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第 1 章 概要: シナリオと方法論
IBM® InfoSphere™ Information Analyzer は、整合性と品質について、データの内容
と構造を評価します。また、InfoSphere Information Analyzer は、推論を行い、例外
を識別することにより、データの正確性を向上させるのに役立ちます。
データの実際の品質、内容、および構造を理解することは、業務上の重大な決定を
下すときに必要となる最初の重要なステップです。データの品質は、多くの要因に
より異なります。例えば、適正なデータ・タイプ、整合したフォーマット、リトリ
ーブ可能度、およびユーザビリティーは、優れた品質のデータを定義する基準のご
く一部です。データの構造と内容の質に問題があると、必要とする情報にアクセス
することが困難になります。この結果、このデータを使用するデザイン、開発、ま
たはテスト・アクティビティーは品質が著しく低下してしまう可能性があります。
InfoSphere Information Analyzer を使用すると、列、表、および表間レベルにおい
て、データに含まれる不整合、重複、および例外を識別することにより、データの
品質を評価するのに役立ちます。また、InfoSphere Information Analyzer は、データ
構造に関する最適な選択についての推論を行います。推論を使用すると、データの
最良の構造を把握でき、どうすればデータの品質を向上できるか理解することがで
きます。
InfoSphere Information Analyzer でデータ・プロファイル・プロジェクトを作成する
には、いくつかのステップを実行しなければなりません。まず、管理者がデータ・
ソース接続を構成し、プロジェクトを作成してメタデータをプロジェクトに追加
し、次にプロジェクトに対してセキュリティー・オプションを構成します。プロジ
ェクトが構成されると、分析タスクを実行できます。分析の完了後、結果と推論を
検討して、評価に基づいた決定を行います。検討と推論の決定事項をユーザー・イ
ンターフェース内で、権限のある他のユーザーに送信するように選択することがで
きます。例えば、分析結果のサマリーを表示するレポートを作成したり、他のスイ
ート・コンポーネントと結果を共有することができます。結果はメタデータ・リポ
ジトリーに保存され、権限のあるすべてのスイート・ユーザーが使用することがで
きます。

情報分析をサポートするアーキテクチャー
InfoSphere Information Analyzer は、InfoSphere Information Server の広範囲な共有ス
イート・コンポーネントによりサポートされます。データ・ソース接続、システ
ム・アクセス、システム・セキュリティー、ロギング、およびジョブ・スケジュー
ルについて、標準サービスが用意されています。
InfoSphere Information Analyzer は、他の InfoSphere Information Server コンポーネ
ントと個別サービスを共有します。 多様な環境と階層的構造を満たすスイート・コ
ンポーネントを構成できる柔軟性が備えられています。
共通コア・サービス
管理ロールやロギングなどの全般セキュリティー・サービスを提供します。
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ワークベンチ
分析タスクにアクセスし結果を体系化する、インタラクティブでフレキシブ
ルなユーザー・インターフェースを提供します。
メタデータ・リポジトリー
すべてのスイート・コンポーネントで共有されるメタデータを保持します。
メタデータ・リポジトリーには、分析結果とレポートも保管されます。
メタデータ・サービス
メタデータ・リポジトリーにアクセスすることにより、照会および分析タス
クを提供します。
コネクター
外部リソースへの共通接続と、処理エンジンからメタデータ・リポジトリー
へのアクセスを提供します。
パラレル処理エンジン
大量のデータを分析することのできる処理能力を有するスケーラブル・エン
ジンを提供します。

情報分析のシナリオ
データの品質を評価し、統合とマイグレーション用のデータのプロファイルを作成
し、外部データ・ソースを検証するプロジェクトを作成できます。異なるタイプの
情報分析プロジェクトについて、エンドツーエンドのプロセスを示すシナリオが提
供されます。

データ品質評価プロジェクト
データが高品質であるかどうか判断するために、品質評価に重点的に取り組むプロ
ジェクトを作成し、データ・プロファイルを使用してデータ内の例外を指定しま
す。データの品質を評価することにより、データの構造と内容を理解することがで
きます。

このタスクについて
データ・プロファイル・プロセスは、データを評価するために連携する 5 個の分析
から構成されます。列分析が完了すると、個々の列に対する頻度分布が生成され、
残りの分析の入力として使用されます。分析中にデータに関する推論が作成されま
す。この推論は、データの品質を改善する機会を提供できる領域を示すことがよく
あります。分析の完了後、推論を検討して、これを受け入れるかまたはリジェクト
することができます。

次のタスク
データの品質評価が完了すると、その結果を IBM InfoSphere DataStage® や IBM
InfoSphere QualityStage™ などの他のスイート・コンポーネントで使用できます。例
えば、データ・プロファイル・プロジェクトからの結果によって、データについて
IBM InfoSphere QualityStage を使用して、データ・クレンジング・タスクを実行す
る必要があるかどうか判定することができます。
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データ品質の評価
プロジェクトを作成してメタデータをリポジトリーにインポートし、次にこのメタ
データをプロジェクトに登録すると、データ・プロファイルを使用してデータの品
質を評価することができます。データのプロファイルを作成するには、列分析、キ
ーおよびクロスドメイン分析、およびベースライン分析を実行して、データの内容
と構造を評価します。
前提条件:
7 ページの『第 2 章 システムのセットアップ』
標準的な品質評価をデータで実行するには、次のデータ・プロファイル・タスクを
すべて使用してください。
1.

68 ページの『列分析ジョブの実行』
データの構造と内容を判定し、データに例外や不整合があるかどうか判定するた
めに、列を分析することができます。列分析の結果は、他のすべてのデータ・プ
ロファイル・タスクの基盤として使用されます。

2.

93 ページの『単一列の主キーの指定』
表またはファイルの主キーを指定するには、値が選択した表内の行をユニークに
指定する列を見つけます。さらに、データ・ソースで定義されている主キーが実
際の主キーであることを確認します。

3.

104 ページの『キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行して外部キーを特
定』
1 つまたは複数の表の外部キー候補を識別するには、キーおよびクロスドメイン
分析ジョブを実行します。キーおよびクロスドメイン分析ジョブは、1 つの表の
主キーと別の表の列を比較し、この 2 つの表の間に関係があるかどうか判定し
ます。

4.

109 ページの『第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する』
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまた
は複数の表またはソースに含まれる列全体でキーおよびクロスドメイン分析ジョ
ブを実行します。

5.

113 ページの『第 8 章 時間の経過によるデータ内の変更を確認する』
データの内容と構造が、時間の経過とともに変わったかどうか確認するには、ベ
ースライン分析を使用して、表の保存済み分析結果と、同じ表の現在の分析結果
を比較することができます。

データ統合およびマイグレーション・プロジェクト
ソース間のデータを移動するためには、データがどのような構造になっているか認
識している必要があります。これによって、移動したい情報と、新しいシステムで
必要なスペースの量を決定することができます。データ・プロファイル・プロジェ
クトを作成して、データの構造の理解と例外の指定に役立てることができます。
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このタスクについて
データ・プロファイル・プロセスは、データを評価するために連携する 5 個の分析
から構成されます。列分析が完了すると、個々の列に対する頻度分布が生成され、
残りの分析の入力として使用されます。分析中にデータに関する推論が作成されま
す。この推論は、データの品質を改善できる最良の選択を示すことがよくありま
す。分析の完了後、推論を検討して、これを受け入れるかまたはリジェクトするこ
とができます。
統合プロジェクトやマイグレーション・プロジェクト向けにデータのプロファイル
を作成する場合、データに最も関連する情報が含まれる特定の分析結果がありま
す。例えば、列分析後に、頻度分布におけるデータ・クラスについての推論を表示
することができます。データは、複数のソースにわたって一貫して評価できるよう
に正しく分類されなければなりません。例外と重複データに関する詳細について
は、頻度分布も確認してください。誤ったデータや重複データがあると、システム
にスペースが必要となり、このデータと関連するプロセスの速度が低下する可能性
があります。
非リレーショナル・データをリレーショナル・データ・ソースに転送する場合、こ
のデータに主キーがあるかどうか認識している必要があります。主キーは、表の行
を指定し、表の間に関係を作成するユニーク列です。キーおよびクロスドメイン分
析を実行し、主キー候補を検討した後、主キー候補の受け入れかリジェクト、また
はデータ内に既に存在する定義済みキーの検索ができます。また、データ内に外部
キーがあるかどうか判定することもできます。外部キーは、他の表に同じ値がある
列へリンクする列です。キーおよびクロスドメイン分析を実行して、外部キー候補
と表間の関係を指定することができます。

データ統合とマイグレーションのためのプロファイル
プロジェクトを作成してメタデータをリポジトリーにインポートし、次にこのメタ
データをプロジェクトに登録すると、データ・プロファイルを使用してプロジェク
トの統合またはマイグレーションの準備において、データの品質を評価することが
できます。データのプロファイルを作成するには、列分析およびキーおよびクロス
ドメイン分析を実行して、データの内容と構造を評価します。
前提条件:
7 ページの『第 2 章 システムのセットアップ』
データ統合またはマイグレーション・プロジェクトのためにデータのプロファイル
を作成するには、次のデータ・プロファイル・タスクをすべて使用してください。
1.

68 ページの『列分析ジョブの実行』
データの構造と内容を判定し、データに例外や不整合があるかどうか判定するた
めに、列を分析することができます。列分析の結果は、他のすべてのデータ・プ
ロファイル・タスクの基盤として使用されます。

2.

93 ページの『単一列の主キーの指定』
表またはファイルの主キーを指定するには、値が選択した表内の行をユニークに
指定する列を見つけます。さらに、データ・ソースで定義されている主キーが実
際の主キーであることを確認します。
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3.

104 ページの『キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行して外部キーを特
定』
1 つまたは複数の表の外部キー候補を識別するには、キーおよびクロスドメイン
分析ジョブを実行します。キーおよびクロスドメイン分析は、1 つの表の主キー
と別の表の列を比較し、この 2 つの表の間に関係があるかどうか判定します。

4.

109 ページの『第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する』
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまた
は複数の表またはソースに含まれる列全体でキーおよびクロスドメイン分析ジョ
ブを実行します。

外部データ・ソースの検証プロジェクト
データの構造は時間の経過とともに変化する可能性があります。外部データ・ソー
ス内のデータをモニターして、関連するプロセスのサポートを継続することができ
ます。データに変化があったかどうか確認するには、データ・プロファイル・プロ
ジェクトを作成して、データの構造と内容を評価し、ベースライン分析を使用して
データの変更の有無をモニターします。

このタスクについて
データ・プロファイル・プロセスは、データを評価するために連携する 3 個の分析
から構成されます。列分析が完了すると、個々の列に対する頻度分布が生成され、
残りの分析の入力として使用されます。分析中にデータに関する推論が作成されま
す。この推論は、データの品質を改善できる最良の選択を示すことがよくありま
す。分析の完了後、推論を検討して、これを受け入れるかまたはリジェクトするこ
とができます。
データが変更されたかどうか確認する場合、ベースライン分析を使用して、同じデ
ータ・ソースの 2 つのバージョンについて列分析の結果を比較することができま
す。最初にベースライン・バージョンとして設定する分析結果を選択します。ベー
スライン・バージョンを使用して、同じデータ・ソースの今後の分析結果すべてを
比較することができます。例えば、火曜日にデータ・ソース A で列分析を実行した
場合、ソース A の列分析の結果をベースラインとして設定し、このベースラインを
リポジトリーに保存できます。水曜日に、データ・ソース A で列分析を再び実行す
ると、データ・ソース A の現在の分析結果と、データ・ソース A のベースライン
結果を比較することができます。

外部データ・ソースの検証
プロジェクトを作成してメタデータをリポジトリーにインポートし、次にこのメタ
データをプロジェクトに登録すると、データ・プロファイルを使用して外部デー
タ・ソースのデータを評価して、データに変更があったかどうか確認することがで
きます。データのプロファイルを作成するには、列分析、主キー分析、外部キー分
析、クロスドメイン分析、およびベースライン分析を実行して、データの内容と構
造を評価します。
前提条件:
7 ページの『第 2 章 システムのセットアップ』
第 1 章 概要: シナリオと方法論
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データをモニターするには、データ・プロファイル・プロジェクトを作成し、ベー
スライン分析を使用して、同じデータ・ソースの 2 つのバージョンについて結果を
比較することができます。
1.

68 ページの『列分析ジョブの実行』
データの構造と内容を判定し、データに例外や不整合があるかどうか判定するた
めに、列を分析することができます。列分析の結果は、他のすべてのデータ・プ
ロファイル・タスクの基盤として使用されます。

2.

93 ページの『単一列の主キーの指定』
表またはファイルの主キーを指定するには、値が選択した表内の行をユニークに
指定する列を見つけます。さらに、データ・ソースで定義されている主キーが実
際の主キーであることを確認します。

3.

104 ページの『キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行して外部キーを特
定』
1 つまたは複数の表の外部キー候補を指定するには、外部キー分析ジョブを実行
します。外部キー分析は、1 つの表の主キーと別の表の列を比較し、この 2 つ
の表の間に関係があるかどうか判定します。

4.

109 ページの『第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する』
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまた
は複数の表またはソースに含まれる列全体でクロスドメイン分析ジョブを実行し
ます。

5.

113 ページの『第 8 章 時間の経過によるデータ内の変更を確認する』
データの内容と構造が、時間の経過とともに変わったかどうか確認するには、ベ
ースライン分析を使用して、表の保存済み分析結果と、同じ表の現在の分析結果
を比較することができます。
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第 2 章 システムのセットアップ
IBM InfoSphere Information Analyzer モジュールを含む IBM InfoSphere Information
Server を正常にインストールした後に、ご自身または他のユーザーがデータの分析
を始める前に、システムをセットアップする必要があります。

構成ステップ
IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター、 IBM InfoSphere
Information Analyzer データ・アドミニストレーター、および InfoSphere Information
Analyzer プロジェクト・アドミニストレーターは、システム・リソースの構成、接
続の確立、分析設定の構成、メタデータのインポート、プロジェクトの作成、セキ
ュリティーのセットアップ、プロジェクト・ダッシュボードのカスタマイズを行う
ステップを完了します。
InfoSphere Information Server コンソールを使用して、プロジェクトを作成したり、
セキュリティーをセットアップしたり、ダッシュボードをカスタマイズしたりする
方法の詳細については、『コンソールの開始』を参照してください。
表 1 に、システムをセットアップするための推奨ステップを示します。この表に
は、それらのステップを実行するための構成タスクがリストされており、タスクの
完了に必要なアクセス・レベルおよび構成タスクの完了方法に関する情報が示され
ています。
表 1. システムをセットアップするための推奨ステップ
ステッ
プ
1

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

セットアップ・タスク
最小でも、Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター・ロール
をスイート・アドミニス
トレーター・ロールに割
り当てます。ユーザーに
1 つ以上のスイート・ロ
ールとスイート・コンポ
ーネント・ロールを割り
当てます

タスクの実行に必要なア
クセス・レベル

タスク・ステップへのリ
ンク

WebSphere® Information
Server スイート・アドミ
ニストレーター権限

コンソールでのセキュリ
ティー・ロールのユーザ
ーへの割り当て
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ステッ
プ

ユーザー・ガイド

タスクの実行に必要なア
クセス・レベル

タスク・ステップへのリ
ンク

InfoSphere Information
パラレル処理エンジンが
Analyzer データ・アドミ
インストールされている
ニストレーター権限
コンピューターで、
Windows または UNIX の
データ・ソース名 (DSN)
を作成します。
Information Analyzer デー
タベース (IADB) に 1
つ、使用するデータ・ソ
ースに 1 つ以上の DSN
を作成する必要がありま
す。

15 ページの『Windows に
おけるデータ・ソース名
(DSN) の作成』

3

分析構成の詳細を検証し
ます。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

21 ページの『分析設定の
検証』

4

ホスト・コンピューター
を定義します。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

ホスト・コンピューター
の定義

5

1 つ以上のデータ・スト
アを指定します。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

1 つ以上のデータ・スト
アを指定する

6

メタデータ・リポジトリ
ーにインポートするメタ
データを指定します。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

インポートするメタデー
タの指定

7

メタデータ・リポジトリ
ーにメタデータをインポ
ートします。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

メタデータのインポート

8

プロジェクトを作成し、
基本的なプロジェクト詳
細を提供します。

InfoSphere Information
Analyzer プロジェクト・
アドミニストレーター権
限

プロジェクトの作成

9

インポートしたメタデー
タをプロジェクトと関連
付けます。

InfoSphere Information
Analyzer プロジェクト・
アドミニストレーター権
限

32 ページの『インポート
されたメタデータをプロ
ジェクトと関連付ける』

10

プロジェクトおよびデー
タ・ソース分析設定を変
更します。

InfoSphere Information
Analyzer プロジェクト・
アドミニストレーター権
限

プロジェクト・プロパテ
ィーの変更

11

プロジェクトに対し、セ
キュリティーをセットア
ップします。

InfoSphere Information
Analyzer プロジェクト・
アドミニストレーター権
限

ユーザーのプロジェクト
への割り当てとロールの
割り当て

2

8

セットアップ・タスク

16 ページの『UNIX また
は Linux におけるデー
タ・ソース名 (DSN) の作
成』

表 1. システムをセットアップするための推奨ステップ (続き)
ステッ
プ
12

セットアップ・タスク

タスクの実行に必要なア
クセス・レベル

タスク・ステップへのリ
ンク

プロジェクト・ダッシュ
ボードをカスタマイズし
ます。

InfoSphere Information
Analyzer データ・アドミ
ニストレーター権限

プロジェクト・ダッシュ
ボードのカスタマイズ

ロール・ベースのセキュリティーの定義
セキュアなプロジェクト環境を作成するには、ユーザー認証とロール識別に基づい
たセキュリティー・ポリシーを定義できます。ユーザー個人のロールとグループ・
ロールの組み合わせから、ユーザーの権限が決まります。複数のロールを割り当て
ることによりユーザーにさらに大きな責務を付与することができます。
まず、ユーザーを作成し、このユーザーがアクセスできる製品を指定します。次
に、ユーザーが作業できるプロジェクトと、そのプロジェクト内でユーザーが持つ
ロールを指定します。この最後のレベルのセキュリティーを設定して、識別番号な
どの機密情報を確保し、適切なユーザーのみがデータにアクセスできるようにしま
す。
ユーザー・レジストリーの構成、アクセス・レベルの制御、ユーザーおよびグルー
プの作成または更新、および IBM InfoSphere DataStage と IBM InfoSphere
QualityStage ユーザーの証明情報のマッピングの詳細については、「IBM InfoSphere
Information Server 管理ガイド」を参照してください。

セキュリティー・ロール
IBM InfoSphere Information Server はユーザーの役割ベース認証をサポートします。
InfoSphere Information Server Web コンソールを使用して、アドミニストレーターは
ユーザーとグループを追加することができます。InfoSphere Information Server コン
ソールを使用して、プロジェクト・アドミニストレーターはユーザーとグループを
プロジェクトに割り当て、このユーザーとグループにロールを割り当てることがで
きます。
ユーザーは InfoSphere Information Server におけるロール (スイート・ロール)、ス
イート・コンポーネント (例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer または
IBM InfoSphere FastTrack) におけるロール、および割り当てられたプロジェクトで
実行するロール (プロジェクト・ロール) の組み合わせから権限を取得します。管理
者は、次のタスクを実行してセキュリティー・ポリシーを作成します。
v スイートにアクセスする必要のある人物ごとにユーザー ID を作成する
v 個々のユーザーにスイート・ロールとスイート・コンポーネント・ロールを割り
当てる
v 個々のユーザーをスイート・コンポーネント内の特定のプロジェクトに割り当て
る
v そのプロジェクトに個々のユーザー・ロールを割り当てる
ロールは補足的なもので、ユーザーに複数のロールを割り当てることによりさらに
多くの責務を付与することができます。
第 2 章 システムのセットアップ
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スイート・ロール
スイート・アドミニストレーター
スイートを通して最も強い管理権限があります。
スイート・ユーザー
スイートおよびスイート・コンポーネントにアクセスできます。スイート・
ユーザーのロールではなくスイート・アドミニストレーターのロールをユー
ザーに割り当てると、ユーザーはいかなるスイート・ツールまたはコンポー
ネント・ツールにもログオンできなくなります。このロールがデフォルトの
ロールです。

スイート・コンポーネント・ロール
Information Analyzer データ管理者
メタデータのインポート、分析設定の変更、システム・ソースの追加や変更
ができます。
Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター
情報分析プロジェクトの作成、削除、変更などのプロジェクトを管理できま
す。
Information Analyzer ユーザー
InfoSphere Information Analyzer にログオンして、ダッシュボードを表示
し、プロジェクトを開くことができます。
FastTrack アドミニストレーター
プロジェクトの作成と管理、およびプロジェクトへのユーザーおよびグルー
プのアクセスの管理を行えます。
FastTrack ユーザー
IBM InfoSphere FastTrack の機能を使用できます。ユーザーは、マッピング
仕様を作成、管理、および表示するための機能を使用する前に、プロジェク
トに対して許可されている必要があります。

プロジェクト・ロール
Information Analyzer ビジネス・アナリスト
分析結果を検討します。このロールはベースライン分析向けにベースライン
とチェックポイントを設定し、分析結果のパブリッシングと削除、分析ジョ
ブの結果の表示ができます。
Information Analyzer データ・オペレーター
データ分析とログを管理します。このロールは、すべての分析ジョブを実行
またはスケジュールできます。
Information Analyzer データ・スチュワード
分析結果の読み取り専用ビューがあります。このロールにはすべての分析ジ
ョブの結果も表示されます。

情報分析タスクに必要なセキュリティー・ロール
ユーザーが特定の情報分析タスクを実行できるようにするには、事前にアドミニス
トレーターが必要なスイート・コンポーネント・ロールとプロジェクト・セキュリ
ティー・ロールをユーザーに割り当てておかなければなりません。
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スイート・コンポーネント・セキュリティー・ロール
次の表に、情報分析タスクを実行するために必要なスイート・コンポーネント・セ
キュリティー・ロールを示します。ユーザー・ロールは、ユーザーに割り当てる基
本的なスイート・コンポーネント・ロールです。また、プロジェクト・アドミニス
トレーター・ロールまたはデータ・アドミニストレーター・ロールを割り当て、ユ
ーザーに追加権限を付与することもできます。
表 2. プロジェクトおよびデータ・タスクを実行できるスイート・コンポーネント・ロール
プロジェクト・アド
ミニストレーター・ データ・アドミニス
ロール
トレーター・ロール

ユーザ
ー・ロ
ール

「マイ・ホーム」ワークスペースの
構成

X

X

X

「マイ・ホーム」ワークスペースに
表示するレポートの構成

X

X

X

「ダッシュボード」ワークスペース
の表示

X

X

X

プロジェクト・ダッシュボードの変
更

X

X

X

プロジェクトを開く

X

X

X

プロジェクトの作成

X

プロジェクトの削除

X

プロジェクト・プロパティーの変更

X

タスク

メタデータのインポート
メタデータをスキーマ、表、または
列に適用する

X
X

X

ソースの追加

X

分析設定の変更

X

表管理からの表のエクスポート

X

表管理からの表の削除

X

注釈の作成または表示

X

X

X

X

分析ジョブの実行および結果の表示のプロジェクト・セキュリティ
ー・ロール
ユーザーにはスイート・コンポーネント・ロールを割り当てる以外にプロジェク
ト・ロールも追加しなければなりません。プロジェクト・ロールは特定のプロジェ
クト内でユーザーが持つアクセスのレベルを指定します。例えば、アクセス権限を
付与または制限するために、データ・スチュワードおよびデータ・オペレーター・
プロジェクト・ロールがスイート・コンポーネント・ロールに追加されます。分析
結果の表示と分析ジョブの実行ができるように、ユーザー・ロールにビジネス・ア
ナリスト・ロールとデータ・オペレーター・プロジェクト・ロールが付与されるこ
とがあります。
注: ドリルダウン・ユーザー・ロールは、「プロジェクト・プロパティー」がその
ロールが必要であることを示すよう設定されている場合にのみ必要となります。
第 2 章 システムのセットアップ
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表 3. 分析の実行と検討に必要なプロジェクト・セキュリティー・ロール

タスク

データ・オペ
ビジネス・アナ データ・スチュ レーター・ロ
リスト・ロール ワード・ロール ール

「列分析」ワークスペ
ースの表示

X

結果の読み取り X
のみ

列分析結果を開く

X

結果の読み取り
のみ

列分析ジョブの実行ま
たはスケジュール

X

「主キー分析」ワーク
スペースの表示

X

結果の読み取り X
のみ

主キー分析結果を開く

X

結果の読み取り
のみ

主キー分析ジョブの実
行またはスケジュール

X

「クロスドメイン分
析」ワークスペースの
表示

X

結果の読み取り X
のみ

クロスドメイン分析結
果を開く

X

結果の読み取り
のみ

クロスドメイン分析ジ
ョブの実行またはスケ
ジュール

X

「外部キー分析」ワー
クスペースの表示

X

結果の読み取り
のみ

外部キー分析結果を開
く

X

結果の読み取り
のみ

外部キー分析ジョブの
実行またはスケジュー
ル
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X

結果の読み取り
のみ

「ベースライン分析」
ワークスペースを表示
し分析結果を開く

X

チェックポイントまた
はベースラインの設定

X

「分析結果のパブリッ
シング」ワークスペー
スを表示し分析結果を
開く

X

分析結果のパブリッシ
ング

X

分析結果の削除

X

「表管理」ワークスペ
ースの表示

結果の読み取り 結果の読み取り
のみ
のみ

レポートの作成または
表示

X

結果の読み取り
のみ

ドリルダウ
ン・ユーザ
ー・ロール

表 3. 分析の実行と検討に必要なプロジェクト・セキュリティー・ロール (続き)

タスク

データ・オペ
ビジネス・アナ データ・スチュ レーター・ロ
リスト・ロール ワード・ロール ール

ソース・データのドリ
ルダウン

ドリルダウ
ン・ユーザ
ー・ロール
X

データ品質管理を作成および管理するプロジェクト・セキュリティ
ー・ロール
分析プロジェクト・ロールに加えて、データ・ルール、ルール・セット、およびメ
トリックを含むデータ品質管理のプロジェクト・ロールを追加する必要がありま
す。
表 4. データ品質ルール、ルール・セット、およびメトリックの作成と管理に必要なプロジ
ェクト・セキュリティー・ロール

タスク

ルール・アドミ
ルール作成者ロ ルール・ユー
ルール・マネー ニストレータ
ール
ザー・ロール
ジャー・ロール ー・ロール

ビジネス・ルールまた
はビジネス・ルールの
結果の表示

X

X

X

X

ビジネス定義 (ルー
ル、ルール・セット、
およびメトリック) の
作成と編集

X

X

X

結果の読み取
りのみ

定義およびメトリック
のテストと結果の表示

X

X

X

X

ベースラインの設定ま
たは削除と実行の削除

X

ビジネス・ルールにか
かわるセキュリティー
関連パラメーターの定
義とデプロイメントの
制御

X

ルールを受諾、標準、
非推奨の状態に移行

X

受諾、標準、または非
推奨の状態にあるルー
ルの編集

X

コンポーネントのイン
ポートとエクスポート

X

フォルダーの管理

X

コンポーネントの削除

X

作成者が作成したコン
ポーネントの削除

X

X
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IBM InfoSphere Business Glossary 用語を表示するためのプロジ
ェクト・ロール
次の表では、InfoSphere Business Glossary 用語の表示に必要なセキュリティー・ロ
ールを示します。
表 5. InfoSphere Business Glossary 用語の表示および処理に必要なプロジェクト・ロール。

