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免責事項

本資料は当社の一般的な製品の内容を概説することを目的としています。

参考情報であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。

情報提供を目的としており、いかなる契約にも組み込む事はできません。

資料、コード、機能を提供することを約束するものではなく、意思決定を下す際に依存するもの
ではありません。

Anaplan社は本資料の内容についていかなる保証も致しません。

また、本資料の内容に関するいかなる損害についても責任を負いかねます。

Anaplanの製品について説明されている機能または機能の開発、リリース、およびそのタイミング
はAnaplan社独自の裁量に委ねられます。

本資料とAnaplan社の正式発表に内容が異なる場合は正式発表の内容が優先されます。



本資料について

Anaplanプラットフォームでは、様々な方法でアクセス権限の制御ができます。

本資料では、アクセス権限制御機能の種類と概要を活用例を交えてご説明します。



アクセス権限 機能一覧

Anaplanには複数の権限設定機能が存在します。それらを適切なかたちで組み合わせることで、エンドユーザーに対するアクセ
ス権限の要件を満たしていきます。

アクセス権関連の機能 機能概要 活用例 適用対象

1 ユーザー登録 ワークスペースに対するアクセス権を付与する。
本番用、開発用、トレーニング用など、ワークスペースを分
割してアクセス制限を設ける

ワークスペース

2
Model Role 
(モデルロール)

• そのモデルを利用するユーザーを役割を考慮し、ロールと
して定義する。ロールごとにPage（画面）のアクセス
権を設定し、そのロールをユーザーに紐付けることで、
ユーザーがアクセス可能な画面を制御する

• 任意定義するロールとは別に、Full/Access、No 
Accessがデフォルトで定義されている。

• No Accessにするとモデル/Appsそのものへのアクセス
権がなくなり、一覧にも表示されない。

• Full Accessにすると全てのPageへのアクセス権を持つ

予算担当者、予算管理者、マネジメント層用の３ロール
に分け、画面へのアクセスを制御する

例)
予算担当者ロール：入力系画面
予算管理者ロール：入力系画面、レビュー画面
マネジメントロール：レポーティング・分析画面

Page
（エンドユーザー

画面）

3
Selective Access 
(セレクティブアクセス)

リスト（マスタデータ：従業員マスタ、組織マスタなど)に対
して、ユーザーがどの範囲を入力可/参照可/参照不可か
制御する

各ユーザーに応じて、入力可/参照可/参照不可な組織
の範囲を設定する

例)
ユーザーAは自分の部署のデータに対してのみ入力でき、
他の部署は参照のみ

リスト

４
Dynamic Cell Access
(ダイナミックセルアクセス)

ロジック化した条件をもとに、動的に、セル単位で入力可/参
照可/参照不可を制御する。Anaplanでは一番細かい粒
度の権限設定となる

ユーザが設定したステータスに応じて、入力モジュールの入
力可/参照可/参照不可を制御する

例)
ステータスを「承認」にすると、入力不可にする

セル

権
限
設
定
の
粒
度

細
か
い



1) ユーザごとのRole設定によるアクセス制御、2) Selective Access機能によるユーザID×マスタ項目単位のアクセス権限（書込可能、参
照のみ、アクセス不可）の制御、3) Dynamic Cell Access（DCA）機能によるセル単位のアクセス制御、の3種類により、極めて細やかな
アクセス制御に対応しています。

営業1課 営業2課 営業3課 ・・・

予算

見込

実績

PL予算

営業担当別予算

マスタ管理画面

人数集計表

①Role

予算管理部

ユーザ

Roleを使うことにより、Roleに紐づく
Page/Module/List/Action単位で
制限を掛けることができます。

Selective Accessを使うことにより、
部門別等（ListのItem別）の
アクセス権限を設定することができます。
どの画面に対しても共通に動作します。

