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1． はじめに 
 

 

PerformancePoint Services は  SharePoint に搭載
される BI 機能のひとつです。 

BI (Business Intelligence) とは、IT を利用してビジ
ネスを行ううえで日々蓄積されるさまざまなデータを分
析し、可視化を行い、今後の意思決定や課題解決に活用す
ることであり、SharePoint Server 2010 には複数の BI 
関連機能が搭載されています。それらの BI 機能を単体で
の利用や、また組み合わせて利用することで SharePoint 
Server 2010 をプラットフォームにした BI ソリューシ
ョンの構築が行えます。 

 

この自習書では、SharePoint Server 2010 に搭載している BI機能の中から PerformancePoint Services 
についてをご紹介します。 

この章では、まず  SharePoint Server 2010 に搭載している各  BI 機能についてを解説します。
PerformancePoint Services とその他の BI 機能を整理します。 
 

 

1.1 SharePoint Server 2010 で利用できる BI 機能概要 

SharePoint Server 2010 には次の BI 関連機能が搭載されています。 

またこれらの機能は Enterprise 機能です。 
 
 SharePoint Server 2010 Enterprise に搭載する BI 関連機能 

 

Excel 
Services 

Excel はデータベースや Analysis Services に接続する機能を標準で持ちます。取得
したデータはピボットテーブルやグラフを活用してデータ分析やレポート作成に利用
できます。また接続しているデータは最新データへの更新が行えます。Excel は多くの
ユーザーが使い慣れているという大きなメリットがあるため、エンドユーザーのデータ
分析、加工ツールとして活用できます。 

 

Excel Services は前バージョンである SharePoint Server 2007 から搭載された機



能で、Excel で作成した分析結果やレポートを、SharePoint サイトに発行することで 
Web 化し、ブラウザー上での共有が行える機能です。ブラウザー上でのフィルタリン
グや並べ替え、パラメーターとなる値の変更など動的なデータ操作も可能です。 

また以前のバージョンである SharePoint Server 2007 での Excel Services は 
Excel データの読み取り共有機能のみを持ち Web ブラウザー上でのデータ編集作業
は行えませんが、SharePoint Server 2010 では Office Web Applications (Excel、
Word、PowerPoint、OneNote のブラウザー版アプリケーション) を合わせて利用す
ることで読み取りだけではなく、Web ブラウザー上でのデータ編集作業も可能です。 

 Excel で作成したリアルタイムの対話型レポートを Web 上で共有 

 

 Excel Web Access Web パーツを利用し、ワークブック内の一部データや 
グラフをポータル上に表示 

 

Excel Services の詳細については下記が参考となります。 

 TechNet「Excel Services の新機能 (SharePoint Server 2010)」 
 

Performance PerformancePoint Services は SharePoint Server 2010 から新しく搭載された機

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee424401.aspx


Point Services 能であり、この機能の前身は Office PerformancePoint Server 2007 という単体製品
として提供されていたものです。Office PerformancePoint Server 2007 の機能は
SharePoint Server 2010 に統合され、PerformancePoint Services として利用でき
るようになっています。 

データベースや Analysis Services から取得したデータをもとに KPI (主要業績評
価指標) をベースとしたスコアカードや、チャート等の作成が行え、これらを集約した
リッチなダッシュボード ページの作成が可能です。またこれらの分析レポートを作成
するためのツールとしてダッシュボード デザイナーが提供されています。作成した 
PerformancePoint Services コンテンツは SharePoint 上に格納され、Web 上に公開
できます。 

PerformancePoint Services についての詳細は [2．PerformancePoint Services 概
要] で解説します。 

また、下記 URL が参考となります。 

 TechNet「SharePoint Server 2010 の PerformancePoint Services の新
機能」 

 

Visio Services Visio Services は SharePoint Server 2010 から新しく搭載された機能で、Visio で
作成した図面を Web 化し、SharePoint サイト上で共有できます。Visio は外部デー
タソースとの接続が行えるため、データ接続された Visio 図面の作成が行え、またデー
タ更新することで最新データを取得できます。 

Visio Services を利用することでデータバインドされたビジネス構造を視覚的な図
面で SharePoint サイト上に共有できます。 

 

Visio Services の詳細については下記が参考となります。 

 TechNet「Visio Services の概要 (SharePoint Server 2010)」 
 

 

 

 

グラフ Web  
パーツ 

SharePoint Server 2010 から搭載されている新しい  Web パーツであり、
Enterprise機能です。さまざまなデータソースからデータを取得してグラフを表示でき

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee661741.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee661741.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee663485.aspx


ます。また接続できるデータソースは下記となります。 

 他の Web パーツのデータ 

 同一サイト コレクション内のリスト 

 Business Connectivity Services 

 Excel Services を使用してアクセスする Excel ブック 

 

 

 

 

  



 SharePoint Server 2010 Enterprise と連携可能な BI 関連機能 
 

PowerPivot 
for 
SharePoint 

PowerPivot for SharePoint は Excel 2010 のアドオンである PowerPivot for 
Excel を利用して作成したワークブックを SharePoint 上で利用するための機能で、
SQL Server 2008 R2 により提供されます。 

PowerPivot for Excel は Excel 2010 のアドオンで、大規模なデータを Excel 上で
扱えるようにします。Excelのシート、テキストファイル、Azure上のデータベース SQL 
Azure、他社のデータベース（Oracle、DB2 Teradata、Sybase、Informix）、Analysis 
Service、データ フィードなどの複数のデータ ソースから取得したデータを結合する
機能を持ちます。結合した PowerPivot 上のデータを利用して、Excel 上で分析を行っ
たり、レポート作成が行えるため、使い慣れた Excel を活用したセルフ BI ツールと
して利用できます。 

PowerPivot については下記が参考になります。 

 自習書「SQL Server 2008 R2 自習書シリーズ」 
 PowerPivot for Excel 2010 によるセルフ サービス分析 

また  PowerPivot for Excel で作成した  Excel ファイルは  PowerPivot for 
SharePointを利用することで、SharePoint 上での共有やバックエンドでのデータ更新
のスケジューリングが行えるようになります。利用するためには、SharePoint Server 
2010 Enterprise 上に、SQL Server 2008 R2 により提供される PowerPivot for 
SharePoint のインストール、構成が必要です。 

PowerPivot for SharePoint のインストール、構成については下記 URL が参考にな
ります。 

 自習書「SQL Server 2008 R2 徹底検証シリーズ」 
 SQL Server 2008 R2 と SharePoint Server 2010 による BI 環境構築ガ
イド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/technology/self-learning.mspx
http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/technology/cqi.mspx


SQLServer 
Reporting 
Services統合   

SQL Server Reporting Services は、レポート作成、管理機能を持ち、独自の Web 
サイトまたは SharePoint Server 上での展開が可能です。レポート作成ツールである
レポート ビルダーと、レポートを拡張およびカスタマイズできるプログラミング機能 
(Visual Studio を利用) を備えています。レポート ビルダーは SQL Server のツール
とコンポーネント、および SharePoint Server 環境に完全に統合されており、作成し
たレポートは、SharePoint サイト上に公開し、レポート用 Web パーツを使用してポ
ータルサイト上にパーツとして表示できます。豊富なグラフィックが標準で多数搭載し
ているので、それらをベースに作成したレポートを Web ページ上にパーツを組み合わ
せて表示することでデータ分析ダッシュボード ページの作成が可能です。 

 

SQL Server Repoting Services 統合については下記 URL が参考になります。 

 TechNet 「SharePoint での SQL Server Reporting Services レポートの概
要 (SharePoint Server 2010)」 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff646968.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff646968.aspx


2． PerformancePoint Services 概要 
PerformancePoint Services は  SharePoint Server 2010 で 新 し く 搭 載 さ れ た 機 能 で す 。

PerformancePoint Server 2007 が持つモニタリング機能が SharePoint Server 2010 にサービス アプリケ
ーションとして統合されました。主要業績評価指標 (KPI) をベースにしたスコアカードやチャート、これらの
内容を集約したダッシュボードを作成し、SharePoint サイト上に公開する機能です。 

PerformancePoint Services を利用してスコアカードやレポートを作成する際にはダッシュボード デザイ
ナーというツールを利用します。このツールは SharePoint サイトから ClickOnce で自動的にクライアント 
コンピューターにインストールすることができます。また Excel や Word などの Office クライアント アプ
リケーションと操作感が似ていることやノンコーディングで各コンテンツを作成できるため、特別なスキルを持
った BI の専門家や IT 技術者ではないビジネス ユーザーによるダッシュボード作成が可能であることが特徴
です。 
 

 

2.1 PerformancePoint Services で接続できるデータ 

ダッシュボード デザイナーを利用すると、下記データに接続したスコアカードやレポート等の作成が行えま
す。 

 

 SQL Server テーブル、ビュー (2005、2008、2008 R2) 

 Analysis Services キューブ (2005、2008、2008 R2) 

 SQL Server 2008 R2 PowerPivot 

 Excel Services で共有されている Excel ファイル  

 Excel ファイル (Excel 2007、Excel 2010) 

 SharePoint リスト 
 

 

  



2.2 PerformancePoint Services で作成できるコンテンツ 

ダッシュボード デザイナーを利用することで、次のような PerformancePoint Servicesコンテンツを作成で
きます。 
 

 
 データ ソース 

KPI やレポートが参照するデータの定義として作成します。PerformancePoint Services の接続先としてサ
ポートされている下記データに接続するためのデータ ソースを作成します。 

 SQL Server テーブル、ビュー 

 Analysis Services キューブ 

 Excel Services で共有されている Excel ファイル 

 Excel ファイル 

 SharePoint リスト 

([2.1 PerformancePoint Services で接続できるデータ] にて前述しています) 
 

