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Microsoft® Windows®版およびUNIX®版 
SAS® Supplier Relationship Management 2.3 

使用上の注意点 

はじめに 

本書では、SAS® Supplier Relationship Management 2.3（以降、SRM 2.3 とします）のインストー

ル作業を行う前に、あらかじめ知っておく必要のある注意点を列挙しています。インストール作業

を開始する前に必ずお読みください。 

全般的な注意点 

1. SRM 2.3 が提供するコンポーネントのうち、SRM Server、SRM Administrator は、SAS 8.2 で

動作します。また、SRM Reporter は、SAS Enterprise Guide で動作します。 
これらのコンポーネントをインストールする前に、それぞれの『システム必要条件』『使用上

の注意点』を参照の上、『インストールガイド』にしたがってインストール作業を行ってくだ

さい。 
 
2. Windows 環境で SRM Server を構築する場合、対象となる SAS8.2 は CJK 版になります。CJK

版以前の SAS8.2 がインストールされている場合は、既存の SAS8.2 をアンインストールし、

CJK 版をインストールしてから SRM2.3 のインストールを行ってください。 
 
3. SRM Spend Analysis 2.3、SRM Ranking 2.3、および SRM MetaManager 2.3 のオンラインヘル

プは、英語版での提供となります。 
 
4. SRM MetaManager 2.3 は評価版としての提供となります。また、画面は英語版での提供となり

ます。 

インストール時の注意点 

1. 『インストールガイド』中で例示されている各バッチファイル、環境設定ファイル、SAS プロ

グラムのサンプルが、SRM 2.3 の CD にある「SRM_StartupScripts」フォルダに用意されてい

ます。 
必要に応じて、お使いのマシンにコピーしてご利用ください。 
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SRM Spend Analysis 2.3 

1. 初めて SRM Spend Analysis 2.3 を起動した場合、画面は英語で表示されます。日本語に変更す

るには、オプションマネージャで［ロケール］を「日本語（日本）」に変更して、SRM Spend 
Analysis 2.3 を再起動してください。 

2. オプションマネージャで［ロケール］を「English（United States）」に切り替えた際、再度の

ログイン後のログイン画面は日本語で表示されますが、それ以降の画面は英語になります。 
 
3. オプションマネージャで［ロケール］を「日本語（日本）」に変更した SRM Spend Analysis 2.3

から SRM Ranking 2.3 にリンクした場合、SRM Ranking 2.3 のオプションマネージャで［ロケ

ール］を「日本語（日本）」に変更するまでは、画面は英語で表示されます。 
 
4. SRM Spend Analysis 2.3 から SRM Ranking 2.3 にリンクした場合、SRM Spend Analysis 2.3

のメタデータの 1 つである「Levels」データセットの変数「DESC」（階層名として使用されま

す）に、日本語で値が設定されていると、SRM Ranking 2.3 のシナリオ名が文字化けします。

SRM Ranking 2.3 画面に遷移後、必要に応じてシナリオ名を手入力で変更してください。 
 
5. エクスポートマネージャで［エクスポートの種類］を「HTML」または「PDF」に指定し、かつ

エクスポート対象となる SAS データセットの数値変数に「YENw.d」フォーマットが適用され

ている場合、以下の作業を実施する必要があります。 
 

【手順 1：スタイルの変更】 
メタデータ格納ライブラリ（PVMeta）に収録されているエクスポートタイプ管理データ

（EXPORTTYPES）の該当するレコードの変数「STYLE」の値を以下で作成するテンプレ

ート名（例：BarrettsBlue_Jpn）に変更します。 
 

【手順 2：日本語通貨表示用テンプレートの作成】 
SAS 8.2 を起動して以下の SAS プログラムを実行し、テンプレートを作成します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proc template ; 

   define style Styles.BarrettsBlue_Jpn / store = Sashelp.Tmplmst ; 

      parent = styles.default ; 

      replace fonts 

         "Fonts used in the default style" / 

         'docFont'             = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3) 

         'headingFont'         = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3,Bold) 

         'headingEmphasisFont' = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3,Bold Italic)  

         'FixedFont'           = ("ＭＳ Ｐゴシック, Courier",2) 

         'BatchFixedFont'      = ("ＭＳ Ｐゴシック, SAS Monospace, Courier",2) 

         'FixedHeadingFont'    = ("ＭＳ Ｐゴシック, Courier",2) 

         'FixedStrongFont'     = ("ＭＳ Ｐゴシック, Courier",2,Bold) 

         'FixedEmphasisFont'   = ("ＭＳ Ｐゴシック, Courier",2,Italic) 

         'EmphasisFont'        = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",2,Italic) 

         'StrongFont'          = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3,Bold) 

         'TitleFont'           = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",4,Bold) 

         'TitleFont2'          = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3,Bold Italic)

         'FooterFont'          = ("ＭＳ Ｐゴシック, Arial, Verdana, Helvetica, Helv",3,Bold) ; 

      replace color_list 

         "Colors used in the default style" / 

 

/* 次頁に続く */ 
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         'bgA'  = cxffffff 

