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Anaplan Connect の新機能 

Anaplan Connect 3.0.0 の新機能 

以下は、このリリースで新しく追加された機能です。 

トランザクション API 機能を使用したリスト アイテムの更新 

• 新規リスト アイテムの追加 (インポート アクションなし) 

• 既存のリスト アイテムの更新 (インポート アクションなし) 

• 1 回のアップサート操作でのリスト アイテムの追加と更新 (インポート アクションなし) 

• リスト アイテムの名前または ID によるリスト アイテムの直接削除 (削除アクションなし)  
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イントロダクション 

イントロダクション 

Anaplan Connect はコマンドライン インターフェースを備えた API クライアントであり、Anaplan での次のような操作をサポー

トします。 

• モデル アクションを利用したインポート、エクスポート、プロセス、削除の操作 

• トランザクション API を使用したデータのインポートとエクスポート 

• トランザクション API を使用したモデルのメタデータのクエリ 

 

これらの機能には次のようなメリットがあります。 

• ダウンロードとセットアップのプロセスがシンプル 

• 統合タスクを自動化する軽量なツール  

• 実行のたびに Anaplan の GUI で手作業をする必要がない。任意の間隔で自動的にジョブが実行されるようスケ

ジュールの設定が可能 

• CA (証明書ベースの認証) への対応によるセキュリティ強化 

統合用シェル スクリプトの作成 

Anaplan Connect の統合は、シェル スクリプト、Windows 用 BAT ファイル、及び Linux/Unix 用 Bash ファイルで作成します。

本書には、Windows、Linux、Mac OS の各オペレーティング システムの例が記載されています。Anaplan Connect は、自動

化されたジョブやアドホック ジョブをサポートするように設計されています。ここで紹介する例は、サーバーやワークステーション

から実行されるスケジュール設定されたジョブ、又は必要に応じて実行されるスケジュール設定されていないジョブとして動作

します。 

例: 「RunMyImport.bat」というバッチ ファイルで「Europe.txt」というテキスト ファイルを Anaplan サーバーに読み込みます。

スケジューリング ツールも使用している場合は、Anaplan にログオンすることなく、不在時でも任意のタイミングと間隔 (毎日、

毎週) でバッチ ファイルを自動実行できます。 

 Anaplan Connect では、アップロード時にファイルが圧縮されます。bat ファイルや .sh ファイル内の zip ファイルの参

照はサポートしていないため、実行しないでください。 

前提条件 

ファイアウォールとプロキシ アクセス 

• api.anaplan.com を「許可リスト」に追加します。 

• auth.anaplan.com をファイアウォール、及び組織で使用しているすべてのプロキシに追加します。 

• これらの URL へのアウトバウンド接続が利用可能であることを確認します。Anaplan Connect は HTTPS 経由でモ

デルに接続します。 
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イントロダクション 

アクションが構成されている Anaplan モデルへのアクセス 

Anaplan Connect で実行するアクション (インポート、エクスポート、削除、プロセス) を設定済みの、Anaplan モデルを開き

ます。 

 

 Anaplan へのアクセス権がない場合は、Anaplan でアクションを作成できるユーザーと一緒に作業してください。 

Java バージョンとサードパーティのデータ ソース 

⚫ Java 8 のインストール。Anaplan Connect を使用して ODBC データ ソースからインポートする場合、Java 8 は JDBC-

ODBC ブリッジをサポートしていないことに注意してください。 

⚫ Anaplan Connect は Java Database Connectivity (JDBC) をサポートしているため、多くのサードパーディ データ 

ソースを扱うことができます。 

⚫ Microsoft SQL Server データベースの JDBC 接続によるインポート 

注記: サポートされている Oracle Java と OpenJDK のバージョン: 

Anaplan Connect は、次の JAVA バージョンによるテストに合格しています。 

• Oracle JAVA JDK 1.8.0_181-b13 

• Azul OpenJDK 1.8.0_ 232-b18 及び Azul OpenJDK 8.0.242-b2 

  

https://help.anaplan.com/anapedia/Content/Modeling/Build%20Models/Actions/Actions.html
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イントロダクション 

SSO 対応ワークスペースを使用している場合 

Anaplan Connect で実行するアクションの対象がシングル サインオンを使用しているワークスペース内のモデルである場合

は、認証局 (CA) 認証を使用することをおすすめします。 

Anaplan のベーシック認証を使用する場合、Anaplan Connect のシングル サインオン (SSO) ユーザーは例外ユーザーであ

る必要があります。例外ユーザーは SAML 経由ではなく、ユーザー名とパスワード、又は証明書によって認証することがで

きます。 

Anapedia の「シングルサインオン(SSO)」を参照してください。 

https://help.anaplan.com/ja/b5c78bc0-b39c-4e73-9e19-181399cef31d-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%B3-(SSO)
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ダウンロードとセットアップ 

ダウンロードとセットアップ 

1. Anapedia のダウンロード ページにアクセスします。 

2. Anaplan Connect (API クライアント) を展開します。 

3. 必要な Anaplan Connect のクライアント バージョンをクリックして、zip ファイルをハード ドライブに保存します。 

4. zip を任意のディレクトリに展開します。 

注記: フォルダー名に丸括弧が含まれていると、Anaplan Connect の使用時にエラーが発生する可能性があります。 

名前に丸括弧が含まれているフォルダーに Anaplan Connect をインストールしないでください  

(「Program Files (x86)」など)。 

 

Bouncy Castle ライブラリのインストール 

CA 証明書認証の一環として秘密鍵を直接使用する場合、Anaplan Connect 1.4.3 以降では、Java のインストール ディ

レクトリ内に  Bouncy Castle ライブラリを配置する必要があります。Bouncy Castle をインストールするには、Anaplan 

Connect API クライアントに付属している jar ファイルを手動でコピーするか、関連のスクリプトを実行します。Bouncy Castle 

をインストールするには、システムの管理者権限または root 権限が必要です。 

jar ファイルの手動コピー 

jar ファイルを手動で Java ライブラリにコピーする手順は次のとおりです。 

1. システムに管理者としてログインします (まだ管理者権限がない場合)。 

2. Anaplan Connect のインストールの /lib サブフォルダーに移動し、bcprov-jdk15on-164.jar ファイルを見つけます。 

3. bcprov-jdk15on-164.jar ファイルを Anaplan Connect を実行するマシンの $JAVA_HOME/jre/lib/ext にコピーします。こ

の操作には管理者権限が必要です。 

 注記: $JAVA_HOME は、Java インストールの場所を定義するシステム内の環境変数です。 

スクリプトの実行による Bouncy Castle ライブラリのインストール 

.jar ファイルを手動で Java ライブラリにコピーしたくない場合のために、このタスクを実行する Windows 用と Mac/Linux 用

のスクリプトが含まれています。これらのスクリプトは、管理者アクセス権または root アクセス権を持つユーザーが実行する

必要があります。 

 注記: これらのスクリプトを実行する前に、システムの JAVA_HOME 環境変数で定義されているディレクトリの末尾

がスラッシュになっていないことを確認してください。JAVA_HOME 変数のディレクトリの末尾がスラッシュになっている

と、スクリプトが正しく実行されません。 
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ダウンロードとセットアップ 

Windows 

1. Anaplan Connect のインストールの /lib サブフォルダーに移動します。 

2. InstallBouncyCastle.bat を右クリックし、管理者として実行します。 

Mac/Linux 

3. ターミナル ウィンドウで、Anaplan Connect のインストールの /lib サブフォルダーに移動します。 

4. 管理者として、InstallBouncyCastle.sh スクリプトに実行可能権限を割り当てます。たとえば、sudo として chmod 

+x InstallBouncyCastle.sh を実行します。 

5. InstallBouncyCastle.sh を実行します。 

Anaplan Connect 用スクリプトの作成 

Anaplan Connect を使ってスクリプトを作成すると、さまざまなタスクに簡単に Anaplan API を適用することができます。 

以下のスクリプトでは、Anaplan Connect の新規ジョブを作成して使用可能であることを確認できます。このスクリプトは

ベーシック認証を使用するため、ジョブの実行前に Anaplan パスワードを入力するよう求められます。 

この例を実行するには、まず Anaplan Connect にログインして、インポート アクションを作成する必要があります。Anaplan 

Connect の統合スクリプト内では、ワークスペースとモデルの名前と ID 番号の両方がサポートされます。 

Windows 

次のスクリプトを AnaplanClient.bat と同じディレクトリに保存して実行します。このスクリプトは、examples フォルダーの 

examples\example.bat からも実行できます。スクリプトにはユーザーと付随するパスワードの両方が含まれていますが、パ

スワードは省略できます。省略すると、Anaplan Connect でスクリプトを実行する前にパスワードの入力を求められます。 

@echo off rem This example loads a source text file and runs an Anaplan import 

into a module. rem For details of how to configure this script see doc\Anaplan 

Connect User Guide.doc set AnaplanUser="your.email@company.com:password" set 

WorkspaceId="My Workspace" set ModelId="My Model" set Operation=-service 

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "My Source.txt" -put "C:\My Source.txt" -import "My Module from My 

Source.txt" -execute 

  -output "C:\My Errors.txt" rem *** End of settings - Do not edit below this 

line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 

if not %AnaplanUser% == "" set Credentials=-user %AnaplanUser% 

set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% -

model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 
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ダウンロードとセットアップ 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

your.email@company.com:password Anaplan のログイン認証情報 

My Workspace ワークスペースの名前または ID 

My Model モデルの名前または ID 

My Source.txt ローカル ホスト内のフラット ファイル 

C:\My Source.txt ローカル ホスト内のフラット ファイルへのフル パス 

C:\My Errors.txt 
ローカル ホスト内で、Anaplan Connect のダンプ ファイルを作成する場所への

フル パス。ダンプ ファイルには、インポートできなかったレコードが含まれます。 

Linux 又は Mac OS 

次のスクリプトを AnaplanClient.sh と同じディレクトリに保存して実行します。スクリプトにはユーザーとパスワードの両方が

含まれていますが、パスワードは省略できます。省略すると、Anaplan Connect でスクリプトを実行する前にパスワードの入

力を求められます。 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

AnaplanUser="your.email@company.com:password" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com"  

ImportName="import action name" 

FileName="import data source name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

ErrorDump="error dump location" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put 

${FilePath} -import '${ImportName}' -execute -output '${ErrorDump}' " 

#____________________________ Do not edit below this line 

______________________________ 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

   Credentials="-user  

${AnaplanUser}" fi if  

[ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" 
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ダウンロードとセットアップ 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass 

${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH 

OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -certificate 

     # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -certificate 

fi echo cd "`dirname "$0"`" cd "`dirname "$0"`" if [ ! -f AnaplanClient.sh ]; 

then 

   echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh." 

> 

   &2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

   echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh." > 

   &2 exit 1 

fi 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

your.email@company.com:password Anaplan のログイン認証情報 

WorkspaceID ワークスペースの名前または ID 

ModelID モデルの名前または ID 

import action name 作成したインポート アクションの名前 

import data source name ローカル ホスト内のフラット ファイル 

import file location ローカル ホスト内のフラット ファイルへのフル パス 

error dump location 
ローカル ホスト内で、Anaplan Connect のダンプ ファイルを作成する場所への

フル パス。ダンプ ファイルには、インポートできなかったレコードが含まれます。 
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スクリプトの構成 

スクリプトの構成 

すべてのスクリプトには、以下の情報が含まれます。 

ユーザーの認証情報または証明書情報 

ワークスペースの名前または ID: Anaplan ワークスペースを識別 (常に一意) l モデル ID: Anaplan モデルを識別 (常に一意) 

l 特定のインポート又はエクスポートなど、Anaplan モデルの一つ以上のアクション 

スクリプトにパスワードが含まれていない場合、ユーザーが対話型端末でスクリプトを実行する際にパスワードの入力を求

められます。 

ジョブにかかる時間が、Auth トークンに割り当てられた 30 分を超える場合がありますが、Anaplan Connect では、この有

効期限後に認証の詳細を再入力せずに API を呼び出すことができます。 

警告: ユーザーの操作なしに実行されるスクリプトには、認証情報が含まれている必要があります。ファイル、マシン、

及びアカウントを保護するための対策を講じてください。 

 

ワークスペース ID とモデル ID の確認 (オプション) 

このコネクターは、ワークスペースとモデルの名前と ID 番号の両方をサポートします。ワークスペース又はモデルの名前は 

Anaplan UI からコピーできます。モデル ID を検索する手順は次のとおりです。 

1. Anaplan にログインします。 

2. モデルを開きます。 

3. 右上隅の、ヘルプ アイコン ([?]) → [About] の順にクリックします。[About] ダイアログに、ワークスペース ID とモデル

の ID の値が表示されます。 

4. バッチ ファイルの set WorkspaceId=" で始まる行にワークスペース ID をコピーします。 

5. バッチ ファイルの set ModelId=" で始まる行にモデル ID をコピーします。 

Anaplan Connect で実行するアクションの確認 

1. Anaplan Connect で実行するアクションを含む Anaplan モデルを開きます。 

2. モデル設定バー → [Actions] で、当該アクションの正確な名前を大文字と小文字の区別やファイル拡張子を含め

てメモします。その他の詳細については、Anapedia の記事をご覧ください。 

https://help.anaplan.com/ja/69250a43-3266-4c04-bda9-bfb50ece9623-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://help.anaplan.com/anapedia/Content/Modeling/Build%20Models/Actions/Actions.html
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証明書認証 