②Selective Access ③DCA

営業1課 営業2課 営業3課 ・・・

人数

役員数

派遣数

DCA(Dynamic Cell Access)を使う
ことにより、ModuleのCell単位に
アクセス権限を設定することができます。

(非表示) (非表示) (非表示)

予算 部門別 全社

給与

賞与

人件費計

現場部門長

ユーザ

例）自部門と全社の合計のみ参照可能とし
内訳の参照を不可とする。

営業企画部

ユーザ

営業企画部は、
営業担当別予算と人数集計表は
利用可能だが、マスタ管理画面と
PL予算は利用不可

営業2課の人は営業2課のデータしか見れず、
その他の部門のデータは見れない

アクセス権限 機能一覧



3, Pageに対して、アクセス許可するロールを設定

モデルロール設定では、そのモデルを利用するユーザーを種類別に分け、ロールとして定義します。定義したロールごとにアクセスできる画面
(Page) とオブジェクト(モジュール、バージョン、リスト、アクション)制御します。

Model Role (モデルロール)

１，モデルのUsersメニューでロールを定義

4，ユーザーに対してロール権限を付与

2，モデルのUsersメニューでロールとオブジェクトの関係を定義

Write/Read/None
を定義可能。
Page上に展開されて
いなくても、ドリルダウン
機能で辿れるため、そ
こまで考慮して設定す
ること

No AccessとFull Accessは最初
から定義されています。
No Accessにすると、そのユーザーは
当該モデルに対するアクセス権を持ち
ません。（ランディングページのモデル
一覧に出てこなくなる）

Full Accessはすべてのページにアク
セス権を持ちます。



リスト（マスタデータ：組織マスタ、製品マスタなど)に対して、ユーザーがどの範囲を入力可/参照のみ可/参照不可を制御します

Selective Access (セレクティブ・アクセス)

製品リスト
ユーザーに対して権限設定をする。
以下ユーザーは、Nutzo Barの製品に対し入力権限、 Raising the Barの製品対し参照権限、それ以外は参照も不可

上記権限設定を施した結果

入力可

参照可

参照不可



ロジック化した条件をもとに動的に入力可/参照のみ可/参照不可を制御します。セル単位での制御が可能です。

Dynamic Cell Access (ダイナミックセルアクセス)

ステータスが「未提出」の場合は入力可能。

ステータスが「完了」になると参照のみとなる。

計算式で、入力可/不可となる条件を事前に定義する



Read & Write

Write only

Read only

Write・・・編集可能

Read・・・読み取りのみ

Invisible・・・空白表示

Write Access Driver

TRUE FALSE Not Set

Read Access Driver

TRUE Write Read Read

FALSE Write Invisible Invisible

Not Set Write Invisible Write

Dynamic Cell Access (ダイナミックセルアクセス) つづき

DCAのドライバーはRead&Write、Write only、Read onlyのいずれかのパターンで設定可能です。
セルは、ドライバーの設定パターンと権限有無の組み合わせによって下記のように制御されます。

セルの制御種類



アクセス権限 状況に応じた使い分け整理

1, ユーザー
登録

2, Model 
Role

3,Selective
Access

4,Dynamic 
Cell Access

Anaplanへのログイン権限を与えたい ○ × × ×

状況 メンテ方法

使用機能

あるモデル/Appsへアクセス権を与えたい

あるモデル/Appsへのアクセス権を与えたくない

Page単位でアクセス権を制御したい

リストアイテム自体の存在を隠したい

リストアイテムに対し、値の書き込み/参照を制御したい

リストアイテムに対し、ある一定の条件に応じて動的に値の
参照/書き込みを制御したい

× ○ × ×

× ○ × ×

○ × ×

× ○ ×

× ○ ×

× × ○

×

×

×

×

構築
要否

要

ユーザーIDの
登録・削除

ユーザーIDに対して
モデルロールの設定

ユーザーIDに対して
Selective Accessの設

定

モジュールに対してDCAの
設定/ロジックの修正



Thank you!

Internal & Confidential
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