

1. [クロス集計] の [数値データ] エリア（行

と列の交点をクリックして、[集計] をクリ

ックして [合計] を選択します。 

  

2. <#従業員#> セルの直下の [合計] セルを

クリックします。 

  

3. [プロパティー] ペインで、[ソースのタイ   
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クロス集計を追加してラベルを修正する   その他 

プ] プロパティーを [レポート式] に設定し

ます。 

4. [プロパティー] ペインの [レポート式] プ

ロパティーをダブルクリックして [レポー

ト式] プロパティーを開き、[式の定義] エ

リアで「'Total for ' +」と入力します。 

  

5. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[従業員組織単位 3 – 名前] をダブルクリッ

クします。 

  

6. 完成した式が次のようになっていることを

確認します: 

 'Total for ' + [クエリー1].[従業員組織単位 3 – 名

前] 

7. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがなければ [OK] をクリックします。 

8. <#組織単位 3 - 名前#> セルの直下の [総

計] セルをクリックします。 

  

9. [プロパティー] ペインで、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定しま

す。 

  

10. [プロパティー] ペインで [テキスト] プロ

パティーの右側のフィールドをダブルクリ

ックして、[テキスト] ダイアログ ボックス

に「全体的な合計」と入力して [OK] をク

リックします。 

  

 

  

   

 

グラフ レポートを構成する   その他 
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グラフ レポートを構成する   その他 

1. [グラフ] レポートの余白をクリックしま

す。 

 適切な部分をクリックすると、グラフ全体が灰色に

なります。 

2. [プロパティー] ペインで、[データ] の [ク

エリー] プロパティーを [クエリー1] に変

更します。 

  

3. [ソース] ペインで、[データ・アイテム] タ

ブをクリックします。 

  

4. [経費精算レポートの数] をグラフ レポート

の [測定 (Y 軸)] エリアにドラッグしま

す。 

  

5. [2011 四半期] をグラフ レポートの [測定 

(Y 軸)] エリアにドラッグします。 

  

6. [従業員組織単位 3 - 名前] をグラフ レポ

ートの [シリーズ] 領域にドラッグします。 

 

  

 

 

 

 

追加の形式をレポートに適用する   その他 

1. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックします。 
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追加の形式をレポートに適用する   その他 

2. [テキスト・アイテム] を 2 列目の 1 行目に

ドラッグし、[テキスト] ダイアログ ボック

スに「四半期単位の部門別経費精算レポー

ト数 – グラフ」と入力して [OK] をクリッ

クします。 

  

3. [テキスト・アイテム] を 2 列目の 4 行目に

ドラッグし、[テキスト] ダイアログ ボック

スに「四半期単位の部門別経費精算レポー

ト数 – 表」と入力して [OK] をクリックし

ます。 

  

4. [CTRL] を使用して、先ほど追加した [テ

キスト・アイテム] 両方を選択します。 

  

5. [太字]  アイコンをクリックします。   

6. [ツールボックス] から [ブロック] を 2 列

目の 3 行目にドラッグします。 

  

7. [作業エリア] で [ブロック] をクリックし

ます。 

  

8. [プロパティー] ペインで [サイズおよびオ

ーバーフロー処理] プロパティーを開き、

[高さ] プロパティーを.5 インチに設定して 

[OK] をクリックします。 

  

9. [ヘッダーとフッター]  ドロップダウ

ン矢印をクリックして、[ページのヘッダー

とフッター] を選択します。 

  

10. [ページのヘッダーとフッター] ダイアログ 

ボックスで [フッター] を選択し、[OK] を

クリックします。 

  

11. [ツールボックス] から [表] をドラッグし

て [フッター] に配置します。[列数] を 
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追加の形式をレポートに適用する   その他 

[3] に、[行数] を [1] に設定して、[OK] 

をクリックします。 

12. [ツールボックス] から [レイアウト計算] 

をフッター表の左のセルにドラッグしま

す。 

  

13. [レポート式] ダイアログ ボックスで、[使

用できるコンポーネント] エリアから [関

数] タブに切り替えます。 

  

14. [レポート関数] フォルダを展開し、

[AsOfDate] をダブルクリックして [OK] 

をクリックします。 

  

15. [ツールボックス] から [ページ番号] オブ

ジェクトをフッター表の中央のセルにドラ

ッグします。 

  

16. [ツールボックス] から [時間] オブジェク

トをフッター表の右のセルにドラッグしま

す。 

  

17. [ページ番号] オブジェクトを含む表 セルを

クリックして、[横位置] プロパティーを 

[中央] に変更します。 

  

18. [時間] オブジェクトを含む表 セルをクリッ

クして、[横位置] プロパティーを [右] に

変更します。 

  

19. レポートを実行して結果を確認し、

[Cognos Viewer] ウィンドウを閉じま

す。 

  

20. このレポートを個人フォルダに「練習: 計算

と形式」という名前で保存します。 

  



 

ページ 177 

追加の形式をレポートに適用する   その他 
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レッスン: 追加のレポート タイプを作成する 

追加のレポートのタイプを作成し、ユーザーのニーズに合わせて様々な方法でデータを結び付け提示することが

できます。例えば、ユーザーが必要に応じてアクセスし詳細を確認できる上位レベルのレポートを作成する場合

などです。このレッスンでは、ドリル スルー レポート、マスター詳細レポート、外部結合があるレポートを 

Report Authoring で作成するために必要な知識と技能を習得できます。 

このレッスンの目標は次の通りです： 

▪ ドリル スルー レポートを作成する。 

▪ 内部および外部レポート結合について説明する。 

▪ マスター詳細レポートを作成する。 

▪ 外部結合があるレポートを作成する。 

 

ドリル スルー レポートについて 

ドリル スルー レポートとは、より詳細なデータを確認するための追加のレポートを開くハイパーリンクを伴っ

た、上位レベルの情報を含むレポートです。例えば、上位レベルの従業員および経費精算レポート情報を表示す

るレポートを作成することが可能です。レポートを実行するユーザーは、従業員および経費精算レポート データ

のハイパーリンクをクリックして、経費精算レポートや経費精算レポート所有者に関する詳細情報を表示できま

す。 

キー ポイント: 

▪ ドリル スルー レポートを作成するには、子レポートにパラメータ、および親レポートから子レポート

へのドリル スルー接続を追加します。 

▪ パラメータを追加するには、リンクとして機能するクエリー項目を選択し、フィルターを作成します。

パラメータの値に沿って子レポートに表示するデータがフィルターされます。子レポートを実行する

と、レポートの値を選択するようにプロンプトが表示されます。 

▪ 関連情報を含む 2 つのレポートにリンクするドリル スルー レポートを作成できます。一方のレポート

で値を選択することで、別のレポートの関連情報や詳細情報にアクセスできます。 

▪ ドリル スルー レポートを含む列のデータには、プラス記号（+）付きのリンクが表示されます。レポ

ートを実行すると、ターゲット・レポートにドリル スルーするリンクをクリックできるようになりま

す。 

▪ Business Intelligence ユーザーであれば、親レポートから子レポートへのリンクをたどることが可能

です。 
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子レポートの作成方法   その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

ます： 

 a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

c. 従業員のメール アドレス （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） 

d. ロール （経費\リスト\従業員ロール\ロール） 

e. 既定の承認者 （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） 

3. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

5. [ソース] タブで、[使用できるコンポーネ

ント] エリアの [経費] にある [従業員 ID] 

に移動してダブルクリックします。 

  

6. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「= ?従業員 ID?」と入力

します。式の定義が次のようになっている

ことを確認します: 

 [経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[従業員 ID] = ?従業員 ID? 

7. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがない場合、プロンプトのプレビュ

ー ウィンドウが開きます。 
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子レポートの作成方法   その他 

8. [値を入力] フィールドに 数値を入力して 

[OK] をクリックします。 

  

9. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グボックスで [OK] をクリックします。 

  

10. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [OK] をクリックして、レポートを

個人フォルダに「子」という名前で保存し

ます。 

  

 

親レポートの作成方法   その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

ます： 

 a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （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. 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 [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

  

4. [従業員] および [従業員 ID] でレポートを

グループ化して、レポートを個人フォルダ

に「親」という名前で保存します。 

  

 

親レポートと子レポートをリンクするためにド

リル スルー接続を作成する方法  

 その他 
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親レポートと子レポートをリンクするためにド

リル スルー接続を作成する方法  

 その他 

1. [親] レポートで、[従業員 ID] 列のデータ

を右クリックして [ドリルスルー定義] を選

択します。 

  

2. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックス

で、[ドリル スルー定義を新規作成]  

アイコンをクリックします。 

  

3. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックス

で、[ターゲット・レポート] タブをクリッ

クします。 

  

4. [ターゲット・レポート] タブで、[レポー

ト]  アイコンをクリックして、[子] レ

ポートを選択します。 

  

5. [新しいウィンドウで開く] チェック ボック

スを選択します。 

  

6. [パラメーター] エリアで、[編集]  ア

イコンをクリックします。 

  

7. [パラメーター] ダイアログ ボックスの [従

業員 ID] パラメーターで、[方法] ドロップ

ダウン メニューの [データ・アイテムの値

を渡す] を選択し、[値] ドロップダウン メ

ニューの [従業員 ID] を選択して [OK] を

クリックします。 

  

8. [ドリルスルー定義] ダイアログボックスで 

[OK] をクリックします。 

  

9. このレポートを個人フォルダに「親」とい

う名前で保存します。 

  

10. [親] レポートを実行します。   

11. Cognos Viewer で、ハイパーリンクになっ  [子] レポートが新しいウィンドウで開きます。 
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親レポートと子レポートをリンクするためにド

リル スルー接続を作成する方法  

 その他 

ている従業員 ID のいずれか 1 つをクリッ

クします。 

注意: ポップアップ ブロックを有効にしている場

合は、[CTRL] を押しながらハイパーリンクをクリ

ックしなければならない場合があります。 

12. 2 つの Cognos Viewer ウィンドウを閉じ

ます。 
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練習: ドリル スルー レポートの作成 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ 従業員の詳細に関する子レポートを作成する。 

▪ 経費詳細に関する子レポートを作成する。 

▪ 親レポートと子レポート間のリンクを作成する。 

 

完了までの時間: 25 分 

従業員の詳細に関する子レポートを作成する   その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

ます： 

 a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

c. 従業員のメール アドレス （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） 

d. ロール （経費\リスト\従業員ロール\ロール） 

e. 既定の承認者 （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） 

3. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

4. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 
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5. [ソース] タブで、[使用できるコンポーネ

ント] エリアの [経費] にある [従業員 ID] 

に移動してダブルクリックします。 

  

6. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「= ?従業員 ID?」と入力

します。式の定義が次のようになっている

ことを確認します: 

 [経費].[一般的に使用されるフィールド].[従業員 

ID] = ?従業員 ID? 

7. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがない場合、プロンプトのプレビュー ウィ

ンドウが開きます。[値を入力] フィールドに 数値

を入力して [OK] をクリックします。 

8. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グボックスで [OK] をクリックします。 

  

9. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

10. このレポートを個人フォルダに「練習: 子 - 

従業員の詳細」という名前で保存します。 

  

 

 

経費詳細に関する子レポートを作成する  その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

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 ID （経費\経費精算レポート\レポー

ト ヘッダーの情報） 

d. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー
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経費詳細に関する子レポートを作成する  その他 

ルド） 

e. エントリの経費金額 (払戻通貨) （経費\一般的

に使用されるフィールド） 

3. レポートを [従業員]、[レポート名]、およ

び [レポート ID] でグループ化します。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

5. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

6. [ソース] タブで、[使用できるコンポーネ

ント] エリアの [経費] にある [レポート 

ID] に移動してダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「= ?レポート ID?」と入

力します。式の定義が次のようになってい

ることを確認します: 

 [経費].[レポート ヘッダーの情報].[レポート ID] 

= ?レポート ID? 

8. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがない場合、プロンプトのプレビュー ウィ

ンドウが開きます。[値を入力] フィールドに 数値

を入力して [OK] をクリックします。 

9. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グボックスで [OK] をクリックします。 

  

10. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

11. このレポートを個人フォルダに「練習: 子 - 

経費詳細」という名前で保存します。 
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経費詳細に関する子レポートを作成する  その他 

 

 

親レポートを作成する   その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

ます： 

 a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （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. レポート ID （経費\経費精算レポート\レポー

ト ヘッダーの情報） 

e. 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. レポートを [従業員] および [従業員 ID] 

でグループ化します。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

5. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック
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親レポートを作成する   その他 

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

6. [ソース] タブで、[使用できるコンポーネ

ント] エリアの [経費] にある [レポート総

額] に移動してダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「> 2000」と入力しま

す。式の定義が次のようになっていること

を確認します: 

 [経費].[レポート ヘッダーの情報].[レポート総額] 

> 2000 

8. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 

  

9. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

10. このレポートを個人フォルダに「練習: 親」

という名前で保存します。 

  

 

 

親レポートと子レポート間のリンクを作成する   その他 

1. [練習: 親] レポートが Report Authoring 

で開いていることを確認します。 

  

2. [従業員 ID] 列のデータを右クリックして 

[ドリルスルー定義] を選択します。 
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親レポートと子レポート間のリンクを作成する   その他 

3. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックスの

下にある [ドリル スルー定義を新規作成] 

 アイコンをクリックします。 

  

4. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックス

で、[ターゲット・レポート] タブをクリッ

クします。 

  

5. [ターゲット・レポート] タブで、[レポー

ト]  アイコンをクリックして、[練習: 子 

- 従業員の詳細] レポートを選択します。 

  

6. [新しいウィンドウで開く] を選択します。   

7. [パラメータ] の下にある [編集]  アイ

コンをクリックします。 

  

8. [パラメーター] ダイアログ ボックスの [従

業員 ID] パラメーターで、[方法] ドロップ

ダウン メニューの [データ・アイテムの値

を渡す] を選択し、[値] ドロップダウン メ

ニューの [従業員 ID] を選択して [OK] を

クリックします。 
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親レポートと子レポート間のリンクを作成する   その他 

 

9. [ドリルスルー定義] ダイアログボックスで 

[OK] をクリックします。 

  

10. [練習: 親] レポートで、[従業員 ID] デー

タを右クリックして [ドリルスルー定義] を

クリックします。 

  

11. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックスの

下にある [ドリル スルー定義を新規作成] 

 アイコンをクリックします。 

  

12. [ドリルスルー定義] ダイアログ ボックス

で、[ターゲット・レポート] タブをクリッ

クします。 

  

13. [ターゲット・レポート] タブで、[レポー

ト]  アイコンをクリックして、[練習: 子 

- 経費詳細] レポートを選択します。 

  

14. [新しいウィンドウで開く] を選択します。   

15. [パラメーター] の下にある [編集]  ア

イコンをクリックします。 
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親レポートと子レポート間のリンクを作成する   その他 

16. [パラメーター] ダイアログ ボックスの [レ

ポート ID] パラメーターで、[方法] ドロッ

プダウン メニューの [データ・アイテムの

値を渡す] を選択し、[値] ドロップダウン 

メニューの [レポート ID] を選択して 

[OK] をクリックします。 

  

 