作成したデータ ソースは SharePoint サイト内の [PerformancePoint のデータ接続ライブラリ] に保存さ
れます。 
 

 
 インジケーター 

KPI 内で利用する信号などのイメージを定義したものです。標準でさまざまなアイコンが用意されています。
またカスタムで用意したアイコン画像を利用してカスタム インジケーターの作成も可能です。 

＜標準で搭載しているインジケーター＞ 

 
  



 

 
 

 

  



 KPI 

指標を信号やメーター等のインジケーターを利用して視覚的にわかりやすく表現し、目標値と実績値を評価す
るための定義です。KPI を複数集約して表示したものがスコアカードとなります。 

 
 
 スコアカード 

定義済みの KPI を一覧表に集約したものです。 

 
 

 

  



 レポート 

チャートやテーブル、スコアカードに関連する戦略マップなどをレポートとよびます。 
 

＜レポートの例＞ 

 分析グリッド レポート 

 

 分析グラフ レポート 

 

 分解ツリー 

 



 ダッシュボード 

スコアカードやレポートを組み合わせた Web ページです。SharePoint サイト内に作成できます。 

 
 

 

  



2.3 SharePoint 上で利用できる PerformancePoint Web パーツ 

PerformancePoint Services で利用できる Web パーツには次のものがあります。ページ内にこれらの Web 
パーツを利用して PerformancePoint コンテンツの表示が可能です。 
 

 

 PerformancePoint スコア カード 
スコアカードを表示できる Web パーツです。 

 PerformancePoint スタック セレクター 
同じ領域内に配置されている PerformancePoint Web パーツを、ユーザー操作により切り替えられる 
Web パーツです。 

 PerformancePointフィルター 
フィルターを表示できる Web パーツです。 

 PerformancePointレポート 
分析グラフや分析グリッドなどのレポートを表示できる Web パーツです。 

 

＜トップページに [PerformancePoint スコアカード] Web パーツを利用し、スコアカードを表示した例＞ 

 
  



＜[PerformancePoint スタック セレクター] Web パーツを利用した表示例＞ 

 

  



2.4 2010 での新機能と SharePoint Server 2010 統合 

前述のとおり、SharePoint Server 2010 に搭載する PerformancePoint Services は、PerformancePoint 
Server 2007 が SharePoint に統合された機能です。 

PerformancePoint Server 2007 はスタンドアロン  サーバー製品として提供されていました。
PerformancePoint Server 2007 が持つ機能は、SharePoint Server 2010 の Excel Services や  Visio 
Services などと同様に SharePoint Server Enterprise 機能の一部として統合されています。以前のバージョ
ンでよく利用されていた機能はそのまま維持され、多くの機能が強化されると共に、新しい機能も追加されてい
ます。PerformancePoint Services 2010 には下記の機能強化点、新機能を持ちます。 
 

 PerformancePoint コンテンツ (データ接続や KPI、スコアカードなど) は SharePoint リスト、ラ
イブラリ内に保存されるように 

 [計算された指標] 機能を利用することで複数データソースから取得した値の計算結果を KPI で利用
可能に 

 分解ツリーが標準サポートされている 

 円グラフの利用が可能に 

 スコアカードの機能強化により、詳細情報へのドリルダウンが簡単に行える 

 スコアカードの表示カスタマイズの柔軟性により、実際の値と目標値との差異の並べ替えや非表示設定
が容易に行える 

 SQL Server Analysis Services 2008 がサポート可能に 
 

新機能については下記 URL が参考となります。 

 TechNet「SharePoint Server 2010 の PerformancePoint Services の新機能」 
 

 

また SharePoint Server 2010 に完全に統合されたことにより、PerformancePoint Services を利用して作
成したコンテンツ (KPI やスコアカード、レポートなど、以下 PPS コンテンツと記載) は SharePoint サイト
内で管理されるようになりました。PerformancePoint Server 2007 では SharePoint サイトへのダッシュボ
ード発行は行えましたが、ダッシュボード内の各要素に対するユーザーのアクセス権設定は SharePoint とは別
での設定が必要でした。2010 では作成した PPS コンテンツはすべて SharePoint リスト、ライブラリ内に保
存されるので、SharePoint のユーザー管理、アクセス権設定をそのまま利用できます。もちろんリスト、ライ
ブラリで利用できるバージョン管理機能も活用できるため、PPS コンテンツのバージョン管理も SharePoint 
の機能を活用できます。また SharePoint Server 2010 に搭載する Secure Store Services を利用したデータ 
ソースへの認証設定も行えます。 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee661741.aspx


2.5 PerformancePoint Services を利用するために必要なセットアップ 

PerformancePoint Services を利用するためには、SharePoint Server 2010 Enterprise がインストール、
構成されていることを前提とし、PerformancePoint Services サービス アプリケーションの作成と詳細設定が
必要です。 

TechNet 記事や他の自習書に上記の設定が記載されているため、この自習書では詳細は省きますが、次の内
容を参照してください。 
 
 SharePoint Server 2010 のインストール、構成 

 TechNet ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (SharePoint Server 2010) 

 TechNet 管理アカウントおよびサービス アカウント (SharePoint Server 2010) 

 TechNet SharePoint Server 2010 のインストールと展開 

 自習書 Microsoft SharePoint Server 2010 インストールガイド 自習書 

 
 PerformancePoint Services サービス アプリケーションの設定 

 TechNet PerformancePoint Services サービス アプリケーションを作成する (SharePoint Server 
2010) 

 TechNet PerformancePoint Services の信頼できる場所を有効にする 

 TechNet PerformancePoint Services アプリケーションの設定 (SharePoint Server 2010) 

 自習書 Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise 機能活用ガイド 自習書  
 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262485.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee662513.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ee518643.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff852339.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748644.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748644.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee836148.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee620542.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff852345.aspx


3． PerformancePoint Services 利用の基本 
PerformancePoint Services を利用して、KPI やスコアカード等の作成を行うためには、まず次の事前準備

を行います。 

① PerformancePoint Services 機能を利用できるサイトの作成 

② PPS コンテンツを保存するためのリスト、ライブラリの作成 

③ ダッシュボード デザイナーのインストール 

④ ダッシュボード デザイナーにサイト接続の設定 

この章では、PerformancePoint Services を利用する際の基本内容として、上記内容や手順を解説します。 
 

 

①  PerformancePoint Services 機能を利用できるサイトの作成 

PerformancePoint Services を利用するためには、サイト機能である [PerformancePoint Services サイト
機能] をアクティブ化する必要があります。SharePoint Server 2010 Enterprise に搭載する [ビジネス イン
テリジェンス センター] サイト テンプレートは PerformancePoint Services を利用する際に便利なサイト 
テンプレートで、このサイト テンプレートを利用して作成したサイトは [PerformancePoint Services サイト
機能] が既定でアクティブ化されており、ダッシュボード デザイナーの ClickOnce インストール ポイントも
サイト内に用意されます。 

[ビジネス インテリジェンス センター] は次のサイト コレクション機能をアクティブ化することで利用で
きるサイト テンプレートです。 

 [SharePoint Server 発行インフラストラクチャ] 

 [PerformancePoint Services サイト コレクション機能] 
 

 

  



手順 １：必要なサイト コレクション機能のアクティブ化 

PerformancePoint Services 機能を利用するために必要なサイト コレクション機能をアクティブ化する手
順を確認します。 

1. サイト コレクションのトップ レベル サイトを開きます。 

2. [サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックします。 

3. [サイトの設定] 画面が開きます。 
[サイト コレクションの管理] にある [サイト コレクションの機能] をクリックします。 

 

4. [SharePoint Server 発行インフラストラクチャ] と [PerformancePoint Services サイト コレクション
機能] の 2 つをアクティブ化します。 

 

[SharePoint Server 発行インフラストラクチャ]、[PerformancePoint Services サイト コレクション機能]
と 2 つのサイト コレクション機能をアクティブ化することにより、サイト コレクション内で [ビジネス イン
テリジェンス センター] サイト テンプレートが利用可能となります。 

  



手順 ２ ： ビジネス インテリジェンス センター サイトの作成 

PerformancePoint Services 機能を利用するための設定が既定で行われている ビジネス インテリジェンス 
センター サイトを作成します。 

1. [サイトの操作] – [新しいサイト] をクリックします。 

 

2. [作成] ダイアログ が開きます。 
[ビジネス インテリジェンス センター] を選択し、サイト名に「BIサイト」と入力し、任意の URL を入
力して [作成] をクリックします。 

 

3. サイトが作成されます。 

 
 

②   PPS コンテンツを保存するためのリスト、ライブラリ作成 

PPS コンテンツ (PerformancePoint Services を利用して作成した各コンテンツ) は SharePoint リスト、



ライブラリ内に保存されるしくみとなっています。 

PerformancePoint 機能を利用するためのリスト テンプレートが搭載しているので、それらを利用してサイ
ト内に PPS コンテンツを保存するためのリスト、ライブラリをあらかじめ作成します。 
 

 
 PPS コンテンツを格納するために必要なリスト、ライブラリ 

 

リスト テンプレート 説明 

 

[PerformancePoint のデータ接続ライブラリ] 
 
PerformancePoint Services データ接続の保存先となる
ライブラリが作成できます。 

 

[PerformancePoint コンテンツ リスト] 
 
KPI や レポートなどの PerformancePoint Services コ
ンテンツの保存先であるリストが作成できます。 

 

[ダッシュボード ライブラリ] 
 
ダッシュボード デザイナーで作成したダッシュボードペ
ージの展開先として必要なライブラリが作成できます。 

 

  