証明書認証 

Anaplan Connect 1.4 以降、認証局 (CA) 認証では、サポートされているルート CA からの証明書、又はサポートされてい

るルート CA で終了する中間証明書を使用できます。証明書は、Anaplan API と Anaplan Connect の CA 証明書ベース

の認証に使用します。詳細については、Anapedia の「管理: セキュリティ、証明書」を参照してください。 

証明書の秘密鍵のような機密情報をファイルシステムに保管することは、安全ではない可能性があります。Java KeyStore 

(JKS) を使用して、秘密鍵と証明書を KeyStore パスワードで保護することをおすすめします。Anaplan Connect での使用

を目的に作成された KeyStore を使えば、Anaplan Connect を実行できます。 

 注記: この証明書を統合で使用する前に、Anaplan で公開証明書を登録する必要があります。詳細について

は、Anapedia の「証明書を管理する」を参照してください。 

この手順には、次のコマンドライン ツールが必要です。 

ツール 場所 

openssl 

https://www.openssl.org/source/ 

注記: このリンクをクリックすると、openssl のダウンロードのために Anaplan 外部に移動します。openssl の使

用例の詳細については Anaplan コミュニティの記事をご覧ください。Anaplan は、openssl をサポートしておら

ず、openssl のダウンロードや使用によって生じる問題について一切の責任を負いません。 

keytool keytool は JAVA ディストリビューションにバンドルされています。 

CA (認証局) から証明書を取得する場合、証明書は通常、公開証明書と秘密鍵の二つのファイルとして発行されます。

公開証明書と秘密鍵は、CA から一つのファイルで発行される場合もあります。詳細や、証明書を取得するためのプロセス

については、CA 又は社内の IT チームにお問い合わせください。 

• 公開証明書と秘密鍵を一つのファイルで取得した場合は、openssl を使用し、両方のファイルを PEM 形

式で抽出して別々に保存してください。 

以下の例では、公開証明書と秘密鍵の両方を含む一つの PKCS12 形式ファイルが発行されています。 

公開証明書を抽出するには以下を使用します。 

openssl pkcs12 -in Client_certificate.p12 -nokeys -out CERTIFICATE.pem 

 

以下のコマンドを使用して、秘密鍵を抽出できます。暗号化された秘密鍵と暗号化されていない秘密鍵について以下で

説明しますが、暗号化オプションを使用することをおすすめします。 

  注記: 正確なコマンドは、証明書のタイプや形式によって異なります。openssl のドキュメントで詳細を確認し、受

け取ったファイルのタイプと比較してください。 

  

https://help.anaplan.com/ja/23410167-f022-41fb-9f77-93c66e8e409f-%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%9A%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%80%81%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8
https://help.anaplan.com/ja/b7b8331e-8460-4cff-a337-1b326950f518-%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B
https://www.openssl.org/source/
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証明書認証 

暗号化された秘密鍵 

次のコマンドを使って秘密鍵を抽出すると、パスフレーズを作成するよう求められます。パスフレーズは、認証で秘密鍵を

使用する際に必要になりますので、安全な場所に記録しておいてください。 

openssl pkcs12 -in Client_certificate.p12 -nocerts -out PRIVATE_ KEY.pem 

Convert your encrypted private key to an encrypted pkcs8 file in PEM format. 

openssl pkcs8 -inform PEM -in PRIVATE_KEY.pem -outform PEM - AC_ 

PRIVATE_KEY.pem -passout pass: YourPassphrase 

暗号化されていない秘密鍵 

パスフレーズの作成を求められずに秘密鍵を抽出する場合は、次のコマンドを使用します。 

openssl pkcs12 -in Client_certificate.p12 -nocerts -out PRIVATE_ KEY.pem -nodes 

 

その後、テナント管理者が、変更された公開証明書を Anaplan に登録する必要があります。これは、統合で証明書を使

用するために不可欠なステップです。 

認証方法を作成します。秘密鍵を使用するか、 Java KeyStore を作成します。 

オプション 1: Anaplan Connect での秘密鍵の使用 

Anaplan Connect で秘密鍵を使用する際は、-privateKey 引数にパスフレーズを指定します。 

秘密鍵の作成方法によっては、パスワードで暗号化されている場合があります。暗号化された鍵の場合、使用時にパス

ワードが要求されるため、Anaplan Connect のスクリプトにパスワードが含まれている必要があります。 

⚫ 暗号化された鍵: 秘密鍵のファイル パスの末尾にパスワードを設定します。以下のスクリプトは、「Passphrase」 

パラメーターを使用してパスワードを取得してから、秘密鍵 (「PrivateKey」) のファイル パスの末尾にそのパスワード

を追加します。 

⚫ 暗号化されていない鍵: 鍵に追加するパスワードはありませんが、秘密鍵のファイル パスの末尾をコロン「:」区切り

文字にする必要があります。パスワードが含まれているとエラーになります。以下のスクリプト例を使用する場合は、

[Passphrase] フィールドを空のままにしてください。 

実行スクリプト例 

#!/bin/sh 

This example uploads a file and runs an import 

WorkspaceId="<workspace ID>" 

ModelId="<model ID>" 

PrivateKey="<path/to/privatekey.pem>" 

Passphrase="<passphrase>" 
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FilePath="<path/for/file import>" 

Certificate="<path/to/certificate>" 

Operation="-debug -service 'https://api.anaplan.com' -auth 

'https://auth.anaplan.com' -workspace ${WorkspaceId} 

-model ${ModelId} -chunksize 1 -file 'Employee Planning.csv' -put ${FilePath} -

import 'Employee Planning from 

Employee Planning.csv' -execute -output 'p2-dump/Employee Planning from Employee 

Planning.csv' " 

#____________________________ Do not edit below this line  

______________________________ Credentials="-certificate ${Certificate} - 

privatekey ${PrivateKey}:${Passphrase}" echo cd "dirname "$0"" cd "dirname "$0""  

if [ ! -f AnaplanClient.sh ]; then echo "Please ensure this script is in the same  

directory as AnaplanClient.sh." >&2 exit 1 elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then  

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh." >&2 

exit 1 fi 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

 

オプション 2: Java KeyStore の作成 

 Java KeyStore の作成例の動画については、https://community.anaplan.com/t5/OnDemand-

Courses/Certificate-Authentication-Process/ta-p/74752 (英) を参照してください。 

1. 秘密鍵と CA 証明書から「keystore bundle.p12」という PKCS12 バンドルを作成します。 

Anaplan Connect を実行する際に keystorealias 引数で必要となるため、必ず適切な KeyStore エイリアスを使用

してエントリを一意に識別してください。 

$ openssl pkcs12 -export -in <CERTIFICATE.pem> -inkey <PRIVATE_ 

KEY.pem> -out keystore_bundle.p12 -name 

<KEYSTORE_ALIAS> -CAfile <CERTIFICATE.pem> -caname root 

 

2. KeyStore のパスワードを入力するよう求められます。次のステップで Java KeyStore を作成する際にも同じパスワー

ドを使用します。 

3. PKCS12 バンドルを使用して、「my_keystore.jks」という JKS KeyStore を作成します。 

$ keytool -importkeystore -deststorepass <KEYSTORE-PASSWORD> destkeystore my_keystore.jks 

-srckeystore keystore_bundle.p12 -srcstoretype PKCS12 

 

KeyStore のパスワードを入力するよう求められます。前のステップで pkcs12 バンドルを作成したときと同じパスワー

ドを使用します。.jks ファイルには、秘密鍵と CA 証明書を安全に保持する KeyStore が含まれます。 

https://community.anaplan.com/t5/OnDemand-Courses/Certificate-Authentication-Process/ta-p/74752
https://community.anaplan.com/t5/OnDemand-Courses/Certificate-Authentication-Process/ta-p/74752
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Anaplan Connect 1.4 用 KeyStore ウィザード 

また、Windows では KeyStore ウィザード ツールを使用して Java KeyStore を作成することもできます。 

Anaplan コミュニティの「KeyStore Wizard for Anaplan Connect」 (英) を参照してください。  

 注記: KeyStore ウィザード ツールは、Anaplan ではサポートされていません。Anaplan は、そのダウンロードや使用に

よって生じる問題について一切の責任を負いません。 

Anaplan Connect での KeyStore の使用 

Anaplan Connect で KeyStore を使用するには、-keystore、-keystorepass、-keystorealias の各引数に、KeyStore の作

成時に使用した値を指定します。 

実行スクリプト例 

#!/bin/sh 

# This example runs a Keystore with Anaplan Connect 

CACertPath="</path/to/CA.crt>" 

KeyStorePath="</path/to/keystore.jks>" 

KeyStorePass="<your_password>" 

KeyStoreAlias="<your_test_alias>" 

WorkspaceId="<workspace_ID>" 

Operation="-debug -service 'https://api.anaplan.com' -auth 'https://auth.anaplan.com' -w ${WorkspaceId} -M" 

#________________ Do not edit below this line  

__________________ if [ "${CACertPath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CACertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} 

-keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

certificate fi echo cd  

"`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f 

AnaplanClient.sh ]; then  

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA - 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh." >&2 

exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

  echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh. 

  " >&2 exit 1 

fi 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation}"  

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

https://community.anaplan.com/t5/Knowledge/KeyStore-Wizard-for-Anaplan-Connect-1-4/ta-p/38831#U38831
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Bulk API 

Anaplan の Bulk API 機能を使用したファイルベースの統合の実行 

Anaplan Connect 内で、エクスポート、インポート、プロセス、削除のアクションを実行することができます。これらを実行する

には、Anaplan モデル内でアクションを事前に構成する必要があります。 

ファイルのアップロードとダウンロード 

Anaplan にファイルをアップロードする際に Anaplan Connect がサポートする列区切り文字は 1 種類のみなので、インポー

ト ファイルの列区切り文字も 1 種類のみであることを確認してください。ファイルは、顧客がホストするマシン上の 1 か所に

アップロードされます。インポート スクリプトは、ファイルが Anaplan にインポートされる前に、その場所のファイルにアクセスす

ることができます。 

-chunksize パラメーターを使用してアップロードのチャンク サイズ パラメーターを 1 ～ 50MB の間で構成することによって、大

きなファイルのアップロードに対応することができます。 

アップロード用スクリプトの例 

Linux 又は Mac OS: 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

AnaplanUser="user@anaplan.com"  

AnaplanPassword="Password" set  

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890"  

set ModelId="CD1234D60CA84E9A123C1C5D061C1234" 

Operation="-debug -service 'https://api.anaplan.com' -auth 'https://auth.anaplan.com' -file 'file_to_ 

upload.csv' -chunksize 1 -put 'file_to_upload.csv' -output 'errors.txt'" 

#____________________________ Do not edit below this line 

______________________________ if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user  

${AnaplanUser}:${AnaplanPassword}" fi echo cd  

"`dirname "$0"`" cd "`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} ${Operation}" 
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/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

インポート スクリプトの作成 

インポート用スクリプトの例 

  注記: スクリプトで -maxretrycount や -retrytimeout パラメーターを使用する場合は、-execute パラメーター

の前に定義してください。詳細については、「付録 C: 操作コマンドの全リスト」と「付録 G: Linux と MacOS のス

クリプト」を参照してください。 

インポート (ベーシック認証) 

@echo off rem This example loads a source text file and runs an Anaplan import  

into a module. rem For details of how to configure this script see doc\Anaplan  

Connect User Guide.doc set AnaplanUser=anaplan.user@anaplan.com:Password set 

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CD1234D60CA84E9A123C1C5D061C1234" set Operation=-service  

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "Employee.txt" -put "C:\AnaplanConnect\Import\Employee.txt" 

-import "New Hire from Employee.txt" -execute -output  

"C:\My Errors.txt" rem *** End of settings - Do not edit below this line *** 

setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 if not %AnaplanUser%  

== "" set Credentials=-user %AnaplanUser% set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -

workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

 

インポート (証明書認証) 

@echo off rem This example loads a source text file and runs an Anaplan import  

into a module. rem For details of how to configure this script see doc\Anaplan  

Connect User Guide.doc set CertPath="C:\certs\cert.pem" 

set KeyStorePath="C:\certs\AC1.4_keystore.jks" set  

KeyStorePass="keystorepass" set KeyStoreAlias="keystorealias" set 

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CD1234D60CA84E9A123C1C5D061C1234" set Operation=-service  

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "Employee.txt" -put "C:\AnaplanConnect\Import\Employee.txt" 

-import "New Hire from Employee.txt" -execute -output "C:\My Errors.txt" rem *** End of settings -  

Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 set 

Credentials=-certificate %CertPath% -keystore %KeyStorePath% -keystorepass %KeyStorePass% -keystorealias 
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%KeyStoreAlias% set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% -

model %ModelId% %Operation% @echo 

%Command% cmd  

/c %Command%  

pause 

 

インポート操作の設定 

ベスト プラクティスとして、インポート アクションの名前は「Import From Employee.txt」のようにデータのインポート元のファイ

ル (又はその他のソース) の名前を示すものにすることをおすすめします。 

例: 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth 

"https://auth.anaplan.com" 

-file "Employee.txt" -put "C:\AnaplanConnect\Import\Employee.txt" 

-import "New Hire from Employee.txt" -execute -output 

"C:\ImportDumpFilesDirectory" 

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

-file “Employee.txt” 
Employee.txt というファイルを使用するアクションであることを 

示します。.csv 形式もサポートされることに留意してください。 

-put 

“C:\AnaplanConnect\Import\Employee.txt" 

指定した Anaplan サーバーの絶対パス又は相対パスにファイルをアップ

ロードします。 

-import “New Hire from Employee.txt” 

指定された名前のインポート アクション。Anaplan でこの名前を確認

するには、モデル設定バーで [Actions] をクリックしてインポートのリスト

を表示します。ベスト プラクティスとして、インポート (又はエクスポート) 

アクションにはファイル名と一致するような名前を付けてください。 

-execute アクションを実行します。 

-output "C:\ImportDumpFilesDirectory" 