17. [ドリルスルー定義] ダイアログボックスで 

[OK] をクリックします。 

  

18. このレポートを個人フォルダに「練習: 親」

という名前で保存して、レポートを実行し

ます。 
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親レポートと子レポート間のリンクを作成する   その他 

 

19. [従業員 ID] または [レポート ID] をクリ

ックして、ドリル スルーが正しく機能して

いることを確認します。 

 注意: ポップアップ ブロックを有効にしている場

合は、[CTRL] を押しながらハイパーリンクをクリ

ックしなければならない場合があります。 

20. すべての Cognos Viewer ウィンドウを閉

じます。 
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結合について 

結合とは、関係データベースのテーブル間の関係を示します。結合は、2 つのデータベース テーブル間で共有さ

れている一般的なデータ要素をリンクし、データがレポートに論理的に表示されるようにするものです。多くの

場合、レポートには、複数のデータベース テーブルに保存されているデータが含まれます。例えば、レポートに

従業員の名前と ID、レポート名、合計、および個々の経費入力、日付、金額が含まれているとします。この例

では、データはデータベースの 3 つの異なるテーブルに含まれています。  

Concur データ ウェアハウス は、データ要素間の関係を事前に定義します。場合によっては、内部結合を使用

してシステムのパフォーマンスを向上させるケースもあります。事前定義済みの内部結合は、レポートでフィル

ターとして機能します。 

内部結合は、テーブル間で一致する項目のみをレポートにリンクします。例えば、従業員名とレポート名をレポ

ートに追加した場合、経費精算レポートがある従業員のみがレポートに表示されます。  

もう 1 つ例を挙げます。経費タイプと同席者名をレポートに追加した場合、レポートには、同席者がある経費の

みが含まれます。内部結合が、同席者なしの経費をフィルターで除外します。 

EMPLOYEES EXPENSE 
REPORTS

Records with Matching Values

Excluded Records

 

 

外部結合は、一致がある項目および一致しない項目をリンクします。同席者レポートを作成するときには外部結

合を使用するのが理想的です。同席者レポートでは、同席者の有無にかかわらず、すべての会議費を表示するこ

とが望ましいでしょう。 
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ページ 194 

マスター詳細レポートについて 

マスター詳細レポートでは、1 つのレポート タイプ（リスト、クロス集計、グラフなど）に別のレポート タイ

プが含まれます。項目の詳細を別のレポートで表示するという点で、ドリル スルー レポートに似ています。マ

スター詳細レポートの利点は、別のレポートにドリル スルーせずに、同一のレポート内で関連する詳細を表示で

きるところです。 

他の種類のレポートでは複数のレポートが必要な場合でも、1 つのマスター詳細レポートを作成するだけで情報

を表示できます。各レポートには、共通のクエリー項目が 1 つ必要です。 

マスター詳細レポートは、外部結合を作成せずにその機能を利用したい場合にも便利です。 

マスター レポートの作成方法  その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダから次の項目を順に追加し

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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

d. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

e. エントリ キー （経費\経費精算レポート\エン

トリ情報\キー） 

3. [親経費を除外] （経費\経費精算レポート

\一般的なレポート エントリ フィルター）

をダブル クリックして、定義済のフィルタ

ーを適用します。 

  

4. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

5. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ   
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マスター レポートの作成方法  その他 

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

6. [データ・アイテム] タブの [使用できるコ

ンポーネント] エリアで、[経費タイプ] を

ダブルクリックします。 

  

7. [式の定義] エリアの末尾にカーソルを置

き、「in」と入力します。 

  

8. [複数値の選択]  アイコンをクリックし

ます。 

  

9. [最初のページ] 、[前のページ] 、

[次のページ] 、および [最後のページ] 

 アイコンを使用して、[値] ボックスの 

[朝食]、[会議費（同席者）]、[夕食]、お

よび [昼食] を選択します。 

  

10. 右矢印  をクリックしてこれらを [選択

された値] ボックスに追加し、[挿入] をク

リックします。 

  

11. ツールバーで [検証]  アイコンをクリッ

クしてエラーがある場合は修正し、[OK] 

をクリックします。 

  

12. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

 

詳細レポートの作成方法  その他 

1. [ソース] ペインの [ツールボックス] タブ

から、[リスト] オブジェクトをドラッグし
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詳細レポートの作成方法  その他 

て、[マスター] レポートの最後の列になる

ように配置します。 

2. [オブジェクトおよびクエリー名] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックします。 

3. [ソース] ペインの [ソース] タブから、次

の項目を順に [リスト] レポートにドラッグ

します。 

 a. 関連するレポートエントリ キー （経費\経費精

算レポート\経費同席者\キー） 

b. 同席者名 （経費\経費精算レポート\経費同席者

\） 

役職 （経費\経費精算レポート\経費同席者\） 

c. 会社 （経費\経費精算レポート\経費同席者\） 

d. 同席者タイプ （経費\経費精算レポート\経費同

席者\） 

 

マスター レポートと詳細レポートをリンクす

る方法（マスター／詳細関係の定義） 

 その他 

1. 詳細レポートで、[関連するレポートエント

リ キー] データを右クリックして、[マスタ

ー／詳細の関係] を選択します。 

  

2. [マスター／詳細の関係] ダイアログ ボック

スで、[リンクを新規作成] をクリックしま

す。 

  

3. [マスター: クエリー1] リストで、[エント

リ キー] をクリックします。 

  

4. [詳細: クエリー2] リストで、[関連するレ

ポート エントリ キー] をクリックします。 

  

5. [マスター／詳細の関係] ダイアログ ボック

スで、[OK] をクリックします。 

  

6. 詳細レポートで、列見出し [関連するレポ

ートエントリ キー] をクリックして、[切り
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マスター レポートと詳細レポートをリンクす

る方法（マスター／詳細関係の定義） 

 その他 

取り]  アイコンをクリックします。 

7. マスター レポートで、列見出し [エントリ 

キー] をクリックして、[切り取り]  ア

イコンをクリックします。 

  

8. 詳細レポートのすべての列見出しを選択し

ます。 

  

9. [プロパティー] ペインで、[ボックス タイ

プ] プロパティーを [なし] に設定します。 

  

10. 列見出し [リスト] をクリックして、[テキ

スト] プロパティーを [同席者リスト] に変

更します。 

  

11. レポートを実行して結果を確認し、Cognos 

Viewer を閉じます。 
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練習: マスター／詳細のレポートを作成する 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ レポート ヘッダー情報があるリスト レポートを作成する 

▪ 2 つ目のリストをレポートに追加する 

▪ マスター／詳細関係を定義する 

▪ マスター／詳細レポートの形式設定、実行、保存を行う 

 

完了までの時間: 25 分 

レポート ヘッダー情報があるリスト レポート

を作成する 

 その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダで、次の項目を順に追加し

ます。 

 a. 従業員 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

b. 従業員 ID （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. 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）） 

e. 目的 （経費\経費精算レポート\レポート ヘッ

ダーの情報） 

f. 作成日 （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\経費精算レポート\レポート

の日付とステータス） 

h. レポート キー （経費\経費精算レポート\レポ

ート ヘッダーの情報） 

3. 経費\経費精算レポート\一般的なレポート   
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レポート ヘッダー情報があるリスト レポート

を作成する 

 その他 

ヘッダー フィルターにある [前年（支払送

信日に基づく）] を適用します。 

4. レポートを実行して結果を確認し、

Cognos Viewer を閉じます。 

  

 

2 つ目のリストをレポートに追加する  その他 

1. [ソース] ペインで、[ツールボックス] タブ

をクリックします。 

  

2. [リスト] を現在のレポートにドラッグし

て、レポートの右端の列になるように配置

します。 

3. [オブジェクトおよびクエリー名] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックします。 

  