タスク

InfoSphere
Business
Glossary 作成
者ロール

InfoSphere
Business
Glossary ユー
ザー・ロール

用語の表示

X

X

用語の作成

X

用語の削除

X

用語の表示

X

X

資産の用語への割り当
て

X

X

用語を含むデータ・ル
ール定義の表示
用語を含むデータ・ル
ール定義の作成

X

X

列分析結果での関連用
語の表示

X

X

ルール・ユー
ザー・ロール

ルール作成者
ロール

X

X
X

IBM InfoSphere Information Server コンソールでユーザーにセ
キュリティー・ロールを割り当てる
すべてのユーザーが、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントと機能に
アクセスするための許可を必要とします。ユーザーに 1 つ以上のスイート・ロール
とスイート・コンポーネント・ロールを割り当てることができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
ユーザーに割り当てられたロールを変更しても、そのユーザーの現行アクティブ・
セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、ユーザーが次にログ
インしたときから有効になります。セッション管理を使用して、ユーザーを切断
し、再度ユーザーを強制的にログインさせることができます。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「ユーザー」を選択します。
2. 「ユーザー」ワークスペースでユーザーを選択します。
3. 「タスク」ペインで「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、ユーザーに割り当てるスイート・ロールを選択します。
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5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、ユーザーに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに
権限を保存します。

次のタスク
IBM InfoSphere DataStage and IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトにも追加のユーザ
ー・ロールを割り当てる必要があります。

システム・リソースの構成
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする、またはメタデータをプ
ロジェクトに関連付ける前に、ホスト・コンピューターとデータ・ストアを組織内
に配置し、定義しなければなりません。

このタスクについて
メタデータ・リポジトリーには、データ・スキーマ、表、および列などのオブジェ
クトに関してキーとなるメタデータが保管されます。このリポジトリーにより、2
つの個別オブジェクト (2 つの個別システム内の Customer という 2 つの表など)
を、不適切にリンクしたりオーバーレイしたりすることがなくなります。高位の論
理的な階層のオブジェクト (ソース・オブジェクト) を作成して、データにアクセス
するために使用できるハードウェア資産のインベントリーを提供します。これらの
ソースの場所とアクセス方式を定義することで、データ・ソースを指定します。例
えば、データ・ソースが保管されているホスト・コンピューターを定義し、このデ
ータ・ソースが含まれるデータベース・システムを指定して、データ・ソースへの
接続をセットアップします。

データ・ソース名 (DSN) の構成
スイート・コンポーネントをインストール後に、使用する各ソース・データベース
にデータ・ソース名 (DSN) を作成する必要があります。 IBM InfoSphere
Information Analyzer の場合、分析データベースのデータ・ソース名も作成する必要
があります。その後、データ・ソースをサーバーと関連付けます。

このタスクについて
分析データベースおよびソース・データベースのデータ・ソース名は、パラレル処
理エンジンがインストールされているコンピューターに作成する必要があります。

Windows におけるデータ・ソース名 (DSN) の作成
スイート・コンポーネントをインストール後、分析データベース (IADB) および使
用する個々のソース・データベースに、データ・ソース名 (DSN) を作成する必要が
あります。分析データベースおよびソース・データベースの DSN は、パラレル処
理エンジンがインストールされているコンピューターに作成される必要がありま
す。
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始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer では、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限
が必要です。

このタスクについて
Information Analyzer データベース (IADB) に 1 つ、使用するデータ・ソースに 1
つ以上の DSN を作成する必要があります。

手順
1. Microsoft Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「コントロー
ル パネル」 > 「管理ツール」 > 「データ ソース (ODBC)」をクリックしま
す。
2. 「システム DSN」タブをクリックし、「追加」をクリックします。
3. データベース (Oracle、DB2®、SQL Server など) に対応するドライバーを選択
し、「完了」をクリックします。
4. 「データ ソース名」フィールドにデータ・ソース名を入力します。
5. 今入力した同じデータ・ソース名を ODBC 用の登録のリストから選択します。
「OK」をクリックします。
6. 今作成したデータ・ソース名が入った行を選択し、「構成」をクリックします。
7. ご使用のコンピューターのデータベース・ユーザー名とパスワードを入力しま
す。
8. 「接続」をクリックします。「接続は正常にテストされました」というメッセー
ジが表示されます。
9. コントロール・パネルの開いているすべてのウィンドウで「OK」をクリックし
ます。

次のタスク
データ・ソースをドメイン・コンポーネントに関連付けます。

UNIX または Linux におけるデータ・ソース名 (DSN) の作成
スイート・コンポーネントをインストール後、分析データベース (IADB) および使
用する個々のソース・データベースに、データ・ソース名 (DSN) を作成する必要が
あります。分析データベースおよびソース・データベースの DSN は、パラレル処
理エンジンがインストールされているコンピューターに作成される必要がありま
す。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer では、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限
が必要です。
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このタスクについて
Information Analyzer データベース (IADB) に 1 つ、使用するデータ・ソースに 1
つ以上の DSN を作成する必要があります。

手順
1. odbc.ini ファイルを開きます。
2. 次のサンプル・コードから、目的のドライバーを使用しているテンプレートをコ
ピーします。それを簡単に編集することができます。 次のコードは、odbc.ini フ
ァイルの例です。
[ODBC Data Sources]
IADBDB2=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
IADBOracle =DataDirect Oracle Wire Protocol Driver
IADBSQLServer =DataDirect SQL Server Wire Protocol Driver
[IADBDB2]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMdb222.so
Description=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=IADB
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=db2hostname
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=uid
Password=pwd
Package=DB2 package name
PackageOwner=
TcpPort=50000
WithHold=1
[IADBOracle]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMora22.so
Description=DataDirect Oracle Wire Protocol driver
ApplicationUsingThreads=1
ArraySize=60000
CachedCursorLimit=32
CachedDescLimit=0
CatalogIncludesSynonyms=1
CatalogOptions=0
DefaultLongDataBuffLen=1024
DescribeAtPrepare=0
EnableDescribeParam=0
EnableNcharSupport=1
EnableScrollableCursors=1
EnableStaticCursorsForLongData=0
EnableTimestampWithTimeZone=1
HostName=Oracle server
LocalTimeZoneOffset=
LockTimeOut=-1
LogonID=
Password=
PortNumber=Oracle server port
ProcedureRetResults=0
SID=OracleSID
UseCurrentSchema=1
[IADBSQLServer]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMmsss22.so
Description=DataDirect SQL Server Wire Protocol driver
Database=iadb
第 2 章 システムのセットアップ
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LogonID=uid
Password=pwd
Address= sqlserverhost,1433
QuotedId=No
AnsiNPW=No
[ODBC]
IANAAppCodePage=4
InstallDir=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc
Trace=0
TraceDll=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/odbctrac.so
TraceFile=odbctrace.out
UseCursorLib=0

3. ファイルにデータ・ソース・テンプレートを貼り付けます。ドライバーのパスの
変更が必要な場合もあります。
4. DSN の名前を変更します。名前は、大括弧で囲んで 1 行目に置きます。
5. ログオン ID やパスワードなど、値が設定されていない行に値を入力します。
6. DSN セクションの最初に行を追加して、DSN の名前 (DSN=<description> など)
を入力します。
7. odbc.ini ファイルを保存します。

次のタスク
データ・ソースをドメイン・コンポーネントに関連付けます。

ホスト・コンピューターの定義
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートするには、最初に、データ・
ソースの保管先となる 1 つ以上のホスト・コンピューターを定義する必要がありま
す。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer の場合、Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要で
す。

このタスクについて
ホスト・コンピューターは、物理サーバー名 (WW-GLOBALCo など) でも論理サー
バー名 (MYHOST など) でもかまいません。ホスト・コンピューターから参照さ
れ、インポートされるメタデータでのみ、分析を実行することができます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「構成」 > 「ソース」を
選択します。
2. 「ソース」ワークスペースで、「新規ホスト・コンピューター」をクリックしま
す。
3. 「新規ホスト」ペインで、ホストに関する情報を指定します。「名前」フィール
ドは必須です。
4. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。
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次のタスク
これで、データ・ストアをホストに追加して、そのデータ・ソースへの接続を定義
することができます。

1 つ以上のデータ・ストアを指定する
ホスト・コンピューターの定義後、ホスト・コンピューター上にある 1 つ以上のデ
ータ・ストアを指定します。データ・ストアは、スキーマとディレクトリーを区別
するための論理コンテナーです。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer の場合、Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要で
す。また、次のタスクを完了することも必要です。
v

18 ページの『ホスト・コンピューターの定義』

v

15 ページの『データ・ソース名 (DSN) の構成』

このタスクについて
コネクターと接続ストリングを指定するデータ接続も定義します。データ接続は、
実際の物理スキーマまたはディレクトリーに論理メタデータ階層をリンクします。
データ・ストアには、DB2 データベースなどの特定のデータベース・タイプが可能
です。または、SalesSystem などの論理システム名でもかまいません。

手順
1. コンソールの「新規ホスト・コンピューター」ペインで、「追加」をクリックし
ます。
v または「ソース」ワークスペースで、データ・ストアの追加先となるホスト・
コンピューターを選択して「新規データ・ストア」をクリックします。
2. 「新規データ・ストア」ペインで、データ・ストアを定義します。「名前」フィ
ールドは必須です。
3. データ接続を定義します。
a. 「名前」フィールドで、接続用にユーザーが定義した名前を入力します。
b. オプション: 「説明」フィールドで、接続の説明を入力します。
c. 「コネクター」メニューから、コネクターのタイプを選択します。
d. 「接続ストリング」フィールドで、コネクターのアクセスに使用するストリ
ングまたは URL を入力します。 例えば、ODBC.INI ファイルまたは ODBC
アドミニストレーターで定義された ODBC DSN を入力します。
e. 「ユーザー名」と「パスワード」フィールドで、必要に応じてコネクターに
アクセスするためのユーザー証明情報を入力します。
f. 「接続」をクリックして、接続をテストします。 接続が正常に行われた場
合、データ・ストアに関する情報が「データ・ストア情報」フィールドに表
示されます。
g. 「保管タイプ」が正しいことを確認します。
4. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。
第 2 章 システムのセットアップ
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タスクの結果
接続が失敗すると、「接続」ウィンドウにはエラーの原因となった構成の詳細がリ
ストされます。構成の詳細を変更して、その接続をもう一度テストします。

次のタスク
これでメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

ソース・オブジェクトを使用したメタデータのインポート
ソース・オブジェクトは、データの位置と、そのデータに接続するために使用され
る方式を定義するオブジェクトの階層集合です。
IBM InfoSphere Information Analyzer は、IBM InfoSphere Information Server のすべ
てのスイート・コンポーネントで共有する共通メタデータ・リポジトリーを使用し
ます。 InfoSphere Information Analyzer は、スキーマ、ファイル、およびその他の
ソースのデータを、オブジェクトの階層 (ソース・オブジェクト) に編成します。こ
れらのソース・オブジェクトを使用して、スキーマ、ディレクトリー、表、ファイ
ルおよび列のメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートします。作成後
に、これらのソース・オブジェクトはスイート・コンポーネントで使用可能になり
ます。InfoSphere Information Analyzer で生成される結果は、IBM InfoSphere
FastTrack、 IBM InfoSphere DataStage、および InfoSphere QualityStage などの他の
クライアント・プログラムと、個々のサービス・レイヤーを通して共有することが
できます。
例えば、ww-sales-data と指定するホスト・コンピューターがあるとします。この
ホスト・コンピューターには、DB2 データベースのデータ・ストアがあります。こ
の DB2 データ・ストアには、United States sales というスキーマがあります。
このスキーマ内に、「Address_ShipTo」という表があります。この階層を参照して、
表のデータに接続する必要のある情報を提供するオブジェクトを作成します。続い
て表のメタデータをインポートし、これをプロジェクトと関連付けて、このメタデ
ータで分析およびその他の機能を実行します。
複数のスイート・コンポーネント内で、共有メタデータ・リポジトリーとソース・
オブジェクトを使用すると、こうしたコンポーネント間の情報を共有することがで
きます。例えば、IBM InfoSphere FastTrack のマッピング仕様で Address_ShipTo 表
を参照して、 IBM InfoSphere DataStage ジョブおよび情報分析ジョブで使用できま
す。データ・アナリストは、分析結果を検討し、この表のメタデータに注釈と備考
を作成します。続いて、InfoSphere Information Analyzer のプロジェクト・アドミニ
ストレーターは、 IBM InfoSphere DataStage ユーザーが検討できるよう、分析結果
をパブリッシュします。次に、IBM InfoSphere DataStage 開発者は、IBM InfoSphere
DataStage ジョブに進み、Address_ShipTo 表を調べて、この表の分析結果を検討し
ます。開発者は、データ・アナリストが作成した備考や注釈を表示することもでき
ます。次に、開発者はデータ・アナリストと協力して、今度はマッピング仕様に変
更を加えることができます。あるいは、開発者は、分析結果と注釈に基づき、ジョ
ブをデザインしたり、修正することができます。
例えば、データ・アナリストは、表における特定の列のデータ・タイプを変更する
必要があることや、表に外部キーを設定する必要があること、またはジョブが除去
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する必要のある無効な値が表に含まれていることを示すことができます。あるい
は、別の例としては、開発者はデータ・アナリストが作成した注釈を表示し、デー
タ・アナリストが IBM InfoSphere FastTrack でマッピング仕様を作成し、
Address_ShipTo 表内の列および用語が、他の 2 つの表内の列および用語にマップさ
れてデータが継承および変換されたことを確認します。開発者は、IBM InfoSphere
FastTrack で生成されたジョブを検索し、生成されたジョブを使用して、
Address_ShipTo 表に関連付けられた既存ジョブを継承します。オブジェクトの階層
はそのまま維持されます。

ソース・オブジェクトの編集
ソース・オブジェクトの作成後、このオブジェクトの詳細を編集することができま
す。

始める前に
Information Analyzer のデータ管理者権限があり、次のタスクを完了する必要があり
ます。
1 つ以上のデータ・ストアを指定する

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「構成」 > 「ソース」 を選択します。
2. 「ソース」ワークスペースで、変更するソース・オブジェクトを選択します。
3. 「タスク」ペインで「詳細を開く」をクリックします。
4. 必要な変更を行います。
5. 「保存」をクリックします。

分析設定の検証
IBM InfoSphere Information Server エンジンへの接続に使用する分析設定を検証しま
す。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer では、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限
が必要です。

手順
1. InfoSphere Information Analyzer クライアントの「ホーム」アイコンから、「構
成」 > 「分析設定」を選択します。
2. 「分析エンジン」タブで以下を行います。
a. 「静的 DataStage 証明情報の使用」オプションを選択します。
b. デフォルトのユーザー名とパスワードを置き換える必要があります。
InfoSphere DataStage のユーザー名とパスワードをそれぞれ「DataStage ユー
ザー名」と「DataStage パスワード」フィールドに入力します。
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重要: InfoSphere DataStage ユーザー名は、InfoSphere DataStage エンジンが
実行されているコンピューター上の InfoSphere DataStage オペレーティン
グ・システム・ユーザーのユーザー名でなければなりません。
c. 「設定の検証」をクリックして、DataStage 証明情報設定が正常に検証される
ことを確認してから、次に進みます。 「分析エンジン設定は有効です」とい
うメッセージで、接続が正常に行われたことが示されます。
3. 「分析データベース」タブをクリックし、接続を検証します。
a. 「クライアント接続の検証」をクリックします。接続が失敗した場合には、
「分析データベース」タブの値が正しいこと、およびデータベースが稼働し
ていてアクセス可能であることを確認します。
b. 「エンジン接続の検証」をクリックします。接続が失敗した場合には、「分
析データベース」タブの値が正しいこと、およびデータベースが稼働してい
てアクセス可能であることを確認します。
4. 「すべて保存」をクリックします。

次のタスク
この時点で、データ・ソースが保管されている 1 つ以上のホスト・コンピューター
を定義することができます。

メタデータ・リポジトリーへのメタデータのインポート
プロジェクトで使用するためにメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポー
トします。情報分析ジョブの実行またはソースとターゲットの列のマップなどの機
能を実行する前に、メタデータをインポートし、これを特定のプロジェクトに関連
付ける必要があります。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer の場合、 Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要
です。また、次のタスクを完了することも必要です。
v

15 ページの『データ・ソース名 (DSN) の構成』

このタスクについて
メタデータ・リポジトリーは、分析結果、グロッサリー用語、およびマッピング仕
様などの情報が保管される場所です。メタデータ・リポジトリーにメタデータをイ
ンポートすると、そのメタデータはすべての InfoSphere Information Server 機能で
使用可能になります。
スキーマまたはディレクトリーに含まれる表、ファイル、列のすべて、あるいは一
部をインポートできます。

メタデータのインポート・プロセス
インポート・プロセスは、メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートす
るために実施する複数のステップから構成されます。
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メタデータとは、内容、構造、およびオリジナル・データ・セットのその他の特性
を記述するデータです。メタデータ・リポジトリー内の情報には、スイートのどの
コンポーネントからもアクセスすることができます。これは、メタデータを複数の
スイート・コンポーネントにより共有できることを意味しています。分析プロジェ
クトのすべてにおいてメタデータを使用して、分析対象のデータを記述し、推論に
アクセスするための基盤として使用することができます。また、ソースとターゲッ
トのマッピング仕様の作成にも、メタデータを使用します。
データ・ストア
インポート・プロセスを開始するには、ホスト・コンピューターとメタデー
タが含まれるデータ・ストアを選択します。ホスト・コンピューターとデー
タ・ストアは、処理するリソースを構成したときに定義されます。メタデー
タをインポートする前に、リソースを構成する必要があります。
指定
データ・ストアの選択後、データ・ストアに含まれるメタデータを指定する
必要があります。メタデータを指定すると、システムはデータ・ストアに接
続し、データ・ストア内のオブジェクト、すなわちディレクトリー、表、ま
たはファイルなどの階層を表示します。階層は、特定のレベルで表示される
オブジェクトのリストです。オブジェクトのサイズにより異なります。例え
ば、データ・ストア内のスキーマを表示するデータ・ストアを選択します。
表を表示するためには、スキーマを選択して、このスキーマ内の表を表示し
ます。メタデータをインポートするには、列のレベルまで下がって指定する
必要があります。
インポート
データ・ストアのメタデータを指定後、必要なオブジェクトを選択して、次
にそのオブジェクトをリポジトリーにインポートします。例えば、データ・
ストアのすべての表ではなく、特定の表をインポートする必要がある場合が
あります。
メタデータ・リポジトリー
メタデータ・リポジトリーには、インポートされたメタデータ、分析結果、
およびシステム構成が含まれ、スイートのどのコンポーネントからも、権限
のあるユーザーによってアクセスすることができます。

メタデータ・リポジトリー
メタデータ・リポジトリーは、IBM InfoSphere Information Server のすべてのコンポ
ーネントについて、インポートされたメタデータ、プロジェクト構成、レポート、
および結果を保管します。
メタデータ・リポジトリー内の情報には、どのスイート・コンポーネントからもア
クセスすることができます。これは、メタデータを複数のスイート・コンポーネン
トにより共有できることを意味しています。例えば、メタデータをリポジトリーに
インポートすると、その後は権限があるユーザーが、IBM InfoSphere FastTrack や
InfoSphere DataStage または InfoSphere QualityStage などのスイート・コンポーネン
ト内のプロジェクトで、同じメタデータを使用できます。

インポートするメタデータの指定
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、データ・ストア内
のスキーマ、ディレクトリー、表、ファイル、および列を指定する必要がありま
す。
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始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。InfoSphere FastTrack では、
FastTrack データ・アドミニストレーター権限が必要です。また、次のタスクを完了
することも必要です。
v

18 ページの『ホスト・コンピューターの定義』

v

19 ページの『1 つ以上のデータ・ストアを指定する』

このタスクについて
「メタデータのインポート」ワークスペースに、定義済みのホスト・コンピュータ
ーおよびデータ・ストアの階層が表示されます。各データ・ストアごとに、既にメ
タデータを検出済みであれば、階層には検出されたスキーマ、ディレクトリー、
表、ファイル、および列が含まれています。この識別は、インポート・ステップを
完了した場合のみ、複数のユーザー・セッションにわたって存続します。そうでな
い場合、「メタデータのインポート」ワークスペースを開くたびに、ホスト・コン
ピューター上のスキーマ、ディレクトリー、表、またはファイルの階層をもう一度
識別しなければなりません。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「メタデータのインポート」を選択します。
2. 「メタデータのインポート」ワークスペースで、表、ファイル、および列の指定
先となるホスト・コンピューターを選択します。
3. データ・ストアをホスト・コンピューターに指定するには、次のようにします。
オプション

説明

スキーマ、ディレクトリー、表、ファイル、
および列のすべてを 1 回でホスト・コンピ
ューターに指定するには、次のようにしま
す。

「タスク」ペインで「すべてのレベルの識
別」をクリックします。

スキーマまたはディレクトリーのレベルごと
に次々に指定していくには、次のようにしま
す。

「タスク」ペインで「次のレベルの識別」を
クリックします。

このオプションにより、選択したデータ・ス
トアのすべての項目が検出されます。何千も
の表と列から構成されるスキーマまたはディ
レクトリーの場合にこのステップを実行する
と、検出が完了するまで時間がかかります。

このオプションによって、関係のあるパスの
みに絞り込んだダイレクト検出プロセスが提
供されます。メタデータをインポートするに
は、データ・ストアを列のレベルに次々に指
定し続ける必要があります。

次のタスク
これで、指定したスキーマ、ディレクトリー、表、ファイル、列からメタデータを
インポートすることができます。
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メタデータのインポート
プロジェクトで使用するためにメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポー
トします。ホスト・コンピューター上の 1 つ以上のスキーマ、ディレクトリー、
表、ファイル、または列からメタデータをインポートすることができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer の場合、Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要で
す。また、次のタスクを完了することも必要です。
v

23 ページの『インポートするメタデータの指定』

このタスクについて
「メタデータのインポート」ワークスペースに、定義済みのホスト・コンピュータ
ーおよびデータ・ストアの階層が表示されます。ホスト・コンピューター上のすべ
てのデータ・ストアから 1 つの特定のスキーマ内の 1 個の表まで、階層のどのレ
ベルでも、メタデータをインポートすることができます。

手順
1. 「メタデータのインポート」ワークスペースで、インポートする 1 つ以上のス
キーマ、ディレクトリー、表、ファイル、列を選択します。
2. 「タスク」ペインで、「インポート」をクリックします。
3. 「OK」をクリックして、選択したスキーマ、ディレクトリー、表、ファイル、
列からメタデータをインポートすることを確認します。

次のタスク
メタデータを選択して、「タスク」ペインから「表示」をクリックすると、インポ
ートされたメタデータが表示されます。プロジェクト全体を通してのメタデータへ
のインタレストを登録することもできます。

メタデータの削除
「メタデータのインポート」ワークスペースでメタデータをインポートまたはエク
スポートした後に、メタデータ・リポジトリーからメタデータを削除できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。IBM InfoSphere Information
Analyzer の場合、 Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要
です。

このタスクについて
「メタデータのインポート」ワークスペースからメタデータを削除できます。メタ
データは、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ストア階層の表レベルで削除で
きます。
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手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューから、「メタデータ管理」 > 「メタデータ
のインポート」をクリックします。
2. 「メタデータのインポート」ワークスペースで、削除する 1 つ以上の表、ファ
イル、または列を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「削除」をクリックするか、右クリックして「削除」を選
択します。
4. 削除する表の影響を受けているすべての項目を検討します。項目はプロジェクト
別に編成されています。
5. 「OK」をクリックして、選択した表、ファイル、または列からメタデータを削
除することを確認します。
6. 「OK」をクリックして「メタデータの削除」ウィンドウを閉じます。
注: メタデータを削除しても、リポジトリーからデータ・ストアおよび接続は削
除されません。データ・ストアを削除するには、「ホーム」ナビゲーター・メニ
ューに進み、「構成」 > 「ソース」をクリックし、次にタスク・メニューから
「削除」オプションを選択してデータ・ストアを削除します。

フラット・ファイルからデータをインポート
「メタデータのインポート」ワークスペースで「フラット・ファイルの識別」ウィ
ザードと「インポート」ウィザードを使用し、フラット・ファイルのデータをプロ
ジェクトにインポートできます。
フラット・ファイルをインポートしようとしていて、システムの QETXT.INI 構成
ファイルでフラット・ファイルのエントリーを更新していない場合には、「フラッ
ト・ファイルの識別」機能を使用することができます。インポートするデータ・フ
ァイルに有効な QETXT.INI エントリーが既にある場合には、ウィザードの使用は
不要です。「インポート」ボタンを使用できます。
「フラット・ファイルの識別」ウィザードを使用すると、フラット・ファイルのデ
ータのフォーマットを指定できます。これにより、フラット・ファイルのデータを
プロジェクトにインポートできるようになります。「フラット・ファイルの識別」
ウィザードを使用する際は、ウィザードの中でフラット・ファイルのデータの固定
幅を指定するか、コンマ、スペース、コロンなどのデータの区切り文字を指定しま
す。その後、ウィザードがデータをどのように解析するかをプレビューすることが
できます。テキスト・ファイルのデータがどのように解析されるか、データ・ソー
スの表にアップロードされたときにどのようになるかをプレビューした後、ウィザ
ードは、システムの QETXT.INI 構成ファイルにこれらの設定を自動的に保存しま
す。ウィザードによって QETXT.INI ファイルが構成されたら、「メタデータのイ
ンポート」ワークスペースの「インポート」ボタンを使用して、データをインポー
トできます。

フラット・ファイルからデータをインポートする準備
フラット・ファイル内のフォーマットやデータの区切り文字など、フラット・ファ
イルのパラメーターを指定することにより、フラット・ファイルのメタデータを
IBM InfoSphere Information Analyzer の表にインポートできます。
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このタスクについて
フラット・ファイルのデータを表にインポートする前に、ファイルのフォーマット
と、データの区切り文字を指定する必要があります。「フラット・ファイルの識
別」ワークスペースでウィザードを使用してフォーマットの指定が終わったら、
「インポート」機能を使用してフラット・ファイルの内容をインポートすることが
できます。

手順
1. 「ホーム」メニューで「メタデータ管理」を選択し、「メタデータのインポー
ト」を選択します。
2. 「データ・ソース」フィールドで、フラット・ファイルのアップロード先のデ
ータ・ソースを強調表示します。 データ・ソースには、少なくとも 1 つのス
キーマが含まれなければなりません。
3. ワークスペース右側のタスク・リストから「フラット・ファイルの識別」をク
リックします。 「フラット・ファイルの識別」をクリックすると、ウィザード
が表示されます。 画面左側の「実行へのステップ」のタスク・リストに従いま
す。
4. インポートするファイルを「識別するフラット・ファイルの選択」ワークスペ
ースで探すか、システムのディレクトリーから新しいフラット・ファイルを追
加する場合は「追加」をクリックします。
5.