指定されたディレクトリに、インポート  エラーをリスト化したファイルを 

生成します。これは省略しても構いません。このファイルは、インポート 

エラーが 1 回以上発生した場合にのみ作成されます。 
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Linux 及び Mac OS のインポートの例 

Linux 又は Mac OS では、二重引用符の代わりに一重引用符を使用します。この例では、Windows の二重引用符と 

Linux 及び Mac OS の一重引用符を対比させています。 

Windows 

-put "C:\testdata\Europe P&L.txt"  

または 

-p "C:\testdata\Europe P&L.txt" 

Linux 又は Mac OS 

-put '/Users/user1/testdata/Europe P&L.txt'  

または 

–p '/Users/user1/testdata/Europe P&L.txt' 

Linux 及び Mac OS のインポート スクリプトの例については、付録 G を参照してください。 

モデル間インポート 

この例では、Anaplan 内のモデル間インポートを実行し、Model2 の Installation Sales モジュールから MyBudgetModel の 

P&L モジュールにデータを転送します。  
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インポート スクリプト 

1. インポートを手動で実行します。[Data] メニューで  [Import] をクリックし、 [Connect to Anaplan Model] を 

クリックします。 

 

2. インポート元のモジュール (又はリスト) を選択します。 

3. [Run Import] をクリックし、バッチ ファイルを編集して実行します。 

モデル内の、バッチ ファイルで使用するインポート ID をメモします。以下の例では、P&L from Model2 / Installation 

Sales です。 

文字列「P&L from Model2 / Installation Sales」のスラッシュ「/」の前後にはスペースがあります。 

@echo off rem This example runs a model to model  

import within Anaplan. set  

AnaplanUser="firstname.lastname@company.com" set  

rem You can use names or IDs of workspaces &  

models in the script set  

WorkspaceId="8a819488459fa63301462b73fe785786"  

set ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-import "P&L from Model2 / Installation  

Sales" -execute rem *** End of settings –  

Do not edit below this line *** 
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エクスポート スクリプト 

エクスポート スクリプトの作成 

エクスポート用バッチ ファイルの例 

  注記: スクリプトで -maxretrycount や -retrytimeout パラメーターを使用する場合は、-execute パラメーター

の前に定義してください。詳細については、「付録 C: 操作コマンドの全リスト」と「付録 G: Linux と MacOS のス

クリプト」を参照してください。 

エクスポート (ベーシック認証) 

@echo off set AnaplanUser="Anaplan.User@anaplan.com:Password" set 

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelID="CD1234D60CA84E9A123C1C5D061C1234" set Operation=-service  

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-export "Employee by Department.xls" -execute -get "C:\Employee.xls" rem *** End of settings  

- Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit  

/b 1 cd %~dp0 if not %AnaplanUser% == "" set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% - 

model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

 

エクスポート (証明書認証) 

@echo off set CertPath="C:\certs\cert.pem" set 

KeyStorePath="C:\certs\AC1.4_keystore.jks" set  

KeyStorePass="keystorepass" set  

KeyStoreAlias="keystorealias" set WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890"  

set ModelID="CD1234D60CA84E9A123C1C5D061C1234" 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-export "Employee by Department.xls" -execute -get "C:\Employee.xls" rem *** End of settings - Do not 

edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 set 

Credentials=-certificate %CertPath% -keystore %KeyStorePath% -keystorepass %KeyStorePass% -

keystorealias %KeyStoreAlias% 

 

 

 

set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% %Operation% @echo 
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JDBC 

%Command% cmd  

/c %Command%  

pauseJDBC 

 

エクスポート操作の設定 

例: 

set Operation=-export "Employee by Department.xls" -execute –get "C:\Employee.xls"  

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

-export "Employee by 

Department.xls" 

エクスポート アクションが存在し、その名前が「Employee by 

Department.xls」であることを示します。 

-execute エクスポートを実行します。 

-get "C:\Employee.xls" 指定されたパスに、エクスポートされたデータを含む新規ファイルを作成します。 

エクスポート アクションではエラー ファイルを生成できないため、そのためのパスは指定しません。 

Linux 及び Mac OS のエクスポート スクリプトの例については、付録 G を参照してください。 

インポートとエクスポートでの JDBC の使用 

Java Database Connectivity (JDBC) は、データベースに接続するための Java ライブラリです。Anaplan Connect では、JDBC 

を使用してデータベースから Anaplan にデータをインポートしたり、Anaplan からデータベースにデータをエクスポートしたりす

ることができます。 

JDBC を使用したデータベースからのインポート 

適切な JDBC ドライバーがあれば、互換性のあるデータベースから Anaplan に直接リンクすることができます。この方法で、

リストとモジュール データの両方を Anaplan にインポートできます。 

JDBC のインポート機能を使用するには、Anaplan Connect のスクリプトにモデルの情報とプロパティ ファイルへのパスが含ま

れている必要があります。モデルの情報には、ワークスペース ID とモデル ID が含まれています。 

Mac: 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

file '${FileName}' -jdbcproperties 

'${path/to/JdbcProperties}' -chunksize ${ChunkSize} -import 

'${ImportName}' -execute -output '${ErrorDump}' " 
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JDBC 

Windows: 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth 

"https://auth.anaplan.com" 

-debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% -file %FileName% -

jdbcproperties %/path/to/JdbcProperties% -import %ImportName% -execute -output %ErrorDump% 

JdbcProperties ファイルには、データベースへのパス、ユーザー名、パスワード、クエリ文字列など、接続の詳細が含まれてい

ます。 

 注記: 一つのプロパティ ファイルには一つのクエリしか含めることができません。複数のクエリがある場合は、クエリごと

にプロパティ ファイルを作成してください。エラーの原因になりますので、プロパティ ファイルにはコメントを含めないでく

ださい。 

プロパティ ファイルの例 

# JDBC Connection string (Oracle, Mysql, H2, etc.)  

jdbc.connect.url= "jdbc:mysql://localhost:3306/apcustomer” 

 

# JDBC login username  

jdbc.username=user1 

 

#JDBC login password 
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JDBC 

jdbc.password=dbpasswordforuser1 

 

# (Optional) JDBC Fetch size, might not be applicable for all JDBC flavors. 

jdbc.fetch.size=10 

# Boolean flag, needs to be true if provided {jdbc.query}  

is a # stored-procedure/function call. 

# Defaults to false if no value provided, or invalid. 

jdbc.isStoredProcedure=false 

 

# SQL query could be Select or a Stored-Procedure/Function call. In case of 

latter, # require {jdbc.isStoredProcedure} above set to "true". 

# NOTE: SQL query needs to be parametrized with ? placeholders and  

values for # placeholders needs to be provided below in {jdbc.params}. 

jdbc.query=” SELECT * FROM Anaplan where col1 = ? and col2 = ?” 

 

# JDBC parameters for parametrized SQL query in {jdbc.query} above. 

# NOTE: Number of parameters must equal to the number of parameters provided in {jdbc.query} above. 

jdbc.params= 1234,ABC 

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

jdbc.connect.url 

データベース インスタンスの場所です。データベースに接続するマシンがネットワーク上にアクセスで

きる場合、この場所はローカル ホスト上である必要はありません。 

ODBC ソースに接続 (JRE 8 以降は非対応) するには、URL を次のように構成する必要があります。 

「jdbc:odbc:location_of_instance」 

jdbc.username 
データベースのユーザー名。 

ソースでユーザー名またはパスワードを要求されない場合、jdbcuser パラメーターは省略します。 

jdbc.password 

データベースのパスワード。 

ソースでユーザー名またはパスワードを要求されない場合、jdbc password パラメーターは省

略します。 

jdbc.fetch.size クエリによって返される行数を制限します。 

jdbc.isStoredProcedure 
後続のステートメント (jdbc.query) がストアド プロシージャ又は関数呼び出しのどちらである

かを示すブール値。 

jdbc.query 
クエリのタイプを指定します。jdbc.query = "SELECT * FROM Anaplan where col1 = ? and 

col2 = ?" は実行するクエリです。 

jdbc.params 
上記の {jdbc.query} でパラメーター化された SQL クエリに対する JDBC パラメーター。 

jdbc.params = 1234,ABC 
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JDBC を使用したデータベースへのエクスポート 

適切な JDBC ドライバーを使用すると、互換性のあるデータベースに直接エクスポートすることができます。 

警告: データベースへのエクスポートは、破損につながる可能性のあるアクションです。この機能は、データベースの操作を

十分に理解している場合にのみ使用してください。 

現在、Anaplan Connect の JDBC エクスポート機能では以下の SQL コマンドのみをサポートしています。 

⚫ INSERT IGNORE: 重複する値を作成せずにデータベースに挿入します。REPLACE: 現在の値を

新しいデータに置き換えます。 

⚫ INSERT: データベースに情報を挿入します。重複する値が存在すると、エラーが発生する可能

性があります。ターゲット データベースは、ユーザー定義の主キー設定に基づいて、どの行が重

複しているかを判断します。Anaplan Connect は、この判断に関与しません。 

DELETE などのその他の SQL コマンドやストアド プロシージャはサポートされていません。 

Anaplan Connect スクリプトの作成 

JDBC のエクスポート機能を使用するには、Anaplan Connect のスクリプトにモデルの情報とプロパティ ファイルへのパスが含

まれている必要があります。 

Mac: 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

export '${ExportName}' -execute jdbcproperties ${/path/to/JdbcProperties}" 

 

Windows: 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth 

"https://auth.anaplan.com" 

-debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% model %ModelId% -export %ExportName% 

-execute -jdbcproperties 

%/path/to/JdbcProperties% 
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プロパティ ファイル 

JdbcProperties ファイルには接続の詳細が含まれています。この接続の詳細とは、データベースへのパス、ユーザー名、パス

ワード、クエリ文字列などです。以下の例では、Anaplan Connect の JDBC エクスポートの全タイプである REPLACE、INSERT、

INSERT IGNORE のクエリ文字列の例が示されています。Anaplan Connect では、ジョブが完了すると、データベースに対す

る更新のうち成功したものと失敗したもののすべての件数が返されます。 

重要な考慮事項: 

⚫ Anaplan Connect のプロパティ ファイルでは、プロパティ値間の区切り文字としてカンマを使用します。問題を避ける

ために、Anaplan の列名にはカンマを使用しないでください。ターゲット DB のテーブルの列は、すべて char データ型

である必要があります。 

⚫ 一つのプロパティ ファイルには一つのクエリしか含めることができません。複数のクエリがある場合は、クエリごとにプロ

パティ ファイルを作成してください。 

⚫ ターゲット データベースの列に SQL NOT NULL 制約を設定しないでください。エクスポートされたデータの一部の列に

データがない可能性もあります。このような場合、Anaplan Connect のエクスポート機能によって NULL 値が送信さ

れます。 

⚫ Anaplan リストからデータをエクスポートする場合、エクスポートされるファイルの最初の列に空白のヘッダーが含まれ

ることがあります。もし、最初の列に空白のヘッダーがある場合、プロパティ ファイルで jdbc.params 変数を指定する

必要はありません。Anaplan Connect により、エクスポートされた列が左から右に順番に JDBC クエリ引数に自動マッ

ピングされます。 

 注記: JDBC の書き込み速度は、JDBC ドライバーとデータベースのそれぞれの設定によって異なります。Anaplan 

Connect は、この速度の制御や調整を行いません。 

プロパティ ファイルの例 

# JDBC Connection string (Oracle, Mysql, H2, etc.) 

jdbc.connect.url=jdbc:mysql://localhost:8080/testdatabase 

 

# JDBC login username  

jdbc.username=user1 

 

#JDBC login password  

jdbc.password=dbpasswordforuser1 

 

# Use INSERT queries to export your data into database 
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# Use the INSERT IGNORE command rather than the INSERT command. If a record doesn't duplicate an existing 

record, then SQL inserts it as usual. If the record is a duplicate, then the IGNORE keyword tells SQL to 

discard it silently without generating an error. 

# Use the REPLACE command rather than the INSERT command. If the record is new, it is inserted just as 

with INSERT. If it is a duplicate, the new record replaces the old one. 

# SQL query example jdbc.query=INSERT IGNORE INTO `table_name`  

(`column1`,`column2`) Values (?,?); or jdbc.query=REPLACE into  

`table_name` (`column1`,`column2`) Values (?,?); or jdbc.query=INSERT  

into `table_name` (`column1`,`column2`) Values (?,?); 

 

# -----NEW PARAMETER----- 

# JDBC parameters for parametrized SQL write in {jdbc.query} above. 

# NOTE: The number of parameters must be equal to the number of parameters provided in the {jdbc.query} 

above. 