4. 詳細レポートに次の項目を順に追加しま

す： 

 a. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

b. 取引日 （経費\一般的に使用されるフィール

ド） 

c. 業者 （経費\一般的に使用されるフィールド） 

エントリの経費金額 (払戻通貨) （経費\一般的

に使用されるフィールド） 

d. 関連するレポート キー （経費\経費精算レポー

ト\エントリ情報\キー） 
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マスター／詳細関係を定義する  その他 

1. 詳細レポートで、[関連するレポート キー] 

データを右クリックして、[マスター／詳細

の関係] を選択します。 

  

2. [マスター／詳細の関係] ダイアログ ボック

スで、[リンクを新規作成] をクリックしま

す。 

  

3. [マスター: クエリー1] リストで、[レポー

ト キー] をクリックします。 

  

4. [詳細: クエリー2] リストで、[関連するレ

ポート キー] をクリックします。 

  

 

5. [マスター／詳細の関係] ダイアログ ボック

スで、[OK] をクリックします。 

  

6. 詳細レポートで、列見出し [関連するレポ

ート キー] をクリックして、[切り取り] 

 アイコンをクリックします。 

  

7. マスター レポートで、列見出し [レポート 

キー] をクリックして、[切り取り]  ア

イコンをクリックします。 
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マスター／詳細関係を定義する  その他 

 

8. 詳細 レポートで、すべての列見出しを選択

します。 

  

9. [プロパティー] ペインで、[ボックス タイ

プ] プロパティーを [なし] に変更します。 

  

10. 列見出し [リスト] をクリックします。   

11. [プロパティー] ペインで、[テキスト] プロ

パティーを [経費リスト] に変更します。 

  

 

マスター／詳細レポートの形式設定、実行、保

存を行う 

 その他 

1. 強調するレポート要素の形式を設定します

（見出し、列の名前変更、データの形式設

定など）。 

  

2. レポートを実行して結果を確認し、レポー

トを個人フォルダに「練習: マスター／詳

細」という名前で保存します。 
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結合があるレポートについて 

レポートに必要な 2 つ以上のデータ要素間に結合がない場合、結合があるレポートを作成できます。結合は、

Report Authoring のクエリー・エクスプローラーで作成します。 

結合があるレポートには、クエリーが 3 つ以上含まれます。2 つのクエリーがデータベースからデータを取得し、

3 つ目のクエリーが、表示用にデータを統合します。複雑なレポートでは、求められるデータをすべて取得する

ために必要な、複数の結合を作成できます。 

データベースからデータを取得するクエリー間の結合関係を定義する必要があります。これは、各クエリーに一

意な共通のクエリー項目を含める必要があります。データ モデルのさまざまなキー フォルダが、これらの項目

として適しています。 

前述のように、内部結合と外部結合を作成できます。以下の例では、外部結合の作成手順を説明します。 

クエリーの作成方法  その他 

1. Report Authoring を使用して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. エクスプローラー バーで、[クエリー・エ

クスプローラー]  アイコンをポイント

して、[クエリー] をクリックします。 

  

3. [ツールボックス] から、[クエリー] を [作

業エリア] にドラッグします。 

 [クエリー2] が作成されます。 

4. [ツールボックス] から、別の [クエリー] 

を [作業エリア] にドラッグします。 

 [クエリー3] が作成されます。 

5. [作業エリア] で [クエリー1] をクリックし

ます。 

  

6. [プロパティー] ペインで、[名前] プロパテ

ィーにスクロールして、名前を [メイン] に

変更します。 

  

7. ステップ 5～6 を繰り返して、[クエリー2] 

を [経費] に、[クエリー3] を [同席者] に

変更します。 
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クエリーの作成方法  その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

クエリー構造の作成方法  その他 

1. [ツールボックス] から、[結合]  をドラ

ッグして、[メイン] クエリーの一番上に配

置します。 

  

2. [作業エリア] から、[経費] クエリーを一番

上の破線のボックスにドラッグします。 

  

3. [作業エリア] から、[同席者] クエリーを一

番下の破線のボックスにドラッグします。 
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クエリー構造の作成方法  その他 
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詳細なクエリーを作成してフィルターする方法  その他 

1. [作業エリア] の左端で、[経費] クエリーを

ダブルクリックします。 

  

2. [ソース] ペインから、次の項目を順に、画

面の中央の [データ・アイテム] セクション

にドラッグします。 

 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. 取引日 （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. エントリの経費金額 (払戻通貨) （経費\一般的

に使用されるフィールド\） 

f. エントリ キー （経費\経費精算レポート\エン

トリ情報\キー\） 

3. [ソース] ペインを [ツールボックス] タブ

に変更して、[フィルター]  アイコンを

ダブルクリックします。 

  

4. [詳細フィルター式 – 経費] ダイアログ ボ

ックスの [使用できるコンポーネント] エリ

アで、[経費タイプ] フィールドを探してダ

ブルクリックします。 

  

5. 式の末尾にカーソルを置き、「in」と入力

します。 

  

6. [複数値の選択]  アイコンをクリックし

ます。 

  

7. [最初のページ] 、[前のページ] 、

[次のページ] 、および [最後のページ] 

 この例では、朝食、会議費（同席者）、夕

食、および昼食を選択します。 
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詳細なクエリーを作成してフィルターする方法  その他 

 アイコンを使用してフィルターに含め

る経費タイプをハイライトして、右矢印 

 をクリックして、選択した経費タイプ

を [選択された値] ボックスに追加します。 

8. フィルター式が次のようになっていること

を確認します: 

 [経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[経費タイプ] in ('朝食', '会議費（同席

者）)','夕食', '昼食' 

9. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

 エラーがなければ [OK] をクリックしま

す。 

10. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

 

11. エクスプローラー バーで、[クエリー・エ

クスプローラー]  アイコンにカーソル

を合わせて、[同席者] クエリーをクリック

します。 

  

12. [ソース] ペインから、次の項目を順に、画

面の中央の [データ・アイテム] セクション

にドラッグします。 

 a. 同席者名 （経費\経費精算レポート\経費同席者

\） 

b. 同席者タイプ （経費\経費精算レポート\経費同

席者\） 



 

ページ 207 

詳細なクエリーを作成してフィルターする方法  その他 

c. 役職 （経費\経費精算レポート\経費同席者\） 

d. 会社 （経費\経費精算レポート\経費同席者\） 

e. 承認金額 (払戻通貨) （経費\経費精算レポート

\経費同席者\金額） 

f. 関連するレポートエントリ キー （経費\経費精

算レポート\経費同席者\キー） 
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結合を定義して集計クエリーを作成する方法  その他 

1. エクスプローラー バーで、[クエリー・エ

クスプローラー] アイコンにカーソルを

合わせて、[結合]  をクリックします。 

  

2. [結合関係] ダイアログ ボックスで、[リン

クを新規作成]  ボタンをクリッ

クします。 

  

3. [結合関係] ダイアログ ボックスの左側で、

[エントリ キー] をクリックします。 

  

4. [結合関係] ダイアログ ボックスの右側で、

[関連するレポートエントリ キー] をクリッ

クします。 

  

5. 右端の [カーディナリティー] ドロップダウ

ン メニューから [0..n] を選択します。 

  

 

6. [OK] をクリックします。   

7. エクスプローラー バーで、[クエリー・エ   
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結合を定義して集計クエリーを作成する方法  その他 