[ビジネス インテリジェンス センター] サイト テンプレートを利用してサイトを作成した場合、既定で上記
の PPS コンテンツを格納するためのリスト、ライブラリは既定で作成されます。サイド リンク バーに表示さ
れる各リンクは次の内容となります。 

 

 ダッシュボード 
[ダッシュボード ライブラリ] ：ダッシュボード デザイナーで作成したダッシュボードページの展開
先として利用します。 

 データ接続 
[PerformancePoint Services のデータ接続ライブラリ] ：ダッシュボード デザイナーで作成したデ
ータ接続ファイルの保存先として利用します。 

 PerformancePoint コンテンツ 
[PerformancePoint Services コンテンツ リスト] ：ダッシュボード デザイナーで作成した 
PerformancePoint Services コンテンツ (インジケーター、KPI、レポートなど) の保存先として利用
します。 

 

 

  



[参考] 他のサイトでの PerformancePoint Services の利用 

PerformancePoint Services はビジネス インテリジェンス センター サイトでのみ利用できるわけではあ
りません。チーム サイトなど他のサイト テンプレートを利用した場合にも、必要な設定を行うことで利用可能
です。 

PerformancePoint Services 機能を利用するためには、サイト コレクションやサイトで下記機能のアクティ
ブ化が必要です。 
 

サイト コレクション SharePoint Server 発行インフラストラクチャ 
PerformancePoint Services サイト コレクション機能 

サイト PerformancePoint Services サイト機能 

 

これらの機能をアクティブ化すると、PPS コンテンツを保存するために必要なリストやライブラリがサイト
内で作成できるようになるため、サイト内に必要なリスト、ライブラリを作成します。 
 

 

[PerformancePoint のデータ接続ライブラリ] 
PerformancePoint Services データ接続の保存先となる
ライブラリが作成できます。 

 

[PerformancePoint コンテンツ リスト] 
KPI や レポートなどの PerformancePoint Services コ
ンテンツの保存先であるリストが作成できます。 

 

[ダッシュボード ライブラリ] 
ダッシュボード デザイナーで作成したダッシュボードペ
ージの展開先として必要なライブラリが作成できます。 

 

  



③   ダッシュボード デザイナーのインストール 

KPI やスコアカード、レポートなど PerformancePoint Services コンテンツの作成はダッシュボード デザ
イナーというアプリケーションを利用して行います。ダッシュボード デザイナーは  ClickOnce でクライアン
ト環境に展開できるようになっており、インストール ポイントは下記 URL で提供されます。 

PPS 機能が利用できるサイトの URL/_layouts/ppswebparts/designerredirect.aspx 

またビジネス インテリジェンス センター サイトにはインストール ポイントへのリンクが既定で用意され
ています。 
 

1. ビジネス インテリジェンス センター サイトで、[主要なパフォーマンスのモニタリング] をマウスで選択
して表示される、[PerformancePoint Services の使用開始] をクリックします。 

 

2. [ダッシュボード デザイナーの実行] をクリックします。 

 
  



3. [セキュリティの警告] ダイアログ ボックスが表示された場合は、[実行] をクリックします。 

 

4. ダッシュボード デザイナーがインストールされます。 

 

5. インストールが環境すると、ダッシュボード デザイナーが起動します。 

 
 

インストールされたダッシュボード デザイナーは、次回からは [スタート] メニューから起動可能です。 

  



④  ダッシュボード デザイナーにサイト接続の設定 

ダッシュボード デザイナーを利用して作成した PPS コンテンツを SharePoint サイト内に保存するために
は、ダッシュボード デザイナーから接続する SharePoint サイトの URL を設定します。手順は下記となりま
す。 
 

1. ダッシュボード デザイナーで、Office ボタン – [デザイナー オプション] をクリックします。 

 

2. [オプション] ダイアログ ボックスが開きます。 
[サーバー] タブを開き、SharePoint URL として、PPS コンテンツを格納するサイトを含むサイト コレ
クションのトップ レベル サイト URL を指定し、[OK] をクリックします。 

 
  



3. 指定したサイト  コレクション内に作成済みの  [PerformancePoint データ接続ライブラリ ]、
[PerformancePoint コンテンツリスト] が左側の [ワークスペース ブラウザー] 内に表示されます。 

 
 

 

PPS コンテンツの保存場所である、リストやライブラリを開いた状態をファイルとして保存することもでき
ます。 

 

Office ボタンから – [名前を付けてワークスペースを
保存] をクリックします。 

 

保存されたファイル (ddwx ファイル) をダブル クリ
ックすることで、以前開いた PPS リスト、ライブラリ
が開いた状態で、ダッシュボード デザイナーを起動で
きます。 

 

 

  



4． 多次元データソースを利用したダッシュボード作成 
多次元データソースを利用すると、PerformancePoint Services を利用して分析グラフや分析グリッドの作

成が行え、また分解ツリー機能も利用できます。多次元データソースを参照することで PerformancePoint 
Services が持つさまざまな機能が活用できます。 

PerformancePoint Services で接続可能な多次元データソースは下記となります。 

 SQL Server Analysis Services (2005、2008、2008 R2) 

 SQL Server 2008 R2 PowerPivot 
 

この章では SQL Server Analysis Services に接続し、分析グリッド レポートや分析グラフ レポートを作成
します。また作成したレポートを利用したダッシュボード ページの作成を行います。 
 

手順で利用する接続先の SQL Server Analysis Services は次の自習書の手順で作成される内容を利用しま
す。手順と同様の操作をお試しになられる際には、あらかじめ下記自習書の内容を行い、接続先となる SQL 
Server Analysis Services キューブを作成してください。 

 SQL Server 2008 R2 自習書シリーズ 「SQL Server 2008 R2 Analysis Services 入門」 
http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/technology/self-learning.mspx 

 

  



4.1 データ ソースの作成 

PerformancePoint Services を利用してレポートやスコアカードを作成する際には、まずデータ ソースを作
成します。 

手順を行うためには、[3．PerformancePoint Services 利用の基本] の内容を事前に行ってください。 
 

 

4.1.1 SQL Server Analysis Services データ ソースの作成 
 

1. ダッシュボード デザイナーを起動します。 
[スタート] メニュー  – [すべてのプログラム] – [SharePoint] – [PerformancePoint DashBoard 
Designer] をクリックします。 

2. ダッシュボード デザイナーが起動します。 

ワークスペース ブラウザーに、接続先の SharePoint サイト内に作成済みの [PerformancePoint コンテ
ンツ リスト] と [PerformanPoint データ接続ライブラリ] が表示されます。 

 

3. ワークスペース ブラウザーから [データ接続] を右クリックし – [新しいデータ ソース] をクリックし
ます。 

 

4. [データ ソース テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが開きます。 



[Analysis Service] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

5. 新しいデータ ソースが開きます。次の設定を行います。 
 

 設定項目 設定内容 

① サーバー 接続先の SQL Server Analysis Services サーバー名 

 データベース 接続先の SQL Server Analysis Services データベース名 

② キューブ 接続先の キューブ名 

③ 認証 [無人サービス アカウント] を選択 

 
無人サービス アカウント 



データ ソースへの接続時の認証方法として [無人サービス アカウント] を指定しました。無人サー
ビス アカウントは、PerformancePoint Services データ ソースへのアクセスに利用する共有ドメイ
ン アカウントです。利用することでデータ ソースへの接続用アカウントの一元管理が行えます。 

あらかじめ、PerformancePoint Services サービス アプリケーションで設定します。また無人サー
ビス アカウントとして設定したドメイン アカウントには接続先のデータソースへのアクセス権が必
要です。 

設定方法や詳細は下記 URL を参照ください。 

 TechNet 「PerformancePoint Services 用に無人サービス アカウントを構成する」 

 

6. [プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「NorthwindJAS」と変更します。 

 

7. [上書き保存] をクリックし、設定した内容を保存します。 

 
  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee836145.aspx


4.1.2 作成したデータ ソースの確認 

ダッシュボード デザイナーで作成したデータ ソースは SharePoint サイト内の [PerformancePoint デー
タ接続ライブラリ] に保存されます。ブラウザーで保存されたデータ ソースを確認します。 
 

1. ブラウザーを開き、「BI サイト」にアクセスします。 

2. サイド リンク バーから [データ接続] をクリックします。 

 

3. ダッシュボード デザイナーで作成した [NorthwindJAS] データ ソースが保存されていることが確認で
きます。 

 

4. ブラウザーを閉じます。 

  



4.1.3 [参考] SQL Server 2008 R2 PowerPivot への接続 

PerformancePoint Services から接続可能な多次元データ ソースは SQL Server Analysis Service のほか
に SQL Server 2008 R2 PowerPivot があります。 

PowerPivot for Excel で作成された Excel ワークブックを PowerPivot fot SharePoint コンポーネントが
インストールされた SharePoint サイトに保存されている場合に、PowerPivot データに PerformancePoint 
Services から接続が行えます。 
(PowerPivot ギャラリーに保存された PowerPivot for Excel ファイルは PerformancePoint Services の多
次元データ ソースとして利用可能) 

データ ソースを作成する際のテンプレートとして PowerPivot は用意されていませんが、Analysis Service 
と同じインターフェースで接続が可能です。 

 

SharePoint サイト内の PowerPivot ギャラリーに保存している PowerPivot for Excel ファイルをデータ 
ソースとする場合には、次の手順でデータ ソースを作成します。 

1. データ ソースのテンプレートは [Analysis Service] を選択します。 

2. データ ソースの接続設定で次のように設定します。 

 [次の接続を使用する] を選択し、接続文字列を次のように編集 
provider=molap;datasource=http://<サイト URL>/<PowerPivot ギャラリーパ
ス>/＜接続先 Excel ファイル名＞.xlsx 