# The parameter names must match column names from Anaplan export action. 

# The JDBC parameters below will be mapped starting from left to right to the '?' in {jdbc.query} above. 

# In this example, the exported data has columns names column1 and column2. These will be mapped  

# starting from left to right to each of the '?' above. 

jdbc.params=column1, column2  

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

jdbc.connect.url 
データベース インスタンスの場所です。データベースに接続するマシンがネットワーク上にアクセスでき

る場合、この場所はローカル ホスト上である必要はありません。 

jdbc.username 
データベースのユーザー名。 

ソースでユーザー名またはパスワードを要求されない場合、jdbcuser パラメーターは省略します。 

jdbc.password 
データベースのパスワード。 

ソースでユーザー名またはパスワードを要求されない場合、jdbcpassword パラメーターは省略します。 

jdbc.query 

クエリのタイプを指定します。REPLACE、INSERT IGNORE、INSERT のいずれかの操作にします。 

jdbc.query = "REPLACE INTO `export_large_exports_1` (`column1`,`column10`) Values (?,?);" 

は実行するクエリです。 

jdbc.params 
上記の {jdbc.query} でパラメーター化された SQL クエリに対する JDBC パラメーター。 

jdbc.params = column1,column2 
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loadclass パラメーター 

Anaplan Connect 1.4.4 は、自動的に JDBC ドライバーを使用するようにアップデートされました。スクリプトで loadclass パラ

メーターを指定する必要はありません。まだ古いスクリプトに loadclass パラメーターが含まれている場合、動作はしますが

警告メッセージが表示されます。ですが、loadclass パラメーターは削除することをおすすめします。Anaplan Connect の次

のバージョンでは、loadclass パラメーターが完全に廃止される予定であり、loadclass パラメーターを含むスクリプトは失敗す

るようになります。 

データベース ドライバーのインストール 

MySQL データベースをお使いの場合: 

⚫ Anaplan Connect データの読み込みのために、/lib ディレクトリにデータベース ドライバーをインストールする必要は

ありません。 

その他のデータベースの場合: 

⚫ 適切なドライバーを /lib ディレクトリにインストールする必要があります。/lib ディレクトリに適切なドライバーがインス

トールされていないと、インストールを促すエラー メッセージが表示されます。 

⚫ エクスポートには既知のバグがあります。/lib ディレクトリに適切なドライバーがインストールされていないと、無効なエ

ラー メッセージが表示され、スクリプトが失敗します。 
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その他のアクションのスクリプト 

その他のアクションを実行するスクリプトの作成 

削除用バッチ ファイルの例 

ベーシック認証 

@echo off rem This example deletes obsolete  

customers from a list set  

AnaplanUser=firstname.lastname@company.com set  

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-action "Delete from Customers Using Obsolete" -execute rem *** End of settings - Do not edit  

below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0  

if not %AnaplanUser% == "" set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% - 

model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

 

証明書認証 

@echo off rem This example deletes obsolete customers from a list set  

CertPath="C:\certs\cert.pem" set KeyStorePath="C:\certs\AC1.4_keystore.jks" set 

KeyStorePass="keystorepass" set KeyStoreAlias="keystorealias" set 

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" set Operation=-service  

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-action "Delete from Customers Using Obsolete" -execute rem *** End of settings - Do not edit below  

this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 set  

Credentials=-certificate %CertPath% -keystore %KeyStorePath% -keystorepass %KeyStorePass% - 

keystorealias 

%KeyStoreAlias% set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% -

model %ModelId% %Operation% @echo %Command% cmd /c %Command% pause 
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リストからアイテムを削除するための削除操作の設定 

この例では、ブール基準に基づいてリストからアイテムを自動的に削除する方法を示します。 

たとえば、評価が 2 以下の顧客など、現状に合わなくなったリスト内のアイテムを自動的に削除することができます。

「Obsolete」ライン アイテムのデータ型はブール値で、式になるように設定されている必要があります。 

Obsolete = Rating <= 2 

 

リストのディメンション性のみを持つ、データ型がブール値のライン アイテムは、削除するアイテムを特定するための基準とし

て使用することができます。  
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その他のアクションのスクリプト 

1. Anaplan で、モデル設定バー→ [Actions] の順に移動します。 

2. [New Action] リストで [Delete from List using Selection] (選択項目のリストからの削除) をクリックします。 

 

  



 

バージョン 3.0.0 29 © Anaplan 2022 

その他のアクションのスクリプト 

[Delete from List using Selection] ダイアログが表示されます。 

 

3. [Action Name] ボックスに、ボタンに表示するテキストを入力します。 

4. [Delete Items from] リストで、アイテムを削除するリスト (例: Customers) を選択します。 

5. [Selected using] リストで、選択基準 (例: Customer Rating.Obsolete) を含むライン アイテムを選択します。 

6. [OK] をクリックします。アクションが [Other Actions] に表示されます。このアクションの名前をバッチ スクリプトに使用

します。 

Anapedia の「選択項目のリストからの削除アクション」を参照してください。 

例: 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth 

"https://auth.anaplan.com" 

-action "Delete from Customers Using Obsolete" -execute 

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

-action "Delete from Customers Using 

Obsolete" 

「Delete from Customers Using Obsolete」という名前の 

その他のアクション (インポート又はエクスポートのどちらでもない) 

-execute 削除を実行します。 

Linux 及び Mac OS の削除スクリプトの例については、付録 G を参照してください。 

https://help.anaplan.com/ja
https://help.anaplan.com/ja/04b746ca-cc8f-4f12-bd1e-da9bbd2b3fa5-%E9%81%B8%E6%8A%9E%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3


 

バージョン 3.0.0 30 © Anaplan 2022 

プロセスのスクリプト 

プロセスを実行するスクリプトの作成 

プロセスとは、インポート、エクスポート、削除を組み合わせたものです。 

プロセスは、Anaplan Connect スクリプトで呼び出される前に Anaplan 内に存在していなければなりません。 

インポートとエクスポートのアクションを含むプロセスのバッチ ファイルの例を以下に示します。 

  注記: プロセスには削除アクションを含めることができます。 

ベーシック認証 

@echo off rem This example runs a Process that contains multiple Export  

actions set AnaplanUser="firstname.lastname@company.com" set 

WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" set Operation=-service  

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "file1.txt" -put"C:\Files\ImportModule.csv" -file "file2.txt" -put "C:\Files\example.csv" – 

process 

"myprocess" -execute -file "ExportList" -get "C:\Files\ExportList.csv" -file "ExportModule" 

-get "C:\Files\ExportModule.csv" -output "C:\MyDirectoryForImportDumpFiles" rem *** End of  

settings -Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion  

|| exit /b 1 cd %~dp0 if not %AnaplanUser% == "" set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% - 

model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

 

証明書認証 

@echo off rem This example runs a Process that contains multiple  

Export actions set CertPath="C:\certs\cert.pem" set  

KeyStorePath="C:\certs\AC1.4_keystore.jks" set  

KeyStorePass="keystorepass" set KeyStoreAlias="keystorealias"  

set WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set  

ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "file1.txt" -put"C:\Files\ImportModule.csv" -file "file2.txt" -put "C:\Files\example.csv" – 

process 

"myprocess" -execute -file "ExportList" -get "C:\Files\ExportList.csv" -file "ExportModule" 

-get "C:\Files\ExportModule.csv" -output "C:\MyDirectoryForImportDumpFiles" rem *** End of settings – 
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Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1  

cd %~dp0 set Credentials=-certificate %CertPath% -keystore %KeyStorePath% - 

keystorepass %KeyStorePass% -keystorealias 

%KeyStoreAlias% set Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% -

model %ModelId% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

 

プロセス操作の設定 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

-file "file1.csv" -put "C:\Files\ImportModule.csv" -file "file2.csv" -put "C:\Files\example.csv" -process 

"myprocess" -execute -file "ExportList" -get "C:\Files\ExportList.csv" 

-file "ExportModule" -get "C:\Files\ExportModule.csv" -output "C:\MyDirectoryForImportDumpFiles"  

 

各パラメーターの説明は以下のとおりです。 

-file “file1.csv” -put 

“C:\Files\ImportModule.csv” 

ローカルファイル C:\Files\ImportModule.csv を Anaplan サーバーにアップロー

ドし、そのデータを file1.csv という名前のインポート データ ソースに保存でき

るようにします。 

-file “file2.csv” -put 

“C:\Files\ImportModule.csv” 

ローカルファイル C:\Files\ImportModule.csv を Anaplan サーバーにアップロー

ドし、そのデータを file2.csv という名前のインポート データ ソースに保存でき

るようにします。 

-process “myprocess” -execute myprocess という名前のプロセスを実行します。 

-file “ExportList” -get 

“C:\Files\ExportList.csv” 

エクスポート ExportList によって最後にエクスポートされたデータをローカル ファ

イル C:\Files\ExportList.csv にダウンロードします。 

-file “ExportModule” -get 

“C:\Files\ExportModule.csv” 

エクスポート ExportModule によって最後にエクスポートされたデータをローカ

ル ファイル export/ProcessExportModule.csv にダウンロードします。 

-output 

“C:\MyDirectoryForImportDumpFiles” 

指定されたディレクトリ内に、一つ以上のインポート エラーをリスト化したファ

イルをインポート アクションごとに生成します。 

Linux 及び Mac OS のプロセス スクリプトの例については、付録 G を参照してください。 
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エンド ユーザーとワークスペース管理者の比較 

エンド ユーザーは、自分が手動で実行できるものと同じアクションを Anaplan Connect で実行することができます。 

 エンド ユーザーが実行可能 ワークスペース管理者が作成および実行可能 

インポート 

⚫ モデル間インポート l リスト

のインポート: ターゲット リス

トへの書き込みアクセス権

が必要 

⚫ モジュールのインポート  l 

ターゲット  モジュールへの

書き込みアクセス権が必

要 

外部のファイルやデータのアップロードを伴うインポートを含むあらゆる 

タイプのインポート 

エクスポート 
モジュール又はリストの読み取

りアクセス権が必要 
エクスポート 

削除 
リストへの書き込みアクセス権

が必要 
削除 

プロセス 
プロセス内のアクションへの 

アクセス権が必要 
プロセス 

情報  

⚫ ロールが、特定のモデルに対して [No Access] (アクセス権なし) で

ない限り、モデルを変更できます。[No Access] の場合、ワークス

ペース管理者はモデルを検索することもできません。 

⚫ モジュールへのアクセス権はないが、モジュールに自己権限を付

与できるロールを持つことができます。 

インポートやエクスポートのスケジュール設定 

インポートやエクスポートを実行するバッチ ファイルは、スケジュールを設定して、1 回限りの操作として特定の時間に実行

することも、毎日、毎週、毎月など、選択した間隔で繰り返し実行することもできます。スケジューラーは Anaplan Connect 

の機能でありません。スケジュール設定のプログラム及びセットアップは、お使いのオペレーティング システムに依存している

ため、スケジュール設定された時間にコンピューターが動作している必要があります。 

  



 

バージョン 3.0.0 33 © Anaplan 2022 

プロセスのスクリプト 

バッチ ファイルでは、Anaplan のユーザー名にパスワードを追加し、二重引用符で囲む必要があります。または、証明書認

証を使用します。 

set AnaplanUser=firstname.lastname@company.com:"mysecretpassword"  

Windows 

必要に応じて、バッチ ファイルの末尾にある pause コマンドを削除できます。 

pause コマンドは、バッチ ファイルが実行した内容を記録するメッセージを画面に残します。 

Windows XP のスケジューラー 

この例は、Windows XP オペレーティング システムで、月に 1 回、特定の日時にインポートを行うようスケジュール設定する

手順を示しています。 

スタート → すべてのプログラム → アクセサリ > システム ツール → スケジュールされたタスク → スケジュールされたタスクの追

加 → 次へ → 参照 

C:\anaplan-connect-1-4\nameofscript.bat 

 

• 月単位 → 次へ → 「第 1 月曜日の 05:00」 → 「PC の名前とパスワードを入力」 → 完了 

Windows 7 のスケジューラー 

Windows 7 のスケジューラーは XP とほとんど同じです。 

スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システム ツール → タスク スケジューラ → 基本タスクの作成 → 「タスク

に名前を付ける」 → 次へ → 「タスクをトリガーする日時を設定」 → 次へ → 「プログラムの開始を選択し、

C:\anaplanconnec\nameofscript.batt を参照」→ 次へ → 完了 

Linux 又は Mac OS 

cron など、UNIX 系オペレーティング システム用のジョブ スケジューリング ユーティリティの使用を検討してください。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cron
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トランザクション API の機能 

Anaplan トランザクション API 機能を使用したモデルのデータとメタデータへの 

アクセス 

以下の追加機能を使用すると、インポートやエクスポートのアクションなしで、トランザクション API を使ってモデル データの

読み込み、表示、更新を行うことができます。次の操作が可能です。 

• ワークスペースのリストと、割り当て容量および使用容量を取得 

• モデルと使用容量のリストを表示 

• Anaplan モデル内のモジュールとビューのリストを表示 

• エクスポート アクションなしでモジュール ビューからデータを取得 (最大 100 万セル) 

• エクスポート アクションなしでモデル リストからアイテムを取得 (最大 100 万リスト アイテム) 

ワークスペース、割り当て容量、使用容量のリスト表示 

以下のコマンドは、アクセス可能な Anaplan ワークスペース、割り当てられた容量 (バイト)、及び各ワークスペースが使用し

ている容量 (バイト) のリストを返します。 

スクリプト例: 

set AnaplanUser="username:password" set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -W rem *** 

End of settings - Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit 

/b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 

Linux 及び Mac OS 用スクリプト例: 

65 ページの「付録 G: Linux と MacOS のスクリプト」を参照してください。 

モデルと使用容量のリスト表示 

以下のコマンドは、アクセス可能な Anaplan モデルと各モデルが使用している容量 (バイト) のリストを返します。 
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トランザクション API の機能 

スクリプト例: 

set AnaplanUser="username:password" set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -models rem 

*** End of settings - Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || 

exit /b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

モデル内のモジュールと保存済みビューの全リストの表示 

以下のコマンドは、指定した Anaplan モデル内でアクセス可能なすべてのモジュールとビューの名前および内部 ID を返します。 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set WorkspaceName="workspacename" set 

ModelName="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -

workspace 

%WorkspaceName% -model %ModelName% -views rem *** End of settings - Do not edit below this line *** 

setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% 

set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause 

エクスポート アクションを使用しない保存済みビューのデータの表示 (最大 100 万セル) 

以下のコマンドは、エクスポート アクションなしで、指定したモジュール ビューのデータを返します。セルは、エクスポート アクショ

ンの「1 列のテーブル」と同様の形式で表示されます。このトランザクション API は、最大で 100 万セルまで読み取ります。 

モジュール ビューに 100 万個以上のセルが表示されている場合、Anaplan Connect にエラー メッセージが表示されます。 

スクリプト例 (1 列形式): 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set WorkspaceName="WorkspaceName" set ModelName="ModelName" set 