クスプローラー]  アイコンにカーソル

を合わせて、[メイン] クエリーをクリック

します。 

8. [ソース] ペインから、次の項目を順に、画

面の中央の [データ・アイテム] セクション

にドラッグします。 

 a. 従業員 （経費クエリー） 

b. レポート名 （経費クエリー） 

c. 取引日 （経費クエリー） 

d. 経費タイプ （経費クエリー） 

e. エントリの経費金額 (払戻通貨)（経費クエリ

ー） 

f. 同席者 （同席者クエリー） 

g. 同席者タイプ （同席者クエリー） 

h. 役職 （同席者クエリー） 

i. 会社 （同席者クエリー） 

j. 承認金額 (払戻通貨) （同席者クエリー） 

 

9. エクスプローラー バーで、[ページ・エク

スプローラー]  アイコンにカーソルを

合わせて、[ページ 1] をクリックします。 

  

10. [ソース] ペインの [データ・アイテム] タ

ブから、次の項目を順に、画面の中央の 

[レポート・ページ] セクションにドラッグ

します。 

 a. 従業員 （メイン クエリー） 

b. レポート名 （メイン クエリー） 

c. 取引日 （メイン クエリー） 
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結合を定義して集計クエリーを作成する方法  その他 

d. 経費タイプ （メイン クエリー） 

e. エントリの経費金額 (払戻通貨)（メイン クエ

リー） 

f. 同席者名 （メイン クエリー） 

g. 同席者タイプ （メイン クエリー） 

h. 役職 （メイン クエリー） 

i. 会社 （メイン クエリー） 

j. 承認金額 (払戻通貨) （メイン クエリー） 

11. レポートを [従業員]、[レポート名]、およ

び [取引日] でグループ化します。 

  

12. 列見出し [エントリの経費金額 (払戻通貨)] 

をクリックし、[集計]  アイコンをクリ

ックして、[合計] を選択します。 

  

 

 

外部結合があるレポートを作成する方法（時間

がある場合の追加の練習） 

 その他 

1. エクスプローラー バーで、[ページ・エク

スプローラー]  アイコンにカーソルを

合わせて、[プロンプト・ページ] をクリッ

クします。 
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外部結合があるレポートを作成する方法（時間

がある場合の追加の練習） 

 その他 

2. [ツールボックス] で、[ページ]  アイコ

ンをクリックします。 

  

3. [プロンプト・ページ] エリアで、[プロン

プト・ページ 1] をダブルクリックしま

す。 

  

4. [ソース] ペインの [ソース] タブから、[日

付プロンプト] を [作業エリア] にドラッグ

します。 

  

5. [プロンプト・ウィザード - 日付プロンプ

ト] ダイアログ ボックスで、[新規パラメー

タの作成] オプションが選択されているこ

とを確認し、[新規パラメータを作成] フィ

ールドに「取引日」と入力して、[次へ] を

クリックします。 

  

6. [パラメーターを使用したフィルターを作

成] オプションが選択されていることを確

認し、[パッケージ・アイテム] フィールド

の横にある  ボタンをクリックします。 

  

7. [パッケージ項目の選択] ダイアログ ボック

スで、[取引日] フィールドを参照して選択

して、[OK] をクリックします。 

  

8. [演算子] ドロップダウンを [in_range] に

設定し、[次へ] をクリックします。 

  

9. [クエリー] エリアで、[メイン] チェック 

ボックスをオフにして [経費] チェック ボ

ックスを選択します。[経費] チェック ボッ

クスが選択されていることを確認して、[完

了] をクリックします。 

  

10. レポートを実行して結果を確認し、Cognos   



 

ページ 212 

外部結合があるレポートを作成する方法（時間

がある場合の追加の練習） 

 その他 

Viewer を閉じます。 

レポートのバースト方法 

Business Intelligence では、レポートを他のユーザーにバーストすることができます。レポートのバーストを

使用すると、レポートのコンテンツをグループの個人に簡単に配布できます。これは、各受信者が、それぞれ適

切な情報のみを受信する点で、標準の配布リストとは異なります。  

例えば、「BI マネージャー別の経費精算レポート」というカスタム レポートを社内の BI マネージャーにバー

ストした場合、各マネージャーはそれぞれに関連するレポート情報のみを受け取ります。 

バースト機能を使用するには、特定の方法でレポートを設定する必要があります。バーストを正しく使用するに

は、レポートをバーストするデータ要素を、レポートに含める必要があります。 

バースト用のレポートを作成する方法  その他 

1. Report Authoring でリスト レポートを

新規作成します。 

  

2. 次のフィールドを順に追加します。  a. 既定の承認者 （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. 既定の承認者のメール アドレス （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） 

c. 従業員 （経費\経費精算レポート\レポート ヘ

ッダーの情報） 

d. レポート名 （経費\経費精算レポート\レポート 

ヘッダーの情報） 

e. 目的 （経費\経費精算レポート\レポート ヘッ

ダーの情報） 

f. 承認ステータス （経費\経費精算レポート\レポ

ート ヘッダーの情報） 

g. 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）） 
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バースト用のレポートを作成する方法  その他 

3. レポートを [既定の承認者] フィールドでグ

ループ化します。 

  

4. [フィルター]  アイコンをクリックし

て、[フィルターの編集] を選択します。 

  

5. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

6. [ソース] タブで、[既定の承認者] フィール

ドを選択します。 

  

7. 式の末尾にカーソルを置き、「in」と入力

します。 

  

8. [複数値の選択]  アイコンをクリックし

ます。 

  

9. 検索機能と [追加] ボタンおよび [削除] ボ

タンを使用して、フィルターに [Willis, 

Bruce] と [Williams, Marten] を追加し

ます。 

 完了するとフィルターは次のようになりま

す: [経費].[レポート ヘッダーの情報].[既

定の承認者] in ('Willis, Bruce', 'Williams, 

Marten') 

10. [検証]  アイコンをクリックして、

[OK] をクリックします。 

  

11. [ファイル] メニューから [バースト・オプ

ション] を選択します。 

  

12. [レポートをバーストできるようにする] を

選択します。 

  

13. [バースト・グループ] セクションの [クエ

リー] ドロップダウン メニューで、[クエリ

ー1] を選択します。 
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バースト用のレポートを作成する方法  その他 

14. [ラベル] ドロップダウン メニューから [既

定の承認者] を選択します。 

  

15. [グループ] ボックスで、[編集] をクリック

します。 

  

16. [既定の承認者] 項目を左から右の [グルー

プ] フォルダにドラッグし、[OK] をクリッ

クします。 

  

17. [バースト受信者] セクションの [クエリー] 

ドロップダウン メニューで、[クエリー1] 

を選択します。 

  

18. [データ・アイテム] ドロップダウン メニュ

ーから [既定の承認者のメール アドレス] 

を選択します。 

  

19. [タイプ] ドロップダウン メニューから [E 

メール・アドレスを選択] を選択して、

[OK] をクリックします。 

  

20. レポートを「バースト テスト」という名前

で保存します。 

  

レポートのバースト方法  その他 

1. Cognos Connection で、先ほど作成したレ

ポートを選択し [オプションを指定して実

行]  アイコンをクリックします。 

  

2. 画面の右側で [詳細オプション] を選択しま

す。 

  

3. [バックグラウンドで実行する時刻とモー

ド] を設定します。 

  

4. [配信] セクションで、[保存] が選択されて

いることを確認します。 
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バースト用のレポートを作成する方法  その他 

5. [バースト] セクションで [レポートをバー

スト] を選択します。 

  

6. [実行] をクリックします。   

7. Cognos Connection のメイン画面で [更

新] をクリックします。 

  

8. [操作] 列で、[このレポートの出力バージ

ョンを表示]  アイコンをクリックしま

す。 

  

9. リストに 2 つの項目が表示されています。1

つは Willis, Bruce の項目で、もう 1 つは 

Williams, Marten の項目です。 

 それぞれの項目を開いて、データが適切で

あることを確認します。  

10. データを確認したら、レポートを開いて、

追加したフィルターを削除します。 

 メールでバーストをテストしたい場合、こ

のステップは実行しないでください。 



 