 キューブ： [SandBox] を選択 
           PowerPivot データは [SandBox] と既定で名前が付けられます。 

  



4.2 レポートの作成 

作成したデータ ソースを利用し、分析グリッド レポートと分析グラフ レポートを作成します。 
PerformancePoint Services で作成できるレポートの分析グラフと分析グリッドはデータ ソースに多次元デ
ータ ソースを指定します。 

 

分析グリッドや分析グラフ レポートには常に最新の情報が表示されます。また次の操作を利用できます。 

 ドリルダウンまたはドリルアップして下位レベルまたは上位レベルの詳細を表示する 

 昇順または降順でアイテムを並べ替える 

 空の行または列をフィルターで除外する、アイテムを分離する、またはレポート ビューからアイテム
を削除する 

 グループに最上位または最下位のメンバーを適用する 

 グリッドをピボット処理する、またはグリッドを分析グラフに変更する 

 グラフまたはグリッドに含まれる情報の表示と非表示を切り替える 

 分解ツリーを起動して特定のレポート値に関する詳細情報を表示する 
 

 

  



4.2.1 分析グリッドの作成 
 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [レポ
ート] をクリックします。 

 

2. [レポート テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[分析グリッド] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



3. [分析グリッド レポートの作成] ダイアログ ボックスが開きます。 
[NorthwindJAS] データ ソースを選択し、[完了] をクリックします。 

 

4. [新しいレポート] が作成され、編集画面が開きます。 

 
  



5. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[売上金額] メジャーを [背景] にドラッグ アンド ドロ
ップします。 

 

6. 行にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [商品] – [区分名] を [行] にドラッグ アンド ドロップしま
す。 

 
  



7. レポート内に [区分名] ディメンションが行として表示されます。 
必要ない内容 (UnKnown) を表示しないようにフィルター設定を行います。 

① 行の [商品 区分名] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[飲料]・[加工食品]・[菓子類]・[魚介類]・
[穀類、シリアル]・[調味料]・[肉類]・[乳製品] を選択して [OK] をクリックします。 

 

8. 列にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [時間] – [会計年度] を [列] にドラッグ アンド ドロップし
ます。 

 
  



9. レポート内に [会計年度] ディメンションが列として表示されます。 
2008年度と 2009年度のみを表示するようフィルター設定を行います。 

① 列の [時間 会計年度] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[2008年度]・[2009年度] を選択して [OK] 
をクリックします。 

 

10. レポート内容が次のようになります。 

 
  



11. 列ディメンションに、[会計四半期] を追加します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [時間] – [会計四半期] を [列] の下にドラッグ アンド ドロ
ップします。 

 

12. 四半期 ディメンションは既定では非展開表示となるよう設定します。 
分析グリッド レポート内の四半期列を右クリック – [ドリルアップ] をクリックします。 

 
  



13. 四半期列はドリルアップして表示されます。 

 

14. レポート内の書式を整えます。 
[編集] タブ内のメニューを利用して、フォントの種類やフォント サイズを設定します。 

 
  



15. データの表示形式を整えます。 

① [編集] タブから [数値の書式設定] をクリックします。 

② [数値の書式設定] ダイアログ ボックスが開きます。 
[Measures] が [受注金額] となっていることを確認します。 

③ [書式] を [通貨] に設定し、[OK] をクリックします。 

 

16. 作成した分析グリッド レポートの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「区分別売上実績」と変更します。 

 

17. 上書き保存します。 

 
 



 

作成したレポートの保存先 

ダッシュボード デザイナーで作成したレポートは、[PerformancePoint コンテンツ リスト] 内に
保存されます。 

 

 

  



4.2.2 分析グラフの作成 

売上実績の商品区分別割合を確認するための円グラフと、各商品区分別の売上実績を表示する棒グラフと 2 
つの分析グラフ レポートを作成します。 
 
 円グラフ レポートの作成 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [レポ
ート] をクリックします。 

 

2. [レポート テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[分析グラフ] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



3. [分析グラフ レポートの作成] ダイアログ ボックスが開きます。 
[NorthwindJAS] データ ソースを選択し、[完了] をクリックします。 

 

4. [新しいレポート] が作成され、編集画面が開きます。 

 
  



5. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[売上金額] メジャーを [背景] にドラッグ アンド ドロ
ップします。 

 

6. 系列にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [商品] – [区分名] を [系列] にドラッグ アンド ドロップし
ます。 

 
  



7. 必要ない内容 (UnKnown) を表示しないようにフィルター設定を行います。 

① 系列の [商品 区分名] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[飲料]・[加工食品]・[菓子類]・[魚介類]・
[穀類、シリアル]・[調味料]・[肉類]・[乳製品] を選択して [OK] をクリックします。 

 

8. 横軸にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [時間] – [会計年度] を [横軸] にドラッグ アンド ドロップ
します。 

 
  



9. 横軸には 2008年度と 2009年度のみを表示するようフィルター設定を行います。 

① 横軸の [時間 会計年度] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[2008年度]・[2009年度] を選択して [OK] 
をクリックします。 

 

10. 棒グラフが既定で作成されるため、円グラフに変更します。 
[編集] タブの [レポートの種類] – [円グラフ] をクリックします。 

 

11. 円グラフに変更されます。 

12. レポート内の書式を整えます。 
[編集] タブ内のメニューを利用して、フォントの種類やフォント サイズを設定します。 

  



13. 円グラフの内容を並べ替えします。 
[編集] タブの [並べ替え] – [系列：最大から最小] をクリックします。 

 

14. 作成した分析グリッド レポートの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「区分別売上実績円グラフ」と変更します。 

 

15. 上書き保存します。 
 

  



 棒グラフ レポートの作成 

レポートの種類を [棒グラフ] と選択する点のみ異なり、前述の円グラフ レポートの作成と手順はほぼ同様
となります。[背景] / [横軸] / [系列] に設定する、メジャーやディメンションも同様です。 

棒グラフ レポートの作成手順は下記となりますが、円グラフ レポートをコピーして [レポートの種類] を 
[棒グラフ] に変更しても同様のレポートが作成できます。 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [レポ
ート] をクリックします。 

 

2. [レポート テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[分析グラフ] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



3. [分析グラフ レポートの作成] ダイアログ ボックスが開きます。 
[NorthwindJAS] データ ソースを選択し、[完了] をクリックします。 

 

4. [新しいレポート] が作成され、編集画面が開きます。 

 
  



5. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[売上金額] メジャーを [背景] にドラッグ アンド ドロ
ップします。 

 

6. 系列にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [商品] – [区分名] を [系列] にドラッグ アンド ドロップし
ます。 

 
  



7. 必要ない内容 (UnKnown) を表示しないようにフィルター設定を行います。 

① 系列の [商品 区分名] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[飲料]・[加工食品]・[菓子類]・[魚介類]・
[穀類、シリアル]・[調味料]・[肉類]・[乳製品] を選択して [OK] をクリックします。 

 

8. 横軸にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [時間] – [会計年度] を [横軸] にドラッグ アンド ドロップ
します。 

 
  



9. 横軸には 2008年度と 2009年度のみを表示するようフィルター設定を行います。 

① 横軸の [時間 会計年度] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[2008年度]・[2009年度] を選択して [OK] 
をクリックします。 

 

10. レポート内の書式を整えます。 
[編集] タブ内のメニューを利用して、フォントの種類やフォント サイズを設定します。 

11. 作成した分析グリッド レポートの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「区分別売上実績棒グラフ」と変更します 

 

12. 上書き保存します。 
 

  



4.3 ダッシュボードの作成と発行 

ここまでの手順で作成したレポートを表示するダッシュボードを作成します。次図のように、分析グラフ (円
グラフ) と分析グリッドを表示し、また会計年度で表示する内容をフィルターできるように「年度フィルター」
を用意します。 

 
 

 

4.3.1 フィルターの作成 
 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [フィ
ルター] をクリックします。 

 
  



2. [フィルター テンプレートの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[メンバーの選択] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

3. [フィルターの作成] ダイアログ ボックスが表示されます。 
データ ソースとして、[NorthwindJAS] データ ソースを選択し、[次へ] をクリックします。 

 

4. [フィルター ディメンション] の [ディメンションの選択] をクリックします。 

 
  



5. [ディメンションの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。 
フィルターを行うディメンションとして [時間.会計年度] を選択して [OK] をクリックします。 

 

6. [フィルター メンバー] の [メンバーの選択] をクリックします。 

 

7. [メンバーの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[All] を展開し、[2008 年度] と [2009 年度] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



8. [次へ] をクリックします。 

 

9. 表示方法として [リスト] を選択し [完了] をクリックします。 

 

10. 作成したフィルターの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「会計年度の選択」と変更します。 

 

11. 上書き保存します。 

4.3.2 ダッシュボードの作成 
 



1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [ダッ
シュボード] をクリックします。 

 

2. [ダッシュボード ページ テンプレートの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。 
ページのレイアウトとして、[ヘッダー、2列] を選択して [OK] をクリックします。 

 
  



3. 新しいダッシュボードが作成されます。 
ダッシュボード内にある [ページ１] の名前を「区分別実績」と変更します。 

 

4. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[フィルター] – [PerformancePoint コンテンツ] – [会計
年度の選択] をヘッダー内にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 
  



5. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[レポート] – [PerformancePoint コンテンツ] – [区分別
売上実績円グラフ] を左の列内にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

6. 配置した [区分別売上実績円グラフ] のサイズを調整します。 
タイトルの右にある ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 

7. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 幅：[ピクセル数を指定する] を選択し、200 と入力 

 高さ：[ピクセル数を指定する] を選択し、200 と入力 

 



8. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[レポート] – [PerformancePoint コンテンツ] – [区分別
売上実績] を右の列内にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

9. 配置した [区分別売上実績] のサイズを調整します。 
タイトルの右にある ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 

10. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 幅：[ピクセル数を指定する] を選択し、600 と入力 

 高さ：[ピクセル数を指定する] を選択し、300 と入力 

 



11. フィルターの接続を設定します。 
[区分別売上実績円グラフ] の右にある ▼ をクリックし、[接続の作成] をクリックします。 

 

12. [接続] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[アイテム] タブで、値の取得元として [ヘッダー – (1) 会計年度の選択] を選択します。 

 

13. [値] タブに切り替え、[接続先] として [時間.会計年度] を選択します。 
[ソース値] に [メンバーの一意の名前] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

14. 続いて、[区分別売上実績] の右にある ▼ をクリックし、[接続の作成] をクリックします。 



 

15. [接続] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[アイテム] タブで、値の取得元として [ヘッダー – (1) 会計年度の選択] を選択します。 

 

16. [値] タブに切り替え、[接続先] として [時間.会計年度] を選択します。 
[ソース値] に [メンバーの一意の名前] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

17. 作成したダッシュボードの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「売上実績ダッシュボード」と変更します 



  

18. 上書き保存します。 
 

 

4.3.3 ダッシュボードの発行 

作成したダッシュボードを発行します。 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] 内の [売上実績ダッシュボード] を右
クリックし、[SharePoint へ展開] をクリックします。 

 
  



2. [展開先] ダイアログ ボックスが表示されます。 
サイト コレクション内の [ダッシュボード ライブラリ] が一覧されるので、[BI サイト] 内の [ダッシュ
ボード] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
 

ダッシュボードの発行 

発行先のサイトは任意に選択できます。今回は分析グリッドや分析グラフなどのレポートが保存され
ているサイトと同じサイト内にダッシュボード ページを発行しましたが、他のサイトに発行すること
も可能です。発行先のサイトでは、[PerformancePoint Services サイト機能] をアクティブ化し、[ダ
ッシュボード ライブラリ] を作成しておく必要があります。 

 

3. 発行が完了すると、ブラウザーでダッシュボード ページが開きます。 

 

  



4.4 動作確認 

ダッシュボードの動作確認を行います。次の内容を確認します。 

 フィルターの動作 

 分析グリッドのドリルダウンや詳細表示 

 分解ツリーの利用 
 

1. 分析グリッドの [All] をクリックして展開すると、四半期ごとの売上実績が表示されます。 

 

2. ダッシュボード ページ内に用意したフィルターの動作を確認します。 
会計年度を切り替えて、分析グラフや分析グリッドの表示を確認します。 

 
  



3. 分析グリッド内の任意の内容を右クリックし、並べ替えやフィルター機能が利用できることを確認します。 

 

4. 分析グリッド内の内容から詳細情報を確認したいときには、分解ツリーが利用できます。 
例えば、2009 年度の [穀類、シリアル] 商品区分の売上実績が前年度と比べて落ちており、また 2009年
度内で比べても他の商品区分の売上実績よりも低いことが確認できたとします。 

原因となる要因を確認するために、[穀類、シリアル] の値を右クリックし [分解ツリー] をクリックします。 

 

5. 分解ツリーが表示されます。 

  



6. 表示されている [穀類、シリアル] をクリックすると、詳細情報にドリルダウンするための展開先を選択す
るメニューが表示されます。 

① [受注] をクリックします。 

② [受注] ディメンション内の [在籍支社] をクリックします。 

 

7. 在籍支社ごとの実績を確認できます。 
同様の手順で、ユーザーの操作によるドリルダウンが行えるのが分解ツリーです。 
たとえば一番規模の大きい東京本社で、穀物、シリアル区分がさほど実績が上がっていないことが確認で
きたとします。[東京本社] をクリックすることで、ディメンションを選択しながら詳細データへドリルダ
ウンが行えます。 

 

8. 分解ツリーが表示されている、ブラウザーを閉じます。 



4.5 PerformancePoint Web パーツの利用 

[4.3 ダッシュボードの作成と発行] では作成した PerformancePoint コンテンツを表示するダッシュボー
ドを作成しました。ダッシュボード ページの作成により、SharePoint サイト内に PerformancePoint コンテ
ンツの表示が行えますが、それ以外にも Web パーツを利用してサイトのトップページなどにレポートなどを表
示することも可能です。 

ここでは、サイトのトップページに PerformancePoint Services Web パーツを利用して、レポートを表示
する方法を確認します。 
 

 

1. ブラウザーで、レポートの表示を行いたいサイトのトップページを開きます。 

2. [ページ] タブの [編集] をクリックします。 

 

3. [編集ツール] – [挿入] タブの [Web パーツ] をクリックします。 
[PerformancePoint] カテゴリーの [PerformancePoint レポート] Web パーツをページ内に配置します。 

 

4. 配置した PerformancePoint レポート Web パーツ内に表示する内容を設定します。 



Web パーツのタイトル  バーの ▼ から [Web パーツの編集] をクリックします。 

 

5. 右側に表示される Web パーツの編集画面で、次の設定を行います。 

① [場所] の [参照] をクリックします。 

② [メディアの選択] ダイアログが開くので、BI サイトの PerformancePoint コンテンツ リストに保存
した [区分別売上実績棒グラフ] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



6. Web パーツの編集画面で、Web パーツのタイトルやサイズを任意に調整し、[OK] をクリックします。 

 

7. ページを保存します。 

8. トップページに分析グラフレポートが表示されたことが確認できます。 

 

9. ブラウザーを閉じます。 
 

  



4.6 MDX クエリを利用した分析グリッドの作成 

ダッシュボード デザイナーでレポートを作成する際には、これまでの手順で行ったように多次元データソー
ス内のメジャーやディメンションを UI 操作で指定することにより、分析グリッドや分析グラフ レポート作成
が行えます。 

 

また、ダッシュボード デザイナーではユーザー設定の MDX クエリの使用がサポートされています。そのた
め MDX を利用することで UI 操作では作成が行えない高度なクエリ結果によるレポート作成が可能です。 
 

 

MDX 

Multidimensional Expression (MDX) は多次元データベース（キューブ）からデータを取り出すた
めのクエリ言語です。 

MDX については下記が参考となります。 

 TechNet 「多次元式 (MDX) リファレンス 」 

SQL Server Analysis Services に習熟した高度なダッシュボード作成者が、PerformancePoint を
利用してレポートを作成する際に役立ちます。 

PerformancePoint Services での MDX の利用については下記が参考となります。 

 TechNet 「MDX クエリを使用して PerformancePoint ダッシュボードを拡張する」 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms145506(SQL.90).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff535784.aspx#section2


ここでは、MDX クエリを利用して分析グリッドを作成します。 

 
 

 

1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし – [新規作成] – [レポ
ート] をクリックします。 

 
  



2. [レポート テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[分析グリッド] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

3. [分析グリッド レポートの作成] ダイアログ ボックスが開きます。 
[NorthwindJAS] データ ソースを選択し、[完了] をクリックします。 

 
  



4. [新しいレポート] が作成され、編集画面が開きます。 

5. 右側に表示されている [詳細] ウィンドウから、[売上金額] メジャーを [背景] にドラッグ アンド ドロ
ップします。 

 

6. 行にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [商品] – [区分名] を [行] にドラッグ アンド ドロップしま
す。 

 
  



7. 列にディメンションを指定します。 
[詳細] ウィンドウから、[ディメンション] – [時間] – [会計年度] を [列] にドラッグ アンド ドロップし
ます。 

 

8. レポート内に [会計年度] ディメンションが列として表示されます。 
2008年度と 2009年度のみを表示するようフィルター設定を行います。 

① 列の [時間 会計年度] の ▼ をクリックし、[メンバーの選択] ダイアログ ボックスを表示します。 

② [メンバーの選択] ダイアログ ボックスで、[All] を展開し、[2008年度]・[2009年度] を選択して [OK] 
をクリックします。 

 
  



9. レポート内容が次のようになります。 

 
10. MDX を編集するため、[クエリ] タブを開きます。 

 
 

[クエリ] タブ内の MDX 

UI 操作で行ったクロス集計情報は自動的に MDX クエリが生成されています。自動的に生成された 
MDX をベースに、トップ 5 のみ表示するよう編集を加えます。 

 

  



11. 次のように MDX を編集します。(赤字、太字が編集箇所です) 
 

SELECT 
HIERARCHIZE( { [時間].[会計年度].&[2008-04-01T00:00:00], [時間].[会計年

度].&[2009-04-01T00:00:00] } ) ON COLUMNS, 
 
{TopCount([商品].[区分名].[区分名].Members,5,[Measures].[受注金額]) } 
ON ROWS 
 
FROM [キューブ名] 
 
WHERE ( [Measures].[受注金額] ) 

 

12. [デザイン] タブを開くと、MDX クエリ結果が分析グリッドとして表示されます。 

 



13. [編集] タブ内のメニューを利用し、文字スタイルや表示形式を任意に整えます。 

 

14. 作成した分析グリッド レポートの名前を変更します。 
[プロパティ] タブに切り替え、[名前] を「区分別トップ５」と変更します。 

 

15. 上書き保存します。 

  



4.7 ダッシュボード ページの編集と発行 

｢4.3 ダッシュボードの作成と発行｣ で作成し、発行したダッシュボードの内容を編集します。ダッシュボー
ド内に新しいページを作成して、メニューで切り替えられるようにします。 

 