FilePath="localfilesystempath" set ModuleName="modulenameorid" set ViewId="viewnameorid" set Operation=-

debug -service %ServiceUrl% -auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceName% -model %ModelName% -

module %ModuleName% -view %ViewId% execute -get:csv_sc %FilePath% setlocal enableextensions 

enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command%  

pause  
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スクリプト例 (複数列形式): 

エクスポート アクションなしで、指定したモジュール ビューのデータを返すには、以下のコマンドを使用します。セルは、エクスポート ア

クションの「複数 1 列のテーブル」と同様の形式で表示されます。このトランザクション API は、最大で 100 万セルまで読み取ります。

モジュール ビューに 100 万個以上のセルが表示されている場合、Anaplan Connect にエラー メッセージが表示されます。 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set WorkspaceId="8a1234567897c12b014bf01234567890" set 

ModelId="CB0A5A4D5C5943B5837FF42C5FAA95E1" set FilePath="localfilesystempath" set 

ModuleName="modulenameorid" set ViewId="viewnameorid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace 

%WorkspaceId% -model %ModelId% -module %ModuleId% -execute -get:csv_mc 

%FilePath% setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-

user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 

パラメーター化による保存済みビューのデータの表示 

セル データの読み取り操作にパラメーターを適用することができます。これを行うには、保存済みビューのページ軸内のディ

メンションに対してメンバー又はアイテムを指定します。たとえば、ページ軸に「Product」を持つ保存済みビューがある場合、

そのデータ「Product=Product5」を表示するには、「Pages」パラメーターを使用します。 

スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set WorkspaceId="Workspace name" set ModelId="Model name" set 

FilePath="localfilesystempath" set ModuleName="modulenameorid" set ViewName="default" set 

Pages="pageDimensionName:dimensionMemberName" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% - 

auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% -mo %ModuleName% -view %ViewName% -pages 

%Pages% -execute -get:json %FilePath% rem *** End of settings - Do not edit below  

this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set  

Credentials=-user %AnaplanUser% set  

Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command%  

cmd /c %Command% pause 

モデル リストのプロパティと指標の表示 

指定したモデル リストの詳細な説明やメタデータを返すには、以下のコマンドを使用します。 

注記: このコマンドはメタデータのみを返し、リストの実際のアイテムは返しません。 
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スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Workspace="Workspace name" set ModelId="Model name" set 

FilePath="localfilesystempath" set ListId="listid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% -l %ListId% -get:csv %FilePath% rem *** End  

of settings - Do not edit below this line *** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit  

/b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 

エクスポート アクションを使用しないモデル リストのアイテムの表示 (最大 100 万アイテム) 

エクスポート アクションなしで、指定した Anaplan リストのデータ (アイテム) を返すには、以下のコマンドを使用します。この

トランザクション API は、最大で 100 万アイテムまでサポートします。Anaplan リストに 100 万アイテム以上含まれている場

合、Anaplan Connect にエラー メッセージが表示されます。 

注記: リストからカスタム プロパティを読み取るには、「-execute:all」パラメーターを使用します。リスト アイテムの ID、名前、

コード及び親プロパティを読み取るには、「-execute」パラメーターを使用します。 

スクリプト例 (すべてを含める): 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Workspace="WorkspaceName" set Model="ModelName" set 

FilePath="localfilesystempath" set ListId="listid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace 

%WorkspaceId% -model %ModelId% -l %ListId% -execute:all -get:csv 

%FilePath% setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-

user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 

スクリプト例 (すべてを含めない): 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Workspace="WorkspaceName" set Model="ModelName" set 

FilePath="localfilesystempath" set ListId="listid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% -l %ListId% -execute -get:csv %FilePath% setlocal 

enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd  

/c %Command% pause 
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モデル リストへの新規アイテムの追加 

中間のインポート アクションを必要とせずに、モデル リストに新規アイテムを追加するには、このコマンドを使用します。サ

ポートされているデータ ソースは CSV ファイル、JSON ファイル、JDBC ソースです。 

注記: この操作は、トランザクション リスト アイテム API を使用します。リスト アイテムが大量の場合、Anaplan Connect で

は、アイテムを複数の API コールでバッチ処理します。ほんの僅かですが、このような API コールの間に、他のプロセスがリス

ト データを更新する可能性があります。 

• ソースに異なる見出しを持つ列がある場合、パラメーター -itemmappingproperty を使用して、データをリスト  

プロパティにマッピングすることができます。 

• オプションのパラメーター -item mappingproperty を指定しない場合、データ ソースの列は、リストのカスタム  

プロパティ名 (「Name」、「Code」、その他の顧客プロパティ) に正確に一致している必要があります。 

• 列見出しでは大文字と小文字が区別されません。データ ソースの列見出しは、次のいずれかのタイプである必要

があります。それ以外の場合、列は無視され、マッピングされません。 

o 名前 

o コード 

o 親 

o リスト プロパティ 

o リストのサブセット 

注記: オプションの -output パラメーターを使用すると、エラー レコードを CSV 又は JSON 形式でディスクに書き込むことがで

きます。この操作により、新規リスト アイテムが追加されます。ソースのいずれかのアイテムが既にリストに存在する場合は、

エラーとしてフラグが立てられます。リスト アイテムの追加と更新を一つのコマンドで行うには、アップサート操作を使用します。  

スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl=”https://api.anaplan.com” set 

AuthUrl=”https://auth.anaplan.com” set Workspace=”WorkspaceName” set Model=”ModelName” set 

FilePath=”localfilesystempath” set ListId=”38isted” set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace 

%WorkspaceId% -model %ModelId% -list %<list_id_or_name>% -execute -putItems(csv|json|jdcb) 

<path_to_local_file> 

%FilePath% setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-

user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 
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モデル リスト内の既存アイテムの更新 

インポート アクションなしでリスト アイテムを更新する際は、このコマンドを使用します。サポートされているデータ ソースは 

CSV ファイル、JSON ファイル、JDBC ソースです。 

注記: この操作は、トランザクション リスト アイテム の API を使用します。リスト アイテムが大量の場合、Anaplan Connect 

では、アイテムを複数の API コールでバッチ処理します。ほんの僅かですが、このような API コールの間に、他のプロセスに

よってリスト データを更新される可能性があります。 

• ソースに異なる見出しを持つ列がある場合、パラメーター -itemmappingproperty を使用して、データをリスト  

プロパティにマッピングすることができます。 

• オプションのパラメーター -item mappingproperty を指定しない場合、データ ソースの列は、リストのカスタム  

プロパティ名 (「Name」、「Code」、その他の顧客プロパティ) に正確に一致している必要があります。 

• 列見出しでは大文字と小文字が区別されません。データ ソースの列見出しは、以下のいずれかのタイプである 

必要があります。それ以外の場合、列は無視され、マッピングされません。 

o 名前 

o コード 

o 親 

o リスト プロパティ 

o リストのサブセット 

オプションの -output パラメーターを使用すると、エラー コードを CSV 又は JSON 形式でディスクに書き込むことができます。 

注記: この操作により、既存のリスト アイテムが更新されます。ソースのいずれかのアイテムがまだリストに存在しない場合

は、エラーとしてフラグが立てられます。リスト アイテムの追加と更新を一つの Anaplan Connect コマンドで行うには、アップ

サート操作を使用します。 

スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl=”https://api.anaplan.com” set 

AuthUrl=”https://auth.anaplan.com” set Workspace=”WorkspaceName” set Model=”ModelName” set 

FilePath=”localfilesystempath” set ListId=”39isted” set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace 

%WorkspaceId% -model %ModelId% -list %<list_id_or_name>%  <list_id_or_name> -execute -

upsertItemsLcsv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

%FilePath% setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-

user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 
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トランザクション API の機能 

モデル リストへのアイテムのアップサート (追加と更新の組み合わせ) 

インポート アクションなしでリスト アイテムの追加と更新を行うには、このコマンドを使用します。サポートされているデータ 

ソースは CSV ファイル、JSON ファイル、JDBC ソースです。 

注記: 

この操作は、トランザクション リスト アイテムの「add」及び「update」 API を使用します。リスト アイテムが大量の場合、

Anaplan Connect では、アイテムを複数の API コールでバッチ処理します。ほんの僅かですが、このような API コールの間に、

他のプロセスがリスト データを更新する可能性があります。 

• ソースに異なる見出しを持つ列がある場合、パラメーター -itemmappingproperty を使用して、データをリスト  

プロパティにマッピングすることができます。 

• オプションのパラメーター -item mappingproperty を指定しない場合、データ ソースの列は、リストのカスタム  

プロパティ名 (「Name」、「Code」、その他の顧客プロパティ) に正確に一致している必要があります。 

• 列見出しでは大文字と小文字が区別されません。データ ソースの列見出しは、次のいずれかのタイプである必要

があります。それ以外の場合、列は無視され、マッピングされません。 

o 名前 

o コード 

o 親 

o リスト プロパティ 

o リストのサブセット 

注記: オプションの -output パラメーターを使用すると、エラー レコードを CSV 又は JSON 形式でディスクに書き込むことがで

きます。 

スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Workspace="WorkspaceName" set Model="ModelName" set 

FilePath="localfilesystempath" set ListId="listid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace %WorkspaceId% -model %ModelId% -list %<list_id_or_name>%  <list_id_or_name> -

execute -upsertItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> %FilePath% setlocal enableextensions 

enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-user %AnaplanUser% set 

Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 
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トランザクション API の機能 

モデル リストのアイテムの削除 

このコマンドを使用すると、モデルに削除アクションが保存されていなくても、アイテムの ID 又はコードを指定してリスト アイテ

ムを削除することができます。 

注記: 

(1) モデルのリスト アイテムの「名前」はサポートされていません。リスト アイテムは、CSV ファイル、JSON ファイル、JDBC ソース

から指定できます。 

(2) この操作は、トランザクション リスト アイテムの「delete」 API を使用します。リスト アイテムが大量の場合、Anaplan 

Connect では、アイテムを複数の API コールでバッチ処理します。ほんの僅かですが、このような API コールの間に、他のプ

ロセスがリスト データを更新する可能性があります。 

• ソースに異なる見出しを持つ列がある場合、パラメーター -itemmappingproperty を使用して、データをリスト  

プロパティにマッピングすることができます。 

• オプションのパラメーター -item mappingproperty を指定しない場合、データ ソースには列名「Id」と「Code」が 

必要です。 

• 列見出しでは大文字と小文字が区別されません。 

• オプションの -output パラメーターを使用すると、エラー レコードを CSV 又は JSON 形式でディスクに書き込むことが

できます。 

スクリプト例: 

set AnaplanUser=username:password set ServiceUrl="https://api.anaplan.com" set 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" set Workspace="WorkspaceName" set Model="ModelName" set 

FilePath="localfilesystempath" set ListId="listid" set Operation=-debug -service %ServiceUrl% -

auth %AuthUrl% -workspace 

%WorkspaceId% -model %ModelId% -list %<list_id_or_name>%  <list_id_or_name> -execute -

deleteItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

%FilePath% setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 set Credentials=-

user %AnaplanUser% set Command=AnaplanClient.bat %Credentials% %Operation% 

@echo %Command% cmd /c %Command% pause 
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ログファイル 

Anaplan Connect のログ ファイル 

v1.4 以降の Anaplan Connect で生成されるログ ファイルは、logback を使用してファイル出力を提供します。 

ログ行形式は次のとおりです。 

YYYY-MM-DD hh:mm:ss <Class Path> <PID> |-- <Logging statement description>  

 

各要素の説明は以下のとおりです。 

要素 説明 

YYYY 4 桁形式の年 

MM 2 桁形式の月 

DD 2 桁形式の日 

hh 24 時間形式の時間 

mm 分 

ss 秒 

<Class Path> 
短縮されたクラス パス。たとえば、DEBUG [c.a.client.Program :1594 ] や 

INFO [a.BasicAuthenticator:26 ] 

<PID> 
UNIX プロセス ID 

 注記: Windows システムでは、このエントリーは空白になる場合があります。 

|-- 基本的なログ情報とログ ステートメントの説明の間の区切り文字 

<Logging 

statement 

description> 

記述的なログ ステートメント 
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ログファイル 

例: 

2018-05-06 20:30:18 DEBUG [c.a.client.Program :1595 ] 96461 |-- 

Connect 2.0.0-release 

Anaplan 

2018-05-06 20:30:18 DEBUG [c.a.client.Program :1596 ] 96461 |-- 

HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (Oracle Corporation)/ (25.60-b23)/ 

Java 

2018-05-06 20:30:18 DEBUG [c.a.client.Program :1598 ] 96461 |-- (Mac OS) 

Xx86_64)/10.13.4 

2018-05-06 20:30:18 INFO [c.a.client.Service :88 ] 96461 |-Initializing Service... 

2018-05-06 20:30:18 INFO [a.BasicAuthenticator:26 ] 96461 |-Authenticating via Basic... 

2018-05-06 20:30:21 INFO [c.a.c.ServerFile :259 ] 96461 |-- 

Uploading file: /Users/USERX/Downloads/gross_sales_actuals.csv 

2018-05-06 20:30:33 DEBUG [c.a.c.ServerFile :306 ] 96461 |-- 

Uploaded chunk: 0 (size=30MB) 

 

2018-05-06 20:31:59 INFO [c.a.client.Program :464 ] 96461 |-file 

"/Users/USERX/Downloads/gross_sales_actuals.csv" has been uploaded as 

gross_sales_actuals_DEC15.csv. 