ページ 216 

練習: レポートのバースティング 

初めてレポートをバーストする場合、小規模のグループでレポートのバーストをテストすることをお勧めします。

この練習では、レポートを自分のメール アドレスに送信してバースト機能をテストできます。 

ここでは、次の操作の練習をします： 

▪ セクション「レポートのバースト方法」の例を使用してレポートを作成する 

▪ 次の手順を完了してください。 

 

メールでバーストをテストする方法  その他 

1. 前に作成したレポートを Report Authoring 

を開きます。 

  

2. [クエリー・エクスプローラー] をマウスで

ポイントし、[クエリー1] をクリックしま

す。 

  

3. [既定の承認者のメール アドレス] アイテム

をダブルクリックします。 

  

4. 表示されたテキストをテキスト ファイルに

コピーして貼り付けます。 

  

5. 表示されているテキストを、一重引用符で

囲んだ自分のメール アドレスで上書きます

（例: ‘johnsmith@abc.com’）。[OK] 

をクリックします。 

  

6. レポートの保存   

7. Cognos Connection で、先ほど作成したレ

ポートを選択し [オプションを指定して実

行]  アイコンをクリックします。 

  

8. 画面の右側で [詳細オプション] を選択しま

す。 

  

9. [バックグラウンドで実行する時刻とモー

ド] を設定します。 
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メールでバーストをテストする方法  その他 

10. [バースト] セクションで [レポートをバー

スト] を選択します。 

  

11. [配信] セクションで [レポートを E メール

で送信] を選択します。 

  

12. [オプションを編集] をクリックします。   [宛先] の行が表示されていないことを確認

します。[宛先] は、レポートのバースティ

ング オプションから入力されるためです。 

13. [このレポートを添付する] が選択されてい

ることを確認し、[OK] をクリックしま

す。 

  

14. [実行] をクリックします。   

15. しばらく待ってから、メールの着信を確認

します。 

 メールを 2 通受信します。メールに適切な

データが含まれていることを確認します。 

16. レポートをもう一度開きます。   

17. フィルターを削除し、メール アドレス フィ

ールドのテキストを書き換えます。 

  

18. これで、このレポートをバーストするよう

にスケジュールを設定できます。 
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実習 1 

会社のマネージャーが、2012 年の食事とエンターテイメントに対する各国の合計支出を示すレポートを作成す

ることにしました。レポートには、地方（従業員組織単位 3）、親経費タイプグループ、経費タイプ、経費金額

を含める必要があります。 

この練習では、次の操作の練習をします: 

• リスト レポートを新規作成して、適切なフィールドを追加して名前を変更する。 

• [親] 経費タイプを “食事とエンターテイメント” または “その他の経費” として表示する計算を追加する。 

• [部]および[親]経費タイプでデータをグループ化およびフィルターして、集約を適用し、グループ化し

たデータの総計を含める。 

• 2012 年の支払日のみを含むようにデータをフィルターする。 

• レポートを実行して、[個人用フォルダ] に「実習 3 - 部門の食事とエンターテイメント合計」という名

前で保存します。 

リスト レポートを新規作成して、適切なフィ

ールドを追加して名前を変更する 

 その他 

1. Report Authoring を起動して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダで、次のフィールドを順に

追加します。 

 a. 従業員組織単位 3 - 名前 （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. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

c. 経費金額 (払戻通貨) （経費\経費精算レポート

\エントリ情報\金額（払戻通貨）） 

3. 列見出し [従業員組織単位 3 – 名前] を選

択します。 

  

4. [プロパティー] ペインで、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定しま

す。 

  

5. [プロパティー] ペインで [テキスト] フィ   
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リスト レポートを新規作成して、適切なフィ

ールドを追加して名前を変更する 

 その他 

ールドをダブルクリックして、[テキスト] 

ダイアログ ボックスに「部」と入力して 

[OK] をクリックします。 

 

 

[親] 経費タイプを “食事とエンターテイメン

ト” または “その他の経費” として表示する計算

を追加する 

 その他 

1. [ソース] ペインの [ツールボックス] か

ら、[クエリー計算] 項目をドラッグして、

[部] と [経費タイプ] の間に配置します。 

  

2. [計算の作成] ダイアログ ボックスの [名

前] フィールドに「親経費タイプ」と入力

します。 

  

3. [データ・アイテム式 – データ・アイテム

1] ダイアログ ボックスの [式の定義] エリ

アに「if (」と入力します。 

  

4. [ソース] タブで、[使用できるコンポーネ

ント] ペインの [親経費タイプ] （経費\経

費精算レポート\エントリ情報）に移動して

ダブルクリックします。 

  

5. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「in (‘エンターテイメン

ト’, ’食事’)) then (‘食事とエンターテイメ

ント’) else (‘その他の経費’)」と入力しま

す。式の定義が次のようになっていること

 if ([経費].[エントリ情報].[親経費タイプ] 

in ('エンターテイメント', '食事')) then ('

食事とエンターテイメント') else ('その他

の経費') 
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[親] 経費タイプを “食事とエンターテイメン

ト” または “その他の経費” として表示する計算

を追加する 

 その他 

を確認します: 

6. [検証] をクリックして、エラーがあれば修

正します。次に、[データ項目の式 – データ

項目 1] ダイアログ ボックスで [OK] をク

リックします。 

  

 

 

[部] および [親] 経費タイプでデータをグルー

プ化およびフィルターして、集約を適用し、グ

ループ化したデータの合計を含める 

 その他 

1. 列見出し [部] および [親経費タイプ] 列見

を選択し、[グループ化／グループ解除] を

クリックします。 

  

2. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

3. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

4. [データ・アイテム] タブで、[従業員組織

単位 3 – 名前] をダブルクリックします。 

  

5. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、スペースキーを押します。 

  



 

ページ 221 

[部] および [親] 経費タイプでデータをグルー

プ化およびフィルターして、集約を適用し、グ

ループ化したデータの合計を含める 

 その他 

6. [関数] タブに切り替えて、[演算子] フォル

ダを展開し、[is not missing] をダブルク

リックします。 

  

7. [検証] をクリックしてエラーがあれば修正

し、[OK] をクリックして、[フィルター – 

クエリー1] ダイアログ ボックスで [OK] 

をクリックします。 

  

8. [エントリの経費金額 (払戻通貨)] データを

クリックし、[集計] をクリックして、[合

計] を選択します。 

  

9. ページ最上部にある [ダブルクリックして

テキストを編集する] をダブルクリックし

て、「部の食事およびエンターテイメント

総計」と入力し、[OK] をクリックしま

す。 

  

 

 

2012 年の支払日のみを含めるようにデータを

フィルターする 

 その他 

1. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 
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2012 年の支払日のみを含めるようにデータを

フィルターする 

 その他 

2. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

3. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックし、[支払送信日] 

（経費\一般的に使用されるフィールド）を

ダブルクリックします。 

  

4. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「between 2012/01/01 

and 2012/12/31」と入力します。式の

定義が次のようになっていることを確認し

ます: 

 [経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] between 2012-01-01 

and 2012-12-31 

5. [検証] をクリックしてエラーがあれば修正

し、[OK] をクリックして、[フィルター – 

クエリー1] ダイアログ ボックスで [OK] 

をクリックします。 

  

 

レポートを実行して、[個人用フォルダ] に

「実習 3 - 地方の食事とエンターテイメント合

計」という名前で保存する 

 その他 

1. レポートを実行して結果を確認し、

Cognos Viewer を閉じます。 

  

2. [個人用フォルダ] に「実習 3 - 部の食事と

エンターテイメント合計」という名前でレ

ポートを保存します。 
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レポートを実行して、[個人用フォルダ] に