また一度発行したダッシュボードを編集した際、もう一度ダッシュボード デザイナーから発行することで変
更内容を発行先に反映させられます。ここでは既存のダッシュボードにページを追加し、再発行する手順を確認
します。 
 

 

  



1. ワークスペース ブラウザーから [PerformancePoint コンテンツ] 内の [売上実績ダッシュボード] をク
リックして、開きます。 

 

2. [エディター] タブで、[新しいページ] をクリックします。 

 

3. [ダッシュボード ページ テンプレートの選択] ダイアログ ボックスが開きます。 
[2 列] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



4. 新しく作成したページの名前を「区分別トップ 5」と変更します。 

 

5. [詳細] ウィンドウから [レポート] – [PerformancePoint コンテンツ] – [区分別トップ 5] を左の列にド
ラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

6. 配置した [区分別トップ 5] の ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 
  



7. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 幅：[ピクセル数を指定する] を選択し、260 と入力 

 

8. [詳細] ウィンドウから [レポート] – [PerformancePoint コンテンツ] – [区分別売上実績棒グラフ] を右
の列にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

9. 配置した [区分別売上実績棒グラフ] の ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 

10. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 



[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 高さ：[ピクセル数を指定する] を選択し、260 と入力 

 

11. [プロパティ] タブを開き、展開プロパティの [ナビゲーションにページの一覧を含める] をオンとします。 

 
  



12. 作成したダッシュボードを発行し、既存のダッシュボードに変更内容を反映させます。 
ワークスペース ブラウザーで、[売上実績ダッシュボード] を右クリック – [SharePoint へ展開] をクリ
ックします。 

 

13. 展開が完了すると、ブラウザーでダッシュボードが開きます。 
新しく追加した [区分別トップ 5] をクリックします。 

 
  



14. 区分別トップ 5 ページが開きます。 
ページ内に配置した下記内容が確認できます。 

 [区分別トップ 5] 分析グリッド  レポート 

 [区分別売上実績棒グラフ] 分析グラフ レポート 

 

15. ブラウザーを閉じます。 
 

 

 

  



5． KPI、スコアカードの作成 
前章の [4． 多次元データソースを利用したダッシュボード作成] では多次元データソースを利用したレポー

ト作成についてご紹介しました。PerformancePoint Services では前章で作成したレポートのほかに、KPI の
定義や KPI を集約したスコアカード作成が行えます。 

KPI を定義する際には、実績値と実績値を評価するための計画値を利用します。前章で作成した分析グリッド 
レポートや分析グラフ レポートはデータソースとして多次元データソースが必要ですが、KPI の定義を行う際
にはテーブル形式のデータソースを利用することも可能です。キューブ内に実績値と目標値が含まれている場合
はキューブから KPI 作成が行えますが、多くの場合実績値とそれを評価するための値は別のデータソースに含
まれていることが多いでしょう。 

この章では、複数のデータソースから取得したデータをもとに KPI を定義する方法を解説します。また定義
した KPI を集約したスコアカードやダッシュボードの作成方法も合わせてご紹介します。 
 

手順では、実績データを Analysis Services から取得し、目標値を Excel Services から取得します。 
4 章と同様に手順で利用する接続先の SQL Server Analysis Services は次の自習書の手順で作成される内容
を利用します。手順と同様の操作をお試しになられる際には、あらかじめ下記自習書の内容を行い、接続先とな
る SQL Server Analysis Services キューブを作成してください。 

 SQL Server 2008 R2 自習書シリーズ 「SQL Server 2008 R2 Analysis Services 入門」 
http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/technology/self-learning.mspx 

 

 
  



5.1 データ ソースの作成 

KPI 内で利用する実績値と目標値を取得するためのデータ ソースを作成します。ここでは、実績値は 
Analysis Services から取得し、目標値は Excel Services から取得します。 

実績値として利用する Analysis Services データ ソースは [4.1 データ ソースの作成] の手順で作成した 
[NorthwindJAS] データ ソースを利用します。[4.1 データ ソースの作成] の手順を行っていない場合は、ま
ずそちらをはじめに行ってください。 
 

5.1.1 Excel ファイルの準備 

ここでは次図のように売上目標が入力された Excel ファイルを利用します。あらかじめ次図を参考に Excel 
ファイルを用意してください。(数値データは任意の内容でかまいません)  

ファイル名は 「売上目標.xslx」とします。 

 

 

 

  



5.1.2 Excel ファイルを SharePoint ライブラリに保存 

[5.1.1 Excel ファイルの準備] で用意した Excel ファイルを SharePoint ライブラリに保存し、Excel 
Services でアクセスできるようにします。 
 

1. 5.1.1 で用意した Excel ファイルを開きます。 

2. 目標値が入力されている箇所 (表) のみを PerformancePoint からアクセスできるよう、セル範囲に名前
を付けます。 
目標値が入力されているセル範囲を範囲選択し、[名前ボックス] に「支社別売上予算」と名前を付け 
[Enter] キーを押して、確定します。 

 
※ セル範囲を範囲選択した際に、名前ボックスに「支社別売上予算」と表示されることを確認してください。 

3. [ファイル] メニューから [保存と送信] をクリックします。 
[SharePoint に保存] を選択し、[場所の参照] をダブル クリックします。 

 



4. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[ファイル名] に BI サイトの URL を入力し、[Enter] キーを押します。 

 
※ BI サイトは [3．PerformancePoint Services 利用の基本] の手順で作成したサイトです。 

5. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックス内で BI サイトが参照されるので、保存先として [ドキュメン
ト] をダブル クリックして開きます。 

 
  



6. [発行オプション] をクリックします。 

7. [発行オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[ブック内のアイテム] を選択し、[支社別売上予算] をオンにして [OK] をクリックします。 

 

8. ファイル名を「売上予算.xlsx」とつけて [保存] をクリックします。 

 

9. 保存が終了すると、ブラウザーで Excel ファイルが開きます。 

 

10. ブラウザーを閉じます。 

11. Excel を終了します。  



5.1.3 データ ソースの作成 
 

1. ダッシュボード デザイナーを起動します。 
[スタート] メニュー  – [すべてのプログラム] – [SharePoint] – [PerformancePoint DashBoard 
Designer] をクリックします。 

2. ダッシュボード デザイナーが起動します。 

3. ワークスペース ブラウザーから [データ接続] を右クリックし – [新しいデータ ソース] をクリックし
ます。 

 

4. [データ ソース テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[Excel Services] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



5. 新しいデータ ソースが作成されます。次のように設定します。 

 SharePoint サイト：BI サイトの URL を入力します。(Excel ファイルを保存したサイトです) 

 ドキュメント ライブラリ：[ドキュメント] を選択します。 
                         (Excel ファイルを保存したライブラリです) 

 Excel ブック：「売上目標.xlsx」を選択します。 

 アイテム名：[支社別売上予算] を選択します。 

 

6. 取得されるデータの内容を確認します。 
[表示] タブを開き、[データのプレビュー] をクリックします。 

数値データを含む列はファクト、そうではない列はディメンションと認識されていることが確認できます。 

 

7. 作成したデータ ソースの名前を変更します。 
[プロパティ] タブを開き、名前を「支社別売上予算」と変更します。 

 

8. 上書き保存します。 

  



5.2 KPI の定義 

Analysis Services から取得したデータと Excel Services から取得したデータを利用して KPI を作成しま
す。 

次図のような KPI を 3 つ作成します。 

 

 

5.2.1 東京本社 KPI を作成 
 

1. ワークスペース デザイナーで、[PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし、[新規作成] – [KPI] を
クリックします。 

 
  



2. [KPI テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[空の KPI] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

3. 新しい KPI が作成されます。 

 

4. 既定で用意されている [実績] の名前を「YTD 実績」と変更します。 

 
  



5. [YTD 実績] の [数値形式] を変更します。 
(既定) をクリックし、表示される [数値の書式設定] で [通貨] に設定します。 

 

6. [YTD 実績] の [データ マッピング] を設定します。 

① [1 (固定値)] をクリックします。 

② [固定値データ ソース マッピング] ダイアログ ボックスで [ソースの変更] をクリックします。 

③ [データ ソースの選択] ダイアログ ボックスで [NorthwindJAS] を選択し [OK] をクリックします。 

 
  



7. [ディメンション データ ソース マッピング] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[メジャーの選択] で [受注金額] を選択します。 

 

8. 2009年度 東京本社の受注金額となるようディメンション フィルターを設定します。 
[新しいディメンション フィルター] をクリックし、[ディメンションの選択] から [時間.会計年度] を選
択して、[OK] をクリックします。 

 
  



9. [既定のメンバー (All)] をクリックし、[メンバーの選択] から [2009年度] を選択し、[OK] をクリック
します。 

 

10. [新しいディメンション フィルター] をクリックし、同様の手順で [受注.在籍支社] の [東京本社] フィ
ルターを作成して [OK] をクリックします。 

 
  



11. [YTD 実績] を次のように設定しました。 
キューブ内の受注金額 メジャー (2009年 東京本社) 

  

12. 既定で用意されている [ターゲット] を「年間達成率」と変更します。 
[比較対象] は [YTD実績] となっていることを確認します。 

 

13. [年間達成率] の [データ マッピング] を設定します。 

① [1 (固定値)] をクリックします。 

② [固定値データ ソース マッピング] ダイアログ ボックスで [ソースの変更] をクリックします。 

③ [データ ソースの選択] ダイアログ ボックスで [支社別売上予算] を選択し [OK] をクリックします。 

 
※ [支社別売上予算] データ ソースが表示されない場合は、ダッシュボード デザイナーを一度終了し、もう

一度開いて確認してください。 
  



14. [ディメンション データ マッピング] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[メジャーの選択] で [東京本社] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