2018-05-06 20:32:00 INFO [c.a.c.TaskFactory :116 ] 96461 |-- 

Creating Import task: 112000000030 

 

2018-05-06 20:32:02 INFO [c.a.client.Task :207 ] 96461 |-status: Retrieving  

data from gross_sales_actuals_DEC15.csv 

 

2018-05-06 20:32:36 INFO [c.a.client.Task :207 ] 96461 |-status: Generating  

failure dump (100.0%) 

 

2018-05-06 20:32:46 INFO [c.a.client.Task :207 ] 96461 |-status: Complete.  

(100.0%) 

 

2018-05-06 20:32:46 INFO [c.a.client.Task :230 ] 96461 |-operation was  

successful. 

 

2018-05-06 20:32:46 INFO [c.a.client.Task :3880 ] 96461 |-list_USERX: 2  

(0/2) rows successful, 1179070 ignored 

 

2018-05-06 20:32:46 INFO [c.a.c.ServerFile :109 ] 96461 |-- 

Downloading file /Users/USERX/projects/anaplan-connect/errors.txt 

2018-05-06 20:32:46 DEBUG [c.a.c.TaskResult :127 ] 96461 |-- 

Fetching Import action's dump file chunks for task=A96ADE416B594080BD8E7F7FB25BA51B 

2018-05-06 20:32:47 DEBUG [c.a.c.TaskResult :138 ] 96461 |-- 

Downloading dump data-chunk 0 

2018-05-06 20:32:57 INFO [c.a.client.Program :714 ] 96461 |-- Dump file written to 

"errors.txt" 
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Anaplan Connect での再試行 

Anaplan Connect では、以下の場合に API コール及び JDBC (エクスポート) コールを自動的に再試行します。 

⚫ ネットワーク接続や入出力 (I/O) の例外。Anaplan Connect の実行中に接続が失われた (通常はネットワーク エ

ラー又はソケット タイムアウトが原因) 場合、I/O エラーが表示されます。 

⚫ Anaplan API によって返される 5XX エラー。Anaplan API は、何らかの異常が発生した場合に 5xx エラーを返す場

合があります。 

⚫ JDBC 例外 (Anaplan スクリプトの初回実行時にデータベースが利用できない場合)  

再試行パラメーターの詳細については、付属 C の「オプション パラメーター」を参照してください。  
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トラブルシューティング 

トラブルシューティングのヒント 

デバッグ情報 

デバッグに役立つ詳細なコマンドライン出力を得るには、操作ステートメントの先頭に -debug 引数を含めます。スクリプト

の実行に失敗した場合は、デバッグ ログを有効にして、出力をテキスト ファイルに保存してください。サポートを依頼するた

めにサポート ケースを起票する場合、デバッグ ログの出力ファイルを提供すると、サポート チームが問題解決を支援する際

に役立ちます。 

set Operation=-service "https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" 

"-debug -file 'file-to-import.csv' -put '/path/to/anaplan-connect/file-to-

import.csv' 

-import 'Organization from Salesforce' -execute -output 'MyImportErrors.txt'" 

 

症状と対応策 

 

  

症状 対応策 

エラー メッセージ: 「Array index out of 

bounds: 0  

(配列のインデックスが範囲外: 0)」 

ファイルを Anaplan にアップロードする際に、Anaplan Connect がサポート

する列区切り文字は 1 種類のみなので、インポート ファイルの列区切り

文字も 1 種類のみであることを確認してください。 

エラー メッセージ: 「.\AnaplanClient.bat is 

not recognized as an internal or external 

command, operable program or batch 

file. (.\AnaplanClient.bat は、内部/外部

コマンド、操作可能なプログラム又はバッチ 

ファイルとして認識されません｡)」 

.bat ファイルを Anaplan Connect インストールのルートに移動します。この

場所であれば、作成されたバッチ ファイルを Anaplan Connect で確実に

使用できます。 
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トラブルシューティング 

 

 

症状 対応策 

 filename.sh 

モデル間インポートが実行または認識され

ない 

構文 import “Target Module from Source Model / Source Module” 

内にある / の前後にスペースがあることを確認してください。 

リストのアイテムに対して削除アクションを実

行できない場合 

リストに集計アイテムや小計が含まれていないことを確認してくださ

い。そのようなリストでは削除アクションを使用できません (子を持たな

い孤立した小計の取り扱いが難しいため)。 

編集しているリストに小計がなければ、親階層や最上位のアイテムを含

むリストでも一括削除アクションを使用できます。 

jdbc.query オプションを使用して Windows 

マシンから SQL クエリを実行し、like 演算

子のパターンでパーセント文字 (%) をワイル

ドカード文字として使用する場合 

Windows コマンド プロセッサーでは、変数が定義されていなくても '%a%' 

のような式で変数置換が実行され、パターンが空になることがあります。 

その場合は、% 記号を %% でエスケープしてください。たとえば、%a% 

は %%a%% でエスケープします。 

再試行エラーが発生 retrytimeout パラメーターの最大値は 60 秒です。 
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付録 A: Anaplan Connect 用の場所としてのネットワーク ドライブ 

以下は Windows の場合の例です。 

1. example.bat (Anaplan Connect の例のフォルダー内) のコピーをメインの Anaplan Connect フォルダーに配置します。 

2. 13 行目の cd %~dp0 を以下に置き換えます。 

pushd %~dp0 

3. 一時停止行の前に popd を挿入します。 

4. 同じディレクトリにバッチ ファイルへのショートカットを作成します。右クリックして [Create shortcut] を選択します。 

 

5. ショートカットが作成されたら、それを右クリックして [Properties] を選択します。 
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6. [Shortcut] タブの [Start in] ボックスに、Anaplan Connect を実行するローカル ディレクトリを入力します。たとえば、

ユーザーのプロファイル フォルダーを %USERPROFILE% に置き換えることができます。 

 

pushd に UNC パス (\\computer\share\...) を指定すると、共有が、通常は Z ドライブ (又はマッピングされていない

最後のアルファベットのドライブ) にマッピングされます。popd は、ドライブのマッピングを解除して元の場所に戻します。

プログラムが完了する前にコマンド ウィンドウを閉じた場合、ドライブはマッピングされたままとなります。 
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付録 B: Java の互換性 

Anaplan Connect は Java 8 をサポートしています。Java 6 及び 7 はサポートされていませんので注意してください。 

組織が Anaplan Connect で Java 6.x や 7.x を使用している場合は、TLS 1.2 のセキュリティ機能を活用するために、Java 8 

にアップグレードすることを強くおすすめします。 

  ODBC は Java 8 で正式に廃止されました。ODBC 接続をお使いの場合は、JDBC 接続を使用するようにアップ

デートしてください。「付録 E: Microsoft SQL Server データベースの JDBC 接続によるインポート」を参照してくだ

さい。 

Java 8 にアップグレードするには、以下のいずれかの方法を利用してください。 

JAVA_HOME 環境変数を設定するシェル スクリプトの作成 

JAVA_HOME 環境変数を、使用する Java 8 Runtime Environment の場所に設定するシェル スクリプトを作成します。

Anaplan Connect スクリプトを実行するために必要な変更はこれだけです。 

置換スクリプトの作成 

Anaplan Connect を既にインストールしている場合は、独自の置換スクリプトを作成することができます。本セクションの説

明は、他のアプリケーションで使用している Java のバージョンを変更するためのものではありません。 

置換スクリプトを作成する手順は次のとおりです。 

1. Anaplan Connect ディレクトリに移動します。たとえば、Windows では、このディレクトリは C:\anaplanconnect-1-4 

などになります。 

2. Anaplan Connect を呼び出すスクリプトのバックアップ コピーを作成します。 

⚫ Windows: AnaplanClient.bat のコピーを作成し、AnaplanClient.bat-OLD という名前を付けます。

Linux/MacOS: AnaplanClient.sh のコピーを作成し、AnaplanClient.sh-OLD という名前を付けます。 

3. Anaplan Connect を呼び出すスクリプトを編集します。 

⚫ Windows: AnaplanClient.bat の %JAVA% を Anaplan Connect で使用する Java 8 のバージョン ディレクト

リに置き換えます。 

⚫ Linux/MacOS: AnaplanClient.sh の ${java} を Anaplan Connect で使用する Java 8 のバージョン ディレク

トリに置き換えます。 
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付録 B: Java の互換性 

 Windows.bat ファイル Linux/MacOS.sh ファイル 

変更前 

rem Start the Java virtual machine 

"%JAVA%" %JAVA_OPTS% -classpath 

"%CP%" com.anaplan.client.Program %* 

# Start the Java virtual machine 

exec ${JAVA_OPTS} -classpath "${classpath}" "${java}" 

com.anaplan.client.Program "$@" 

Java 8 

に変更 

 

rem Start the Java virtual machine 

"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_ 

66\bin\java" %JAVA_ OPTS% -classpath 

"%CP%" com.anaplan.client.Program %* 

# Start the Java virtual machine for MacOS involves /Library 

exec "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_60. jdk 

${JAVA_OPTS} -classpath/Contents/Home/bin/java" 

"${classpath}" com.anaplan.client.Program "$@" 

 

コンピューターのディレクトリ名は上記の例と異なる場合があります。 
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付録 C: 操作コマンドの全リスト 

操作コマンドのリストを取得するには、インストール ディレクトリに移動し、以下を入力してください。 

Windows C:\Windows\AnaplanConnect\AnaplanClient.bat -version Java AnaplanClient -version 

Java AnaplanClient -version 

Linux/Mac OS 
./AnaplanClient.sh 

./AnaplanClient.sh -version 

以下の表は、バッチ ファイルの操作行のコマンドを示しています。たとえば、-execute の代わりに -x を使用するなど、省略

構文で入力の手間を減らすことができます。一部の操作は、後に変数  (ファイルへのパスなど ) が続きます。 -put 

"C:\testdata\Europe P&L.txt" 又は  –p "C:\testdata\Europe P&L.txt" がその例です。 

認証演算子 

認証方法 (ベーシック認証または CA 認証) に応じて、以下の演算子を使用します。 

ベーシック認証 

構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-user -u username:"password" 

必須。username:"password" の形式の Anaplan ユーザー名とオプショ

ンのパスワード。バッチ ファイル (又はシェル スクリプト) に AnaplanUser 

の値を設定しない場合、プログラムは、ユーザー名と、二重引用符で

囲まれたパスワードを入力するようユーザーを促します。 

CA 認証 

オプション 1: 秘密鍵を使用した認証 

秘密鍵による認証局 (CA) 認証を使用する場合、必要な演算子は certificate と -privatekey です。 

構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-certificate -c ローカル マシンのパス名 
必須。認証に使用するユーザーの証明書へのパス (KeyStore を使

用しない方法) 

-privatekey -pkey 
<privatekey 

path>:<passphrase> 

必須。認証に使用するユーザーの秘密鍵とパスフレーズへのパス 

(KeyStore を使用しない方法) 
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オプション 2: Java KeyStore を使用した認証 

Java KeyStore による認証局 (CA) 認証を使用する場合、必要な演算子は -certificate 又は -keystore、-keystorealias 

及び -keystorepass の組み合わせです。 

構文 省略構文 

後続の変数  

(該当する 

場合) 

説明 

-certificate -c 

ローカル  

マシンの 

パス名 

必須。認証に使用するユーザーの証明書へのパス (KeyStore を使用し

ない方法) 

-keystore -k 

ローカル  

マシンの 

パス名 

必須。認証のためのユーザーの証明書を含むローカルの KeyStore への

パス 

-keystorealias -ka エイリアス 必須。指定した KeyStore 内の公開証明書のエイリアス 

-keystorepass -kp パスワード 

必須。KeyStore のパスワード。このオプションが指定されず、ファイル 

~/.anaplan/api-client/keystore-access.txt (~ はユーザーのホーム ディレ

クトリ) が存在する場合、このファイルのコンテンツからパスワードが読み取

られて復号化されます。それ以外の場合、ユーザーがパスワードを入力

するよう求められます。難読化は、パスワードの各文字と値 129 の排他

的論理和を取った結果の URL エンコード形式であることに注意してくださ

い。 
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プロキシ演算子 

プロキシには以下の演算子を使用します。 

構文 省略構文 後続の変数 (該当する場合) 説明 

-via -v プロキシ URL 指定したプロキシを使用します。 

-viauser -vu 
username:password 又は 

domain/workstation/username:password 

基本的なプロキシ認証の場合は、ユーザー名 

とパスワードを使用します。NTLM プロキシ 

認証の場合は、 

domain/workstation/username とパスワードを使

用します。 

JCIFS を使用する NTLM 認証を検討してください。 

必要な演算子 

バッチ ファイルには、アクション演算子に加えて以下の各演算子が必要です。 

構文 省略構文 後続の変数 (該当する場合) 説明 

-authServiceUrl -auth 
認証用 URL (例:  

"https://auth.anaplan.com") 

必須。認証サービスの URL を指定 

します。 

-model -m モデル ID ID でモデルを選択します。 

-service -s  必須。API サービスのエンドポイント。 

-workspace -w ワークスペース ID 必須。ID でワークスペースを選択します。 

アクション演算子 

エクスポート、インポート、プロセス、削除の各アクションの演算子を指定することができます。 
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インポート 

Anaplan にデータをインポートするために使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-execute -x  
必須。直前の -import、-export、-process、又は -action を実行しま

す。リスト データも取得します。 

-file -f 
Anaplan サーバー

上のファイルの名前 

必須。Anaplan サーバー上のファイルの名前。ID 又は名前でサーバー 

ファイルを選択します。 

-import -i 
インポートの名前 

または ID 
必須。ID 又は名前でインポートを選択します。 

-locale -xl 

アンダースコアで 

区切られた  

ISO 言語と 

国コード。 

例: "en_US" 