「実習 3 - 地方の食事とエンターテイメント合

計」という名前で保存する 

 その他 
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実習 2 

アメリカ地区のマネージャーが、2011 年のすべての支払済経費精算レポートを四半期ごとにグループ化したレ

ポートを必要としています。レポートには、従業員名、レポート名、支払日、経費詳細を含める必要があります。

また、レポートには、各レポート、従業員、四半期の小計、事業単位の合計も含める必要があります。 

この練習では、次の操作の練習をします: 

• リスト レポートを新規作成して、適切なフィールドを追加する 

• レポートをフィルターして、2011 年のアメリカのデータのみを表示する 

• 計算を追加して四半期を表示する 

• 日付フィールドの形式を設定して、該当する列見出しの名前を「国」および「支払日」に変更する 

• データを、地方、四半期、従業員、レポート名、支払日でグループ化し、集約を適用して、グループ化した

データの総計を含める 

• レポートのタイトルを「四半期別会社合計」に変更し、[個人用フォルダ] に「実習 4 – アメリカ支社四半期

レポート」という名前で保存する。 

 

リスト レポートを新規作成して、適切なフィ

ールドを追加する 

 その他 

1. Report Authoring を起動して、リスト レ

ポートを新規作成します。 

  

2. [経費] フォルダで、次のフィールドを順に

追加します。 

 a. 従業員組織単位 2 - 名前 （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. 支払送信日 （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 

e. 経費タイプ （経費\一般的に使用されるフィー

ルド） 
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リスト レポートを新規作成して、適切なフィ

ールドを追加する 

 その他 

f. エントリの承認金額 （経費\一般的に使用され

るフィールド） 

 

 

レポートをフィルターして、2011 年のアメリ

カのデータのみを表示する 

 その他 

1. 定義済のフィルター [親経費を除外] （経費

\経費精算レポート\一般的なレポート エン

トリ フィルター）を適用します。 

  

2. ツールバーで、[フィルター]  アイコン

をクリックして、[フィルターの編集] を選

択します。 

  

3. [フィルター – クエリー1] ダイアログ ボッ

クスで [追加] アイコンをクリックし

て、[フィルターを作成] ダイアログ ボック

スで [詳細] を選択して [OK] をクリック

します。 

  

4. [使用できるコンポーネント] エリアの [関

数] タブをクリックし、[一般的な関数/D-

G] フォルダに移動して [抽出] をダブルク

リックします。 

  

5. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「year,」と入力します。 

  

6. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックし、[支払送信日] 

をダブルクリックします。 

  



 

ページ 226 

レポートをフィルターして、2011 年のアメリ

カのデータのみを表示する 

 その他 

7. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「) = 2011」と入力しま

す。 

 式の定義が次のようになっていることを確

認します:  

extract(year,[経費].[一般的に使用される

フィールド].[支払送信日]) = 2011 

8. [検証]  アイコンをクリックして、エラ

ーがある場合は修正します。 

  

9. [詳細フィルター式 – クエリー1] ダイアロ

グ ボックスで、[OK] をクリックして、[フ

ィルター – クエリー1] ダイアログ ボック

スで [追加]  アイコンをクリックしま

す。 

  

10. [フィルターを作成] ダイアログ ボックスで 

[詳細] を選択し、[OK] をクリックしま

す。 

  

11. [使用できるコンポーネント] エリアで、

[ソース] タブをクリックして、[従業員組

織単位 2 - 名前] （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） をダブルクリックします。 

  

12. [式の定義] エリアで、テキストの末尾にカ

ーソルを置き、「=」と入力します。 

  

13. [値の選択]  アイコンをクリックして、

[アメリカ] を選択し、[挿入] をクリックし

ます。 

  

14. [検証]  アイコンをクリックしてエラー

があれば修正し、[詳細フィルター式 – クエ

リー1] ダイアログ ボックスで、[OK] をク

リックします。 
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レポートをフィルターして、2011 年のアメリ

カのデータのみを表示する 

 その他 

15. [フィルター – クエリー1] ダイアログボッ

クスで [OK] をクリックします。 

  

 

 

 

 

計算を追加して四半期を表示する  その他 

1. [ツールボックス] タブから [クエリー計算] 

項目をドラッグして、[従業員組織単位 2 - 

名前] と [従業員] の間に配置します。 

  

2. [計算の作成] ダイアログ ボックスの [名

前] フィールドに「四半期」と入力しま

す。 

  

3. [式の定義] エリアで、次の式を作成し、検

証してエラーがあれば修正してから、[OK] 

をクリックします。 

 if  

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-01-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011-03-31)) then 

('Q1') 

    else if 

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-04-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/06/30)) then 

('Q2') 

    else if 

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-07-01) and 
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計算を追加して四半期を表示する  その他 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/09/30)) then 

('Q3') 

    else if 

    (([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] >= 2011-10-01) and 

([経費].[一般的に使用されるフィール

ド].[支払送信日] <= 2011/12/31)) then 

('Q4') 

    その他 

    ('NA') 

 

 

日付フィールドの形式を設定して、該当する列

見出しの名前を「地方」および「支払日」に変

更する 

 その他 

1. [支払送信日] 列のデータをクリックして、

[プロパティー] ペインで [データ形式] フ

ィールドをダブルクリックします。 

  

2. [表示形式] ドロップダウン メニューで [日

時] を選択して、[パターン] フィールドに

「MM/dd/yyyy」と入力して、[OK] をク

リックします。 

  

3. 列見出し [従業員組織単位 2 – 名前] を選

択します。 

  

4. [プロパティー] ペインで、[ソースのタイ

プ] プロパティーを [テキスト] に設定しま

す。 
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日付フィールドの形式を設定して、該当する列

見出しの名前を「地方」および「支払日」に変

更する 

 その他 

5. [プロパティー] ペインで [テキスト] プロ

パティーの右側のフィールドをダブルクリ

ックして、[テキスト] ダイアログ ボックス

に「地方」と入力して [OK] をクリックし

ます。 

  

6. ステップ 3～5 を繰り返して、列見出し [支

払送信日] の名前を「支払日」に変更しま

す。 

  

 

 

データを、地方、四半期、従業員、レポート

名、支払日でグループ化し、集約を適用して、

グループ化したデータの合計を含める 

 その他 

1. 列見出し [地方]、[四半期]、[従業員]、[レ

ポート名]、[支払日] を選択し、[グループ

化／グループ化を解除] アイコンをクリ

ックします。 

  

2. [支払日] データをクリックして、[プロパ

ティー] ペインの [グループの幅] プロパテ

ィーを 「レポート名」 に設定します。 

  

3. [エントリの承認金額] データを選択し、

[集計]  アイコンをクリックして [合

計] を選択します。 
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データを、地方、四半期、従業員、レポート

名、支払日でグループ化し、集約を適用して、

グループ化したデータの合計を含める 

 その他 

 

 

 

 

レポートのタイトルを「四半期別会社合計」に

変更し、[個人用フォルダ] に「実習 4 – アメ

リカ支社四半期レポート」という名前で保存す

る 

 その他 

1. ページ最上部にある [ダブルクリックして

テキストを編集する] をダブルクリックし

て、「アメリカ支社総計四半期レポート」

と入力し、[OK] をクリックします。 

  

2. レポートを実行して結果を確認し、Cognos 

Viewer を閉じます。 

  

3. レポートを [個人用フォルダ] に「実習 4 – 

アメリカ支社四半期レポート」という名前

で保存します。 
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レポートのタイトルを「四半期別会社合計」に

変更し、[個人用フォルダ] に「実習 4 – アメ

リカ支社四半期レポート」という名前で保存す

る 

 その他 
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Analysis 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 