新規ファイルを追加する場合は、「追加」をクリックした後に、インポートす
るフラット・ファイルが入ったディレクトリーのファイル・パスを指定しま
す。

6. インポートするファイルを強調表示し、「次へ」をクリックします。
7. 「ファイル・レイアウトの指定」画面で次のいずれかのフィールド区切り文字
を選択します。
v 区切り文字で区切られている
フラット・ファイルでデータ区切りに使用される文字を選択します。
次のオプションから選択できます。
– , (コンマ)
– タブ
– | (パイプ)
– スペース
– その他
v 固定幅
各列のデータの幅が同じ場合には、このオプションを選択します。各
列では、個々に幅が異なる場合があります。コンマで区切った列幅の
リストを作成することができます。
8. オプション: 列名がテキスト・ファイルの最初の行にある場合には、「最初の行
は列名」チェック・ボックスを選択します。
9. オプション: データの区切り文字の指定が終わったときに「プレビューの更新」
をクリックすると、列の解析方法をプレビューします。 プレビューでは、「フ
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ィールドの区切り」域に指定した設定に基づいてデータの最初の数行が表示さ
れます。 プレビューが正しいかを確認し、データのプレビューが正しくなるま
で適切に変更を行います。
10. フラット・ファイルのレイアウトの指定が終わったら、「次へ」をクリックし
ます。
11. 「列詳細の編集」ワークスペースで「プレビュー」をクリックして、設定の選
択が正しく表示されることを確認します。 プレビューでは、最初の数行のデー
タを、このページのオプションで指定した列に分割してリストします。このビ
ューで列のサイズ変更が可能です。列幅の値を変更し、プレビュー表示で変更
を表示することができます。
12. 画面右下隅の「次へ」をクリックします。
13. 「ファイル定義の保存」ワークスペースの「名前」フィールドに、フラット・
ファイルに割り当てる表名または論理ファイル名を指定します。
14. フラット・ファイルの情報をすべて入力したら、画面右下隅の「完了」をクリ
ックします。

次のタスク
これで、インポートするフラット・ファイルのフォーマットが、そのインポート先
データ・ソースの QETXT.INI ファイルに保存されました。対象のデータ・ソース
を強調表示して「タスク」メニューで「インポート」をクリックすることによっ
て、フラット・ファイルの内容をデータ・ソースの表にインポートします。

プロジェクトの概要
プロジェクトは、分析ジョブをビルドしてこれを実行し、分析結果を表示する必要
のあるすべての情報が含まれたオブジェクトです。個々のプロジェクトは、プロジ
ェクトが作成されたときに構成された分析設定により異なり、固有です。リポジト
リーに保管されている同じメタデータに、複数のプロジェクトからアクセスが可能
で、スイート・コンポーネント全体にわたり同じユーザーとデータ・ソースを共有
できます。
通常、管理権限のあるプロジェクト・アドミニストレーターかユーザーが、プロジ
ェクトを作成し、このプロジェクトに関連するデータ・ソース接続とセキュリティ
ー・オプションのすべてを構成します。データ・ストアへの接続が作成されると、
管理者はメタデータをインポートして、これをプロジェクトに登録します。接続情
報とセキュリティー・オプションへのアクセス権限は、管理者にしかありません。
アドミニストレーターは、セキュリティー・オプションを使用して、ユーザー・ロ
ールを権限があるユーザーに割り当てます。ユーザーは、割り当てられたロールに
応じて、特定のプロジェクト・タスクにアクセスできるようになります。
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以下のダイアグラムでは、プロジェクトの作成プロセスを示しています。

プロジェク ト の

プロジェ ク ト の

データ・
ソースの 

ユーザ ー の


オプショ ン の


プロジェクトの作成
まず、プロジェクトを作成する必要があります。プロジェクトは、製品モジュール
で実行できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

始める前に
プロジェクト作成許可が必要です。これがない場合には、プロジェクト作成メニュ
ーおよびタスクがすべて無効になっています。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ファイル」メニューで「新規
プロジェクト」を選択します。
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2. 「新規プロジェクト」ウィンドウで、作成するプロジェクトのタイプを選択しま
す。 「タイプ」フィールドは、複数の製品モジュールがインストールされてい
る場合にのみ表示されます。
3. プロジェクトの名前を入力します。
4. 「OK」をクリックして、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースを開
きます。

次のタスク
v

32 ページの『プロジェクト・プロパティーの変更』

v 『ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て』

IBM InfoSphere Information Server コンソールで既存プロジェ
クトを開く
既存プロジェクトを開き、情報分析や情報サービスの使用可能化などのプロジェク
トの製品モジュールと関連するタスクを実行することができます。

始める前に
ユーザーまたは管理者が、プロジェクトを作成してセットアップする必要がありま
す。

手順
1. 「マイ・ホーム」ワークスペースの「プロジェクト」ペインで、リストからプロ
ジェクトを選択します。
2. 「プロジェクトを開く」をクリックして、「ダッシュボード」ワークスペースを
開きます。

ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て
プロジェクトの作成では、このプロジェクトにアクセスできるユーザーを指定する
ことができます。このプロジェクトでユーザーが実行できるアクションも指定でき
ます。

このタスクについて
ユーザーをプロジェクトに追加してロールを割り当てるには、異なるツールを使用
します。次のように、使用するツールは作業している製品モジュールによって異な
ります。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合は、この手順に記載されているとおりに IBM InfoSphere
Information Server コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合は、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合は、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用
します。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、ユーザーとロールの割り当て
先となるプロジェクトを開きます。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソール の「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで、「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで、「ユーザー」タブを選択し
ます。
4. 「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックしてユーザーをプロジェクトに追加
します。
5. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するユーザーを選択し、
「追加」をクリックしてから「OK」をクリックします。
6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したユーザーに割り当てるプロジェク
ト・ロールを選択します。 1 つのユーザーには、プロジェクト内の 1 つ以上の
ロールを割り当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

グループのプロジェクトへの割り当てとロールの指定
プロジェクトの作成では、このプロジェクトにアクセスできるグループを指定する
ことができます。また、そのプロジェクトで実行可能なアクションも指定できま
す。

このタスクについて
グループをプロジェクトに割り当て、ロールを選択するとき使用するツールには数
種類あります。使用するツールは、使用している製品モジュールによって異なりま
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合は、この手順に記載されているとおりに IBM InfoSphere
Information Server コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合は、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合は、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用
します。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、グループを割り当てるプロジ
ェクトを開きます。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソール の「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで、「プロジェクト・プロパティー」を選択します。
3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで「グループ」タブを選択しま
す。
4. 「グループ」ペインで、「参照」をクリックし、プロジェクトにグループを追加
します。
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5. 「グループの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するグループを選択して
「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。
6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したグループに割り当てるロールを選
択します。 1 つのグループに対して、プロジェクトで 1 つ以上のロールを割り
当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

プロジェクトでの複数のユーザーのサポート
プロジェクトには、コラボレーティブな環境が備わっていて、多種多様なソースに
またがる情報の意味、構造、内容をユーザーが理解する上で役立ちます。複数のユ
ーザーがプロジェクトに寄与し、長期間にわたり、プロジェクトの状況を表示する
ことができます。
IBM InfoSphere Information Analyzer では、一度に複数のユーザーがプロジェクトに
アクセスできます。ユーザーはプロジェクト・データを表示し、分析結果を検討し
て、備考や注釈を入力し、分析ジョブを実行することができます。複数の分析ジョ
ブが処理のために送信された場合、これらはキューで処理されます。
注釈を追加したり、分析結果やプロジェクト詳細を変更したりする場合は、他のユ
ーザーもこの情報を変更している可能性があることに注意してください。情報の編
集や追加を行う前に、
になります。

(最新表示) をクリックすると、表示中の情報が最新

プロジェクト・プロパティーの変更
プロジェクトのプロパティーを表示および変更できます。

始める前に
プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1.

IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。

2. プロジェクトに関する情報を指定します。
3. 「すべて保存」をクリックします。

インポートされたメタデータをプロジェクトと関連付ける
インポートされたメタデータをプロジェクトに関連付けることができます。プロジ
ェクトに関連付けるメタデータによって、分析できるデータ・ソースが決まりま
す。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要で
す。 InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーターが、次のタス
クを完了していなければなりません。
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http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.moz.common.doc/topics/t_configure_dsn.html

このタスクについて
メタデータ・リポジトリーは、エンタープライズ広範リポジトリーで、大量のデー
タ・ストアが含まれている可能性があります。こうしたデータ・ストアの多くは、
プロジェクトとは関係がないかもしれません。データ・ストア、スキーマ、表、フ
ァイル、または列レベルで、プロジェクトをメタデータと関連付けてください。個
々のオブジェクトについて、複数の分析プロジェクトを作成し、別のホスト・コン
ピューター上のデータ・ソースや、同じホスト・コンピューター上の複数のデー
タ・ソースにおけるインタレストを登録することができます。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「データ・ソース」タブを選択します。
3. 「追加」をクリックして、プロジェクトに関連付けるデータ・ソースを指定しま
す。
4. 「データ・ソースの選択」ウィンドウで、階層ツリーを展開して、スキーマ、デ
ィレクトリー、表、ファイル、列を表示します。
5. このプロジェクトと関連付ける 1 つ以上のスキーマ、表、ファイル、または列
を選択します。 「Shift キーを押しながらクリック」するか、または「Ctrl キ
ーを押しながらクリック」すると、複数の項目を選択できます。
6. 「OK」をクリックして、選択したデータ・ソースをプロジェクトに関連付けま
す。
7. 「データ・ソース」タブで、「すべて保存」をクリックします。

プロジェクト内のメタデータ
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポート後に、メタデータを、これを
使用するプロジェクトに登録する必要があります。メタデータをプロジェクトと関
連付ける場合、分析ジョブを作成して実行し、その後分析結果を検討するために必
要な情報を選択します。
データ・ストア、スキーマ、表、またはファイル・レベルで、メタデータをプロジ
ェクトに登録します。これにより、分析のための 2 次環境が作成され、同時に他の
プロジェクト・ユーザーに示されるデータの量を削減または制御できます。メタデ
ータは、権限のあるユーザーにより、複数のプロジェクトに登録することができま
す。

プロジェクト分析設定の変更
分析ジョブのパラメーター、設定、およびしきい値を微調整することができます。
プロジェクトの分析設定を変更すると、デフォルトのシステム設定はオーバーライ
ドされます。プロジェクトに作成されるすべての新規分析ジョブは、新規設定を継
承します。
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始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer 製品管理者権限が必要です。

このタスクについて
分析オプションは、システムがどのように分析を実行するかを決定します。分析の
各部分に関する個別の設定を変更することができます。分析オプションを変更する
ことで、通常は、分析に基づいて推論を下すシステムの機能を強化したり、緩めた
りします。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「分析設定」タブを選択します。
3. 「ビューの選択」ペインで「プロジェクト」を選択します。
4. 分析設定を変更します。
5. 「分析設定」タブで、「すべて保存」をクリックします。

データ・ソース設定の変更
分析ジョブにおいて、データ・ソース・レベルで使用されるパラメーター、設定、
およびしきい値を微調整することができます。データ・ソースの設定を変更する
と、システム設定はオーバーライドされます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要で
す。

このタスクについて
分析オプションは、システムがどのように分析を実行するかを決定します。分析の
各部分に関する個別の設定を変更することができます。分析オプションを変更する
ことで、分析に基づいた推論を行うシステムの機能を強化したり、緩めたりできま
す。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「分析設定」タブを選択します。
3. 「ビューの選択」ペインで、「データ・ソース」を選択します。
4. 変更するデータ・ソースをクリックします。
5. 「変更」をクリックします。
6. 「分析設定」ウィンドウで、新規の値を指定します。
7. 「OK」をクリックします。
8. 「分析設定」タブで、「すべて保存」をクリックします。

34

ユーザー・ガイド

プロジェクト分析エンジン設定の変更
分析エンジン設定はプロジェクト・レベルでカスタマイズできます。プロジェク
ト・レベルの分析エンジン設定を変更すると、デフォルトのシステム設定がオーバ
ーライドされます。プロジェクトに作成されるすべての新規分析ジョブは、新規設
定を継承します。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer製品管理者権限が必要です。

このタスクについて
分析エンジン設定で、プロジェクト・レベルで使用する分析エンジンを判別しま
す。分析エンジン設定を変更することにより、分析の実行に使用するエンジンを指
定します。

手順
1. InfoSphere Information Analyzerプロジェクトを開きます。
2. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパテ
ィー」を選択します。
3. 「分析エンジン」タブを選択します。
4. 「ホスト」フィールドで、InfoSphere DataStage サーバーをホスティングするコ
ンピューターのホスト名を選択します。
5. InfoSphere DataStage に接続するためのポート番号を「ポート」フィールドに指
定します。 デフォルト・ポート番号は 31538 です。
6. 「DataStage プロジェクト」フィールドに InfoSphere DataStage プロジェクト
名を入力します。
7. 配列サイズを「配列サイズ」フィールドに入力します。
8. InfoSphere DataStage 証明情報を「DataStage 証明情報」フィールドに入力しま
す。
a. オペレーティング・システム・レベルの証明情報を使用して InfoSphere
DataStageに直接接続するには、「静的 DataStage 証明情報の使用」を選択
します。このオプションを選択すると、設定は、このプロジェクトで分析を
実行するすべてのユーザー用となります。 「静的 DataStage 証明情報の使
用」を選択しないと、InfoSphere Information Analyzerは、InfoSphere
Information Analyzerにログインしたユーザーのマップ済み InfoSphere
DataStage 証明情報を使用します。
9. 「設定の検証」をクリックして設定を検証します。「分析エンジン」タブのす
べてのフィールドをシステム設定にリセットするには、「システム設定の復
元」をクリックします。
10. 実行するすべてのジョブのスクリプトを保持する場合は「スクリプトの保存」
フィールドの「はい」をクリックし、スクリプトを保存しない場合は「いい
え」をクリックします。 保存されたスクリプトは、InfoSphere Information
Analyzer用に作成された InfoSphere DataStageプロジェクトの InfoSphere
DataStageエンジン層にあります。
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プロジェクト分析データベース設定の変更
分析データベース設定はプロジェクト・レベルでカスタマイズできます。プロジェ
クト・レベルの分析データベース設定を変更すると、デフォルトのシステム設定が
オーバーライドされます。プロジェクトに作成されるすべての新規分析ジョブは、
新規設定を継承します。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer製品管理者権限が必要です。

このタスクについて
分析データベース設定で、プロジェクト・レベルで使用する分析データベースを判
別します。分析データベースを変更することにより、分析の実行で使用するデータ
ベースを指定します。

手順
1. InfoSphere Information Analyzerプロジェクトを開きます。
2. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパテ
ィー」を選択します。
3. 「分析データベース」タブを選択します。
4. 「データベース・タイプ」フィールドで、分析データベースに使用するデータ
ベースを選択します。
5. 「ホスト名」フィールドで、分析データベースが存在するホスト・コンピュー
ターを確認します。
6. 「データベース名」フィールドで、データベース名を確認します。
7. 分析データベースに接続するポート番号を「ポート」フィールドに指定しま
す。
表 6. 分析データベースに接続するためのデフォルトのポート番号
データベース・タイプ

デフォルトのポート番号

DB2 データベース

50000

Microsoft SQL Server

1433

Oracle

1521

8. 分析データベースに接続するためのユーザー ID とパスワードを入力します。
9. DB2 for z/OS® データベースに接続する場合は「DB2 for z/OS」を選択して、
ロケーション名とコレクション名を入力します。
10. 選択したデータベース・タイプのデフォルト・ドライバーが自動的に「データ
ベース・ドライバー」フィールドに入力されることを確認します。 ODBC
DataConnect などの別のドライバーを使用する場合は、必要なドライバーを指定
する必要があります。
a. InfoSphere Information Analyzer システム・レベルで設定を復元する場合
は、「システム設定の復元」をクリックします。
b. 「クライアント接続の検証」をクリックして、接続が有効であることを検証
します。
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11. 分析データベースへの接続にネイティブのデータベース・ドライバーを使用し
ない場合は、ドライバーの URL を次のフォーマットで指定します。
connType:databaseDriver://hostName:portNumber;databaseName=databaseName
connType
接続のタイプ (例えば、JDBC または ODBC)。
databaseDriver
分析データベースに接続するためのデータベース・ドライバー。
hostName
分析データベースがインストールされているコンピューターのホスト
名。
portNumber
分析データベースに接続するためのポート番号。
databaseName
分析データベースの名前。
12. 「分析 ODBC DSN」フィールドで、InfoSphere Information Analyzer 分析デー
タベースの DSN 名を選択します。
注: DSN は、分析オペレーションが実行される InfoSphere DataStageが稼働す
るマシンに構成される特別な DSN です。この DSN は、InfoSphere Information
Analyzer 分析データベースにアクセスするためにセットアップして構成する必
要があります。
a. InfoSphere Information Analyzer システム・レベルで設定を復元する場合
は、「システム設定の復元」をクリックします。
b. 「エンジン接続の検証」をクリックして、接続が有効であることを検証しま
す。
13. 分析データベース設定を指定したら、「すべて保存」をクリックします。

データ接続の変更
データ・ストアとの接続に使用するコネクターを変更できます。IBM InfoSphere
Information Analyzerは、使用可能な共通コネクターのいずれかを使用して、デー
タ・ソースと接続し、メタデータをインポートします。InfoSphere Information
Analyzer がデータへのアクセスおよびデータ・ソースからのデータの読み取りに使
用する共通コネクターを指定します。データ・ソースに適切なコネクターを選択す
ることにより、InfoSphere Information Analyzer がデータ・ソース内のデータにアク
セスするのにかかる時間を短縮できます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「構成」 > 「ソース」を
選択します。
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2. 変更するコネクターのデータ・ソースを選択し、右側の「タスク」メニューか
ら「詳細を開く」をクリックします。
3. 「データ接続の定義」フィールドで、接続の名前を変更します。
4. オプション: 「説明 (略記)」フィールドに簡略説明を入力します。
5. オプション: 「説明 (すべて)」フィールドに詳細説明を入力します。
6. 「コネクター」メニューで、データ・ソースへの接続に使用するコネクターの
タイプを選択します。
7. 「接続ストリング」フィールドに、コネクターのアクセスに使用するストリン
グまたは URL を入力します。 例えば、ODBC Connector の ODBC.INI ファ
イルまたは ODBC アドミニストレーターに定義済みの ODBC DSN を入力し
たり、Teradata Connector のサーバーの IP アドレスまたはホスト名を指定した
りします。
8. 選択したコネクターのサーバー名を入力します。
9. データ・ソースへの接続に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
10. 「接続」をクリックして、データベースへの接続が有効であることを検証しま
す。
11. 「データ・ストア情報」セクション内の情報を確認します。
12. 「保存して閉じる」をクリックします。

プロジェクトのセキュリティーのドリルダウン特権の割り当て
プロジェクト内のソース・データをドリルダウン表示する権限を持つユーザーを指
定できます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer製品管理者権限が必要です。

このタスクについて
データのセキュリティーを保護するには、数人のユーザーにのみ InfoSphere
Information Analyzer セキュリティーのドリルダウン特権を付与し、セキュリティー
のドリルダウンを有効にします。セキュリティーのドリルダウン設定を有効にする
場合には、ソース・データを表示できる個人の数を制限します。Information
Analyzer ドリルダウン・ユーザー・プロジェクト・ロールを持つ個人のみが、セキ
ュリティーのドリルダウンが有効な場合に、ソース・データをドリルダウンできる
ようになります。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「ユーザー」タブを選択し、プロジェクト・データのドリルダウンを許可するす
べてのユーザーについて、「Information Analyzer ドリルダウン・ユーザー」プ
ロジェクト・ロールを選択します。
3. 「すべて保存」をクリックします。
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プロジェクトのセキュリティーのドリルダウンを有効にする
プロジェクトで参照されるソース・データに対するアクセスを、特定のドリルダウ
ン・ロール権限を持つユーザーに制限することができます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer製品管理者権限が必要です。

このタスクについて
データのセキュリティーを保護するには、セキュリティーのドリルダウンを有効に
します。セキュリティーのドリルダウン設定を有効にする場合には、ソース・デー
タを表示できる個人の数を制限します。InfoSphere Information Analyzer ドリルダウ
ン・プロジェクト・ロールを持つ個人のみが、セキュリティーのドリルダウンが有
効な場合に、ソース・データをドリルダウンできるようになります。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「詳細」タブを選択します。
3. 「ドリルダウン・セキュリティーを有効にする」を選択します。
4. 「分析設定」タブで、「すべて保存」をクリックします。

タスクの結果
プロジェクトのセキュリティーのドリルダウンが有効になると、InfoSphere
Information Analyzer ドリルダウン・プロジェクト・ロールを持つユーザーのみがデ
ータをドリルダウンできます。

プロジェクト・ダッシュボードのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールでダッシュボード・ワークスペースを
カスタマイズし、内容ペインを追加または削除することができます。一部の製品モ
ジュールでは、ダッシュボードを構成して、基盤となっているプロジェクト情報に
基づくチャートやグラフを表示させることもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「ダッシュボード」を選択します。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで「構成」

をクリックします。

3. オプション: 「追加」をクリックして、「内容」リストに内容ペインを追加しま
す。 使用可能な内容ペインは、インストールされている製品モジュールによっ
て異なります。
4. 「ダッシュボードの構成」ウィンドウで、変更する内容ペインを選択します。
5. 各内容ペインについて、ペインのラベルを変更すること、およびワークスペース
上に表示するかどうかを選択することができます。一部の内容ペインには、追加
の構成プロパティーがあります。
第 2 章 システムのセットアップ
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6. 「OK」をクリックして変更を保存します。

プロジェクト・ダッシュボード
プロジェクト・ダッシュボードに、データに関する統計を要約するチャートとグラ
フを表示できます。
プロジェクト・ダッシュボードから、プロジェクトのソースについて実施した分析
状況と、分析中に検出された例外を確認することができます。
プロジェクト使用者またはプロジェクト・アドミニストレーターは、次のペインの
1 つ以上を表示するようにダッシュボードを構成できます。
「開始」ペイン
使用可能なプロファイル・タスクと、タスクの前提条件ステップを説明した
情報分析ワークフローが含まれます。
「データ・ソース・サマリー」ペイン
プロジェクト全体、表、またはデータ・ソースの列分析状況を示します。
「データ・ソース」ペイン
複数データ・ソースの列分析状況を横並びに示します。
「完全性と妥当性のサマリー」ペイン
データ・ストアで検出された無効、不完全、NULL の値の合計数を示しま
す。不完全値は、市町村列に n/a が入っているレコードのように、意味の
ないデータを提供するデータ値です。無効値は、データ・フィールドのユー
ザー定義要件を満たさないデータ値です。 NULL 値は、空のデータ・フィ
ールドです。
「フォーマット・サマリー」ペイン
推論されるフォーマットに準拠していない、プロジェクトに関連するデー
タ・ソースの合計数を示します。 例えば、日付フォーマット (YYMMDD)
とみなされるフォーマットが列に含まれていると推論され、AA11 のフォー
マットがデータ値にある場合、このデータ・フォーマットは非準拠としてフ
ラグが立てられます。
「プロパティー・サマリー」ペイン
データ・タイプ、長さ、NULL 可能性、精度、またはスケールに関して異常
値がある行を含んでいる列の合計数を示します。
「アグリゲートされた例外サマリー」ペイン
プロジェクトで実行した列分析ジョブ中に見つかった例外の概要を示しま
す。例外とは、元の値と推論値との間に違いがあることを意味します。アグ
リゲートされたサマリーのチャートに 20 個のプロパティー例外が示されて
いる場合、20 個の値では、推論される長さ値が元の値と異なります。

分析統計
「分析」タブで、プロジェクトに関連する個々のデータ・ソースの分析状況を表示
することができます。
状況情報は、状況インジケーターと呼ばれる、色分けされたいくつかのバーで示さ
れます。インジケーターのシェーディングは、データ・ソースが分析プロセス中
か、検討プロセス中により変わります。
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Complete
ソースの分析と検討が済んでいることを示すグリーン・バーが表示されま
す。
Partial ソースの分析と検討が処理中であることを示すグリーン・ストライプ・バー
が表示されます。パーセンテージは、ソースの分析がどの程度済んでいるか
を示しています。
None

データ・ソースの分析と検討がまだ行われていないことを示すグレー・バー
が表示されます。

Analysis/Review
バーを分割して、分析状況を右のバーに、検討状況を左のバーに表示しま
す。
このタブで、「分析」ボタンのいずれかを選択して、対応するワークスペースを開
きます。

第 2 章 システムのセットアップ
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第 3 章 メタデータの管理
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポート後に、表の説明などのメタデ
ータに関する情報を追加したり変更したりすることができます。連絡先、ポリシ
ー、IBM InfoSphere Business Glossary 用語などの情報をインポートされたスキー
マ、ディレクトリー、表、ファイル、データ・フィールドに追加することもできま
す。

メタデータ管理
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
IBM InfoSphere Business Glossary には、カテゴリーと用語を含む、ビジネス主導の
セマンティクスを作成するための基盤が用意されています。IBM InfoSphere
Information Analyzer を使用すると、セマンティック情報を強化、および拡張するこ
とができます。
例えば、ポリシーまたは連絡先を作成したり、表、ファイル、または他のデータ・
ソースの意味を明確にする必要がある場合に、メタデータに関する情報を管理でき
ます。 InfoSphere Information Analyzer によって、実際のデータの内容を確認し、
メタデータの説明が正しいかどうか検証することができます。データ・ソースの意
味を明確にする場合、メタデータ内の分析に関連する用語をユーザーがより容易に
理解できるようにします。例えば、フィールド CUST_NBR_1 には明示的定義があ
りません。このフィールドの意味を定義するには、メタデータのフィールドに定義
を追加できます。この例では、CUST_NBR_1 フィールドには顧客番号に関する情報
が含まれています。このフィールドの意味を明確にするために、フィールドに顧客
番号が含まれていることを説明する定義を追加できます。
メタデータを管理すると、ビジネス・ユーザーが使用する専門用語を反映した企業
標準のビジネス用語と説明を保管できます。正式なデータ管理またはデータ・ガバ
ナンスを制度化する組織は、すべてのビジネス・ユーザーが、標準的なビジネス定
義に基づき組織の有効な情報の一貫した知的モデルを持つことを保証する方法とし
て、こうした用語をパブリッシュすることができます。
情報は、次の複数のデータ・ソースで変更することができます。
データベース
データベースは、メタデータ・リポジトリーにインポートされるメタデータ
のソースです。データベースには、表、ファイル、ディレクトリー、および
データ・フィールドが含まれます。
表またはファイル
表またはファイルには、メタデータ・リポジトリーにインポートできるメタ
データが含まれます。
データ・フィールド
データ・フィールドまたは列は、名前、オーダー番号、住所などのデータの
個々の部分です。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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連絡先、ポリシー、用語を作成して追加できます。
連絡先 連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれてい
ます。連絡先を作成してもシステム内にユーザー・アカウントは作成されま
せん。ただし、プロジェクト・アドミニストレーターはユーザー・ロールを
プロジェクトに割り当てる場合の意思決定に連絡先情報を使用できます。連
絡先は、特定のデータに関連する人間である場合もあります。例えば、ある
ユーザーがアカウント情報の連絡先であり、別のユーザーが名前や住所など
の顧客情報の連絡先となります。データベース、表、ファイル、データ・フ
ィールドに連絡先を追加できます。
ポリシー
ポリシーは、通常、セキュリティー規定などのビジネスのガイドラインや標
準を定義する文書です。データベース、表、ファイル、データ・フィールド
にポリシー参照を追加できます。
用語
用語は、InfoSphere Business Glossary 語彙および分類システムの一部になる
ビジネス定義です。例えば、データに銀行に関する情報が含まれている場
合、顧客についてのデータを記載した Bank Customer という用語を作成し
ます。用語を作成して、物理データ・リソースである資産に割り当てること
ができます。用語は、データベース、データベース表、データベース列、デ
ータ・ファイル、またはデータ・ファイル・フィールドに割り当てることが
できます。InfoSphere Business Glossary で定義された用語は、InfoSphere
Information Analyzer で使用できます。この逆もまた可能です。InfoSphere
Business Glossary 作成者またはユーザーのロールを持っている場合のみ、用
語が表示されます。
関連タスク
52 ページの『メタデータのデータベースへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータベースに追加する
ことができます。データベースのインスタンスの意味を明確にするために、メタデ
ータをデータベースに追加することもできます。
53 ページの『メタデータの表またはファイルへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータを表またはファイルに追加
することができます。表かファイルのいずれかのインスタンスの意味を明確にする
ために、メタデータを追加することもできます。
54 ページの『メタデータのデータ・フィールドへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータ・フィールドに追
加することができます。データ・フィールドのインスタンスの意味を明確にするた
めに、メタデータをデータ・フィールドに追加することもできます。