15. インジケーターを選択し、[スコア パターンとインジケーターの設定] をクリックします。 

 
  



16. [バンド設定の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[スコア パターン] は [上昇が望ましい] のまま、[次へ] をクリックします。 

 

17. 利用するインジケーターとして [停止信号 - 中] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 
  



18. [完了] をクリックします。 

 

19. しきい値を 120 ％、100 %、70 %、0 % と設定します。 

 

20. 続いて、新しい実績を作成します。 
[新しい実績] をクリックし、作成された実績の名前を「構成比率」と変更します。 

また数値形式は [パーセンテージ] に変更します。 

 
  



21. [構成比率] の [データ マッピング] を設定します。 

① [1 (固定値)] をクリックします。 

② [固定値データ ソース マッピング] ダイアログ ボックスで [ソースの変更] をクリックします。 

③ [データ ソースの選択] ダイアログ ボックスで [計算された指標] タブ内の [空の計算] を選択し 
[OK] をクリックします。 

 

22. [計算された指標のデータ ソース マッピング] ダイアログ ボックスが表示されます。 
既定で用意されている [Value1] の名前を 「YTD」に変更します。 

またマッピングするソースとして、次の設定を行います。 
 

データ ソース NorthwindJAS 
メジャー 受注金額 
ディメンションフィルター  時間.会計年度 [2009 年度] 

 



23. [計算された指標のデータ ソース マッピング] ダイアログ ボックスが表示されます。 
既定で用意されている [Value2] の名前を 「YTD東京」に変更します。 

またマッピングするソースとして、次の設定を行います。 
 

データ ソース NorthwindJAS 
メジャー 受注金額 
ディメンションフィルター  時間.会計年度 [2009 年度] 

 受注.在籍支社 [東京本社]  

 

24. 計算式として YTD東京/YTD と入力し、[OK] をクリックします。 

 
  



25. 続いて、新しい実績を作成します。(4つ目の内容です) 
[新しい実績] をクリックし、作成された実績の名前を「Q1 実績」と変更します。 

また数値形式は [通貨] に変更します。 

 

26. [Q1 実績] の [データ マッピング] を次のように設定します。 
 

データ ソース NorthwindJAS 
メジャーの選択 受注金額 
ディメンションフィルター  時間.会計年度 [2009 年度] 

 時間.会計四半期 [2009年度第 1四半期] 
 受注.在籍支社 [東京本社]  

 
  



27. 続いて、新しいターゲットを作成します。(5つ目の内容です) 
[新しいターゲット] をクリックし、作成された実績の名前を「Q1 達成率」と変更します。 

また比較対象は [Q1 実績] に変更します。 

 

28. [Q1 達成率] の [データ マッピング] を次のように設定します。 
 

データ ソース 支社別売上予算 
メジャーの選択 東京本社 
ディメンションフィルター  四半期 [第 1四半期]  

 
  



29. インジケーターを選択し、[スコア パターンとインジケーターの設定] をクリックします。 

 

30. [バンド設定の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[スコア パターン] は [上昇が望ましい] のまま、[次へ] をクリックします。 

 
  



31. 利用するインジケーターとして [停止信号 - 中] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

32. [完了] をクリックします。 

 
  



33. しきい値を 120 ％、100 %、70 %、0 % と設定します。 

 

34. 続いて、新しいターゲットを作成します。(6つ目の内容です) 
[新しいターゲット] をクリックし、作成された実績の名前を「Q1 前年比」と変更します。 

また比較対象は [Q1 実績] に変更します。 

 

35. [Q1 前年比] の [データ マッピング] を次のように設定します。 
 

データ ソース NorthwindJAS 
メジャーの選択 受注金額 
ディメンションフィルター  時間.会計年度 [2008年度] 

 時間.会計四半期 [2008年度第 1四半期] 
 受注.在籍支社 [東京本社]  

 



36. インジケーターの種類はそのままで、しきい値を 120 ％、100 %、70 %、0 % と設定します。 

 

37. 作成した KPI の名前を変更します。 
[プロパティ] タブを開き、名前を「東京本社」と変更します。 

 

38. 上書き保存します。 
  



5.2.2 大阪支社 KPI、北九州支社 KPI を作成 

東京本社 KPI と同様の内容を作成したいため、東京本社 KPI をコピーし、フィルター設定を変更します。 
 

1. ワークスペース ブラウザーで、[東京本社] KPI を右クリックし [コピー] をクリックします。 

 

2. [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし、[貼り付け] をクリックします。 

 

3. コピーされた KPI の名前を「大阪支社」と変更します。 

 

4. 同様の手順でコピーを作成し、名前を「北九州支社」と変更します。 

 
  



5. 大阪支社 KPI、北九州支社 KPI を編集します。編集後は上書き保存してください。 
それぞれ下記の内容 (東京本社でフィルターされている内容) をそれぞれの支社に変更します。 

 

実績、ターゲット名 データ マッピングの変更点 
YTD 実績  フィルターを変更 

受注. 在籍支社 [大阪支社] / [北九州支社]  

年間達成率  メジャー を変更 
[大阪支社] / [北九州支社] 

構成比率  YTD東京のデータ マッピング フィルターを変更 
受注. 在籍支社 [大阪支社] / [北九州支社]  

Q1 実績  フィルターを変更 
受注. 在籍支社 [大阪支社] / [北九州支社] 

Q1 達成率  メジャー を変更 
[大阪支社] / [北九州支社] 

Q1 前年比  フィルターを変更 
受注. 在籍支社 [大阪支社] / [北九州支社] 

 

 

  



5.3 KPI を集約したスコアカードの作成 

作成した KPI を並べて表示する次図のようなスコアカードを作成します。 

 

 

1. ワークスペース ブラウザーで、[PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし、[新規作成] – [スコア
カード] をクリックします。 

 

2. [スコアカード テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[標準] カテゴリーの [空のスコアカード] を選択し、[OK] をクリックします。 

 



3. 新しいスコアカードが作成されます。 

 

4. [詳細] ウィンドウから [KPI] – [PerformancePoint コンテンツ] 内にある [東京本社] を「ここにアイ
テムをドロップ」と左端に表示されている箇所にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

5. 東京本社 KPI が表示されます。 

 
  



6. [詳細] ウィンドウから [KPI] – [PerformancePoint コンテンツ] 内にある [大阪本社] KPI を東京本社 
KPI の下にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

配置する際に [次の兄弟] と表示される箇所です。 

 

7. 同様に、[北九州支社] KPI を配置します。 

 

8. スコアカード内にデータが表示されていません。 
データ内容を確認しながらスコアカードの編集を行いたいため、一度上書き保存します。 

上書き保存すると、データ内容が表示されます。 

 
  



9. 年間達成率の並びを左から 2番目になるよう変更します。 
表示されている [年間達成率] 列を選択し、[Delete]  キーを押して削除します。 

 

10. [詳細] ウィンドウの [指標] – [年間達成率] を YTD 実績の右側にドラッグ アンド ドロップして配置し
ます。 

配置する際に [次の兄弟] と表示される箇所です。 

 

11. 各指標の並びが次のようになります。 

 

12. データ内容を表示させるため、上書き保存します。 
  



13. ターゲット内容の表示形式を変更します。 
[年間達成率] を右クリック – [指標の設定] をクリックします。 

 

14. [ターゲットの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[データ値] を [値なし] に変更し、[OK] をクリックします。 

 
  



15. 次のように表示内容が変更されます。 

 

16. [Q1 達成率] と [Q1 前年比] も同様の手順で、目標値は表示しないように設定します。 
スコアカードは次のようになります。 

 

17. [編集] タブ内のメニューを利用し、任意にフォントサイズやフォントの種類を変更します。 

18. 作成したスコアカードの名前を変更します。 
[プロパティ] タブを開き、名前を「支社別 Q1スコアカード」と変更します。 

 

19. 上書き保存します。 

  



5.4 スコアカードと連動して動作する分析グラフ レポートの作成 

次図のようにスコアカードと連動して動作する分析グラフ レポートを作成します。 

 

次の内容を行います。 

 各 KPI で分析グラフと連動するために必要なカスタム プロパティを作成 

 分析グラフ レポートを作成し、KPI からの送信されたデータを取得してフィルター動作できるよう 
MDX クエリを編集 

 

 

5.4.1 KPI にカスタム プロパティの追加 
 

1. ワークスペース ブラウザーで [東京本社] KPI をクリックして開き、[プロパティ] タブを開きます。 

 
  



2. [カスタム プロパティ] の [新しいプロパティ] をクリックします。 

 

3. [プロパティの種類を選択] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[テキスト] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

4. 新しく作成したカスタム プロパティの [値] に [東京本社] と入力します。 
また名前を「支社名」と変更します。 

 
  



5. [東京本社] KPI を上書き保存します。 

6. 大阪支社 KPI、北九州支社 KPI にも同様の手順で 支社名 プロパティを作成します。 
それぞれ [値] を次のように入力します。 

 大阪支社 KPI の支社名 カスタム プロパティ： [大阪支社] 

 北九州支社 KPI の支社名 カスタム プロパティ： [北九州支社] 

 

 
  



5.4.2 MDX クエリを活用した分析グラフの作成 
 

1. ワークスペース ブラウザーで [PerformancePoint コンテンツ] を右クリックし [新規作成] – [レポー
ト] をクリックします。 

 

2. [レポート テンプレートを選択します] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[分析グラフ] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
  



3. [分析グラフ レポートの作成] ダイアログ ボックスが表示されます。 
データ ソースとして、スコアカードの実績データのデータ ソースと同じ [NorthwindJAS] を選択し、[完
了] をクリックします。 

 