         'fgA'  = cx0000FF 

         'bgA1' = cxffffff 

         'fgA1' = cx000000 

         'bgA2' = cx639ACE 

         'fgA2' = cx000000 

         'bgA3' = cxE7E3E7 

         'bgA4' = cxD6D3D6 

         'fgA4' = cxAAFFAA 

         'fgB1' = cx004488 

         'fgB2' = cx0066AA ; 

 

      replace colors 

         "Abstract colors used in the default style" / 

         'docbg'          = color_list('bgA') 

         'docfg'          = color_list('fgA') 

         'contentbg'      = color_list('bgA2') 

         'contentfg'      = color_list('fgA2') 

         'link1'          = color_list('fgB1') 

         'link2'          = color_list('fgB2') 

         'Contitlefg'     = color_list('fgA') 

         'Confolderfg'    = color_list('fgA') 

         'Conentryfg'     = color_list('fgA') 

         'systitlebg'     = color_list('bgA') 

         'systitlefg'     = color_list('fgA') 

         'titlebg'        = color_list('bgA') 

         'titlefg'        = color_list('fgA') 

         'proctitlebg'    = color_list('bgA') 

         'proctitlefg'    = color_list('fgA') 

         'captionbg'      = color_list('bgA') 

         'captionfg'      = color_list('fgA1') 

         'bylinebg'       = color_list('bgA') 

         'bylinefg'       = color_list('fgA2') 

         'notebg'         = color_list('bgA') 

         'notefg'         = color_list('fgA1') 

         'tablebg'        = color_list('bgA1') 

         'tableborder'    = color_list('fgA1') 

         'batchbg'        = color_list('bgA3') 

         'batchfg'        = color_list('fgA1') 

         'databg'         = color_list('bgA3') 

         'datafg'         = color_list('fgA1') 

         'databgstrong'   = color_list('bgA3') 

         'datafgstrong'   = color_list('fgA1') 

         'databgemph'     = color_list('bgA3') 

         'datafgemph'     = color_list('fgA1') 

         'headerbg'       = color_list('bgA2') 

         'headerfg'       = color_list('fgA2') 

         'headerbgstrong' = color_list('bgA4') 

         'headerfgstrong' = color_list('fgA2') 

         'footerbgstrong' = color_list('bgA4') 

         'footerfgstrong' = color_list('fgA2') 

         'headerbgemph'   = color_list('bgA4') 

         'headerfgemph'   = color_list('fgA2') ; 

      style Body from Body / 

         pagebreakhtml = %nrstr("<p style=""page-break-after: always;"">&#160</p><HR size=2>") ;     

      style SystemFooter from SystemFooter / 

         font = fonts('footerFont') 

         foreground = black ; 

      style FooterStrong from Footer / 

         background = colors('footerbgstrong') ; 

      replace Output from Container 

         "Abstract. Controls basic output forms." / 

         borderwidth = 0 

 

/* 次頁に続く */ 
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6. エクスポートマネージャにて［エクスポートの種類］をリッチテキスト形式である「RTF」に

指定した場合、文字化けが発生します。 
 
7. エクスポートマネージャにて［表示列］または［使用可能な列］のチェックボックスでオン・

オフの切り替えをした場合、［タイトル］に日本語が含まれていると文字化けが発生します。 

SRM Ranking 2.3 

1. 初めて SRM Ranking 2.3 を起動した場合、画面は英語で表示されます。日本語に変更するには、

オプションマネージャで［ロケール］を「日本語（日本）」に変更し、SRM Ranking 2.3 を再

起動してください。 
 
2. オプションマネージャで［ロケール］を「English（United States）」に切り替えた際、再度の

ログイン後のログイン画面は日本語で表示されますが、それ以降の画面は英語になります。 
 
3. 対象となる SAS データセットの数値変数に YENw.d フォーマットが適用されている場合、「デ

ータの表示」「結果テーブル」では「￥」が「＼（バックスラッシュ）」で表示されます。 
数値変数に出力形式を設定する場合は COMMAw.d フォーマットを使用してください。 

 
4. シナリオ名に日本語を使用した場合、グラフ表示の際のタイトルに表示されるシナリオ名が文

字化けします。 
 
5. ランキングの基準に設定する数値変数のラベルが日本語で定義されている場合、その変数を基

準変数として選択することができません。 
ランク付けの識別に設定する変数としては、日本語ラベルが定義された変数も選択可能です。 

その他 
SAS Supplier Relationship Management 2.3 に関する『使用上の注意点』、『システム必要条件』、

『インストールガイド』の 新の情報については、以下の Web サイトで参照することができます。 
 

http://www.sas.com/japan/service/（日本語） 
 

『使用上の注意点』の情報は、以下の Web サイトでも検索することができます。 
 

http://www.sas.com/service/techsup/search/alert_search.html（英語） 
 

http://www.sas.com/service/techsup/search/sasnotes.html（英語） 

         bordercolor = colors('tableborder') 

         cellpadding = 5 

         frame = void 

         rules = none 

         background = colors('tablebg') ; 

      replace RowHeader from Header 

         "Controls row headers." / 

         foreground = color_list('bgA1') ; 

   end ; 

run ; 

 

http://www.sas.com/japan/service/
http://www.sas.com/service/techsup/search/alert_search.html
http://www.sas.com/service/techsup/search/sasnotes.html
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