InfoSphere Business Glossary 用語の作成、編集、および削除
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、用語の作成、既存用語のプロパティーの編集、
または用語の削除を行うことができます。

始める前に
用語を作成、編集、または削除するには、InfoSphere Business Glossary 作成者ロー
ルが必要です。
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注: ナビゲーター・メニューで「用語」オプションを表示するには、InfoSphere
Business Glossary ユーザー特権が必要です。

手順
1. InfoSphere Information Analyzer コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニュ
ーで、「メタデータ管理」 > 「用語」を選択します。
2. オプション: 用語を作成するには、次のようにします。
a. 「タスク」メニューの「新規」をクリックします。
b. 用語に関する情報を指定します。
注: どのテキスト入力フィールドにも、追加情報へのハイパーテキスト・リ
ンクを含めることができます。ハイパーテキスト・リンクは、InfoSphere
Business Glossary ブラウザーで表示されます。
3. オプション: 用語を編集するには、次のようにします。
a. 用語を選択し、「タスク」メニューで「用語を開く」をクリックします。
b. 用語に関する情報を変更します。
4. オプション: 用語を削除するには、次のようにします。
a. すべての用語のリストから削除する用語を選択します。
b. 「タスク」メニューの「用語の削除」をクリックします。
5. 「InfoSphere Business Glossary での表示」をクリックして、InfoSphere Business
Glossary クライアントで用語を開きます。
6. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

第 3 章 メタデータの管理
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関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
『用語への資産の割り当て』
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、メタデータ・リポジトリー内の資産を割り当て
ることができます。
52 ページの『メタデータのデータベースへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータベースに追加する
ことができます。データベースのインスタンスの意味を明確にするために、メタデ
ータをデータベースに追加することもできます。
53 ページの『メタデータの表またはファイルへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータを表またはファイルに追加
することができます。表かファイルのいずれかのインスタンスの意味を明確にする
ために、メタデータを追加することもできます。
54 ページの『メタデータのデータ・フィールドへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータ・フィールドに追
加することができます。データ・フィールドのインスタンスの意味を明確にするた
めに、メタデータをデータ・フィールドに追加することもできます。

用語への資産の割り当て
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、メタデータ・リポジトリー内の資産を割り当て
ることができます。

始める前に
InfoSphere Business Glossary 作成者ロールが必要です。

このタスクについて
「用語の作成」ワークスペースから用語を作成するときに、または用語のオープン
によって、資産を割り当てることができます。

手順
1. InfoSphere Information Analyzer コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニュ
ーで、「メタデータ管理」 > 「用語」を選択します。
注: ナビゲーター・メニューで「用語」オプションを表示するには、InfoSphere
Business Glossary ユーザー特権が必要です。
2. すべての用語のリストから用語を選択し、「タスク」メニューで「用語を開く」
をクリックします。
3. 「用語を開く」ページで、「割り当て資産」をクリックします。
4. 「新規資産の割り当て」をクリックして、新規資産を割り当てます。
5. 「資産の選択」ウィンドウで資産を選択し、「追加」をクリックします。
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6. 「保存して閉じる」をクリックします。

ポリシーの作成
セキュリティー規定などのビジネスの指針を定義するためにポリシーを作成できま
す。データベース、表、ファイル、データ・フィールドにポリシーを追加できま
す。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「ポリシー」を選択します。
2. 「ポリシー」ワークスペースで、「新規」をクリックします。
3. 「ポリシーの作成」ペインで、ポリシーの情報を指定します。
4. 「作成者」表で、「追加」をクリックしてユーザーを選択し、ポリシーを変更す
る権限を割り当てます。
5. 「保存」をクリックします。
関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
『ポリシーの詳細の変更』
ポリシーの詳細を変更できます。
52 ページの『メタデータのデータベースへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータベースに追加する
ことができます。データベースのインスタンスの意味を明確にするために、メタデ
ータをデータベースに追加することもできます。
53 ページの『メタデータの表またはファイルへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータを表またはファイルに追加
することができます。表かファイルのいずれかのインスタンスの意味を明確にする
ために、メタデータを追加することもできます。
54 ページの『メタデータのデータ・フィールドへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータ・フィールドに追
加することができます。データ・フィールドのインスタンスの意味を明確にするた
めに、メタデータをデータ・フィールドに追加することもできます。

ポリシーの詳細の変更
ポリシーの詳細を変更できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「ポリシー」を選択します。
2. 「ポリシー」ワークスペースで、変更するポリシーを選択します。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「ポリシーを開く」ペインで、ポリシーの詳細を変更します。
第 3 章 メタデータの管理
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5. 「保存」をクリックします。
関連タスク
47 ページの『ポリシーの作成』
セキュリティー規定などのビジネスの指針を定義するためにポリシーを作成できま
す。データベース、表、ファイル、データ・フィールドにポリシーを追加できま
す。

連絡先の作成
データベース、表、ファイル、データ・フィールドに連絡先を作成して追加できま
す。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれていま
す。

このタスクについて
連絡先は、特定のデータに関連する人間である場合もあります。例えば、あるユー
ザーがアカウント情報の連絡先であり、別のユーザーが名前や住所などの顧客情報
の連絡先となります。連絡先は人物のグループであることもあります。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「連絡先」を選択します。
2. 「連絡先」ワークスペースで、「新規」をクリックします。
3. 「連絡先の作成」ペインで、連絡先の詳細を入力します。「姓」および「名」の
フィールドは必須です。
4. 「保存」をクリックします。
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関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
『連絡先の詳細を変更する』
連絡先の詳細を変更できます。
52 ページの『メタデータのデータベースへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータベースに追加する
ことができます。データベースのインスタンスの意味を明確にするために、メタデ
ータをデータベースに追加することもできます。
53 ページの『メタデータの表またはファイルへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータを表またはファイルに追加
することができます。表かファイルのいずれかのインスタンスの意味を明確にする
ために、メタデータを追加することもできます。
54 ページの『メタデータのデータ・フィールドへの追加』
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータ・フィールドに追
加することができます。データ・フィールドのインスタンスの意味を明確にするた
めに、メタデータをデータ・フィールドに追加することもできます。

連絡先の詳細を変更する
連絡先の詳細を変更できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「連絡先」を選択します。
2. 「連絡先」ワークスペースで、変更する連絡先を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「連絡先を開く」ペインで、連絡先の詳細を変更します。
5. 「保存」をクリックします。
関連タスク
48 ページの『連絡先の作成』
データベース、表、ファイル、データ・フィールドに連絡先を作成して追加できま
す。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれていま
す。

新規データ・クラスの追加
新規データ・クラスを追加して、データ分類と分析機能を拡張することができま
す。

このタスクについて
定義済みデータ・サブクラスを、システムが提供するデータ・クラスに追加するこ
とができます。例えば、インジケーター・クラスをジェンダー・クラスまたはフラ

第 3 章 メタデータの管理

49

グ・クラスとして分類します。テキスト分類は、さらに名前、住所、またはその他
のクラスとして定義されます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「データ・クラス」を選択します。
2. 「タスク」メニューの「新規」をクリックします。
3. データ・クラスの名前を「タイトル」フィールドに入力します。
4. オプション: データ・クラスのコード名を「コード」フィールドに入力します。
例えば、データ・クラスのタイトルが「Personal Identification Information」の場
合、コード名を「PII」とすることがあります。コード名は頭字語である必要はあ
りませんが、ユニークでなければなりません。
5. オプション: データ・クラスの簡略説明と詳細説明をそれぞれ、「説明 (略記)」
と「説明」フィールドに入力します。
6. オプション: 「サブクラス」フィールドの「追加」をクリックして、サブクラス
をデータ・クラスに追加します。例えば、サブクラス「address」をデータ・クラ
ス「Personal Identification Information」に追加できます。
a. サブクラスを含めるカテゴリーを選択します。
b. サブクラス・タイトル、サブクラス・コード、および説明を入力して、
「OK」をクリックします。
c. 「保存」をクリックします。
7. 「保存」をクリックします。

次のタスク
コンソールで「ホーム」ナビゲーター・メニューに移動し、「構成」 > 「分析設
定」を選択して、追加したばかりの新規データ・クラスの拡張分類を使用可能にし
ます。分類設定を使用可能にして、分類順序を設定できます。列分析を実行すると
きに、これらの分類設定を有効にすることができます。列分析を実行した後に分類
結果を表示し、分類結果の詳細を表示できます。

データ・サブクラスの詳細の変更
データ・サブクラスの詳細を変更できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「データ・クラス」を選択します。
2. 「データ・クラス」ワークスペースで、変更するサブクラスを選択します。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「データ・クラス」ペインで、サブクラスの詳細を変更します。
5. 「保存」をクリックします。
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ユーザー・クラスの作成
ユーザー・クラスを作成すると、IBM InfoSphere Information Analyzer に組み込まれ
ているデータ・クラスの基本セットを拡張できます。ユーザー分類は、特定のデー
タ・タイプを分類する組織的に定義された手法です。

このタスクについて
例えば、コード NAME を使用して、顧客名、連絡先、従業員などのデータを分類
します。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「ユーザー・クラス」を選択します。
2. 「ユーザー・クラス」ワークスペースで、「新規」をクリックします。
3. 「ユーザー・クラスの作成」ペインで、ユーザー・クラスの情報を指定します。
4. 「保存」をクリックします。
関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
『ユーザー・クラスの詳細の変更』
ユーザー・クラスの詳細を変更できます。

ユーザー・クラスの詳細の変更
ユーザー・クラスの詳細を変更できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「ユーザー・クラス」を選択します。
2. 「ユーザー・クラス」ワークスペースで、変更するユーザー・クラスを選択しま
す。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「ユーザー・クラスを開く」ペインで、ポリシーの詳細を変更します。
5. 「保存」をクリックします。
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関連タスク
51 ページの『ユーザー・クラスの作成』
ユーザー・クラスを作成すると、IBM InfoSphere Information Analyzer に組み込まれ
ているデータ・クラスの基本セットを拡張できます。ユーザー分類は、特定のデー
タ・タイプを分類する組織的に定義された手法です。

メタデータのデータベースへの追加
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータベースに追加する
ことができます。データベースのインスタンスの意味を明確にするために、メタデ
ータをデータベースに追加することもできます。

このタスクについて
メタデータはメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM InfoSphere Business
Glossary などのスイート・コンポーネントで使用できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「データ・ストア」を選択します。
2. 「データベース」ワークスペースで、メタデータを追加するデータベースを選択
します。
3. 「タスク」ペインで「詳細を開く」をクリックします。
4. 「データベースの詳細を開く」ペインで、データベースに追加する項目のタイプ
に対する表で「追加」 をクリックします。
5. データベースに追加するメタデータを選択して「OK」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。
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関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
44 ページの『InfoSphere Business Glossary 用語の作成、編集、および削除』
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、用語の作成、既存用語のプロパティーの編集、
または用語の削除を行うことができます。
47 ページの『ポリシーの作成』
セキュリティー規定などのビジネスの指針を定義するためにポリシーを作成できま
す。データベース、表、ファイル、データ・フィールドにポリシーを追加できま
す。
48 ページの『連絡先の作成』
データベース、表、ファイル、データ・フィールドに連絡先を作成して追加できま
す。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれていま
す。

メタデータの表またはファイルへの追加
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータを表またはファイルに追加
することができます。表かファイルのいずれかのインスタンスの意味を明確にする
ために、メタデータを追加することもできます。

このタスクについて
メタデータはメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM InfoSphere Business
Glossary などのスイート・コンポーネントで使用できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「表またはファイル」を選択します。
2. 「表またはファイル」ワークスペースで、メタデータを追加する表またはファイ
ルを選択します。
3. 「タスク」ペインで「詳細を開く」をクリックします。
4. 「表またはファイルの詳細を開く」ペインで、表またはファイルに追加する項目
のタイプに対する表で「追加」 をクリックします。
5. 表またはファイルに追加するメタデータを選択して「OK」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。
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関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
44 ページの『InfoSphere Business Glossary 用語の作成、編集、および削除』
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、用語の作成、既存用語のプロパティーの編集、
または用語の削除を行うことができます。
47 ページの『ポリシーの作成』
セキュリティー規定などのビジネスの指針を定義するためにポリシーを作成できま
す。データベース、表、ファイル、データ・フィールドにポリシーを追加できま
す。
48 ページの『連絡先の作成』
データベース、表、ファイル、データ・フィールドに連絡先を作成して追加できま
す。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれていま
す。

メタデータのデータ・フィールドへの追加
別名、説明、用語、連絡先、ポリシーなどのメタデータをデータ・フィールドに追
加することができます。データ・フィールドのインスタンスの意味を明確にするた
めに、メタデータをデータ・フィールドに追加することもできます。

このタスクについて
例えば、フィールド CUST_NBR_01 には明示的な意味はありません。このデータ・
フィールドが、自動生成される顧客番号を説明するように、定義を追加することが
できます。メタデータはメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM InfoSphere
Business Glossary などのスイート・コンポーネントで使用できます。

手順
1. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「メタデータ管理」 >
「データ・フィールド」 を選択します。
2. 「データ・フィールド」ワークスペースで、メタデータを追加するデータ・フィ
ールドを選択します。
3. 「タスク」ペインで「詳細を開く」をクリックします。
4. 「データ・フィールドの詳細を開く」ペインで、メタデータをデータ・フィール
ドに追加するための情報を指定します。
5. データ・フィールドに追加する項目のタイプに対する表で「追加」 をクリック
します。
6. データ・フィールドに追加するメタデータを選択して「OK」をクリックしま
す。
7. 「保存」をクリックします。
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関連概念
43 ページの『メタデータ管理』
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、メタデータをデータ主導で作成
し、そのメタデータを物理オブジェクトにリンクできます。
関連タスク
44 ページの『InfoSphere Business Glossary 用語の作成、編集、および削除』
IBM InfoSphere Business Glossary 作成者ユーザーは、IBM InfoSphere Information
Analyzer クライアントを使用して、用語の作成、既存用語のプロパティーの編集、
または用語の削除を行うことができます。
47 ページの『ポリシーの作成』
セキュリティー規定などのビジネスの指針を定義するためにポリシーを作成できま
す。データベース、表、ファイル、データ・フィールドにポリシーを追加できま
す。
48 ページの『連絡先の作成』
データベース、表、ファイル、データ・フィールドに連絡先を作成して追加できま
す。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユーザーの個人情報が含まれていま
す。
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第 4 章 分析の概要
データの分析を開始する前に、プロジェクト環境を把握し、プロジェクトを開いて
ダッシュボードを検討し、実施する分析ジョブまたは分析の検討を決定する必要が
あります。

分析設定の定義
分析設定は、列分析、表分析、および表間分析に適用されます。個々のしきい値オ
プションには、このしきい値を満たして、推論を作成するために必要とされる値の
割合を制御するパーセンテージを指定します。

分析しきい値の設定
分析しきい値の設定で、InfoSphere Information Analyzerがどのように分析を実行す
るかを指定します。列分析、表分析、表間分析に対応する個々の設定を変更するこ
とができます。個々のしきい値オプションには、このしきい値を満たして、推論を
作成するために必要とされる値の割合を制御するパーセンテージを指定します。
しきい値設定は、システムによって推論が作成される前に、しきい値を満たす必要
があるデータ値の総数を制御するパーセンテージです。例えば、しきい値設定の定
数しきい値が 99% である場合、ある列が定数と見なされるには、その列に含まれ
るほぼすべての値が同じでなければなりません。列の 100% の値が同じである場
合、この列は定数とみなされます。列の値の 99.1% が同じである場合も、この列は
定数としてみなされます。ただし、100 万行の表では、この値は 9000 個の非定数
値があることを示します。これは、推論が誤っている可能性があることを意味しま
す。列の頻度分布の結果を検討する場合、この値を調査して、値の 0.9% が、矛盾
したり無効とならないかどうか判定することができます。続いて、頻度分布に含ま
れる推論を選択に応じて変更できます。

列分析設定
次の表は、変更可能な列分析設定を示しています。リストに含まれているデフォル
ト値は、システム・デフォルトです。「分析設定」ワークスペースで、デフォルト
のシステム設定を変更していた場合は、変更された設定が表示されます。「ホー
ム」ナビゲーター・メニューに移動し、「構成」 > 「分析設定」を選択して、列分
析設定を表示します。
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表 7. 列分析設定
設定

説明

NULL 可能性しきい値

列で NULL 値を使用できるかどうかを示し
ます。NULL 値が出現する頻度パーセンテー
ジがこの NULL 可能性しきい値以上の列の
場合、その列では NULL 値が許容されてい
るとシステムは判定します。NULL 値が列に
存在しないか、または頻度パーセントがしき
い値より小さい場合は、この列には NULL
値は許可されないと判別されます。デフォル
トは 1.0% です。

固有性しきい値

列がユニークであるとみなされるかどうかを
示します。列に固有性しきい値以上のユニー
ク値のパーセンテージがあると、システム
は、この列がユニークであると判定します。
デフォルトは 99.0% です。

定数しきい値

列で定数値を使用できるかどうかを示しま
す。列に定数しきい値以上の頻度パーセンテ
ージをもつ単一の個別値があると、システム
は、この列を定数であると判定します。デフ
ォルトは 99.0% です。

設定の分類順序
次の表に、ユーザーの列分析設定に基づいて有効にすることができる分類順序設定
を示します。クレジット・カード番号や名前などの追加のデータ分類レベルを有効
にするには、「有効」をクリックします。「設定の分類順序」セクションの右側の
矢印を使用して、有効にした分類設定の順序を変更することができます。
表 8. 設定の分類順序
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データ・クラス

説明

口座番号

列を口座番号とみなせるかどうかを推論しま
す。

アドレス

列をアドレスとみなせるかどうかを推論しま
す。

AMEX

列を American Express クレジット・カード
番号とみなせるかどうかを推論します。

銀行口座番号

列を銀行口座とみなせるかどうかを推論しま
す。

カナダ SIN

列をカナダの社会保障番号 (SIN) とみなせる
かどうかを推論します。

コード

ある特定の意味を表すコード値を収容する
列。例えば、コード・クラスの列には、電話
番号の市外局番に関するデータが入ります。

会社名

列を会社名とみなせるかどうかを推論しま
す。

コンピューターのアドレス

列をコンピューターのアドレスとみなせるか
どうかを推論します。

表 8. 設定の分類順序 (続き)
データ・クラス

説明

国別コード

列を国または地域のコードとみなせるかどう
かを推論します。

クレジット・カード番号

列をクレジット・カード番号とみなせるかど
うかを推論します。

日付

列を日時順データとみなせるかどうかを推論
します。例えば、日付クラスの列には、
10/10/07 などのデータが入ります。

誕生日

列を誕生日とみなせるかどうかを推論しま
す。

Diners Club

列を Diners Club クレジット・カード番号と
みなせるかどうかを推論します。

Discover

列を Discover クレジット・カード番号とみ
なせるかどうかを推論します。

運転免許証

列を運転免許証番号とみなせるかどうかを推
論します。

メール・アドレス

列をメール・アドレスとみなせるかどうかを
推論します。

フランス INSEE

列をフランスの国立統計経済研究所 (INSEE)
番号とみなせるかどうかを推論します。

性別

列を男/女または M/F などの性別コードとみ
なせるかどうかを推論します。

ホスト名

列をホスト名とみなせるかどうかを推論しま
す。

識別番号

列を識別番号とみなせるかどうかを推論しま
す。

識別子

ユニーク・エンティティーを参照するために
使用するデータ値です。例えば、ある列のク
ラスが「識別子」だとすると、その列は主キ
ーであるか、顧客番号といったユニークな情
報を収容する列であると考えられます。

インジケーター

列が「M/F」、「0/1」、「真/偽」、「はい/
いいえ」などのバイナリー値を含むかどうか
を推論します。

新証券コード

列を新証券コードとみなせるかどうかを推論
します。

国際標準図書番号

列を国際標準図書番号とみなせるかどうかを
推論します。

IP アドレス

列を IP アドレスとみなせるかどうかを推論
します。

イタリア納税者番号

列をイタリアの納税者番号とみなせるかどう
かを推論します。

JCB

列を JCB クレジット・カード番号とみなせ
るかどうかを推論します。
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データ・クラス

説明

ラージ・オブジェクト

ラージ・オブジェクトは、そのデータ長がデ
ータ長しきい値より大きい列です。ラージ・
オブジェクトとして定義された列のプロファ
イルは明示的には作成されません。ラージ・
オブジェクトは、BLOB データ・タイプの列
に割り当てられます。

MasterCard

列を MasterCard クレジット・カード番号と
みなせるかどうかを推論します。

名前

列を名前とみなせるかどうかを推論します。

Lotus Notes メール・アドレス

列を IBM Lotus Notes® メール・アドレスと
みなせるかどうかを推論します。

パスポート番号

列をパスポート番号とみなせるかどうかを推
論します。

個人の住所

列を個人の住所とみなせるかどうかを推論し
ます。

個人識別情報

列を個人識別情報とみなせるかどうかを推論
します。

個人識別番号

列を個人識別番号とみなせるかどうかを推論
します。

個人名

列を個々の個人名とみなせるかどうかを推論
します。

数量

数値についてのデータを収容する列。例え
ば、数量クラスの列には、オブジェクトの価
格に関するデータが入ります。

スペイン NIF

列をスペインの ID 番号 (número de
identificación or NIF)とみなせるかどうかを推
論します。

テキスト

未フォーマット英数字データおよび特殊文字
データを収容する列。

UK NINO

列を UK の社会保障番号 (NINO) とみなせ
るかどうかを推論します。

汎用製品コード

列を汎用製品コードとみなせるかどうかを推
論します。

不明

システムによって分類できない列は、「不
明」と定義されます。「不明」クラスは、分
析中に一時的に適用されます。

URL

列を Web アドレスとみなせるかどうかを推
論します。

US 電話番号

列を U.S. の電話番号とみなせるかどうかを
推論します。

US SSN

列を U.S. の社会保障番号 (SSN) とみなせる
かどうかを推論します。

US 州コード

列を U.S. の州コードまたは省略形とみなせ
るかどうかを推論します。

表 8. 設定の分類順序 (続き)
データ・クラス

説明

US ZIP

列を U.S. の郵便番号とみなせるかどうかを
推論します。

US Zip+4

列を拡張 U.S. ZIP コードとみなせるかどう
かを推論します。

VISA

列を Visa クレジット・カード番号とみなせ
るかどうかを推論します。

表分析設定
次の表は、主キー分析と外部キー分析で変更できる表分析設定を示しています。リ
ストに含まれているデフォルト値は、システム・デフォルトです。「分析設定」ワ
ークスペースで、デフォルトのシステム設定を変更していた場合は、改訂された設
定が表示されます。
表 9. 表分析設定
設定

説明

主キーしきい値

列 (単一列または複数列連結) を主キー候補
としてみなせるかどうかを推論します。

データ・サンプル・サイズ

表またはファイルのデータ・サンプルが作成
されるときに組み込まれるレコードの数を制
御します。デフォルトは 2,000 個のレコード
です。

データ・サンプル方式

データ・サンプルを作成するために使用する
方式のタイプ (順次、ランダム、または n 番
目ごとの値) を決定します。

データ・サンプル・パラメーター

n 番目データ・サンプリング方式の n の値
を指定します。デフォルトは 10 です。

複合キーの最大列数

主キー候補を検索するときに結合できる列の
最大数を決定します。デフォルトは 2 で
す。

表間分析設定
デフォルトの表間分析設定は変更できます。「分析設定」ワークスペースで、デフ
ォルトのシステム設定を変更していた場合、そのデフォルトが表示されます。
共通ドメインしきい値設定
別の列の頻度分布における個別値と一致する、ある列の頻度分布における個
別値のパーセンテージを判別します。一致する個別値のパーセンテージがし
きい値以上の場合、2 つの列は共通ドメインを持つと見なされます。デフォ
ルトは 98% です。

プロジェクト環境の概要
ご使用のプロジェクト環境は、1 つ以上のクライアント、1 つ以上のサーバー、 1
つのメタデータ・リポジトリーおよび 1 つのコネクターから構成されます。
第 4 章 分析の概要
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クライアントは、すべての分析作業、構成オプション、分析結果を保管するメタデ
ータ・リポジトリーに接続します。クライアントはタスクを完了するために使用す
るインターフェースです。リポジトリーは、コネクターを通して、ホスト・コンピ
ューター上のデータ・ストアに接続します。データのプロファイルを作成する前
に、ソース・データに対応するメタデータをリポジトリーにインポートしておく必
要があります。プロジェクトのセットアップ中に、管理者は、選択したメタデータ
をリポジトリーにインポートし、プロジェクト全体を通してのメタデータへのイン
タレストを登録します。メタデータ・リポジトリーはサーバー・コンピューターに
置かれ、複数のスイート・コンポーネントにおける複数のプロジェクトで共有され
るメタデータを保持します。

IBM InfoSphere Information Server コンソールで既存プロジェクトを開
く
既存プロジェクトを開き、情報分析や情報サービスの使用可能化などのプロジェク
トの製品モジュールと関連するタスクを実行することができます。

始める前に
ユーザーまたは管理者が、プロジェクトを作成してセットアップする必要がありま
す。

手順
1. 「マイ・ホーム」ワークスペースの「プロジェクト」ペインで、リストからプロ
ジェクトを選択します。
2. 「プロジェクトを開く」をクリックして、「ダッシュボード」ワークスペースを
開きます。

ダッシュボードを表示して状況を指定する
プロジェクトに関連するすべてのデータ・ソース状況を表示して、個々の分析にド
リルダウンし、分析を完了するか、結果を検討することができます。

このタスクについて
分析結果のサマリーを表示して、データ・ソースの状況を確認することができま
す。状況インジケーターは、データ・ソースの分析と検討が済んでいるかどうかを
示します。データ・ソースが分析されているときには、データ・ソースの現行状況
を反映するように、インジケーターの色が変わります。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「ダッシュボード」を選択し
ます。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで、「分析」タブを選択します。

次のタスク
これで、分析の検討を実施できます。
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分析の検討の実施
データの現在の品質を把握するには、定義値と推論値との間に不整合がないか確認
し、不完全なデータを識別して、実行すべき追加の分析機能を決定し、分析結果を
検討することが可能です。

始める前に
ビジネス・アナリストまたはデータ・スチュワード権限を持つ IBM InfoSphere
Information Analyzer ユーザーでなければなりません。

手順
1. 「概要」ナビゲーター・メニューで、「ダッシュボード」を選択します。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで、「分析」タブを選択します。
3. 検討する表、列、またはファイルを選択します。
4. 実施する検討に対応する「分析」ボタンをクリックします。