4. UI 操作で分析グラフのベースをデザインします。 
[詳細] ウィンドウから、[売上金額] メジャーを [背景] にドラッグ アンド ドロップします。 

 
  



5. [ディメンション] – [時間] – [会計年度 - 会計四半期 – 会計月 - 会計日] を横軸にドラッグ アンド ド
ロップして配置します。 

 

6. 横軸に配置した [会計年度 - 会計四半期 – 会計月 - 会計日] のフィルター設定を行います。 

[会計年度 - 会計四半期 – 会計月 - 会計日] の ▼ をクリックし、メンバーの選択から [2009 年度] と 
[2009年度 第 1四半期] をオンにし、[OK] をクリックします。 

 
  



7. [ディメンション] – [商品] – [区分名] を [系列] にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

8. 系列に配置した [商品.区分名] のフィルター設定を行います。 

[商品.区分名] の ▼ をクリックし、メンバーの選択から [Unknown] 以外を区分名を選択し、[OK] をク
リックします。 

 
  



9. グラフの系列を並べ替えします。 
[編集] タブの [並べ替え] – [系列：最大から最小] をクリックします。 

 

10. また [編集] タブ内のメニューを利用し、任意にフォントの種類やフォント サイズは設定してください。 

11. ここまでの手順で次のような分析グラフがデザインされます。 

 
  



12. スコアカード内の支社をクリックすると、分析グラフの内容が支社でフィルターされ表示されるように設
定したいと考えています。 
そのような設定を行えるよう、MDX クエリを編集しパラメーター受け取れるようにします。 

[クエリ] タブを開き、MDX クエリを次のように編集します。(変更箇所は赤字・太字の箇所です) 
 

SELECT 
HIERARCHIZE( { [時間].[会計年度 -  会計四半期 -  会計月 -  会計日].[会計年

度].&[2009-04-01T00:00:00], [時間].[会計年度 -  会計四半期 -  会計月 -  会計日].[会計四半

期].&[2009-04-01T00:00:00] } ) 

ON COLUMNS, 
 
{ ORDER( HIERARCHIZE( { [商品].[区分名].&[飲料], [商品].[区分名].&[加工食品], [商品].[区分名].&[菓子

類], [商品].[区分名].&[魚介類], [商品].[区分名].&[穀類、シリアル], [商品].[区分名].&[調味料], [商品].[区

分名].&[肉類], [商品].[区分名].&[乳製品] } ), ( [時間].[会計年度 -  会計四半期 -  会計月 -  会計日].[会

計年度].&[2009-04-01T00:00:00] ), BDESC ) } 

ON ROWS 
 
FROM [SeltStudy12] 
 

WHERE ([受注].[在籍支社].<<param1>>) 

 
CELL PROPERTIES VALUE, FORMATTED_VALUE, CELL_ORDINAL, FONT_FLAGS, FORE_COLOR, 
BACK_COLOR 

 
  



13. MDX クエリの編集により param1 という名前のパラメーターを作成しました。 
[パラメーター] に表示されるので、[既定]に「DEFAULTMEMBER」と入力します。 

 

14. 作成したレポートの名前を変更します。 
[プロパティ] タブを開き、名前を「支社別 区分別実績」と変更します。 

 

15. 上書き保存します。 
  



5.5 ダッシュボードの作成 

[4.3 ダッシュボードの作成と発行] で作成したダッシュボードにページを追加します。 

追加したページ内には、[支社別 Q1 スコアカード] と [支社別 区分別実績] 分析グラフ レポートを表示し、
接続を追加します。 
 

 

1. ワークスペース ブラウザーから [売上実績ダッシュボード] をクリックして開きます。 

 

2. [新しいページ] をクリックし、新しいページを [2列] で作成します。 

作成されたページの名前を「支社別スコアカード」と変更します。 

 
  



3. [詳細] ウィンドウから [スコアカード] – [PerformancePoint コンテンツ] – [支社別 Q1スコアカード] 
を左の列にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

4. 配置した [支社別 Q1スコアカード] の ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 

5. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 幅：[ピクセル数を指定する] を選択し、510 と入力 

 

6. [詳細] ウィンドウから [レポート] – [PerformancePoint コンテンツ] – [支社別 区分別実績] を右の列



にドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

7. 配置した [支社別 区分別実績] の ▼ をクリックし、[アイテムの編集] をクリックします。 

 

8. [アイテムの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[サイズ] タブを開き、下記設定を行い、[OK] をクリックします。 

 幅：[ピクセル数を指定する] を選択し、300 と入力 

 

9. 配置した 2 つのコンテンツの接続を作成します。 



右の列内に配置した [支社別 区分別実績] の ▼ をクリックし、[接続の作成] をクリックします。 

 

10. [接続] ダイアログ ボックスが表示されます。 
[値の取得元] として [左の列 – (1) 支社別 Q1スコアカード] を選択します。 

 

11. [値] タブを開きます。 
[接続先] に [param1]、[ソース値] に [KPI行：支社名] を選択し、[OK] をクリックします。 

 
接続に利用した値について 



 param1 

分析グラフ レポート内にパラメーターとして用意した内容です。 

このパラメーターが受け取った値をもとに、支社でフィルターしてグラフが表示されるよう 
MDX クエリを編集しました。 

 KPI 行：支社名 

[東京本社] KPI、[大阪支社] KPI、[北九州支社] KPI でそれぞれ作成しておいたカスタム プ
ロパティです。 

 

12. 作成したダッシュボードを展開します。 
ワークスペース ブラウザーで、[売上実績ダッシュボード] を右クリックし [SharePoint へ展開] をクリ
ックします。 

 
  



13. 展開が完了すると、ブラウザーでダッシュボードが開きます。 
ナビゲーションから [支社別スコアカード] をクリックします。 

 

14. この手順で作成したダッシュボード ページが表示されます。 

 
  



15. スコアカード内の各支社名をクリックすることで、分析グラフ内のデータがフィルターされて表示される
ことを確認します。 

 

16. ブラウザーを閉じます。 

  



5.6 [参考] Excel Services や Visio との連携 

PerformancePoint Services では、これまでご紹介してきましたように分析グラフや分析レポート、スコア
カードなどさまざまな種類のコンテンツが作成でき、それらを組み合わせたダッシュボードの作成が可能です。
また Office クライアント アプリケーションとの連携も行えるようになっており、Visio 図面とスコアカードを
組み合わせた戦略マップの作成や、Excel Services で共有されている Excel ファイルの内容をダッシュボード 
ページ内に組み込むことが可能です。 
 

 

5.6.1 Excel Services を組み合わせたダッシュボードの作成 

Excel Services レポートを利用することで、Excel ファイル内のデータをダッシュボード内に表示が行えま
す。また接続を構成することで、次図のようにスコアカード内で選択された内容によって、表示する Excel 
Services レポート内の内容を切り替えることも可能です。 

 

Excel Services レポートについては次の URL が参考となります。 

 TechNet 「ダッシュボード デザイナーを使用して Excel Services レポートを作成する」 
 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff724277.aspx


 Excel Services レポート作成 手順概要 

1. ダッシュボード デザイナーで新しいレポートを作成します。 
レポート テンプレートとして [Excel Services] を選択します。 

 

2. 新しく作成された Excel Service レポートで、ライブラリ内に保存されている Excel ファイルを指定しま
す。 

 

3. 作成した Excel Services レポートはダッシュボード ページ内に配置が行えます。 

 

スコアカードなど他の PerformancePoint コンテンツとの接続をダッシュボード ページ内で作成可能です。
たとえば Excel ファイル内に名前付きアイテムが複数ある場合、接続先で選択された内容により、表示する名
前付きアイテムを切り替える設定も行えます。また Excel ファイル内にパラメーターが用意されている場合、
他の PerformancePoint コンテンツからパラメーターに値を取得するような接続も行えます。 
 

 

  



5.6.2 Visio を組み合わせた戦略マップの作成 

PerformancePoint Services では戦略マップ レポートが作成できます。戦略マップ レポートとは、Visio 図
面とスコアカードを接続したレポートです。スコアカード内の各指標と Visio 図面内のステンシルとを接続し、
スコアカード内のインジケーターの色をステンシルに自動的に反映させられます。 

たとえば地図や組織図などを Visio 図面で作成し、各地域や各部門のステンシルとスコアカード内の KPI を
接続することで、地図や組織図上でインジケーターの色を確認できます。 
 

参考 URL は下記となります。 

 TechNet 「戦略マップを作成する」 
 

 
 戦略マップ レポート作成 手順概要 

1. ダッシュボード デザイナーで新しいレポートを作成します。 
レポート テンプレートとして [戦略マップ] を選択します。 

 

2. 接続するスコアカードを選択します。 

 
  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff535789.aspx


3. 新しい戦略マップ レポートが作成されます。 
[編集] タブから [戦略マップの編集] をクリックします。 

 

4. [戦略マップのエディター] が表示されます。 
このエディターで Visio 図面の編集を行う場合は、[ステンシル] をクリックし、ステンシルを指定します。
また作成済みの Visio 図面をインポートして利用したい場合は、[Visio 図面のインポート] をクリックし、
ファイルパスを指定します。 

 
  



5. 戦略マップのエディターで編集、もしくは既存の Visio ファイルをインポート後、次の手順を繰り返して
スコアカード内の KPI との接続を行います。 

① 接続を行うステンシルを選択します。 

② [図形の接続] をクリックします。 

③ [図形の接続] ダイアログ ボックスが開きます。 
接続したい KPI を選択します。 

④ [接続] をクリックします。 
図形内に KPI 名を表示したい場合は [図形のテキストに KPI 名を表示] をオンにします。 

 

6. 作成した戦略マップはレポートとして、ダッシュボード内に配置が行えます。 

次図は例です。 
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