追加 
 

[利用可能なエントリ] エリアから [選択済のエントリ] エリアに

項目を追加します。 

追加 
 

[順番] 画面でこのボタンを使うと、 [既定の順番で表示] 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、 [既定の順番で表示] 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。 

個人用領域のオプション  [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
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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。 

Query Studio で開く  選択した項目を Query Studio で開きます。 

Report Authoring で

開く 

 選択した項目を Report Authoring で開きます。 

順序  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。 

オプションを使用して実

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（操作

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  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。 
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ルバー） 

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 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 2007 形式で表

示 

 現在のレポートを Excel 2007 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。 
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Analysis 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書式を定義します。 

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  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・アイテムを除外します。 

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。 
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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。 

限定データのプレビュー  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 つ前の操作をやり直します。 

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。 

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ソートします。 

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。 

行と列を入れ替え  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 つ前の操作を取り消します。 

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。 
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Business Intelligence 付録 C: Report Authoring のアイコンお

よびボタン 

名前 アイコン/ボ

タン 

説明 

追加 
 

フィルターまたはドリル スルーなどの新しいアイテムを追加し

ます。 

集計 
 

選択したデータに集約を適用する。オプションとして、合計、個

数、平均、最小、最大、計算、集約、およびカスタムがありま

す。 

使用できるコンポーネン

ト 

 
使用できるコンポーネントのオン／オフを切り替えます。式エデ

ィター ダイアログ ボックスにあります。  

戻る 
 

条件エクスプローラーからページ・エクスプローラーに戻るな

ど、前の表示に戻ります。元に戻す操作ではありません。 

背景色 
 

選択したセルの背景色を変更します。 

ブール変数 
 

新しいブール変数を作成します。条件エクスプローラーにありま

す。 

プロンプト・ページの作

成 

 
現在のレポートの新しいプロンプト・ページを作成します。 

コンディション・エクス

プローラー 

 
条件エクスプローラーにアクセスして、条件変数を作成します。 

条件付きスタイル 
 

条件付き書式をレポートに追加します。 

コンテナーの配置 
 

レポート セル内のデータの配列を調整します。 

コピー 
 

選択した項目をクリップボードにコピーします。 

フッターの作成 
 

新しいレポートまたはページ フッターを作成します。 

ヘッダーの作成 
 

新しいレポートまたはページ ヘッダーを作成します。 

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。 

データ形式 
 

選択した項目のデータの表示形式を設定します。 

データ・アイテム 
 

現在のレポートにあるオブジェクトに表示を切り替えます。式エ

ディター ダイアログ ボックスと [ソース] ペインにあります。 

削除 
 

選択した項目を削除します。 

ドリルスルー定義 
 

現在のレポートのドリルスルー定義を作成および編集します。 

編集 
 

現在選択している項目を編集します。式エディターにあります。 
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除外 
 

2 つのクエリーを結合するときに、クエリー間に共通していない

結果を返します。 

フィルター 
 

フィルターを作成、編集、削除を実行できる [フィルター] ダイ

アログ ボックスを開きます。 

フォント 
 

色を含め、フォントの詳細を設定します。 

進む 
 

条件エクスプローラーからページ・エクスプローラーに切り替え

るなど、次の表示に進みます。やり直す操作ではありません。 

関数 
 

フィルターや計算を作成するときに使用できるさまざまな式にア

クセスします。式エディター ダイアログ ボックスにあります。 

グループ化／グループ化

を解除 

 
選択したレポート項目にグループ化を適用します。グループ化さ

れている項目を選択した場合は、グループ化を解除できます。 

情報 
 

情報エリアのオン／オフを切り替えます。式エディター ダイア

ログ ボックスにあります。  

表の挿入 
 

現在のレポートに表を挿入します。 

交差 
 

2 つのクエリーを結合するときに、クエリー間に共通している結

果を返します。 

結合 
 

2 つのクエリーを組み合わせる結合関係を作成します。 

ヘッダーとフッター 
 

ヘッダーとフッターおよびページ ヘッダーとページ フッターを

作成します。リストおよびページのヘッダーとフッターのオン／

オフを切り替える場合にも使用します。 

ロック 
 

セルの境界線をロックします。境界線をロックすると、連結フィ

ールドを作成できなくなります。 

ロック解除 
 

セルの境界線のロックを解除します。セルの境界線をロック解除

すると、フィールドの連結ができるようになります。 

MDX 
 

MDX （多次元式言語) クエリーをレポートに追加します。クエ

リー・エクスプローラーにあります。 

セルの結合 
 

2 つ以上のセルを 1 つに結合します。 

新規 
 

レポートを新規作成します。 

開く 
 

既存のレポートを開きます。 

ページ 
 

現在のレポートに、プロンプト・ページも含めて、新しいプロン

プト・ページを作成します。ページ・エクスプローラーにありま

す。 

ページ・エクスプローラ

ー 

 
ページ・エクスプローラーに移動します。 
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ページ セット 
 

グループ構造に基づいて表示するページのセットを指定します。

ページ・エクスプローラーにあります。 

パラメータ 
 

レポートに含まれる現在のパラメータのリストを表示します。 

貼り付け 
 

クリップボードのコンテンツを現在の場所に貼り付けます。 

リストをクロス集計にピ

ボットする 

 
リスト レポートをクロス集計レポートに変換します。 

クエリー 
 

式の作成時に即席のクエリーからデータ・アイテムを選択しま

す。複数のクエリーがあるレポートでのみ必要になります。式エ

ディターにあります。 

クエリー 
 

新しいクエリーをレポートに追加します。クエリー・エクスプロ

ーラーにあります。 

クエリー・エクスプロー

ラー 

 
現在のレポートに対するクエリーを調査、編集するクエリー・エ

クスプローラーを開きます。エクスプローラー バーにありま

す。 

やり直し 
 

1 つ前の操作をやり直します。 

名前変更 
 

現在のページの名前を変更します。ページ・エクスプローラーに

あります。 

レポート言語変数 
 

言語が異なる値の変数を作成します。 

レポートの実行 
 

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。 

セクション 
 

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。 

先祖を選択 
 

[プロパティー] ペインの異なるレベルに移動します。 

複数値の選択 
 

式の作成時に、選択したデータ要素に含まれるリストから有効な

値を複数選択します。 

値を選択 
 

式の作成時に、選択したデータ要素に含まれるリストから、有効

な値を複数選択します。 

仕様を表示 
 

現在のレポート定義を XML 形式で表示します。 

ソート 
 

選択した列を昇順または降順にソートします。 

ソース 
 

データ モデルを、[挿入可能オブジェクト] ペインまたは [使用

できるコンポーネント] エリアにデータ モデルを表示します。 

セルの分割 
 

1 つの表 セルを 2 つ以上のセルに分割します。 

消去 
 

ゼロ除算、欠損、およびオーバーフロー値に基づいて、行、列、

または行と列の表示を消去します。  

文字列変数 
 

値が異なる文字に基づく変数を作成します。 
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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。 

ツールボックス 
 

[ソース] ペインで、ツールボックスに切り替えます。 

元に戻す 
 

1 つ前の操作を取り消します。 

結合 
 

2 つのクエリーを結合するときに、両方のクエリーの結果を返し

ます。 

上 
 

個別のページからページ・エクスプローラーなど、現在の表示の

レベルを 1 つ上げます。 

検証 
 

構文の現在の式を検証します。式エディターにあります。 

レポートの検証 
 

現在のレポートにエラーがあるかを検証します。 

表形式データを表示 
 

レポートの実行時に表形式データのみを表示します。 

視覚補助 
 

レイアウトでレポートを設計するときに、複数のオプションを切

り替えます。 

 

 