第 4 章 分析の概要
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第 5 章 列の分析
データをその内容、品質、メタデータの正確性などの最も詳細なレベルで理解する
には、列を分析して、データの列やフィールドのプロパティーと特性を調べ、不整
合と例外を検出します。

このタスクについて
推論と分析結果により、データの管理方法に関する意思決定をすることができま
す。列分析ジョブを完了すると、その結果とシステムの推論を検討し、メタデータ
を保存します。データ・フィールドの要約データを調査し、システムによって推論
された結果を変更して、データの詳細な表示について個々のデータ・フィールドに
ドリルダウンできます。検討が完了すると、列分析ジョブの範囲外の分析中に収集
された情報を使用する参照表を作成し、検討中の注釈を追加して、この検討を完了
としてマークすることができます。

列分析
列分析は、データに含まれる列の内容を調べるデータ・プロファイル・プロセスで
す。列分析ジョブを実行すると、データの構造を把握し、データの品質に影響を与
える可能性のある例外を見つけることができます。
列分析ジョブ中に、個々の列におけるデータ値の頻度分布を分析することによっ
て、データの特性が評価されます。頻度分布の分析後、システムにより推論が作成
されます。推論は、データに含まれる特定のエレメントに関して作成できる最高の
選択を示すことがよくあります。例えば、データが分析されると、個々の列にデー
タ・クラスが推論されます。データ・フィールドは、そのデータ・フィールドの業
務上の用途が持つ意味と物理的なプロパティーとに基づいて、いずれかのデータ・
クラスに分類されます。頻度分布に含まれる列分析の結果を検討して、推論をその
まま受け入れるか、別の選択を行うことができます。
列分析ジョブを実行すると、データの次の列の特性について評価することができま
す。
最小、最大、および平均フィールド長
フィールドが短すぎると、データが失われる可能性があります。フィールド
が大きすぎると、他の場所で必要となることもあるメモリーまで使用しま
す。
数値の精度とスケール
精度は、数値フィールドの合計長を示します。数値のスケールは、数値フィ
ールドの小数部分の合計長です。
日付と時間フォーマットなどの基本データ・タイプ
数値タイプ、英字タイプなどの基本データ・タイプは、入力が正しいかどう
か評価されます。
個別値のカウント (カーディナリティー)
カーディナリティーは、ブランクや NULL を含む、列の中の個別値の数で
す。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

65

空値と NULL 値
空値はスペースを使用し、削除可能です。
列分析ジョブ中に、データに含まれる列の内容と構造に関して、次の推論が作成さ
れます。
データ・タイプ、長さ、精度、およびスケール
タイプ、長さ、精度、およびスケール値が推論されます。
データ・クラス
データ・クラスが推論されます。識別子、コード、インジケーター、行数、
日付、テキスト、ラージ・オブジェクト、不明の 8 つのデータ・クラスが
事前に定義されています。
フィールド値の固有性
ユニーク値が推論されます。ユニーク値は、列に含まれる値の大半がユニー
クなデータ値であるかどうかを確認します。

データ・プロファイル・プロセス
データ・プロファイル・プロセスを使用して、データの品質を評価します。デー
タ・プロファイル・プロセスは、データの構造と内容を分析し、データに関して推
論を作成する複数の分析から構成されます。分析の完了後、結果を検討して、推論
を受け入れるかまたはリジェクトすることができます。
データ・プロファイル・プロセスは、データを評価するために連携する次の複数の
分析から構成されます。

列分析
列分析は、クロスドメイン分析を除くすべての分析の前提条件です。列分析ジョブ
中に、列またはフィールド・データが表またはファイルで評価され、頻度分布が作
成されます。頻度分布は、データの特性に関する統計や推論など、個々の列の結果
をまとめます。頻度分布を検討して、データに例外が含まれているかどうか調べま
す。データに含まれる例外を削除する場合、IBM InfoSphere QualityStage などのデ
ータ・クレンジング・ツールを使用して、値を削除することができます。
頻度分布は、主キー分析やベースライン分析などの、この後の分析の入力としても
使用されます。
列分析プロセスは、次の 4 つの分析から構成されます。
ドメイン分析
無効なデータ値と不完全なデータ値を指定します。無効値と不完全値がある
と、データのアクセスと使用に不都合が起きるため、データの品質に影響が
出ます。こうした例外を削除するために、データ・クレンジング・ツールを
使用する場合には、ドメイン分析からの結果を使用することができます。
データ分類分析
データの個々の列のデータ・クラスを推定します。データ・クラスは、デー
タを分類するものです。データが誤って分類されると、データを他のドメイ
ンのデータと比較することが難しくなります。同様の値が含まれるデータを
検索する場合は、データのドメインを比較します。
フォーマット分析
データに含まれる値のフォーマット式を作成します。フォーマット式は、列
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に含まれる個別の文字について文字シンボルを使用するパターンです。例え
ば、英字には文字シンボル A を使用し、数字には文字シンボル 9 を使用
します。フォーマットが正確であると、データは定義済みの標準と整合しま
す。
データ・プロパティー分析
データ・プロパティー分析は、分析前のデータに関して事前に定義されてい
るプロパティーと、分析中に作成されるシステムが推論したプロパティーの
精度を比較します。データ・プロパティーは、フィールド長やデータ・タイ
プといったデータの特性を定義するものです。整合した明確なプロパティー
によって、データが効率的に使用されます。

キーおよびクロスドメイン分析
キーおよびクロスドメイン分析ジョブでは、表間の関係についてデータが評価され
ます。データに含まれる値が、外部キー候補と定義済み外部キーについて評価され
ます。列に含まれる値が、関連する主キーまたは自然キーの値と一致する場合、列
は外部キーの候補と推論されることがあります。外部キーが正しくない場合、別の
表の主キーまたは自然キーとの関係は失われます。
キーおよびクロスドメイン分析ジョブが完了すると、データについて参照整合性分
析ジョブを実行することができます。参照整合性分析は、外部キーと主キーまたは
自然キーとの関係に違反があるかどうか完全に識別するために使用する分析です。
参照整合性分析ジョブで、外部キー候補は、関連する主キーまたは自然キーの値と
一致しているかどうか確認するのに、簡略レベルで分析されます。
また、キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、複数の列が共通ドメイ
ンを共有しているかどうかのか判定にも役立ちます。共通ドメインは、複数の列に
オーバーラップ・データが含まれている場合に存在します。共通ドメインを共有す
る列は、外部キーと主キーとの関係を通知する場合があります。この関係について
は、外部キー分析ジョブ中にさらに詳しく分析することができます。ただし、大半
の共通ドメインは、列間の重複を示します。データに重複があると、メモリーが使
い尽くされ、重複データに関連するプロセスがスローダウンしてしまうため、デー
タ・クレンジング・ツールを使用して重複を削除することができます。

ベースライン分析
ベースライン分析ジョブを実行して、同じデータ・ソースについて、前のバージョ
ンの分析結果と、現在の分析結果を比較することができます。 2 つのバージョンに
差分がある場合、品質が向上したかどうかなどの、変更の重要度を評価することが
できます。
次の図は、データ・プロファイル分析がどのように連携するかについて示していま
す。
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図 1. データ・プロファイル分析

注: クロスドメイン分析ジョブを実行する前に、列分析ジョブを実行する必要はあ
りません。

列分析ジョブの実行
データの構造と内容を判定し、データに例外や不整合があるかどうか判定するため
に、列を分析することができます。列分析の結果は、他のすべてのデータ・プロフ
ァイル・タスクの基盤として使用されます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーター権限が必要です。 次の
タスクが、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーターによって
完了されていなければなりません。
メタデータをプロジェクトを関連付ける

このタスクについて
ここで列を分析するか、設定した日時に実行するように、列分析ジョブをスケジュ
ールすることができます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「列分析」を選択します。
2. 「列分析」ワークスペースで、分析する列を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「列分析の実行」をクリックします。
4. 「列分析の実行」ペインで、この分析ジョブの新しい名前を「ジョブ名」フィー
ルドに入力します。
5. オプション: 「ジョブの説明」フィールドに、このジョブの説明を入力します。
例えば、ジョブの目的を入力します。
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6. オプション: ユーザーの分析設定またはプロジェクト分析設定で指定した、クレ
ジット・カードや社会保障番号分類などの分類設定を有効にする場合は、「拡張
データ分類を有効にする」を選択します。
7. オプション: 「構成」タブをクリックして、列分析ジョブに使用するデータ・ソ
ース用の接続を構成します。
a. 「接続の構成」セクション内の構成するデータ・ストアを強調表示して、
「コネクター」ドロップダウン・メニューから使用するコネクターを選択し
ます。
b. コネクターのユーザー ID とパスワードを「接続設定」セクションに入力し
て、「接続のテスト」をクリックします。 ドロップダウン・メニューから選
択するコネクターには、さまざまなユーザー証明情報セットを入力すること
ができます。例えば、システム・レベルのコネクター設定ではアドミニスト
レーターの証明情報を使用することがありますが、プロジェクト・レベルで
は、同じコネクターにユーザー個人のユーザー ID とパスワードを使用する
ことがあります。
c. 接続のテストが正常終了したら、「サブミット」をクリックします。
8. 「スケジューラー」タブで、「直ちに実行」を選択します。
9. 「サブミット」 > 「サブミットして閉じる」をクリックして、分析ジョブを実
行します。

次のタスク
列分析ジョブの完了後、「タスク」ペインの「列分析を開く」をクリックして、列
分析の結果にドリルダウンし、推論結果を受け入れるか、変更することができま
す。

列分析のスケジューリング
大量のデータを分析する必要がある場合、または分析を日、週、月ベースで繰り返
す場合、設定した日時に実行するように、列分析ジョブをスケジュールすることが
できます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーター権限が必要です。 次の
タスクが、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーターによって
完了されていなければなりません。
v

32 ページの『インポートされたメタデータをプロジェクトと関連付ける』

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「列分析」を選択します。
2. 「列分析」ワークスペースで、分析する列を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「列分析の実行」をクリックします。
4. 「スケジューラー」タブで、「スケジュール」を選択します。
5. 「スケジュールの説明」フィールドに、このジョブの説明を入力します。 例え
ば、ジョブの目的を入力します。
6. 「開始日」フィールドで、ジョブを最初に実行する日時を指定します。
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7. 「終了日」フィールドで、ジョブを終了する日時を指定します。
8. 「頻度」メニューで、列分析ジョブを実行する頻度を選択します。
9. 「サブミット」 > 「サブミットして閉じる」をクリックします。

次のタスク
最初にスケジュールされた列分析ジョブが完了すると、分析のサマリー情報を表示
し、推論結果を受け入れるか、変更することができます。

仮想表の作成
仮想表を作成して、1 つ以上の表のデータをセグメント化することができます。垂
直のセグメンテーション (一連の選択した列に基づく列のサブセットまたはスーパ
ーセット) または水平のセグメンテーション (条件式に基づく行またはレコードの明
示的なセット)、あるいはその両方が可能です。この仮想表でその後の分析 (例えば
列またはクロスドメインなど) を実行できます。

手順
1. コンソールの「列分析」ワークスペースで、仮想表を作成する基本表を選択して
「仮想表の作成」をクリックします。
2. 「名前」フィールドで、仮想表の名前を入力します。
3. 「説明 (略記)」フィールドで、簡略説明を入力します。 例えば、その特定のビ
ューの理由を指定する場合があります。
4. 「説明 (すべて)」フィールドで、詳細説明を入力します。
5. 「使用可能な列」リストから 1 つ以上の列を選択します。
6. 矢印ボタンをクリックして、選択した列を「選択された列」リストに移動しま
す。
7. オプション: 上矢印や下矢印を使用して、選択した列の順序を変更します。
8. オプション: 選択した列にフィルターを定義するには、「条件の追加」をクリッ
クして、以下の 'where' 節パラメーターを選択します。左括弧、列名、オペレー
ター、値、右括弧、および And または Or ブール演算子。
9. 「保存」をクリックします。

次のタスク
列分析ジョブを実行することにより、新規仮想表を分析することができます。

仮想列の作成
仮想列とは、1 つ以上の列のデータを連結して 1 つの列にすることです。続いて、
この連結された列でさらに分析ジョブを実行します。

このタスクについて
例えば、「名」列と「姓」列を「名前」という 1 つの列に結合することができま
す。続いて、この連結された列を分析します。この列には、「名」列と「姓」列の
両方にあるデータが含まれています。仮想列は、複数列の可能性がある主キーを評
価するか、いくつかのフィールドから値のペアの組み合わせを検証するためにも使
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用できます。また、1 つの列に仮想列を作成して、この列でデータを切り捨てる
か、埋め込むこともできます。

手順
1. コンソールの「列分析」ワークスペースで、「仮想列の管理」をクリックしま
す。
2. 「新規作成」をクリックして仮想列を作成します。
3. 「名前」フィールドで、仮想列の名前を入力します。
4. 「定義」フィールドで、説明を入力します。 例えば、連結の理由を指定する場
合があります。
5. 「使用可能な列」リストから 1 つ以上の列を選択します。
6. 矢印ボタンをクリックして、選択した列を「選択された列」リストに移動しま
す。
7. オプション: 選択した列の順序を変更します。
8. オプション: パラメーター (列の固定幅、フィールド区切り文字、または列値を
囲む引用符) を追加します。
9. 「保存」をクリックします。

次のタスク
列分析ジョブを実行することにより、新規仮想列を分析することができます。

仮想列
列分析ジョブを複数の列で実行する場合、仮想列を作成します。複数列の主キー分
析や外部キー分析などの複数の列を評価する分析結果を使用する場合、仮想列を分
析することがあります。
仮想列は、同じ表に含まれる複数の列からデータ値を連結して作成されます。例え
ば、first_name 列と last_name 列が別々に存在する場合、 full_name という仮想列
を作成して、ここに元の列を 2 つとも組み込み、列分析ジョブの実行で使用するこ
とができます。
列分析ジョブを実行すると、仮想列に対して頻度分布が生成されます。仮想列を使
用した列分析ジョブからの結果は、仮想列に対するデータ・クラスについて、推論
が作成されない点を除き、単一列に対する列分析ジョブの結果と類似しています。

仮想列の削除
仮想列を形成する連結を削除することができます。

このタスクについて
仮想列を作成して、この列では分析をこれ以上実行しない場合、仮想列を削除する
ことができます。

手順
1. コンソールの「列分析」ワークスペースで、「仮想列の管理」を選択します。
2. 「仮想列」オブジェクト・リストで削除する仮想列を選択します。
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3. 「削除」をクリックします。
4. 「OK」をクリックして、仮想列を削除することを確認します。

列分析結果の表示と検証
列分析ジョブの結果を表示して、データの現在の品質を把握し、値と属性の間に不
整合がないか確認して、不完全なデータを指定し、実行すべき追加の分析機能を決
定します。

始める前に
ビジネス・アナリストまたはデータ・スチュワード権限を持つ IBM InfoSphere
Information Analyzer ユーザーでなければなりません。

このタスクについて
列分析ジョブの結果を表示することにより、キーとなる結果を表示し、検討プロセ
スを開始できます。検討プロセスの個々のステップは、この機能に関連するすべて
のデータを含む、またはこれらのデータへのアクセス権がある詳細な検討画面によ
りサポートされます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「列分析」を選択します。
2. 「列分析」ワークスペースで、結果を表示する列を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「列分析を開く」をクリックします。
4. 「分析サマリーの表示」ペインで、列分析ジョブのサマリーを検討します。 フ
ラグが表示されている場所にある列に注を追加します。こうしたフラグは、デー
タに変更または不整合があることを示します。

次のタスク
「詳細の表示」をクリックして、分析の詳細をさらに表示し、分析に注釈を追加
し、推論結果を変更するか、追加の分析を実行することができます。

頻度分布
頻度分布は、頻度カウントと、列内の個別値に対する特性を示します。列分析ジョ
ブを実行すると、分析する個々の値に対して頻度分布が生成されます。
頻度分布を使用すると、データの内容について把握し、データの構造をどのように
するかについて決定することができます。例えば、データをどのようにカテゴリー
化するか知りたい場合、分析中に推論されたデータ・クラスを調べることができま
す。推論に同意しない場合、頻度分布を検討するときに、別のデータ・クラスを選
択することができます。
頻度分布は、データのプロファイルを作成するときに、別の分析を実行する基盤で
もあります。例えば、主キー分析ジョブで、列の頻度分布がユニークな値であるか
どうか評価されます。列がユニークであると、主キーの候補とみなされます。
頻度分布が分析中に作成されるときに、列に関する統計が生成されます。この統計
には、列の文字数、NULL、データ・プロパティーなどの情報が含まれています。
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頻度分布には、データに含まれる列の特性がリストされます。
列に含まれる個々の値のデータ・タイプに関する推論
データ・タイプは、列に含まれるデータの構造的なフォーマットを記述しま
す。例えば、数値データが含まれる列はタイプ N (数値)、英字データが含
まれる列はタイプ A (英字) です。
列のデータ・クラスに関する推論
クラスは、列のデータ用途に従って列をカテゴリー化する変数です。例え
ば、10/04/07 のようなデータが列に含まれていると、 10/04/07 は日付を意
味するものであるため、日付クラスがこの列に割り当てられます。
列に含まれる個々の値の長さの計算
列に含まれる値の合計長を示します。
列に含まれる NULL の数
列に含まれる空値の総数を示します。
列に含まれる有効値と無効値の数
値を有効値とみなすか、無効値とみなすかを示します。
列に含まれる個々のフォーマット式
フォーマット式は、列のタイプに従って、列内のデータのタイプを記述する
パターンです。例えば、列が日付クラスの列である場合、 YYMMDD など
のフォーマット式が列 (年、月、日付) に割り当てられます。
分析によって、データに含まれる列に関する統計も作成されます。
列のカーディナリティー・カウント
カーディナリティー・カウントは、列に含まれる個別値の総数です。
列のカーディナリティー・パーセンテージ
カーディナリティー・パーセンテージとは、列の個別値の総数を、その同じ
列に含まれる値の総数で割った計算です。
列に含まれる値の最小、最大、および平均長
値の平均長を示し、次に同じ列の値の最小長と最大長を計算します。
推論データ・タイプの分布
分析中に推論されたすべてのデータ・タイプの分布を示します。
推論フォーマット式の分布
分析中に推論されたすべてのフォーマット式の分布を示します。

列分析結果の参照
次の表は、列分析ジョブの実行後に戻るプロパティー、属性、および値を記述しま
す。
表 10. 列分析結果の参照
属性

説明

表の合計

選択したデータ・ソースに含まれるレコード
と列の合計カウントを示します。

検討済みの列属性

検討済みとマークされた列の数を示します。
定義済みの値と推論値の間に例外があること
を示します。その例外的な差異が検出された
分析列にも、赤のインジケーターが表示され
ます。問題の列に検討済みのマークが付けら
れると、このインジケーターは除去されま
す。
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表 10. 列分析結果の参照 (続き)
属性

説明
分析された列は仮想列であったことを示しま
す。仮想列とは、分析用に 1 つ以上の列を
連結したものです。
列に注釈が追加されていることを示します。
注釈は、分析がさらに必要な問題についてフ
ラグを立てて、備考や注釈を入力できるよう
にデータ・ソースに追加されます。イメージ
をダブルクリックすると、追加された注釈を
読み取ることができます。
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名前

列の名前を示します。

位置

順に並んだ列の中でのこの列の論理的シーケ
ンス番号を示します。

定義

メタデータに保管されている、列の説明を示
します。

カーディナリティー

検出された個別値の数と、レコードの総数に
含まれる個別値のパーセントを示します。

データ・クラス

推論されたデータ・クラスと選択されたデー
タ・クラスを示します。データ・フィールド
は、そのデータ・フィールドの業務上の用途
が持つ意味と物理的なプロパティーとに基づ
いて、いずれかのデータ・クラスに分類され
ます。

データ・タイプ

定義、推論、および選択されたデータ・タイ
プを示します。データ・タイプは、どのタイ
プのデータがデータ・フィールドに保管され
るかを示す分類です。データ・タイプには、
数値、文字、浮動小数点、日付、および整数
などがあります。

長さ

列に含まれるデータ値の定義、推論、および
選択された長さを示します。

精度

数値列に存在するすべての値を保持するため
に必要な、定義済みの最大桁数、推論された
最大桁数、および選択済みの最大桁数を示し
ます (小数点の左右両側の総桁数)。非数値列
には精度は適用されません。

スケール

数値列に存在するすべての値を保持するため
に小数点の右側に必要な、定義済みの最大桁
数、推論された最大桁数、および選択済みの
最大桁数を示します。非数値列にはスケール
は適用されません。

NULL 可能性

列で NULL 値が使用できるかどうかについ
て、定義、推論、および選択された結果を示
します。

カーディナリティーしきい値

カーディナリティー・タイプと、データが定
数かユニークであるかどうかを示します。

表 10. 列分析結果の参照 (続き)
属性

説明

フォーマット

その列で最も頻繁に推論されるフォーマット
と、その最頻出フォーマットが発生するレコ
ードのパーセントを示します。

検討状況

詳細な分析が検討されているかどうかを示し
ます。

正確なデータ分類に関するデータ・クラスの検証
列分析の結果を表示するときに、選択した列に対してシステムが推論したデータ・
クラスを受け入れるか、またはオーバーライドすることができます。また、デー
タ・サブクラスまたはユーザー・クラスを指定することもできます。列を分類する
ことにより、列に含まれるデータのタイプと、このデータの発生頻度について、も
っとよく知ることができます。

始める前に
分析結果を表示するには、 IBM InfoSphere Information Analyzer データ・スチュワ
ード権限または InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリスト権限が必要
です。分析結果を変更するには、InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリ
スト権限が必要です。 InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーターが、
次のタスクを実行していなければなりません。
用語を表示するには、InfoSphere Business Glossary 作成者またはユーザーのロール
が必要です。
v

68 ページの『列分析ジョブの実行』

このタスクについて
データ分類は、データ・アナリストが環境内のデータの相互関係と、個々の列の意
味論的意味を理解するのに役立ちます。データ分類により、特定の列の目的が識別
されます。
定義済みデータ・サブクラスを、システムが提供するデータ・クラスに追加するこ
とができます。例えば、インジケーター・クラスをジェンダー・クラスまたはフラ
グ・クラスとして分類します。テキスト分類は、さらに名前、住所、またはその他
のクラスとして定義されます。

手順
1. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「ビューの選択」ペインで、データ・クラスを検証する列を選択します。
3. 「データ・クラス」タブを選択します。 推論データ・クラスを検討します。
4. オプション: 「関連用語」フィールドで、データ・クラスに関連した IBM
InfoSphere Business Glossary 用語を検討し、「用語のプロパティー」をクリック
して関連用語のプロパティーを表示します。
5. 状況を変更する対象のデータ・クラスを強調表示し、「状況」をクリックして、
状況を「有効」または「無効」に設定します。推論されるデータ・クラスがデー
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タを正確に定義していると思う場合は、推論されるデータ・クラスに「有効」の
マークを付けます。推論されるデータ・クラスがデータを不正確に分類している
場合は、推論されるデータ・クラスに「無効」のマークを付けます。 データ・
クラスの追加情報を表示するには、データ・クラスを強調表示し、「クラス詳細
の表示」をクリックします。
6. オプション: 推論されたデータ・クラスが不明の場合は、「選択」メニューから
データ・クラスを選択します。 「ホーム」ナビゲーター・メニューから「デー
タ・クラス」ワークスペースと「ユーザー・クラス」ワークスペースに、追加の
ユーザー・クラスとサブクラスを作成することができます。
7. 「保存」をクリックします。

データ分類分析
列分析ジョブ中に、データ・クラスは、データの個々の列に割り当てられます。デ
ータ・クラスは、列のデータ用途に従って、列をカテゴリー化します。例えば、
10/04/07 のようなデータが列に含まれていると、 10/04/07 は日付を意味するもので
あるため、日付クラスがこの列に割り当てられます。
個々のデータ列を分類することにより、列に含まれるデータのタイプと、このデー
タの用途について、もっとよく知ることができます。優れた品質のデータにするに
は、データに正確なクラスを割り当てなければなりません。ドメイン分析で、同様
の列に一致するように、システムによりデータ・クラスも使用されます。
データ・クラスを割り当てるには、カーディナリティー (列に含まれる個別値の数)
やデータ・タイプなどの特性について、列の頻度分布が評価されます。データ・タ
イプは、列に含まれるデータの構造的なフォーマットを記述します。例えば、数値
データが含まれる列はタイプ N (数値)、英字データが含まれる列はタイプ A (英字)
です。頻度分布の結果は、列のクラスを推定するためにシステムで使用されます。
分析の完了後、推論を検討、受け入れ、またはリジェクトすることができます。
個々の列のデータ・クラスは、次の 8 個のデータ・クラスのいずれかであるとみな
されます。
識別子 ユニーク・エンティティーを参照するために使用するデータ値です。例え
ば、ある列のクラスが「識別子」だとすると、その列は主キーであるか、顧
客番号といったユニークな情報を収容する列であると考えられます。
インジケーター
2 つの値しか入らない列です。例えば、インジケーター・クラスの列には、
true と false または yes と no などのデータが入ります。
コード ある特定の意味を表すコード値を収容する列。例えば、コード・クラスの列
には、電話番号の市外局番に関するデータが入ります。
日付
日時順データが含まれる列です。例えば、日付クラスの列には、 10/10/07
などのデータが入ります。
数量
何かの数を表すデータ値を収容する列。例えば、数量クラスの列には、オブ
ジェクトの価格に関するデータが入ります。
ラージ・オブジェクト
BLOB データ・タイプを使用する列です。例えば、ラージ・オブジェクト・
クラスの列には、配列が入ります。

76

ユーザー・ガイド

テキスト
フリー・フォームの英数字データが入る列です。例えば、テキスト・クラス
の列には、会社や人物の名前に関するデータが入ります。
不明
システムによって分類できない列は、「不明」と定義されます。「不明」ク
ラスは、分析中に一時的に適用されます。

拡張データ分類
拡張データ分類は、個々の列についての追加情報を提供します。分析を実行し、拡
張分類を有効にすると、データを分析し、分類できます。
データ分類は、データ・クラス、サブクラス、および列分析ジョブを使用して拡張
できます。データ分類は、次により拡張できます。
新規データ・クラスの追加
プロジェクト・プロパティーに新規データ・クラスを追加すると、「ホー
ム」ナビゲーター・メニューの「データ・クラス」ワークスペースからデー
タ分類および分析機能を拡張できます。
既存データ・クラスへの新規サブクラスの追加
データ・クラスにサブクラスを追加すると、「データ・クラス」ワークスペ
ースでさらにデータ分類機能を拡張できます。
列分析ジョブの実行時に拡張データ分類を有効にする
列分析ジョブを実行するときに、拡張データ分類オプションを有効にしま
す。すると、データについての拡張詳細を取得できます。拡張データ分類詳
細は、列分析結果を表示すると表示されます。列分析結果を表示するには、
「ホーム」ナビゲーター・メニューで「分析」ワークスペースに進み、「列
分析」 > 「列分析を開く」をクリックします。