サーバー操作を実行するときに使用するロケールを指定します。これは、

インポートで日付値を解析する場合に使用可能なデータ形式と、指定

されたタイムスケール形式を使用する際の月名に影響します。詳細につ

いては、 以下を参照してください。 

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Locale.html 

-output -o 
ローカル マシンの 

パス名 
必須。完了したインポートのダンプ ファイルを取得します。 

-put -p 
ローカル マシンの 

パス名 
指定したファイルをアップロードします。 

-putc   タブ区切りの標準入力から、指定したサーバー ファイルにアップロードします。 

-puts   標準入力から、指定したサーバー ファイルにアップロードします。 

 

  

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Locale.html


 

バージョン 3.0.0 55 © Anaplan 2022 

エクスポート 

Anaplan のデータをエクスポートするために使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-execute -x  
必須。直前の -import、-export、-process、又は -action を 

実行します。リスト データも取得します。 

-export -e 
エクスポートの名前または 

ID 
必須。ID 又は名前でエクスポートを選択します。 

-get -t ローカル マシンのパス名 指定したファイルをダウンロードします。 

-gets   指定したサーバー ファイルを標準出力に書き込みます。 

getc   
指定したタブ区切りのサーバー ファイルを標準出力に書き込み

ます。 

プロセス 

インポート、エクスポート、削除などのアクションを組み合わせて実行する場合は、プロセス アクションを使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-execute -x  
必須。直前の -import、-export、-process、又は -action を 

実行します。リスト データも取得します。 

-process -pr プロセスの名前または ID 必須。ID 又は名前でプロセスを選択します。 

削除 

Anaplan のデータを削除するために使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-action -a アクションの名前または ID 
必須。保存済みアクションを選択します。たとえば、 

リストのアイテムを削除します。 

-execute -x  
必須。直前の -import、-export、-process、又は -action 

を実行します。 
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リスト生成 

適切な出力を一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-actions -A  

選択したモデルで利用可能なアクション (削除アクションなど) を一覧表示

します。このリストは、[Other Actions] (設定タブ、[Actions]) のリストに対

応し、プロセス、インポート、エクスポートは含まれせん。 

-exports -E  選択したモデルで利用可能なエクスポートを一覧表示します。 

-files -F  
選択したモデルで利用可能な Anaplan サーバー上のファイルを一覧表

示します。 

-imports -I  

選択したモデルで利用可能なインポートを一覧表示します。出力によっ

て、指定したモデルで利用可能なすべてのインポート定義が一覧表示さ

れます。インポートとエクスポートのリストは Anaplan でも利用できます。

表示するには、設定タブの [Actions] をクリックします。 

- 

processes 
-P  選択したモデルで利用可能なプロセスを一覧表示します。 

トランザクション セル データの読み取り用パラメーター 

構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-execute:all   リスト アイテムとすべてのカスタム プロパティを一緒にダウンロードします。 

-get:csv   リストのデータを csv 形式でダウンロードします。 

-get:csv_sc   
ビューのデータを 1 列形式 (エクスポート アクションの 1 列のテーブル形

式と同様) でダウンロードします。 

-get:csv_ 

mc 
  

ビューのデータを複数列形式 (エクスポート アクションの複数列のテーブ

ル形式と同様) でダウンロードします。 

-get:json   リスト又は保存済みビューのデータを json 形式でダウンロードします。 

-lists -L  選択したモデルで利用可能なリストを表示します。 

-list -l  ID 又は名前でリストを選択します。 

-models -M  利用可能なモデルを一覧表示します。 
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構文 省略構文 
後続の変数  

(該当する場合) 
説明 

-modules -MO  利用可能なモジュールを一覧表示します。 

-module -mo  ID 又は名前でモジュールを選択します。 

-pages   
<page dimension id>:<dimension member id> のコンマ区切りリス

ト。取得するページを識別するページ セレクター値 

-views -V  利用可能なビューを一覧表示します。 

-view -vi 
ビューの名前 

または ID 
ID 又は名前でビューを選択します。 

-workspaces -W  利用可能なワークスペースを一覧表示します。 

オプション パラメーター 

特定のニーズに合わせて Anaplan Connect をカスタマイズするには、以下のパラメーターを使用します。 

構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-connectorproperty -xc 

コロンで区切られた 

プロパティ識別子と

値。値が ? の場

合、ユーザーにプロ

ンプトを表示 

インポート  データ ソースの接続プロパティを指定します。

Salesforce の認証情報などがその例です。 

-debug -d  
問題のデバッグに役立つ詳細な出力を表示します。「デバッ

グ情報」を参照してください。 

-emd   エクスポートのメタデータを取得します。 
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構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-help -h  このヘルプを表示します。 

-mappingproperty -xm 

コロンで区切られた

ディメンションと値。 

値が ? の場合、

ユーザーにプロンプ

トを表示 

ランタイム プロンプトのインポート マッピング値を指定します。 

-models -M  利用可能なモデルを一覧表示します。 

-httptimeout -ct  

ソケット タイムアウト。指定がない場合、デフォルトは 3 秒 

です。 

3 ～ 60 の値を指定できます。 

-maxretrycount -mrc 再試行回数 

API コールの最大再試行回数。指定がない場合、デフォルト

の試行回数は 3 回です。3 ～ 15 の値を指定できます。 

 

このパラメーターを使用する場合は、スクリプト内で -execute 

パラメーターの前に指定してください。 
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構文 省略構文 
後続の変数 

(該当する場合) 
説明 

-retrytimeout -rt タイムアウト (秒) 

切断された場合に HTTP クライアント コールの再接続を試行する時

間 (秒)。Anaplan Connect の再試行動作は次のようになります。 

1. ソケット タイムアウト (-httptimeout パラメーターで定義) が

発生した場合、Anaplan Connect は再試行ごとのソケット 

タイムアウト時間に従います。 

2. ソケット タイムアウト間隔が経過した後、Anaplan Connect 

は retrytimeout パラメーターの値を使用します。以降は、

再試行ごとにタイムアウト値が 1.5 倍になります。たとえば、

httptimeout を 60、retrytimeout を 3 に設定している場

合、初回の再試行は 60 + 3 秒後に行われます。2 回目の

再試行は 64.5 秒後です。 

3 回目の再試行は 66.75 秒後に行われます。 

3. タイムアウトの最長時間は 2 分 (httptimeout と 

retrytimeout の値を合わせた時間を含む) です。 

指定がない場合、デフォルトは 3 秒です。3 ～ 60 の値を指定でき

ます。 

このパラメーターを使用する場合は、スクリプト内で -execute パラ

メーターの前に指定してください。 

-quiet -q  詳細度の低い出力を表示します。 
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付録 E: Microsoft SQL Server データベースの JDBC 接続によるインポート 

ローカル ホスト上のファイルから Anaplan にデータをインポートする代わりに、Java Database Connectivity (JDBC) 接続を使

用してリレーショナル データベースからデータをインポートすることができます。 

⚫ JDBC を直接サポートしているデータベースであれば、どのようなデータベースでも利用できます。 

⚫ Anaplan Connect で実行するために作成するのは Windows バッチ ファイル (又は Linux/Mac OS のシェル スクリプ

ト ファイル) ですが、Anaplan Connect 自体は Java で作成されているため、JDBC によく適合します。 

準備 

Microsoft SQL Server データベースへの接続を作成する場合は、次の手順に従ってください。 

Microsoft SQL Server データベースのサーバー又はクライアント ツール ディレクトリから .jar ファイルをコピーします。Microsoft 

SQL Server 2008 を使用する場合、ファイル名は sqljdbc41.jar です。 

.jar ファイルを Anaplan Connect インストールの lib サブフォルダーに貼り付けます。 

次の情報を確認してください。 

• SQL Server インスタンスへの UNC パス 

• データベースにログインするための有効なユーザー名とパスワード 

• Anaplan に取得するデータを選択するための有効なクエリ 

例: SELECT * FROM MYTABLE 

以下は、JDBC を介したインポート アクションのバッチ ファイルの例です。 

@echo off rem This example loads a source text file and runs an Anaplan import into a module.  

rem For details of how to configure this script see doc\Anaplan Connect User Guide.doc set 

AnaplanUser="Anaplan.User@anaplan.com:Password" set  

WorkspaceId="8a8194884b27c72b014bf06a2b227f90" set  

ModelId="CD9662D60CA84E9A871C1C5D061C7426" set Operation=-file "Anaplan_Demo_Sql" - 

jdbcproperties "C:\My Source.txt" > rem *** End of settings - Do not edit below this line  

*** setlocal enableextensions enabledelayedexpansion || exit /b 1 cd %~dp0 if  

not %AnaplanUser% == "" set Credentials=-user %AnaplanUser% set  

Command=.\AnaplanClient.bat %Credentials% -workspace %WorkspaceId% - 

model %ModelId% %Operation% @echo %Command% cmd /c %Command% pause set Operation=-service 

"https://api.anaplan.com" -auth "https://auth.anaplan.com" file "Anaplan_Demo_Sql" - 

jdbcproperties </path/to/jdbc.properties> 
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jdbc.properties ファイルには、データベースへのパス、ユーザー名、パスワード、クエリ文字列など、接続の詳細が含まれて

います。 

 注記: 一つのプロパティ ファイルには一つのクエリしか含めることができません。複数のクエリがある場合は、クエリごとに  

プロパティ ファイルを作成してください。 

# JDBC Connection string (Oracle, Mysql, H2, etc.) 

jdbc.connect.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=my_database 

 

# JDBC login username  

jdbc.username=user1 

 

#JDBC login password  

jdbc.password=dbpasswordforuser1 

 

# (Optional) JDBC Fetch size, might not be applicable for all JDBC flavors. 

jdbc.fetch.size=10 

 

# Boolean flag, needs to be true if provided {jdbc.query}  

is a # stored-procedure/function call. 

# Defaults to false if no value provided, or invalid. 

jdbc.isStoredProcedure=false 

 

# SQL query could be Select or a Stored-Procedure/Function call. In case of latter, # require 

{jdbc.isStoredProcedure} above set to "true". 

 

# NOTE: SQL query needs to be parametrized with ? placeholders and  

values for # placeholders needs to be provided below in {jdbc.params}.  

jdbc.query=SELECT * FROM Anaplan where col1 = ? and col2 = ? 

# JDBC parameters for parametrized SQL query in {jdbc.query} above. 

# NOTE: Number of parameters must equal to the number of parameters provided in {jdbc.query}  

above. jdbc.params= 1234,ABC  
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クエリ 説明 

-jdbc.connect.url 

データベース インスタンスの場所。接続するマシンがネットワークにアクセスできる場合、 

この場所はリモートでも構いません。 

ODBC ソースに接続するには、URL を次のように構成します。 

jdbc:odbc:location_of_instance 

注記: Anaplan Connect を使用して ODBC データ ソースからインポートする場合、

Java 8 は JDBC-ODBC ブリッジをサポートしていないことに注意してください。 

-jdbc.username 
JDBC データベースのユーザー名。ソースでユーザー名とパスワードを要求されない場合、 

このパラメーターは含めないでください。 

-jdbc.password 
JDBC データベースのパスワード。ソースでユーザー名とパスワードを要求されない場合、 

このパラメーターは含めないでください。 

-jdbc.fetch.size クエリによって返される行数を指定します。 

- 

jdbc.isStoredProcedure 

このブール値が true の場合、jdbc.query はストアド プロシージャとして定義されます。 

このブール値が false の場合、jdbc.query は関数呼び出しとして定義されます。 

-jdbc.query 

クエリのタイプを指定します。 

例: 

SELECT * FROM Anaplan where col1 = ? and col2 = ? 

-jdbc.params 

上記の -jdbc.query でパラメーター化された SQL クエリに対する JDBC パラメーター。 

例: 

-jdbc.params=1234,ABC 
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付録 F: シーケンス図 

付録 F: シーケンス図 

以下の図は、Anaplan Connect で使用されるアップロードとインポート/エクスポートのシーケンスを示しています。 

アップロードのシーケンス図 
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付録 F: シーケンス図 

インポート/エクスポートのシーケンス図 
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付録 G: Linux と MacOS のスクリプト 

Linux 及び Mac OS のスクリプトの例を以下に示します。 

プロキシ (認証済みプロキシ) を使用したアップロードとインポート 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="import action name" 

ExportName="" 

FileName="import data source name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

OutputName="" 

ErrorDump="error dump location" 

ProxyUrl="proxyhost:proxyport" 

ProxyUser=username:password 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -via '${ProxyUrl}' -viauser ${ProxyUser} -

workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put ${FilePath} -import 

'${ImportName}' -execute -output '${ErrorDump}' " 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then  

Credentials="-user  

${AnaplanUser}" fi if  

[ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias 

${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -certificate 

#THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 
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echo cd "`dirname "$0"`" cd "`dirname "$0"`" if [ ! -f AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh." 