拡張データ分類詳細を含むマスター・スキーマ定義の生成
拡張データ・クラスおよびサブクラスを追加し、列分析ジョブを実行した後に、マ
スター・スキーマ定義を生成できます。拡張データ分類を有効にして列分析を実行
すると、特定のクレジット・カード番号が表すクレジット・カードのブランドな
ど、データについての追加の詳細が取得されます。列分析ジョブを実行した後に、
「分析」ナビゲーター・メニューの「分析結果のパブリッシュ」ワークスペースか
らマスター・スキーマ定義を生成できます。マスター・スキーマ定義には、特定の
列に関連付けられたすべての推論されるデータ・クラスが含まれています。
IBM InfoSphere モデル定義 IDR フォーマットでスキーマ定義を生成した場合は、
マスター・スキーマ定義の生成後、データ・コレクションやデータ・フィールドな
ど、IBM InfoSphere Information Analyzer の各部分にマスター・スキーマ定義が表示
されます。また、スキーマ定義は、IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere
QualityStage、および IBM InfoSphere FastTrack のメタデータ・フィールド内でも表
示されます。
IBM Optim™ Data Privacy Solution を使用して、マスター・スキーマ定義内のデー
タのセキュリティーを管理できます。IBM Optim Data Privacy Solution は、この情
報を取得し、スキーマ定義内のすべての分類を参照します。したがって、特定のプ
ライバシー・ポリシーの適用を検討すべきフィールドがわかります。
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分類オプション
次の表に、ユーザーの列分析設定に基づいて有効にすることができる分類設定を示
します。これらの設定は、「プロジェクト・プロパティー」で指定できます。クレ
ジット・カード番号や名前などの追加のデータ分類レベルを有効にするには、列分
析ジョブを実行するときに「有効」をクリックします。
表 11. 設定の分類順序
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データ・クラス

説明

口座番号

列を口座番号とみなせるかどうかを推論しま
す。

アドレス

列をアドレスとみなせるかどうかを推論しま
す。

AMEX

列を American Express クレジット・カード
番号とみなせるかどうかを推論します。

銀行口座番号

列を銀行口座とみなせるかどうかを推論しま
す。

カナダ SIN

列をカナダの社会保障番号 (SIN) とみなせる
かどうかを推論します。

コード

ある特定の意味を表すコード値を収容する
列。例えば、コード・クラスの列には、電話
番号の市外局番に関するデータが入ります。

会社名

列を会社名とみなせるかどうかを推論しま
す。

コンピューターのアドレス

列をコンピューターのアドレスとみなせるか
どうかを推論します。

国別コード

列を国または地域のコードとみなせるかどう
かを推論します。

クレジット・カード番号

列をクレジット・カード番号とみなせるかど
うかを推論します。

日付

列を日時順データとみなせるかどうかを推論
します。例えば、日付クラスの列には、
10/10/07 などのデータが入ります。

誕生日

列を誕生日とみなせるかどうかを推論しま
す。

Diners Club

列を Diners Club クレジット・カード番号と
みなせるかどうかを推論します。

Discover

列を Discover クレジット・カード番号とみ
なせるかどうかを推論します。

運転免許証

列を運転免許証番号とみなせるかどうかを推
論します。

メール・アドレス

列をメール・アドレスとみなせるかどうかを
推論します。

フランス INSEE

列をフランスの国立統計経済研究所 (INSEE)
番号とみなせるかどうかを推論します。

性別

列を男/女または M/F などの性別コードとみ
なせるかどうかを推論します。

表 11. 設定の分類順序 (続き)
データ・クラス

説明

ホスト名

列をホスト名とみなせるかどうかを推論しま
す。

識別番号

列を識別番号とみなせるかどうかを推論しま
す。

識別子

ユニーク・エンティティーを参照するために
使用するデータ値です。例えば、ある列のク
ラスが「識別子」だとすると、その列は主キ
ーであるか、顧客番号といったユニークな情
報を収容する列であると考えられます。

インジケーター

列が「M/F」、「0/1」、「真/偽」、「はい/
いいえ」などのバイナリー値を含むかどうか
を推論します。

新証券コード

列を新証券コードとみなせるかどうかを推論
します。

国際標準図書番号

列を国際標準図書番号とみなせるかどうかを
推論します。

IP アドレス

列を IP アドレスとみなせるかどうかを推論
します。

イタリア納税者番号

列をイタリアの納税者番号とみなせるかどう
かを推論します。

JCB

列を JCB クレジット・カード番号とみなせ
るかどうかを推論します。

ラージ・オブジェクト

ラージ・オブジェクトは、そのデータ長がデ
ータ長しきい値より大きい列です。ラージ・
オブジェクトとして定義された列のプロファ
イルは明示的には作成されません。ラージ・
オブジェクトは、BLOB データ・タイプの列
に割り当てられます。

MasterCard

列を MasterCard クレジット・カード番号と
みなせるかどうかを推論します。

名前

列を名前とみなせるかどうかを推論します。
®

Lotus Notes メール・アドレス

列を IBM Lotus® Notes® メール・アドレス
とみなせるかどうかを推論します。

パスポート番号

列をパスポート番号とみなせるかどうかを推
論します。

個人の住所

列を個人の住所とみなせるかどうかを推論し
ます。

個人識別情報

列を個人識別情報とみなせるかどうかを推論
します。

個人識別番号

列を個人識別番号とみなせるかどうかを推論
します。

個人名

列を個々の個人名とみなせるかどうかを推論
します。
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表 11. 設定の分類順序 (続き)
データ・クラス

説明

数量

数値についてのデータを収容する列。例え
ば、数量クラスの列には、オブジェクトの価
格に関するデータが入ります。

スペイン NIF

列をスペインの ID 番号 (número de
identificación or NIF)とみなせるかどうかを推
論します。

テキスト

未フォーマット英数字データおよび特殊文字
データを収容する列。

UK NINO

列を UK の社会保障番号 (NINO) とみなせ
るかどうかを推論します。

汎用製品コード

列を汎用製品コードとみなせるかどうかを推
論します。

不明

システムによって分類できない列は、「不
明」と定義されます。「不明」クラスは、分
析中に一時的に適用されます。

URL

列を Web アドレスとみなせるかどうかを推
論します。

US 電話番号

列を U.S. の電話番号とみなせるかどうかを
推論します。

US SSN

列を U.S. の社会保障番号 (SSN) とみなせる
かどうかを推論します。

US 州コード

列を U.S. の州コードまたは省略形とみなせ
るかどうかを推論します。

US ZIP

列を U.S. の郵便番号とみなせるかどうかを
推論します。

US Zip+4

列を拡張 U.S. ZIP コードとみなせるかどう
かを推論します。

VISA

列を Visa クレジット・カード番号とみなせ
るかどうかを推論します。

プロパティーの検証
列分析の結果を表示して検証するときに、データ・フィールドの推論プロパティー
と、実際のプロパティーを比較して、個々のデータ・フィールドが、ストレージと
構造上の考慮事項を最適化しているかどうか確認します。推論をそのまま受け入れ
るか、オーバーライドすることができます。

始める前に
分析結果を表示するには、 IBM InfoSphere Information Analyzer データ・スチュワ
ード権限または InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリスト権限が必要
です。分析結果を変更するには、InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリ
スト権限が必要です。 InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーター権限
を持つユーザーが、最初に次のタスクを実行する必要があります。
68 ページの『列分析ジョブの実行』
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このタスクについて
データ・プロパティー分析により、実際のデータに基づいたデータ・フィールドに
ついて、最適のデータ・タイプ、精度、長さ、および全般プロパティーが決まりま
す。

手順
1. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「ビューの選択」ペインで、検証する列を選択します。
3. 「プロパティー」タブを選択します。 「定義済みサマリー」ペインに定義され
た値の概要が表示されます。個々のプロパティーには詳細を示すペインがありま
す。
4. 推論値が個々のプロパティーで正しいかどうか確認します。推論値が正しくない
場合、次の手順を実行します。
a. メタデータで最初に定義された値と、プロパティー値を推定するために使用
された分析結果を検討します。
b. 「選択」メニューから正しいプロパティー値を選択します。
5. 「保存」をクリックします。

データ・プロパティー分析
プロパティーは、データの特性を記述します。列分析ジョブ中に、列は評価され、
データ・プロパティーが推論されます。分析が完了すると、推論されたプロパティ
ーを検討し、このプロパティーを了承するか、列に新規プロパティーを選択しま
す。
次の複数のタイプのプロパティーが、分析中に推論されます。
NULL 列に含まれる NULL 値のパーセンテージがシステム定義しきい値以上の場
合、 NULL プロパティーが推論されます。システム定義しきい値の設定を
変更すれば、一定量のデータの分散は許容できます。
ユニーク
列にシステム定義しきい値以上のカーディナリティー・パーセンテージがあ
る場合、ユニーク・プロパティーが推論されます。カーディナリティーは、
ブランクや NULL を含む、列の中の個別値の数です。
定数
単一データ値に対する最も高い頻度パーセンテージがシステム定義しきい値
以上の場合、定数プロパティーが推論されます。
長さ
列に含まれる値の総数の長さを示します。
精度
列に含まれる小数点の左側の総桁数を示します。
スケール
列に含まれる小数点の右側の総桁数を示します。
データ・タイプ
推論されるデータ・タイプ・プロパティーは、列に含まれるデータの構造的
なフォーマットを記述します。例えば、数値データが含まれる列はタイプ
N (数値)、英字データが含まれる列はタイプ A (英字) です。

無効なデータ値と不完全なデータ値の検索
データが不完全、空、または無効であると、データ統合プロセスが中断され、ソー
ス・システムでメモリーを使い果たすことにより、データの品質に影響します。デ
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ータの完全性と妥当性を分析すると、こうした例外が見つかる可能性があります。
デフォルトでは、個々のデータ値状況は、列の分析の際には有効に設定されていま
す。個々の値を検査して、値が有効か無効かを判定することができます。

ドメイン分析
列分析ジョブ中に、列の頻度分布が無効値について評価されます。データ値は、名
前や日付などの、列の情報の特定の単位です。無効な値がデータに存在すると、デ
ータに含まれる情報に誤りがあるため、データの品質に影響します。
列分析ジョブからの結果を利用して、データに含まれる値のタイプについて把握
し、このデータ内に、無効値、不完全値、または空値があるかどうか検索すること
ができます。データが完全かつ有効であるかどうか判断するには、データの個々の
列に対して生成される頻度分布を検討します。頻度分布には分析中に検出された有
効値および無効値と、最小フィールド長および最大フィールド長に関する推論がリ
ストされます。無効値は、フィールドにデータが指定されていないことや、デー
タ・タイプなどの列のエレメントが間違っていることを示唆しています。フィール
ドが不完全または空であると、フィールドの長さは、使用が認められている最小長
より短くなります。空フィールドの場合、長さはゼロになります。頻度分布の推論
をそのまま受け入れることもリジェクトすることもできます。
値がインポートされたメタデータに含まれていない場合、頻度分布のリストに新し
い値を追加することができます。すべての値が頻度分布に保存されます。次に、こ
の値を検査するために使用する方式を選択します。
データ値を検査するには、次の 3 つのドメイン分析方式から選択します。
値
値を個別に検査する場合に選択します。個々のデータ値について、内容と構
造が適正であるかどうか検査します。
範囲

値の妥当性を判定するために範囲を指定する場合に選択します。例えば、日
付の最小値と最大値を 10/10/07 と 10/10/08 のように指定します。データ値
が、この日付値の最小値より小さい場合、または最大値より大きい場合は無
効です。

参照表 すべての値を参照表の値と比較する場合に選択します。
データの評価後は、同じデータについて引き続き分析を実行するときに、再び同じ
判断をする必要はありません。頻度分布はメタデータ・リポジトリーに保存され、
変更したい場合に使用することができます。

個々のデータ値の妥当性を指定する
頻度分布値を個別に表示し、無効値を指定することができます。

手順
1. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「詳細の表示」ペインで、「ドメインおよび完全性」タブを選択します。
3. 「ドメイン・タイプ」メニューで、「値」を選択します。
4. 頻度分布表にリストされている個々のデータ値を検討します。
5. オプション: 「頻度分布」表で、「ドリルダウン」をクリックすると、分析され
た列において、そのデータ値の全検索結果を表示します。
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6. オプション: 「五分位数の表示」をクリックします。
7. 無効なデータ値を指定します。
a. 頻度分布表で、データ値を選択します。
b. そのデータ値に対応する「状況」フィールドをクリックします。
c. メニューから「無効」を選択します。 これで、「無効値」表にデータ値が表
示されます。
8. 「保存」をクリックします。

参照表を使用したデータ値の検証
列分析ジョブの結果の検討中に、有効な値が含まれる参照表と、データ値を比較す
ることができます。参照表にないデータ値は、無効とマークされます。

始める前に
次のタスクを完了している必要があります。
v

68 ページの『列分析ジョブの実行』

このタスクについて
例えば、オーダーの市町村の省略形が含まれる列と、認識されている市町村の省略
形がすべて入っているリストが含まれる参照表を比較します。

手順
1. 「詳細の表示」ペインで、「ドメインおよび完全性」タブを選択します。
2. 「ドメイン・タイプ」メニューで、「参照表」を選択します。
3. 確認ウィンドウで、「OK」をクリックしてドメイン・タイプを変更することを
確認します。
4. 「表タイプ」フィールドで、使用する参照表のタイプを選択します。
5. 「表名」フィールドで、使用する参照表を選択します。 データ値を比較し、無
効値は頻度分布表に指定されます。
6. オプション: 「頻度分布」表で、「ドリルダウン」をクリックすると、分析され
た列において、そのデータ値の全検索結果を表示します。
7. オプション: 「五分位数の表示」をクリックします。
8. 「保存」をクリックします。

範囲によりデータ値の妥当性を判定する
列分析ジョブの結果の検討中に、検証しているデータ値の最小値と最大値を設定す
ることができます。この範囲外にある値はすべて無効に設定されます。最小値また
は最大値をブランクにしておくこともできます。両方ともブランクにしておくこと
はできません。

このタスクについて
最小値または最大値が頻度分布に含まれていない場合、その頻度分布に新規データ
値を追加できます。範囲を設定して、データ値の妥当性を判定するには、次の手順
を実行します。
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手順
1. 「詳細の表示」ペインで、「ドメインおよび完全性」タブを選択します。
2. 「ドメイン・タイプ」メニューで、「範囲」を選択します。
3. 確認ウィンドウで、「OK」をクリックしてドメイン・タイプを変更することを
確認します。
4. オプション: 「五分位数の表示」をクリックすると、適切な最小値と最大値を決
めることができます。
5. オプション: 「頻度分布」表で、「ドリルダウン」をクリックすると、分析され
た列において、そのデータ値の全検索結果を表示します。
6. 「頻度分布」表で、最小範囲と最大範囲を指定します。 設定する最小値または
最大値が頻度分布に表示されない場合、「新規データ値」をクリックすると、そ
の値を追加することができます。
a.

最大値の「最大/最小」フィールドで、「最大」を選択します。

b. 最小値の「最大/最小」フィールドで、「最大」を選択します。
7. 「再ロード」をクリックします。 この範囲外にあるデータ値はすべて無効とマ
ークされます。
8. 「保存」をクリックします。

不完全なデータ値の指定
列分析ジョブの結果の検討中に、頻度分布表に含まれるすべてのデータ値を検討
し、不完全な値を指定することができます。

手順
1. 「詳細の表示」ペインで、「ドメインおよび完全性」タブを選択します。
2. 「ドメイン・タイプ」メニューで、「値」を選択します。 頻度分布表にリスト
されている個々のデータ値を検討できます。
3. オプション: 「頻度分布」表で、「ドリルダウン」をクリックすると、分析され
た列、表、またはファイルにおいて、そのデータ値の全検索結果を表示します。
4. 不完全なデータ値を指定します。
a. 頻度分布表で、データ値を選択します。
b. そのデータ値に対応する「状況」フィールドをクリックします。
c. メニューから「デフォルト」を選択します。 これで、「不完全値」表にデー
タ値が表示されます。
5. 「保存」をクリックします。

列分析推論の更新
無効値を列に指定すると、列分析中に作成される推論を更新して、有効な値のみを
使用するようにします。

始める前に
次のタスクを完了している必要があります。
v
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82 ページの『個々のデータ値の妥当性を指定する』

このタスクについて
無効値により、列分析の推論結果が不正確になることがあります。例えば、通常
は、値が 10 個の数字である従業員 ID の列を検討していて、無効である 25 個の
英字のエントリーが 3 個含まれる場合、分析の推論結果が、データについて適切な
情報を提供しない可能性があります。
無効値を見つけた場合、推論を再作成して、データをもっと正確に反映させるよう
にすることができます。

手順
「詳細の表示」ペインで、「推論の再作成」 > 「有効な値」をクリックします。

次のタスク
有効なデータに対する推論の結果を表示することができます。有効データと無効デ
ータの両方を使用して、推論を再作成する場合は、「推論の再作成」 > 「すべての
値」をクリックしてください。

データ・フィールドの汎用フォーマットを検討する
列分析ジョブの結果の検討中に、データ・フィールドの汎用フォーマットを検討
し、このデータ・フィールドの詳細フォーマット分析を実行することができます。

始める前に
分析結果を表示するには、 IBM InfoSphere Information Analyzer データ・スチュワ
ード権限または InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリスト権限が必要
です。分析結果を変更するには、InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリ
スト権限が必要です。

このタスクについて
「フォーマット」タブには、データ・フィールドのさまざまな汎用フォーマットと
頻度カウントが表示されます。以下を実行できます。
v フォーマットの頻度分布全体を表示したり、汎用フォーマットのいずれかをドリ
ルダウンして、値を表示することができます。
v 「フォーマット」タブの「状況」列で、選択したフォーマットのレコードに「準
拠」または「違反」のマークを付けることができます。
v 同一フォーマットを持つ複数のレコードに、必要なドメイン値のマークを付けた
り、ドメイン値状況が、選択したフォーマットのレコードに正常に適用されたこ
とを確認したりできます。

手順
1. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「詳細の表示」ペインで、「フォーマット」タブを選択します。 フォーマット
の数と、汎用フォーマットが表示されます。
3. 「汎用フォーマット」表からフォーマットを選択し、そのフォーマットを持つ個
別のデータ値を表示します。
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4. 同一フォーマットを持つすべてのレコードに、必要なフォーマット状況のマーク
を付けたり、選択したフォーマット状況が、指定したフォーマットのレコードに
正常に適用されたことを確認したりするには、次のようにします。
a. 「汎用フォーマット」表で、フォーマット行を選択します。
b. 「状況」フィールドをクリックし、次のいずれかのオプションを選択しま
す。
違反

「違反レコードの表示」ボタンをクリックします。選択したフォーマ
ットを持つレコードが「フォーマット違反」ページに表示されます。

準拠

「違反レコードの表示」ボタンをクリックすると、選択したフォーマ
ットを持つレコードは、「フォーマット違反」ページに表示されませ
ん。

注: 「フォーマット」タブで「状況」の値を変更しても、そのフォーマット
を持つレコードの「ドメインおよび完結性」タブには何も影響しません。
5. 同一フォーマットを持つ複数のレコードに、必要なドメイン値のマークを付けた
り、ドメイン値状況が、選択したフォーマットのレコードに正常に適用されたこ
とを確認したりするには、次のようにします。
a. 「フォーマット」タブで、フォーマットを選択し、「ドメイン値状況」ボタ
ンをクリックします。
b. 必要な値を選択します。例えば、選択したフォーマットを「無効」とマーク
するには、「無効」を選択します。
c. 「保存」をクリックします。
注: 選択したフォーマットの「ドメイン値状況」フィールドの「無効」は、
「保存」をクリックすると表示されなくなります。
d. 「ドメインおよび完結性」タブを開きます。このタブの情報が再ロードさ
れ、選択したフォーマットのレコードが「無効」に変更されたことがわかり
ます。

フォーマット分析
列分析ジョブ中に、フォーマット式が、列の個々の値に作成されます。フォーマッ
ト式は、列のタイプに従って、列内のデータのタイプを記述するパターンです。例
えば、列が日付クラスの列である場合、 YYMMDD などのフォーマット式が列
(年、月、日付) に割り当てられます。
列のフォーマット式を作成するには、列の頻度分布を評価し、列内の個々の値をフ
ォーマット・シンボルに変換します。フォーマット・シンボルは、列のフォーマッ
ト式を作成します。例えば、英字は大文字または小文字により、A または a で表さ
れます。数値は、数字 9 で表され、特殊文字とスペースはそのまま特殊文字と文字
を表します。

複数データ・フィールドのフォーマット分析
列分析ジョブ中に、フォーマット式が仮想列の値に生成されます。フォーマット式
は、仮想列の個々の列に対する頻度分布にリストされます。
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データ値の頻度分布への追加
認識されているデータ値がデータ・ソースに含まれていないけれどもこの値を参照
表に組み込みたい場合、データ値を頻度分布に追加することができます。

このタスクについて
データ値の妥当性を判定するための範囲を設定する場合に、範囲の制御に必要な最
小値または最大値が頻度分布に含まれていなければ、頻度分布にデータ値を追加す
ることもできます。データ値を頻度分布に追加すると、頻度カウントはゼロになり
ます。

手順
1. コンソールの「列分析」ワークスペースで、詳細を表示する列 (複数可) を選択
します。
2. 「タスク」ペインで「列分析を開く」をクリックします。
3. 「分析サマリーの表示」ペインから、「詳細の表示」をクリックします。
4. 「頻度分布」タブを選択します。
5. 「新規値」をクリックします。
6. 「新規データ値の作成」ウィンドウで、データ値の名前と定義を入力します。
7. オプション: 「変換処理」フィールドにデータ値の置換値を入力します。
8. 「OK」をクリックして、値を追加します。

頻度分布からデータ値を削除する
データ値が頻度分布に含まれているにもかかわらず、プロファイルが作成された列
には含まれていない場合、頻度分布からこのデータ値を削除することができます。

手順
1. コンソールの「列分析」ワークスペースで、詳細を表示する列 (複数可) を選択
します。
2. 「タスク」ペインで「列分析を開く」をクリックします。
3. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
4. 「頻度分布」タブを選択します。
5. 削除するデータ値を選択します。
6. 「ユーザー値の削除」をクリックします。
7. 確認ウィンドウで「OK」をクリックします。

次のタスク
削除された値は、メタデータ・リポジトリーに保存される頻度分布に含まれなくな
ります。

参照表の作成
参照表を作成することにより、列分析以外の頻度分布結果の情報を使用することが
できます。
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始める前に
次のタスクを完了している必要があります。
v

68 ページの『列分析ジョブの実行』

v

72 ページの『列分析結果の表示と検証』

このタスクについて
有効、範囲、完全性、無効、およびマッピングの参照表は、IBM InfoSphere
Information Server の追加機能または他のシステムで使用され、ドメイン要件や完全
性要件を適用したり、データ変換を制御することができます。

手順
1. 「サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「参照表」 > 「新規参照表」をクリックします。
3. 「新規参照表」ペインで、参照表の「名前」を入力します。
4. 作成する参照表のタイプを選択します。
5. オプション: 「定義」フィールドで、参照表の説明を入力します。
6. 「プレビュー」をクリックすると、参照表のプレビューが表示されます。
7. 「保存」をクリックすると、参照表が作成されます。

参照表の更新
頻度分布からの最新情報により、参照表を更新することができます。

このタスクについて
参照表を使用すると、追加の IBM InfoSphere Information Server 機能または他のシ
ステムと、頻度分布からの結果を共有することができます。参照表は、ドメイン要
件と完全性要件の実施またはデータ変換の制御に役立ちます。

手順
1. 「サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 「頻度分布」タブを選択します。
3. 「参照表」 > 「参照表の表示」をクリックします。
4. 「参照表」リストから表を選択します。
5. 「閉じる」をクリックします。

頻度分布の問題にフラグを立てる
さらに分析が必要な問題にフラグを立てて、分析と検討を依頼するため、他の分析
者に対して注釈を追加することができます。注釈を使用して問題にフラグを立て、
コメントを入力するか、他のレビューアーに対する情報を入力できます。

手順
1. フラグを立てるオブジェクトを選択します。
2. 「タスク」ペイン上部の「注釈」アイコンをクリックします。
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3. 「注釈」パレットで、「新規」をクリックします。
4. 注釈の主題を入力します。
5. 追加する注釈のタイプを選択します。
v アクション
v 情報
v その他
6. 問題の現行状況を選択します。
7. コメントを入力します。
8. 「閉じる」をクリックして、注釈を保存します。

検討を完了としてマーキングする
検討を正式に完了としてマークすると、分析のどの領域が詳細に検討されたのか、
システムが追跡することができます。

手順
1. 「分析サマリーの表示」ペインで、「詳細の表示」をクリックします。
2. 検討する分析タブを選択します。
3. そのタブの列分析結果を検証します。
4. 「検討済み」チェック・ボックスを選択します。
5. 「保存」をクリックします。

列分析オプションの変更
分析で使用するデフォルトのパラメーター、設定、しきい値を指定できます。分析
オプションは、処理または分析結果を制御するためにシステムが使用するパラメー
ターを設定します。

このタスクについて
設定するパラメーターによって分析結果が決まります。例えば、列に NULL 可能性
しきい値以上の頻度パーセンテージをもつ NULL 値があると、頻度分布は、この
NULL 可能性プロパティーは YES と同じであると記録します。 NULL 値が列に存
在しないか、または頻度パーセントがしきい値より小さい場合、 NULL 可能性プロ
パティーは NO に設定されます。プロジェクト・レベル分析設定を変更すると、シ
ステムの設定が置き換えられます。プロジェクトのすべての新規分析は、この新規
設定を継承します。

手順
1. コンソールの「概要」ナビゲーター・メニューで、「プロジェクト・プロパティ
ー」を選択します。
2. 「分析設定」タブを選択します。
3. NULL 可能性、固有性、定数設定を変更して、分析結果を微調整します。
4. オプション: 「システム設定の復元」をクリックして設定をデフォルト値に戻し
ます。
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5. 「すべて保存」をクリックすると、変更を保存します。

次のタスク
新しい設定を使用して、列分析ジョブを実行できます。
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第 6 章 キーの識別と関係の分析
キーおよびクロスドメイン分析によって、列の識別および分類と、自然キー、主キ
ー、または外部キーとしての列の割り当てを行えるようになり、データの分類に役
立ちます。
「キーおよびクロスドメイン分析の実行」ワークスペースには、データ・ソース内
の主キー、自然キー、および外部キーを識別するのに必要な詳細情報が用意されて
います。固有性のパーセンテージが高く、他の表内の外部キーにリンクされている
列は、自然キーまたは主キーとなる適切な候補です。主キーまたは自然キー候補が
他の表内の外部キーにリンクしているかどうかを判別するには、キーおよびクロス
ドメイン分析を実行します。分析の結果によって、外部キーを主キーおよび自然キ
ーと関連付けることができます。以下のキーを割り当てることができます。
主キー 固有性のパーセンテージが高く、少なくとも 1 つの外部キー候補を持つ列
は、最適な主キー候補になります。固有性のパーセンテージが最も高い列を
識別して、その列の 1 つに主キーを割り当てます。主キーは表ごとに 1 つ
のみです。例えば、識別のためにカスタマー ID が自動生成された顧客表が
あり、データ・ソース内の他の表がそのカスタマー ID 番号にリンクされて
いる場合、カスタマー ID 番号は主キーの適切な候補です。この番号は
100% ユニークであり、1 次ユニーク識別子であることを目的として自動生
成されています。
自然キー
追加のキー関係を識別するには、自然キーを使用します。固有性のパーセン
テージが高く、少なくとも 1 つの外部キー候補を持つ列は、最適な自然キ
ー候補になります。ユーザーがデータ・ソースの複数の列を自然キーとなる
ように割り当てることができるため、自然キーによって、ユーザーはデータ
分析のニーズに対しての柔軟性が得られます。例えば、顧客レコードには、
前述のカスタマー ID 番号に加えて、姓がある場合があります。姓はデータ
では当然のこととして発生し、ユニークな識別子として意図的に生成された
ものではありませんが、名および住所などのレコード内の他のデータと関連
付けられています。この関連性によって、姓は自然キーの適切な候補になり
ます。
外部キー
値が、主キーまたは自然キーに含まれている値と同一であるパーセンテージ
が高い列は、最適な外部キー候補になります。特定の主キーまたは自然キー
の外部キー候補を表示する場合は、基本列のデータに対するペア列の重複デ
ータの割合の最も高い列を強調表示します。100% のパーセンテージは、ペ
アの列内のすべての値が基本列 (主キーまたは自然キー列) 内に存在するこ
とを示します。
顧客表に自動生成されたカスタマー ID が含まれていて、データ・ソース内の他の
表がそのカスタマー ID 番号にリンクしている場合、その ID は、ユニークである
ため、主キーの適切な候補になります。識別子で、各レコードを他と固有に識別し
ます。
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姓が含まれている顧客表があり、その表が、名、社会保障番号、納税者 ID 番号な
どのデータを含む他の表にリンクしている場合、その表は適切な自然識別子になり
ます。姓は、人工的に生成されず、名および住所などの他のデータと自然な関連性
がある、当然のこととして発生するユニークな識別子であるため、適切な自然キー
になります。別の適切な自然キーは社会保障番号です。この番号は、名、姓などと
の自然な関連性があります。

主キー分析
主キー分析情報を使用すると、データに既に定義されている主キーを検証したり、
主キーの候補である列を識別したりできます。
主キーはユニークでなければならず、NULL 値は使用できません。例えば、カスタ
マー ID 番号を含む列は、ユニークで NULL 値がないため、システムによって主キ
ー候補として推論されることがあります。分析中に、複数のユニーク列が候補とし
て推論されます。結果を検討するときは、推論された候補のリストから、主キーと
して選択する列を選択します。
列分析ジョブが完了し、列の頻度分布が生成されると、「分析」ナビゲーター・メ
ニューにあるキー分析機能を使用して、すべての単一列が検討に使用できるように
なります。列分析ジョブ中に生成された頻度分布を使用して、表に含まれる個々の
列について、カーディナリティー・パーセンテージが評価されます。カーディナリ
ティー・パーセンテージとは、列の個別値の総数を、列が含まれる表の行の総数で
割ったものです。例えば、1000 個の個別値を 1000 行で割ると、1.0 に等しくな
り、すなわち固有性は 100% になります。カーディナリティー・パーセンテージが
システムしきい値の 95% 以上であるような列は、主キー候補と識別されます。さ
らに多くの種類のユニーク値を使用できるようにしたい場合、システムしきい値を
構成してから主キー分析ジョブを実行します。例えば、 90% のしきい値は、100%
のしきい値よりもより多くの列を候補とみなすことができます。100% のしきい値
は、いかなるばらつきも許容しません。
分析中に、カーディナリティー・パーセンテージが 100% より小さいということ
は、列に重複値が含まれていることを示します。重複列が存在するのは、データが
別のデータ・ソースと統合されたか、データの構造が変更された場合です。例え
ば、95% のシステムしきい値を使用するものとします。表 1 に含まれる列 B は、
98% のカーディナリティー・パーセンテージだとします。列 B のカーディナリテ
ィー・パーセンテージはしきい値を超過しており、列 B は主キー候補と推論されま
す。しかしながら、結果を検討したところ、列 B に含まれる値の 2% が重複値で
あることがわかったとします。2% の重複値のため、この列には主キーであるため
の固有性が含まれていないので、推論には不備があることになります。データ・ク
レンジング・ツールを使用して列から重複値を削除することも、別の主キー候補を
選択することもできます。
データに既に定義済みの主キーが含まれていると、この列は分析中に主キーと設定
されます。しかし、主キー分析ジョブの結果を使用して、定義済みの主キーの妥当
性を評価することもできます。
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単一列および複数列の主キー
データの構造と整合性を理解するために、関係分析を実行して、主キー候補を特定
し、検証することができます。
主キーは、表のすべての行をユニークに定義する列です。例えば、個々の従業員に
割り当てられたユニークな番号である従業員 ID は、従業員表の主キーとすること
ができます。
単一列の主キー候補は、列分析を実行すると自動的に識別されます。列分析が実行
されると、頻度分布統計に基づいて各列で個別値が分析されます。複数の列の主キ
ー候補は、当初は、表のデータ・サンプルに基づいた個々の列の組み合わせについ
て、個別値の固有性を分析することにより決まります。次に、確認が必要な複数の
列の主キー候補について完全分析を実行します。
複数列のキー分析ジョブが完了すると、候補と推論された列のリストから主キーを
検討して選択することができます。定義済みまたは選択済みの主キーに、主キー値
の重複がないか確認することもできます。

単一列の主キーの分析
表またはファイルの単一列の主キーを特定するには、データをユニークに識別する
列を見つけます。

このタスクについて
主キー分析では頻度分布統計を使用します。この統計は、表の個々の列に含まれる
個別値の固有性についてプロファイルを作成するために列を分析するときに収集さ
れます。キーおよびクロスドメイン分析の結果を検討して、すべてのキー候補のリ
ストから主キーを選択できます。

単一列の主キーの指定
表またはファイルの主キーを特定するには、値が選択した表内の行をユニークに特
定する列を見つけます。さらに、データ・ソースで定義されている主キーが実際の
主キーであることを確認します。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限があり、次のタスクを完了する必
要があります。
v

65 ページの『第 5 章 列の分析』

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン
分析」を選択します。
2. 「タスク」メニューで「キー分析を開く」をクリックします。
3. 「単一列」タブを選択します。 選択した表に含まれるすべての列に対する分析
結果が表示されます。
4. 列が 100% ユニークでない場合は、「重複チェックの表示」をクリックする
と、選択した列内の重複データ値を表示することができます。
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5. オプション: 「頻度分布」をクリックして選択した列とその値から構成されるす
べてのデータ値を表示します。
6. 主キーとして特定する列を選択し、「キー状況」 > 「主キーとしてマーク」を
クリックします。
注: その列が既に自然キーとして選択されていた場合は、主キーとして選択で
きません。
7. 「閉じる」をクリックします。

次のタスク
定義された主キーを承認または変更すると、その設定がメタデータに保管されま
す。データそのものを変更したい場合には、外部データベースで変更を行ってから
列分析を再実行してデータの変更を確認しなければなりません。
適切な単一列の主キーが指定できない場合は、複数列の主キーを検索することがで
きます。

主キー候補のフラグ立て
キーおよびクロスドメイン分析を実行すると、適切な主キーとなるキー候補のフラ
グを立てることができます。

このタスクについて
適切な主キーとなる候補のフラグを立てることができます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「タスク」メニューの「キー分析を開
く」をクリックします。
3. 「単一列」かまたは「複数列」タブをクリックします。
4. ユニークなデータ値のパーセンテージを「超えたらフラグを立てるパーセンテー
ジ」フィールドに入力します。このパーセンテージを超える固有性値を持つ列に
フラグが立てられます。例えば、固有性パーセンテージが 90% 以上の列にフラ
グを立てるには、90% を入力します。
5. 列にフラグを立てるのに列に必要な最小外部キー候補数を、「最小外部キー候
補」フィールドに入力します。例えば、4 個以上の外部キー候補を持つ列にフラ
グを立てる場合は、数値 4 を設定します。
6. 「適用」をクリックします。 条件を満たす列にフラグが立てられます。
7. 「保存」をクリックします。固有性しきい値と最小外部キー候補数を満たす列の
横にフラグ・アイコンが表示されます。

単一列の重複値を指定する
単一列の主キー候補を評価する場合、選択した列で重複している値がないか検索す
ることにより、この列を主キーとして選択していいかどうか判定することができま
す。
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このタスクについて
列に含まれている値がすべてユニークであるか、高水準である場合、この列は主キ
ー候補として適しています。ただし、重複値が含まれている列も主キーとみなすこ
とができます。列の重複値を表示して、これらの重複値を表の主キーとみなさない
ようにするかどうか判定します。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. 「タスク」メニューで「キー分析を開く」をクリックします。
3. 「単一列」タブで、重複値を表示する列を選択します。
4. 「主キー分析」をクリックして、「重複チェックの表示」をクリックします。
5. 「重複チェックの表示」ペインで、重複データ値を検討します。
6. オプション: 列を自然キーまたは主キーとして特定する場合は、「キー状況」を
クリックして、「主キーとしてマーク」または「自然キーとしてマーク」をクリ
ックします。
7. 「閉じる」をクリックします。

単一列の主キーの決定
「キー分析を開く」ワークスペースの「単一列」タブで単一列の分析を行うと、分
析結果を検討して主キーを決定することができます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限があり、次のタスクを完了する必
要があります。
v
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手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. 「タスク」メニューで「キー分析を開く」をクリックします。
3. 「単一列」タブをクリックします。
4. オプション: 選択した列に関する詳細を収集します。
オプション

説明

選択した列とその値から構成されるすべての
データ値を表示するには、次のようにしま
す。

「主キー分析」 > 「頻度分布」をクリック
します。

選択した列の中に重複したデータ値がないか
検索するには、次のようにします。

「主キー分析」 > 「重複チェックの表示」
をクリックします。

5. 主キーとしてマークする列を選択します。
6. 「キー状況」 > 「主キーとしてマーク」をクリックします。
7. 「閉じる」をクリックします。
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複数列の主キーの分析
キー分析ジョブを実行して、データ内の連結された列とデータのサンプルを比較
し、主キーの候補を推論できます。単一の列が主キーとしての役割を適切に果たし
ていない場合に、複数列の分析を実行して主キーを特定する必要がある場合があり
ます。
データの主キーを特定するために複数列の分析を実行するには、事前にデータのサ
ンプルを用意する必要があります。データのサンプルは、評価する表全体にあるデ
ータを示します。データのサンプルを分析すると、複数列の主キー分析ジョブ中に
必要な置換の処理時間が短くなります。データのサンプルが存在しないと、これを
作成しなければなりません。サンプルを作成する際には、サンプルを無作為に、順
番に、または指定した別の間隔で作成するかどうか選択することができます。 2,000
行から 50,000 行が含まれるサンプルは、大半のデータ・ソースを示すのに適してい
ます。
データのサンプルを作成後、分析ジョブを実行する前に最大の複合キー設定を設定
します。最大の複合キー設定は、組み合わせることのできる列の合計数を指定する
ために選択する数値です。設定はデフォルトでは 3 ですが、2 から 7 の範囲であ
ればどの値にも設定できます。この段階で、分析に列を組み込むか、分析から列を
除外することができます。次に、システムは分析中に組み込んだ列についてすべて
の可能な組み合わせを生成します。
分析中に、データのサンプルに対して列の個々の組み合わせが分析を行い、固有性
を判定します。主キー候補として推論されるには、列の組み合わせに主キーしきい
値以上のカーディナリティー・パーセンテージがなければなりません。列の組み合
わせのカーディナリティー・パーセンテージは、ペアに含まれる連結された個別値
の数を、データ・サンプルの行の総数で割ったものを参照します。例えば、1000 個
の個別値を 1000 行で割ると、1.0 に等しくなり、すなわちカーディナリティー・パ
ーセンテージは 100% になります。主キーしきい値以上のカーディナリティー・パ
ーセンテージを持つ列の組み合わせは、主キー候補として識別されます。主キーし
きい値を構成してからキー分析を実行してください。例えば、90% のしきい値は、
100% のしきい値よりも 10% 多くばらつきを許容します。100% のしきい値は、い
かなるばらつきも許容しません。
主キー候補を選択してさらに分析を行う場合、システムは重複の検査のため、仮想
列と頻度分布をビルドします。仮想列は、1 つ以上の列を連結したものです。複数
列の分析ジョブは、データのサンプル元のデータ・ソース全体ではなく、データの
サンプルのみを使用するため、結果に含まれる重複値のリストを検討する必要があ
ります。ソース全体が使用されているのではないため、サンプルではなくソースに
重複がある可能性があります。主キー候補を、選択した主キーとして承認できるか
どうか、結果を検討する必要もあります。

複数列の主キー分析ジョブの実行
複数列の主キーを特定するには、データ・サンプルを使用して列の連結された組み
合わせによる分析を実行し、最もユニークな値が含まれる組み合わせと、主キーの
候補を判別します。

96

ユーザー・ガイド

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限とデータ・オペレーター権限が必
要です。

このタスクについて
複数列の主キー分析ジョブを実行して、表内の列の 1 つの組み合わせが主キーとし
て適切であるかどうか判定します。複数列の主キー分析により、データ・サンプル
への個々の列の連結における個別値の固有性について、プロファイルを作成しま
す。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選
択します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「タスク」メニューの「複数列キー
分析の実行」をクリックします。
注: あるいは、データ・ソースのリストから表を選択することもできます。こ
れを行うには、「タスク」メニューの「キー分析を開く」をクリックして、
「複数列」タブをクリックし、さらに「複数列の分析」を選択します。
3. オプション: 「データ・サンプルの作成」をクリックして、分析する少ないサン
プル数のデータを作成することによってキー分析を素早く処理するための、少
ないサンプル数のデータを作成します。
4. 分析ジョブの名前と説明を入力します。
5. 複数列の主キー分析ジョブに含める列を選択します。
6. オプション: 「接続」タブをクリックして、使用するデータ・ソース用の接続を
構成します。
a. 「接続の構成」セクション内の構成するデータ・ストアを強調表示して、
「コネクター」ドロップダウン・メニューから使用するコネクターを選択し
ます。
b. コネクターのユーザー ID とパスワードを「接続設定」セクションに入力し
て、「接続のテスト」をクリックします。 ドロップダウン・メニューから
選択するコネクターには、さまざまなユーザー証明情報セットを入力するこ
とができます。例えば、システム・レベルのコネクター設定ではアドミニス
トレーターの証明情報を使用することがありますが、プロジェクト・レベル
では、同じコネクターにユーザー個人のユーザー ID とパスワードを使用す
ることがあります。
c. 接続のテストが正常終了したら、「サブミット」をクリックします。
7. 「スケジューラー」タブの「直ちに実行」、「外部バンドル・ロケーションの
作成」、または「スケジュール」を選択して、分析を実行する時期を決定しま
す。
8. 「サブミット」をクリックします。
9. 「キー分析を開く」をクリックして、「複数列」タブを選択します。 選択した
表に含まれる列に対する分析結果が表示されます。
10. データを分析してその列が適切な主キーであると判断したら、その列を選択し
て「キー状況」をクリックし、「主キーとしてマーク」をクリックします。
第 6 章 キーの識別と関係の分析

97

次のタスク
これで、任意の複数列の主キー候補に対して関係分析を実行して、外部キーの検出
または頻度分布の検討を行うか、あるいは重複チェックを実行して検討することに
よる重複のチェックを行うことができます。
データ・サンプリング:
複数キー分析ジョブを実行する前に、データのサンプルを作成できます。
サンプルを作成する際には、サンプルを無作為に、順番に、または定義したパラメ
ーターによって構成するかどうか選択することができます。 1,000 個から 10,000
個のレコードがサンプルとしてあれば、大半のラージ・データ・セットに対応でき
ます。
データ・サンプルの作成:
複数列のキー分析ジョブを実行する前に、データのサンプルを作成できます。サン
プルを作成する際には、サンプルを無作為に、順番に、または定義したパラメータ
ーによって構成するかどうか選択することができます。 1,000 個から 10,000 個の
レコードがサンプルとしてあれば、大半のラージ・データ・セットに対応できま
す。
始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限とデータ・オペレーター権限があ
り、次のタスクを完了する必要があります。
v

65 ページの『第 5 章 列の分析』

このタスクについて
主キーしきい値のパーセンテージ以上の固有性パーセンテージをもつ列の組み合わ
せは、複数列の主キー候補となります。複数列の主キー分析ジョブを実行する前
に、データ・サンプルを作成しなければなりません。
手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン
分析」を選択します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「データ・サンプルの作成」をクリッ
クします。
v データ・ソースのリストから表を選択することもできます。これを行うには、
「タスク」メニューの「キー分析を開く」をクリックして、「複数列」タブを
クリックし、さらに「データ・サンプルの作成」をクリックします。
3. データ・サンプルのジョブ名を入力します。 オプションで説明を入力できま
す。
4. サンプルのサイズを指定します。
5. サンプルの作成に使用される方式を選択します。
6. 「直ちに実行」を選択してデータ・サンプルをただちに作成するか、「スケジュ
ール」を選択してデータ・サンプルを作成する日時を指定します。
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7. 「サブミット」をクリックしてデータ・サンプルを作成します。
次のタスク
データ・サンプルを作成すると、キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行でき
ます。

主キー候補のフラグ立て
キーおよびクロスドメイン分析を実行すると、適切な主キーとなるキー候補のフラ
グを立てることができます。

このタスクについて
適切な主キーとなる候補のフラグを立てることができます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「タスク」メニューの「キー分析を開
く」をクリックします。
3. 「単一列」かまたは「複数列」タブをクリックします。
4. ユニークなデータ値のパーセンテージを「超えたらフラグを立てるパーセンテー
ジ」フィールドに入力します。このパーセンテージを超える固有性値を持つ列に
フラグが立てられます。例えば、固有性パーセンテージが 90% 以上の列にフラ
グを立てるには、90% を入力します。
5. 列にフラグを立てるのに列に必要な最小外部キー候補数を、「最小外部キー候
補」フィールドに入力します。例えば、4 個以上の外部キー候補を持つ列にフラ
グを立てる場合は、数値 4 を設定します。
6. 「適用」をクリックします。 条件を満たす列にフラグが立てられます。
7. 「保存」をクリックします。固有性しきい値と最小外部キー候補数を満たす列の
横にフラグ・アイコンが表示されます。

複数列の重複値を特定する
複数列のキーおよびクロスドメイン分析を実行する場合、データ・サンプルに対し
て列の組み合わせがテストされます。複数列の主キーに対する候補を決定する前
に、データ・ボリューム全体に対して重複チェックを実行し、有効なキーがあるこ
とを確認する必要があります。

このタスクについて
一連の列に含まれる重複値を表示して、そのような重複値から、該当の列を表の主
キー候補から除外するかどうか判定します。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選
択します。
2. 表を選択して、「タスク」メニューの「キー分析を開く」をクリックします。
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3. 「複数列」タブで、重複値をチェックする対象の複数列の主キー候補を選択し
ます。
4. 「主キー分析」 > 「重複チェックの実行」をクリックします。
5. 「重複チェックの実行」ペインで、ジョブの名前を入力します。
6. 「直ちに実行」を選択して重複をただちに検索するか、「スケジュール」を選
択して重複検索の開始日時と終了日時を指定します。
7. 「サブミット」をクリックします。
8. 重複チェックの完了後、「主キー分析」 > 「重複チェックの表示」をクリック
します。 「重複チェックの表示」ペインで、重複データ値を検討します。
9. オプション: 列を主キーとして特定する場合は、「キー状況」をクリックして、
「主キーとしてマーク」をクリックします。
10. 「閉じる」をクリックします。

複数列の主キーの承認
「キー分析を開く」ワークスペースの複数列タブで複数列の分析を行うと、分析結
果を検討して主キーを決定することができます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限があり、次のタスクを完了する必
要があります。
96 ページの『複数列の主キー分析ジョブの実行』

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「タスク」メニューの「キー分析を開
く」をクリックします。
3. 「複数列」タブをクリックして、分析結果を表示します。
4. オプション: 選択した列に関する詳細を収集します。
選択した列の組み合わせを構成するすべてのデータ値を表示するには、次のよう
にします。
「主キー分析」をクリックしてから「頻度分布の表示」をクリックしま
す。
選択した列の中に重複したデータ値がないか検索するには、次のようにします。
「主キー分析」 > 「重複チェックの実行」をクリックします。重複チェ
ック・ジョブを実行後、「主キー分析」 > 「重複チェックの表示」をク
リックして結果を表示します。
5. 主キーとして指定した連結された列を選択します。
6. 「キー状況」 > 「主キーとしてマーク」をクリックします。
7. オプション: 列から主キー状況を削除するには、「キー状況」 > 「主キー状況
の解除」を選択します。
8. 「閉じる」をクリックします。
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自然キー分析
自然キーとは、特定の顧客を識別する社会保障番号、時間ディメンションでのカレ
ンダー日付、または製品ディメンションでの SKU 番号などの、レコードを識別す
る意味のある値です。自然キーは、レコード内のデータの他の部分との論理関係が
ある列です。
データを分類するには自然キーを識別することが効果的です。その理由は、これに
より、1 つの主キーを複数の外部キーに関連付けするのではなく、複数の自然キー
を複数の外部キーに関連付けできる柔軟性が得られるからです。自然キーを選択す
ると、列に対してキーおよびクロスドメイン分析を実行して、外部キーを自動的に
識別できます。キーおよびクロスドメイン分析を実行すると、いくつかの外部キー
候補とそれに関連付けられた詳細を表示できます。

単一列の自然キーの特定
表またはファイルの自然キーを特定するには、値が選択した表内の行をユニークに
指定し、レコード内の他のデータ部分との論理関係を持つ列を見つけます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー権限があり、次のタスクを完了する必
要があります。
v

65 ページの『第 5 章 列の分析』

このタスクについて
自然キー分析では頻度分布統計を使用します。この統計は、表の個々の列に含まれ
る個別値の固有性についてプロファイルを作成するために列を分析するときに収集
されます。自然キー分析の結果を検討して、すべての自然キー候補のリストから自
然キーを選択できます。
重要: 適切な自然キーとして特定するのに十分にユニークであるデータ値がない場
合には、自然キーを特定することができない場合があります。「キーおよびクロス
ドメイン分析」ワークスペースに移動し、固有性しきい値を高い値または低い値に
調整してから、データ分析ニーズに応じて、データの自然キーを設定するときに
「適用」をクリックします。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン
分析」を選択します。
2. 「タスク」メニューで「キー分析を開く」をクリックします。
3. 「単一列」タブを選択します。 選択した表に含まれるすべての列に対する分析
結果が表示されます。
4. 列が 100% ユニークでない場合は、「主キー分析」 > 「重複チェックの表示」
をクリックして、選択した列内の重複データ値を表示します。
5. オプション: 「主キー分析」 > 「頻度分布」をクリックして、選択した列とそ
の値から構成されるすべてのデータ値を表示します。
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6. 自然キーとして特定する列を選択し、「キー状況」 > 「自然キーとしてマー
ク」をクリックします。
注:

その列が既に主キーである場合は、自然キーとして選択できません。

7. 「閉じる」をクリックします。

次のタスク
定義済み自然キーを決定または変更すると、その設定がメタデータに格納されま
す。データそのものを変更したい場合には、外部データベースで変更を行ってから
列分析を再実行してデータの変更を確認しなければなりません。
適切な単一列の自然キーが特定できない場合は、複数列の自然キーを検索すること
ができます。

自然キー候補のフラグ付け
キーおよびクロスドメイン分析を実行すると、適切な自然キーとなるキー候補にフ
ラグを立てることができます。

このタスクについて
キーおよびクロスドメイン分析を実行して、自然キー、主キー、または外部キーと
して割り当てる表の中の列を決定します。分析によって列に関する詳細が得られた
ら、適切な自然キーとなる候補のフラグを立てます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. 「タスク」メニューで「キー分析を開く」をクリックします。
3. 「単一列」かまたは「複数列」タブをクリックします。
4. ユニークなデータ値のパーセンテージを「超えたらフラグを立てるパーセンテー
ジ」フィールドに入力します。このパーセンテージを超える固有性値を持つ列に
フラグが立てられます。例えば、固有性パーセンテージが 90% 以上の列にフラ
グを立てるには、90% を入力します。
5. 列にフラグを立てるために必要とする外部キー候補の最小数を、「最小外部キー
候補」フィールドに入力します。例えば、4 個以上の外部キー候補を持つ列にフ
ラグを立てる場合は、数値 4 を設定します。
6. 「適用」をクリックします。 条件を満たす列にフラグが立てられます。
7. 「保存」をクリックします。

外部キー分析
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、外部キーと、共通ドメイン値
が含まれる列を特定することができます。
IBM InfoSphere Information Analyzerは、別の列にある個別値と同じ個別値が、最小
パーセンテージの数だけ列にあるかどうかを判別します。この列が、共通ドメイン
を有すると判断される基準を満たしている場合、この列にフラグが立てられます。
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共通ドメインを共有する列が主キーと外部キーとの関係を表す場合があったり、共
通ドメインがデータ内の重複を表すことがあります。
基本表およびペアの表を選択すると、基本表の列はペアの表の列とペアになりま
す。次に、システムは個々の列のペアについて互換性テストを実行し、これらの列
が、データ・クラス、タイプ、および長さに従って互いに互換性があるかどうか判
定することができます。列のペアに互換性がある場合、その列は関係分析ジョブに
含めるために使用できます。互換性のない列のペアは、分析から除外されます。
作成されたペアの総数、非互換ペアの総数、および互換ペアの総数を表示できま
す。互換性テスト結果を検討し、分析に含める特定のペアを選択します。使用可能
でない追加のペアが必要な場合は、表の選択ステップに戻って、追加または別の基
本表およびペアの表を選択して続行します。また、列分析ジョブを再実行して、追
加の互換ペアを作成するための推論または選択を検討または変更することもできま
す。列分析ジョブを再実行し、結果を変更すると、新しい頻度分布が作成され、キ
ーおよびクロスドメイン分析ジョブの入力として使用されます。
ユーザーが互換列ペアを検討した後で、ペアの個々の列が頻度分布を比較され、共
通ドメインがあるかどうかが判別されます。列が同じ値を共有している場合、列は
共通ドメインを共有します。 2 番目の列 (ペアおよび外部キー列) の頻度分布から
の値が、最初の列 (基本および主キーまたは自然キー列) の頻度分布からの値と比較
されます。比較後、列内の一致する値の数がカウントされ、共有性 (オーバーラッ
プ) パーセンテージが計算されます。共有性パーセンテージは、2 列間で一致する
値の割合を示します。 例えば、列 1 (主キー列) と列 2 が含まれる列のペアがある
とします。列 2 の 50 個の値のうち、49 個が列 1 と一致していると、列 1 に対
する列 2 の共有性パーセンテージは 98% となります。
次に、共有性パーセンテージは共通ドメインしきい値と比較されます。 2 つの列に
共有性があるか判定するときの基準を定義するため、共通ドメインしきい値を設定
します。例えば、共通ドメインしきい値を 95% に設定している場合、それらの列
が共通ドメインを共有しているとシステムが推定するには、95% 以上の共有性パー
センテージがあることが必要です。共通ドメインしきい値設定を上げて共有性の基
準を厳しくしたり、設定を下げて基準を緩和することができます。 列 1 と列 2 を
使用する例では、列 2 には、列 1 の共通ドメインがあります。これは、共有性パ
ーセンテージ (98%) が、共通ドメインしきい値 (95%) より高いために発生しま
す。共通ドメインのテスト結果を使用して、ペア表に、基本表の主キーまたは自然
キー列に一致する 1 つ以上の列が含まれているかどうかを判別します。一致する場
合、ペア表の列が外部キー候補と推論されます。外部キー候補とみなすには、ペア
表の少なくとも 1 つの列に、基本表の主キーまたは自然キー列との共通ドメインが
なければなりません。
データに既に定義済み外部キーが含まれていると、この列は分析中に定義済み外部
キーとしてマークされます。キーおよびクロスドメイン分析ジョブの結果を使用し
て、定義済みの外部キーの妥当性を評価することも引き続き可能です。