>&2 exit 1 elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then echo "Please ensure you have 

executable permissions on AnaplanClient.sh." >&2 exit 1 fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

プロキシ (非認証プロキシ) を使用したアップロードとインポート 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="import action name" 

ExportName="" 

FileName="import data source name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

OutputName="" 

ErrorDump="error dump location" 

ProxyUrl="proxyhost:proxyport" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -via '${ProxyUrl}' -workspace ${WorkspaceId} -

model ${ModelId} -chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put ${FilePath} -import '${ImportName}' -

execute output '${ErrorDump}' " 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 
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if [ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

    # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

モジュールのコンテンツの削除 (ベーシック認証) 

#!/bin/sh 

#This example deletes selected content from the module 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="delete action name" 

ImportName="" 

ExportName="" 

FileName="" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 
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Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

action '${ActionName}' -execute" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

#Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} ${Operation}" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

モジュールのコンテンツの削除 (証明書認証) 

#!/bin/sh 

#This example deletes selected content from the module 

#AnaplanUser=integraqa@anaplan.com:Welcome1 

CertPath="certificate location" 

KeyStorePath="keystore location" 

KeyStorePass="keystore password" 

KeyStoreAlias="keystore alias" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="delete action name" 

ImportName="" 
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ExportName="" 

FileName="" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

action '${ActionName}' -execute" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

if [ "${KeyStorePath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

#Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} ${Operation}" 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 
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エクスポート (ベーシック認証) 

#!/bin/sh 

#This example exports a file 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="" 

ExportName="exportactionname" 

FileName="location for exported data" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 

ErrorDump="" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

export '${ExportName}' -execute -get '${FileName}'" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

 

if [ "${CertPath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 
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elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on  

AnaplanClient.sh." >&2 exit 1 fic 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

エクスポート (証明書認証) 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an export 

 

#AnaplanUser=integraqa@anaplan.com:Welcome1 

CertPath="certificate location" 

KeyStorePath="keystore location" 

KeyStorePass="keystore password" 

KeyStoreAlias="keystore alias" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="" 

ExportName="exportactionname" 

FileName="location for exported data" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 

ErrorDump="" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

export '${ExportName}' -execute -get '${FileName}'" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 
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if [ "${KeyStorePath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -certificate 

fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

インポート (ベーシック認証) 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="import action name" 

ExportName="" 

FileName="import data soruce name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

OutputName="" 

ErrorDump="error dump location" 
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Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} 

chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put ${FilePath} -import '${ImportName}' -execute -output 

'${ErrorDump}' " 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

 

if [ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} - 

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

インポート (証明書認証) 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

 

#AnaplanUser=integraqa@anaplan.com:Welcome1 
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CertPath="certificate location" 

KeyStorePath="keystore location" 

KeyStorePass="keystore password" 

KeyStoreAlias="keystore alias" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" ActionName="" 

ImportName="import action name" 

ExportName="" 

FileName="import data soruce name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

OutputName="" 

ErrorDump="error dump location" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} 

chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put ${FilePath} -import '${ImportName}' -execute -output 

'${ErrorDump}' " 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

 

if [ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias 

${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 
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elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

プロセスの実行 (ベーシック認証) 

#!/bin/sh 

#This example runs a process action 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="" 

ExportName="" 

ProcessName="process action name" 

FileName="" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 

ImportDataSource1="import data source 1" 

ImportFileName1="import file location 1" 

ImportDataSource2="import data source 2" 

ImportFileName2="import file location 2" 

ErrorDump="error dump location" 

ExportName1="export action name 1" 

ExportName2="export action name 2" 

FileName1="exported data location 1" 

FileName2="exported data location 2" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

file '${ImportDataSource1}' -put '${ImportFileName1}' -file '${ImportDataSource2}' -put  
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'${ImportFileName2}' process '${ProcessName}' -execute -file '${ExportName1}' -get '${FileName1}' -file 

'${ExportName2}' -get '${FileName2}' -output '${ErrorDump}'" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

if [ "${CertPath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

列見出しでは大文字と小文字が区別されません。データ ソースの列見出しは、プロセスの

実行 (証明書認証) 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

 

#AnaplanUser=integraqa@anaplan.com:Welcome1 

CertPath="certificate location" 

KeyStorePath="keystore location" 
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KeyStorePass="keystore password" 

KeyStoreAlias="keystore alias" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="" 

ExportName="" 

ProcessName="import export delete" 

FileName="" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

OutputName="" 

ImportDataSource1="import data source 1" 

ImportFileName1="import file location 1" 

ImportDataSource2="import data source 2" 

ImportFileName2="import file location 2" 

ErrorDump="error dump location" 

ExportName1="export action name 1" 

ExportName2="export action name 2" 

FileName1="exported data location 1" 

FileName2="exported data location 2" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

file '${ImportDataSource1}' -put '${ImportFileName1}' -file '${ImportDataSource2}' -put 

'${ImportFileName2}' process '${ProcessName}' -execute -file '${ExportName1}' -get '${FileName1}' -file 

'${ExportName2}' -get '${FileName2}' -output '${ErrorDump}'" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

fi 

 

if [ "${CertPath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} – 

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 
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# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

タイムアウトを定義したインポート 

#!/bin/sh 

#This example uploads a file and runs an import 

 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" ActionName="" 

ImportName="import action name" 

ExportName="" 

FileName="import data soruce name" 

FilePath="import file location" 

ChunkSize=1 

RetryTimeout=3 

MaxRetryCount=5 

OutputName="" 

ErrorDump="error dump location" 

 

  



 

バージョン 3.0.0 79 © Anaplan 2022 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} 

chunksize ${ChunkSize} -file '${FileName}' -put ${FilePath} -import '${ImportName}' -retrytimeout 

'${RetryTimeout}' -maxretrycount '${MaxRetryCount}' -execute -output '${ErrorDump}' "  

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}" fi 

if [ "${CertPath}" ]; then 

#Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} – 

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fi 

 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 

タイムアウトを定義したエクスポート 

#!/bin/sh 

#This example exports a file 

 

AnaplanUser=username:password 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

ActionName="" 

ImportName="" 
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ExportName="exportactionname" 

FileName="location for exported data" 

FilePath="" 

ChunkSize="" 

RetryTimeout=3 

MaxRetryCount=5 

OutputName="" 

ErrorDump="" 

 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

export 

'${ExportName}' -retrytimeout '${RetryTimeout}' -maxretrycount '${MaxRetryCount}' -execute -get 

'${FileName}'" 

 

#____________________________ Do not edit below this line ______________________________ 

 

if [ "${AnaplanUser}" ]; then 

Credentials="-user ${AnaplanUser}" fi 

if [ "${CertPath}" ]; then 

Credentials="-keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} -keystorealias ${KeyStoreAlias}" 

#Credentials="-certificate ${CertPath} -keystore ${KeyStorePath} -keystorepass ${KeyStorePass} – 

keystorealias ${KeyStoreAlias}" # THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA -

certificate 

# THIS IS ANOTHER APPROACH OF PROVIDING THE RAW CERTIFICATE VIA – 

certificate fi 

 

echo cd "`dirname "$0"`" cd  

"`dirname "$0"`" if [ ! -f  

AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure this script is in the same directory as AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

elif [ ! -x AnaplanClient.sh ]; then 

echo "Please ensure you have executable permissions on AnaplanClient.sh."  

>&2 exit 1 

fic 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}"  

exec /bin/sh -c  

"${Command}" 
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ワークスペース、割り当て容量、使用容量のリスト表示 

#!/bin/sh 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -W" Credentials="-user ${AnaplanUser}" echo cd 

"$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

モデルと使用容量のリスト表示 

#!/bin/sh 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -M" Credentials="-user ${AnaplanUser}" echo cd 

"$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

モデル内のモジュールと保存済みビューの全リストの表示 

#!/bin/sh 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -views" Credentials="-user ${AnaplanUser}" echo cd "$(dirname "$0")" cd 

"$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 
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エクスポート アクションを使用しない保存済みビューのデータの表示 (最大 100 万セル) 

1 列形式 

#!/bin/sh 

# This example provides view data in csv format 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ModuleId="modulenameorid" 

ViewId="viewnameorid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

module ${ModuleId} -vi ${ViewId} execute -get:csv_sc ${FilePath}" Credentials="-user ${AnaplanUser}" echo 

cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

複数列形式 

#!/bin/sh 

# This example provides view data in csv format 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ModuleId="modulenameorid" 

ViewId="viewnameorid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model '${ModelId}' -module ${ModuleId} -execute -get:csv_ mc 

${FilePath}" 

Credentials="-user ${AnaplanUser}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

パラメーター化による保存済みビューのデータの表示 (json 形式) 

#!/bin/sh 

# This example provides view data in json format 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 
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AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ModuleName="modulenameorid" 

ViewName="default" 

Pages="pageDimensionName:dimensionMemberName" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl}  

-workspace ${WorkspaceId}  

-model ${ModelId} -mo ${ModuleName}  

-view ${ViewName} pages \"${Pages}\"  

-execute -get:json ${FilePath} 

"credentials="-user ${AnaplanUser}" 

echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

パラメーター化による保存済みビューのデータの表示 (csv 形式) 

#!/bin/sh 

# This example provides view data in csv format 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ModuleName="modulenameorid" 

ViewName="default" 

Pages="pageDimensionName:dimensionMemberName" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl}  

-workspace ${WorkspaceId}  

-model ${ModelId} -mo ${ModuleName}  

-view ${ViewName} pages \"${Pages}\"  

-execute -get:{csv |csv_sc|csv_mc} <local file path> 

"credentials="-user ${AnaplanUser}"  

echo cd "$(dirname "$0")" 

cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " /bin/echo "${Command}" 

exec /bin/sh -c "${Command}"  

  

注記: 前述のコマンドと同じ

ですが、.csv 形式です。 
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モデル リストのプロパティの詳細と指標の表示 

#!/bin/sh 

# This example list module list 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId}  

-model ${ModelId} -l ${ListId}  

-get:csv ${FilePath}" Credentials="-user ${AnaplanUser}"  

echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

エクスポート アクションを使用しないモデル リストのアイテムの表示 (最大 100 万アイテム) 

すべてを含める: 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -l ${ListId} -execute:all -get:csv 

'${FilePath}'" 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

 

すべてを含めない: 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module 

AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 
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ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -l ${ListId} -execute -get:csv 

'${FilePath}' " 

Credentials="-user ${UserCredentials}" 

echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

新規リスト アイテムの追加 (インポート アクションなし) 

構文 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} -

list <list_id_or_name> -itemmappingproperty <path_to_mapping_file> -execute -putItems:(csv|json|jdcb) 

<path_to_local_file> -output <path_to_error_file> 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定しない例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -list <list_id_or_name> -execute -putItems:(csv|json|jdcb) 

<path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定した例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 
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ListId="listid" 

 

ItemMappingPropertyPath=”localfilesystempath” 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -list <list_id_or_name> -itemmappingproperty ${ItemMappingPropertyPath} -

execute -puttItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

 

マッピング プロパティ ファイルの例 

<local_column_name_1>=<anaplan_list_column_name_1> 

<Local_column_name_2>=<anaplan_list_column_name_2> 

 

 

注記: マッピング情報は、直接 JDBC プロパティ ファイルに含めることもできます。アイテム マッピング パラメーター (-im 又は -

itemmappingproperty) でマッピング ファイルを参照してください。以下は、その例です。 

jdbc.connect.url=jdbc:mysql://localhost:3316/retail_data 

jdbc.username=root  

jdbc.password=root_password  

jdbc.fetch.size=100  

jdbc.query=SELECT * FROM sales_actuals 

a=east_coast_stores  

b=sales_per_store 

"col 1"=" store$_sales" 

リスト アイテムの更新 (インポート アクションなし) 

構文 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} –

(list|l) <list_id_or_name> -itemmappingproperty <path_to_mapping_file> -execute -

updateItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> -output <path_to_error_file> 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定しない例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 
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ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} "-list <list_id_or_name> -execute -updateItems:(csv|json|jdcb) 

<path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定した例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

ItemMappingPropertyPath=”localfilesystempath” 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} "-list <list_id_or_name> -itemmappingproperty ${ItemMappingPropertyPath} 

-execute -updateItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

A sample mapping property file 

<local_column_name_1>=<anaplan_list_column_name_1> 

<Local_column_name_2>=<anaplan_list_column_name_2> 

リスト アイテムのアップサート (インポート アクションなし) 

構文 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace ${WorkspaceId} -model ${ModelId} –

(list|l) <list_id_or_name> -itemmappingproperty <path_to_mapping_file> -execute -

upsertItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> -output <path_to_error_file> 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定しない例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 
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FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} "-list <list_id_or_name> -execute -upsertItems:(csv|json|jdcb) 

<path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定した例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

 

ItemMappingPropertyPath=”localfilesystempath” 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -list <list_id_or_name> -itemmappingproperty ${ItemMappingPropertyPath} -

execute -upsertItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

 

マッピング プロパティ ファイルの例 

<local_column_name_1>=<anaplan_list_column_name_1> 

<Local_column_name_2>=<anaplan_list_column_name_2> 

リスト アイテムの削除 (削除アクションなし) 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 
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${WorkspaceId} -model ${ModelId} -l ${ListId} -list <list_id_or_name> -execute -

deleteItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command}" 

 

-itemmappingproperty パラメーターを指定した例 

#!/bin/sh 

# This example deletes selected content from the module AnaplanUser=username:password 

ServiceUrl="https://api.anaplan.com" 

AuthUrl="https://auth.anaplan.com" 

WorkspaceId="workspaceid" 

ModelId="modelid" 

FilePath="localfilesystempath" 

ListId="listid" 

 

ItemMappingPropertyPath=”localfilesystempath” 

Operation="-debug -service ${ServiceUrl} -auth ${AuthUrl} -workspace 

${WorkspaceId} -model ${ModelId} -list <list_id_or_name> -itemmappingproperty ${ItemMappingPropertyPath} -

execute -deleteItems:(csv|json|jdcb) <path_to_local_file> 

Credentials="-user ${UserCredentials}" echo cd "$(dirname "$0")" cd "$(dirname "$0")" 

Command="./AnaplanClient.sh ${Credentials} ${Operation} " 

/bin/echo "${Command}" exec /bin/sh -c "${Command} 

 

マッピング プロパティ ファイルの例 

<local_column_name_1>=<anaplan_list_column_name_1> 

<local_column_name_2>=<anaplan_list_column_name_2> 
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