外部キーの指定
表間の関係を定義して検証するために、キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実
行して外部キー候補を検出し、外部キーを選択して、その参照整合性を検証できま
す。「キーおよびクロスドメイン分析」ワークスペースで外部キーを特定します。
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始める前に
次のタスクを完了する必要があります。
v 複数の表に含まれる列で列分析を実行する

このタスクについて
キーおよびクロスドメイン分析ジョブは、選択した表に含まれる列間のすべての列
のペアの完全なセットをビルドします。基本表およびペアの表を選択すると、互換
性のあるデータ・タイプ、長さ、およびデータ・クラスが含まれる列が、分析のた
めにリストされます。

手順
1. 互換性のある列のペアに対して、キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行し
ます。
2. ジョブの結果を表示し、参照整合性を検査し、外部キー候補を主キーまたは自然
キーの外部キーとして選択するかどうかを決定します。

キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行して外部キーを特定
複数の表内の外部キー候補を特定するには、「キーおよびクロスドメイン分析」ワ
ークスペースで関係分析ジョブを実行します。キーおよびクロスドメイン分析で
は、1 つの表の列と他の表の列を比較して、この 2 つの表の間にキー関係があるか
どうかを判別します。

始める前に
次のタスクを完了する必要があります。
v 複数の表に含まれるすべての列で列分析を実行する

このタスクについて
キーおよびクロスドメイン分析では、1 つの表の列と他の表の列を比較して、この
2 つの表の間にキー関係があるかどうかを判別します。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選
択します。
2. 外部キー関係を識別する対象の表を選択して、「タスク」メニューの「キー分
析を開く」をクリックします。
3. 主キーまたは自然キー候補を選択して、「キーおよびクロスドメイン分析」 >
「キーおよびクロスドメイン分析の実行」をクリックします。
4. 「キーおよびクロスドメイン分析の実行」ペインで分析ジョブの名前と説明を
入力します。
5. 「使用可能な表」セクション内の表を選択し、「基本リストに追加」または
「ペア・リストに追加」をクリックして、表を基本表またはペアの表として指
定します。
6. 「次へ」をクリックします。
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7. 列ペアを検討します。 互換ペアは、デフォルトで選択済みペアのリストに含ま
れています。互換列ペアが 1 つまたは両方の列の列分析結果に欠落している場
合は、フラグ・アイコンがペアの横に表示されます。このペアは、選択済みペ
アのリストに自動的に追加されません。このペアを選択済みリストに手動で追
加する場合は、そのペアを選択して「選択に追加」をクリックします。
8. オプション: 「接続」タブをクリックして、使用するデータ・ソース用の接続を
構成します。
a. 「接続の構成」セクション内の構成するデータ・ストアを強調表示して、
「コネクター」ドロップダウン・メニューから使用するコネクターを選択し
ます。
b. コネクターのユーザー ID とパスワードを「接続設定」セクションに入力し
て、「接続のテスト」をクリックします。 ドロップダウン・メニューから
選択するコネクターには、さまざまなユーザー証明情報セットを入力するこ
とができます。例えば、システム・レベルのコネクター設定ではアドミニス
トレーターの証明情報を使用することがありますが、プロジェクト・レベル
では、同じコネクターにユーザー個人のユーザー ID とパスワードを使用す
ることがあります。
c. 接続のテストが正常終了したら、「サブミット」をクリックします。
9. 「スケジューラー」タブの「直ちに実行」、「外部バンドル・ロケーションの
作成」、または「スケジュール」を選択して、分析を実行する時期を決定しま
す。
10. 「完了」をクリックします。

次のタスク
関係分析ジョブが完了すると、外部キー候補を検討し、主キーおよび自然キーの外
部キーを決定することができます。
注: このワークスペースで、重複列をマーク付けすることもできます。「キーおよ
びクロスドメイン分析」 > 「外部キー候補の表示」をクリックします。ここから基
本列を強調表示し、「ペアの列状況」 > 「重複としてマーク」をクリックして、列
を重複としてマーク付けします。

外部キーの整合性を判定する
参照整合性分析ジョブを実行して、外部キーと主キー間の関係が有効であるかどう
か評価することができます。主キー値と一致しない外部キー値は違反として認定さ
れます。

このタスクについて
参照整合性分析により、共通でない外部キー値と主キー値の合計が算出されます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. データ・ソースのリストから表を選択し、「タスク」メニューの「キー分析を開
く」をクリックします。
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3. 主キーまたは自然キー候補を選択して、「キーおよびクロスドメイン分析」 >
「外部キー候補の表示」をクリックします。
4. ペアの列のリストから外部キー候補を選択して、「参照整合性」 > 「参照整合
性分析の実行」をクリックします。
5. 「参照整合性分析の実行」ペインに、分析ジョブの名前を入力します。
6. 「直ちに実行」を選択してジョブを直ちに実行するか、「外部バンドル・ロケー
ションの作成」を選択するか、または「スケジュール」を選択してジョブを実行
する日時を指定します。
7. 「サブミット」をクリックします。
8. ジョブの完了後、「参照整合性」 > 「参照整合性分析の表示」を選択して分析
ジョブの結果を表示します。

タスクの結果
参照整合性分析は、オーバーラップのグラフィック表記など、主キーと外部キーの
関係の共通ドメインのパーセンテージを示します。

次のタスク
参照整合性分析ジョブの結果を表示後、外部キー候補を外部キーとしてマーク付け
することができます。

参照整合性分析
参照整合性分析ジョブを実行して、データ内の外部キーと主キー間のすべての参照
が有効であるかどうか評価することができます。この分析結果により、外部キーを
選択したり、データから外部キー違反を削除したりできます。
分析中に外部キー候補と主キーの値について参照整合性があるかどうか調査しま
す。外部キー列のすべての値が、参照される主キー列のすべての値と一致する場
合、外部キーと主キーは参照整合性を維持します。参照整合性分析ジョブは、孤立
値を指定し、関係についての統計を算出します。
分析中に外部キー列と主キー列が両方とも単一列である場合、システムは個々の列
に対して頻度分布を使用して検査を実行します。外部キー候補が複数の列から構成
されている場合は、システムは列を連結して仮想列を作成し、仮想列の頻度分布を
生成します。複数列の主キーは、複数列の主キー分析ジョブの中で、既に仮想列に
結合されていて、仮想列の頻度分布が生成されています。
次に、外部キー列の頻度分布の値を主キー列の頻度分布の値と付き合わせます。外
部キー列の値のいずれかが関連する主キー列で見つからない場合、その外部キーの
データ値には参照整合性違反としてフラグを立てます。この逆の分析も実行され、
主キー列の値が外部キー列の値と一致しているかどうか判定されます。分析が完了
すると、システムは分析結果を示し、違反がある場合はこれをリストします。

外部キー状況の承認
キーおよびクロスドメイン分析ジョブの結果を検討し、キーの関係についての参照
整合性ジョブを実行すると、外部キーを割り当てることができます。
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このタスクについて
割り当てた外部キーはリポジトリーに記録されます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. 外部キー関係を割り当てる対象の表を選択して、「タスク」メニューから「キー
分析を開く」をクリックします。
3. 外部キー分析を実行する対象の主キーまたは自然キー候補列を強調表示して、
「キーおよびクロスドメイン分析」 > 「外部キー候補の表示」をクリックしま
す。
4. オプション: 「外部キー分析を開く」ペインで、外部キー分析ジョブの結果を検
討することができます。
5. 外部キーとして定義するペアの列を選択します。
6. 「キー状況」 > 「外部キーとしてマーク」を選択します。
7. オプション: 外部キー候補を選択し、「詳細の表示」をクリックして、選択した
外部キー候補の頻度値と分析の詳細を表示します。列から外部キー状況を削除す
るには、「キー状況」 > 「外部キー状況の解除」を選択します。
8. 「閉じる」をクリックします。

外部キー状況の削除
外部キー分析ジョブと参照整合性ジョブの結果を検討し、外部キーが無効であると
判定した場合、列からこの外部キーの状況を削除することができます。

このタスクについて
削除する外部キー状況はリポジトリーに記録されます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン分析」を選択
します。
2. 削除する外部キーに関連した主キーまたは自然キーを含む表を選択して、「タス
ク」メニューから「キー分析を開く」をクリックします。
3. 主キーまたは自然キー列を選択して、「キーおよびクロスドメイン分析」 >
「外部キー候補の表示」をクリックします。
注: 「外部キー分析を開く」ペインで、関係分析ジョブの結果を検討することが
できます。
4. オプション: 「詳細の表示」をクリックして、選択した列の頻度値と分析の詳細
を表示します。
5. 外部キー状況を削除する列を選択します。
6. 「外部キー状況」 > 「外部キー状況の解除」を選択します。
7. 「閉じる」をクリックします。

第 6 章 キーの識別と関係の分析
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第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまたは
複数の表またはソースに含まれる列全体でキーおよびクロスドメイン分析ジョブを
実行します。

このタスクについて
キーおよびクロスドメイン分析は、2 つの列の間のデータ値を比較してオーバーラ
ップしているデータを検索します。1 つの表または複数の表にわたって列のペアを
比較できます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイ
ン分析」を選択します。
2. データ・ソースのリストから 1 つ以上の表を選択し、「タスク」ペインから
「キーおよびクロスドメイン分析」 > 「キーおよびクロスドメイン分析の実
行」をクリックします。
3. キーおよびクロスドメイン分析のジョブ名と説明を入力します。
4. 「フィルターを使用可能にする」を選択します。
5. 「フィルター設定」をクリックして、「NULL を含む列を除外する」、「列分
析結果のない列を除外する」、およびクロスドメイン分析用に設定する他のす
べてのフィルターを選択します。
6. 「OK」をクリックします。
7. 「使用可能な表」セクション内の表を選択し、「基本リストに追加」または
「ペア・リストに追加」をクリックして、表を基本表またはペアの表として指
定します。
8. 「スケジューラー」タブの「直ちに実行」、「外部バンドル・ロケーションの
作成」、または「スケジュール」を選択して、分析を実行する時期を決定しま
す。
9. 「次へ」をクリックして、「完了」をクリックします。
10. キーおよびクロスドメイン分析を実行後、「クロスドメイン分析を開く」をク
リックします。
11. 固有値が特定のパーセンテージに達する列にフラグを立てるため、「超えたら
フラグを立てるパーセンテージ」フィールドにパーセンテージを入力して、
「適用」をクリックします。
12. クロスドメイン結果を確認します。
13. 「ペア・ソース」列を強調表示し、「ペアの列状況」 > 「外部キーとしてマー
ク」または「重複としてマーク」をクリックします。
14. 「閉じる」をクリックします。
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関連概念
『クロスドメイン分析』
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、共通ドメイン値が含まれる列
を特定することができます。システムは、別の列にある個別値と同じ個別値が、最
小パーセンテージの数だけ列にあるかどうか判定します。この列が、共通ドメイン
を有すると判断される基準を満たしている場合、この列にフラグが立てられます。
共通ドメインを共有する列には、オーバーラップし、重複する可能性のあるデータ
が含まれています。
関連タスク
111 ページの『重複列のマーキング』
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、クロスドメイン結果を検討
し、列を重複としてマークすることができます。

クロスドメイン分析
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、共通ドメイン値が含まれる列
を特定することができます。システムは、別の列にある個別値と同じ個別値が、最
小パーセンテージの数だけ列にあるかどうか判定します。この列が、共通ドメイン
を有すると判断される基準を満たしている場合、この列にフラグが立てられます。
共通ドメインを共有する列には、オーバーラップし、重複する可能性のあるデータ
が含まれています。
システム・プロセスにより、データが複数の表に移動していると、データに重複値
が入ることがあります。例えば、買収後、A 銀行は、B 銀行の顧客データと自身の
顧客データをマージする必要があります。両方の銀行には、データ・ソースに重複
している顧客データが含まれている可能性があります。ソース間のデータを移動す
るためには、アナリストはデータがどのような構造になっているか認識している必
要があります。これによって、アナリストが移動したい情報と、新しいシステムで
必要なスペースの量を決定することができます。重複データを識別するには、アナ
リストは、マージされるデータについてキーおよびクロスドメイン分析ジョブを実
行し、続いてデータ・クレンジング・ツールを使用して、重複として指定されたデ
ータを削除します。
キーおよびクロスドメイン分析ジョブの実行は、複数ステップのプロセスです。1
つ以上の表を基本表およびペアの表として指定すると、ペアであると考えられる列
のすべてのペアのリストが生成されます。次に、個々の列のペアについて互換性テ
ストが実行され、これらの列が、データのクラス、タイプ、および長さにより、互
いに互換性があるかどうかどうかが判定されます。列のペアに互換性がある場合、
その列のペアは分析に使用可能になります。互換性のない列のペアは、除外されま
す。統計には、作成されたペアの総数と、非互換ペアの総数、および互換ペアの総
数が示されます。
使用可能でない追加のペアが必要な場合は、表の選択ステップに戻って、追加また
は別の基本表およびペアの表を選択して続行します。列分析ジョブを再実行して、
追加の互換ペアを作成するための推論または選択を検討または変更することもでき
ます。列分析ジョブを再実行し、結果を変更すると、新しい頻度分布が作成され、
キーおよびクロスドメイン分析ジョブの入力として使用されます。
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共通ドメイン
キーおよびクロスドメイン分析ジョブでは、個々の列のペアを評価して、列に共通
ドメインが含まれているかどうかを判別します。ペア内の個々の列の頻度分布は、
次の 2 つの方法で、列をテストするために使用されます。1 つめの方法は、 1 つ
の列の頻度分布における値が、2 番目の列の頻度分布における値と比較されます。1
番目の列と 2 番目の列の間の個別値に一致する数がカウントされます。
列のペア内の値が評価されると、共有性パーセンテージが計算されます。共有性パ
ーセンテージは、2 列間で一致する値の割合を示します。 例えば、列 1 と列 2 が
ペアになっています。列 2 の 10 個の値のうち、7 個の値が列 1 と一致する場
合、列 1 に対する列 2 の共有性パーセンテージは 70% です。列 1 の 7 個の値
のうち、7 個の値が一致する場合、列 1 に対する列 2 の共有性パーセンテージは
100% です。次に、共有性パーセンテージは共通ドメインしきい値と比較されま
す。 2 つの列に共有性があるか判定するときの基準を定義するため、共通ドメイン
しきい値を設定します。例えば、共通ドメインしきい値が 95% に設定されている
場合、それらの列が共通ドメインを共有しているとシステムが推定するには、95%
以上の共有性パーセンテージがあることが必要です。共通ドメインしきい値設定を
上げて共通基準を厳しくしたり、設定を下げて基準を緩和することができます。列
1 と列 2 に関して、共有性パーセンテージの例では、列 2 には列 1 との共通ドメ
インがありません (70% は 95% より小さい) が、列 1 には列 2 との共通ドメイ
ンがあります (100% は 95% より大きい)。
関連タスク
109 ページの『第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する』
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまたは
複数の表またはソースに含まれる列全体でキーおよびクロスドメイン分析ジョブを
実行します。
『重複列のマーキング』
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、クロスドメイン結果を検討
し、列を重複としてマークすることができます。

重複列のマーキング
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、クロスドメイン結果を検討
し、列を重複としてマークすることができます。

このタスクについて
システム・プロセスにより、データが複数の表に移動していると、データに重複値
が入ることがあります。例えば、顧客データは最終的に顧客のマスター・ファイル
になるように、いくつかの異なるシステムを移動します。しかしながら、データが
システムごとに重複して保管されている可能性があります。複数の顧客データ・ロ
ケーションを検索する場合、特定のロケーションを重複としてマークします。重複
情報は、同じ値や共通ドメインのある列から構成されます。重複列を指定すると、
これを削除して、新規システムのスペースを節約することができます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「キーおよびクロスドメイン
分析」を選択します。
第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する
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2. 表を選択して、「キーおよびクロスドメイン分析」 > 「キーおよびクロスドメ
イン分析の実行」をクリックします。
3. キーおよびクロスドメイン分析ジョブが完了したら、表を強調表示し、「タス
ク」セクションの「クロスドメイン分析を開く」をクリックします。
4. 「クロスドメイン分析を開く」セクションの「基本列の選択」メニューから列を
選択します。
5. 重複列がないかペアの列を確認します。
6. ペアの列を選択して、「ペアの列状況」 > 「重複としてマーク」をクリックし
ます。
7. オプション: 「超えたらフラグを立てるパーセンテージ」フィールドに値を入力
し、「適用」をクリックして特定のパーセンテージを超えた列にフラグを立てま
す。
8. オプション: ペアの列を選択し、「詳細の表示」をクリックして、列の詳細比較
の確認、データのドリルダウン、および特定の分析詳細の表示を行います。
関連概念
110 ページの『クロスドメイン分析』
キーおよびクロスドメイン分析ジョブを実行すると、共通ドメイン値が含まれる列
を特定することができます。システムは、別の列にある個別値と同じ個別値が、最
小パーセンテージの数だけ列にあるかどうか判定します。この列が、共通ドメイン
を有すると判断される基準を満たしている場合、この列にフラグが立てられます。
共通ドメインを共有する列には、オーバーラップし、重複する可能性のあるデータ
が含まれています。
関連タスク
109 ページの『第 7 章 ドメイン全体でデータのオーバーラップを検索する』
列にオーバーラップ、つまり重複データがあるかどうか判定するには、1 つまたは
複数の表またはソースに含まれる列全体でキーおよびクロスドメイン分析ジョブを
実行します。
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第 8 章 時間の経過によるデータ内の変更を確認する
データの内容と構造が、時間の経過とともに変わったかどうか確認するには、ベー
スライン分析を使用して、表の保存済み分析サマリーと、同じ表の現在の分析結果
を比較することができます。

このタスクについて
ベースライン分析を使用すると、すべての比較でベースラインとする分析結果を指
定することができます。時間が経過するにつれて、またはデータに変更がある場
合、表に対するメタデータを再びメタデータ・リポジトリーにインポートして、こ
の表において列分析ジョブを実行して、次にこのジョブからの分析結果をベースラ
イン分析と比較します。引き続き、必要に応じて何度でも変更を検討し、初期段階
のベースラインと比較したり、またはベースラインを変更する必要がある場合には
変更を行うことができます。

ベースライン分析
データが変更されたかどうか確認する場合、ベースライン分析を使用して、同じデ
ータ・ソースの 2 つのバージョンについて列分析の結果を比較することができま
す。データの内容と構造は、複数のユーザーによってアクセスされることで徐々に
変わります。データの構造が変わると、このデータを使用するシステム・プロセス
に影響します。
データを比較するには、ベースライン・バージョンとして設定する分析結果を選択
します。ベースライン・バージョンを使用して、同じデータ・ソースの今後の分析
結果すべてを比較することができます。例えば、火曜日にデータ・ソース A で列分
析ジョブを実行した場合、ソース A の列分析の結果をベースラインとして設定し、
このベースラインをリポジトリーに保存できます。水曜日に、データ・ソース A で
列分析ジョブを再び実行すると、データ・ソース A の現在の分析結果と、データ・
ソース A のベースライン結果を比較することができます。
データの変更を識別するため、ベースライン分析ジョブは、ベースライン結果と現
在の結果との間に差分がないか、データの内容と構造を評価します。データの内容
と構造は、データ・クラス、データ・プロパティー、主キー、データ値などのエレ
メントから構成されます。データの内容が変わると、データの個々のバージョンの
エレメント間に差異が生じます。データの構造と内容の変更を定期的にモニターし
ている場合、ベースラインと比較するため、一定の間隔でチェックポイントを指定
することをお勧めします。比較用の表の分析結果を保存できるように、チェックポ
イントを設定します。次に、ベースラインとチェックポイントまたは最新の分析結
果を比較する選択ができます。
データに変更があり、その変更が受け入れ可能であることを認識している場合は、
新しいベースラインをいつでも作成することができます。
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分析のベースラインの設定
分析結果のバージョンが比較のベースラインとして使用されるように確立するに
は、分析のベースラインを設定しなければなりません。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリスト権限があり、Information
Analyzer データ・オペレーターが、次のタスクを完了していなければなりません。
v

68 ページの『列分析ジョブの実行』

このタスクについて
列分析ジョブを実行してその分析結果を検証後、その分析結果を分析のベースライ
ンとして設定できます。分析ベースラインを設定することで、比較に使用するため
のベースが作成されます。次に、この表の残りのすべての分析をベースライン分析
と比較して、データの内容と構造に変更があるかどうか確認します。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「ベースライン分析」を選択
します。
2. 少なくとも 1 つの列が分析済みである表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「ベースラインの設定」をクリックします。
4. 「ベースラインの設定」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

次のタスク
これで、分析のベースラインを表の以降の分析結果と比較できます。

分析結果の比較
ベースライン・バージョンから現在のバージョンまでで、表構造、列構造、列の内
容の変更を指定するには、分析結果を比較します。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer ビジネス・アナリスト権限があり、次のタスク
を完了している必要があります。
v 『分析のベースラインの設定』

このタスクについて
時間が経過すると、表のデータが変わることがあります。表のメタデータを再びイ
ンポートして、この表を分析し、次に前のバージョンと分析結果を比較して、構造
と内容に変更があったか確認します。ベースライン分析を使用すると、現在の分析
結果と以前に設定したベースラインとを比較することができます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「ベースライン分析」を選択します。
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2. ベースライン分析と比較する表を選択します。 データの変更を見つけるには、
この表のメタデータを再度インポートして、この表で列分析ジョブを実行しなけ
ればなりません。
3. 「タスク」ペインで、「ベースライン分析の表示」をクリックします。
4. 「分析サマリーの選択」ウィンドウで、ベースラインと比較する分析結果を選択
します。
v 「チェックポイント」を選択して、ベースラインと最後のチェックポイント分
析を比較します。
v 「現行分析」を選択して、ベースラインと最後に実行した分析ジョブを比較し
ます。

次のタスク
「ベースライン分析の表示」ペインにデータの変更の詳細が表示されます。

チェックポイントの設定
チェックポイントを設定すると、ベースラインとの比較で使用する表で選択した分
析結果の残りのポイントを保存することができます。このチェックポイントは、残
りの分析ジョブが表で実行されていても、比較ポイントとして保存されます。

このタスクについて
データの構造と内容の変更を定期的にモニターしている場合、ベースラインと比較
するため、一定の間隔でチェックポイントを指定することをお勧めします。比較用
の表の分析結果を保存できるように、チェックポイントを設定します。次に、ベー
スラインとチェックポイントまたは最新の分析結果を比較する選択ができます。
チェックポイントは、分析のパブリッシュ時点でも結果を保存できます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「ベースライン分析」を選択
します。
2. チェックポイントとして設定する表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「チェックポイントの設定」をクリックします。

次のタスク
これでチェックポイントをベースラインと比較できます。

第 8 章 時間の経過によるデータ内の変更を確認する
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第 9 章 分析結果のパブリッシング
分析結果を表示して、これをメタデータ・リポジトリーにパブリッシュすることが
できます。

このタスクについて
表や列の統計や注釈をパブリッシュして、 IBM InfoSphere DataStage または IBM
InfoSphere Business Glossary などの追加のスイート・コンポーネントで、開発者に
分析結果へのアクセスを提供することができます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「分析結果のパブリッシン
グ」を選択します。
2. 「分析結果のパブリッシング」ワークスペースで、パブリッシュする分析結果を
選択します。
3. オプション: 「分析結果の表示」をクリックします。
4. 「分析結果のパブリッシング」をクリックします。 分析結果をパブリッシュす
る用意ができました。
5. 「分析結果のパブリッシング」ウィンドウで、現在の分析、設定されたチェック
ポイント、またはベースラインの中から、パブリッシュする分析結果を選択しま
す。
6. オプション: 注釈を付けるかどうか選択します。注釈を付ける場合は、「注釈」
フィールドに注釈を入力します。
7. 「OK」をクリックします。

分析結果のパブリッシング
分析結果をメタデータ・リポジトリーにパブリッシュして、IBM InfoSphere
DataStage および IBM InfoSphere Business Glossary などの他のスイート・コンポー
ネントのユーザーに、結果のサマリーへのアクセスを提供することができます。
IBM InfoSphere Information Analyzer では、分析はプロジェクトに基づいて発生しま
す。分析の結果はすべてプロジェクトごとにバインドされます。例えば、
Address_ShipTo という表で分析を実行するプロジェクトが 3 個あり、分析結果の
セットがこの表に 3 個あるとします。分析結果には有効な分析が含まれています
が、管理者は、この結果のうちの 1 つを正式な共有結果にしたいと考えます。
分析結果は、結果と関連するソース・オブジェクトに対してパブリッシュされま
す。ソース・オブジェクトは、すべてのスイート・コンポーネントで共有されま
す。したがって、これらのソース・オブジェクトが IBM InfoSphere DataStage また
は IBM InfoSphere Business Glossary で参照されると、それらのスイート・コンポ
ーネントにも、パブリッシュされた分析結果に対するアクセス権があります。
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例えば、Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーターは、
Address_primary、Address_compare、Address_worldwide の 3 つのプロジェクトを
作成できます。これらのプロジェクトがそれぞれ Address_ShipTo 表を分析しま
す。分析の実行中に、Information Analyzer データ・アナリストは、分析結果に他の
レビューアーへの追加情報を提供する注釈を付けることができます。分析の検討が
完了すると、管理者は Address_ShipTo 表の分析結果をエンタープライズの標準結
果として Address_compare プロジェクトから選択します。次に、管理者はこの結果
をメタデータ・リポジトリーにパブリッシュします。最後にパブリッシュされた分
析が、以前のパブリッシングをオーバーレイします。
次に、IBM InfoSphere DataStage の開発者は、IBM InfoSphere DataStage ジョブに
進み、Address_ShipTo 表を調べて、この表の分析結果を調査することを決定しま
す。開発者は、Information Analyzer のデータ・アナリストが作成した備考や注釈を
表示することもできます。さらに、分析結果と注釈に基づき、ジョブをデザインし
たり、修正することができます。例えば、Information Analyzer のデータ・アナリス
トは、表における特定の列のデータ・タイプを変更する必要があることや、表に外
部キーを設定する必要があること、またはジョブが除去する必要のある無効な値が
表に含まれていることを示すことができます。

分析結果のパブリッシュの参照
次の表は、分析結果をパブリッシュした後に戻るプロパティー、属性、および値を
記述します。
表 12. 分析結果のパブリッシュの参照
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属性

説明

列

分析された列の名前を示します。

シーケンス

順に並んだ列の中でのこの列の論理的シーケ
ンス番号を示します。

#

列内の個別値の数を示します。

%

列内の個別値のパーセントを示します。

データ・クラス

列のデータ・クラスを示します。

データ・タイプ

列のデータ・タイプを示します。データ・タ
イプは、どのタイプのデータがデータ・フィ
ールドに保管されるかを示す分類です。デー
タ・タイプには、数値、文字、浮動小数点、
日付、および整数などがあります。

長さ

列の長さを示します。

精度

数値列に存在するすべての値を保持するため
に必要な最大桁数を示します (小数点の左右
両側の総桁数)。精度は数値列にのみ適用され
ます。

スケール

数値列に存在するすべての値を保持するため
に小数点の右側に必要な最大桁数を示しま
す。スケールは数値列にのみ適用されます。

NULL 可能性

NULL 値が列内で許可されるかどうかを示し
ます。

NULL

列内の NULL 値の総数を示します。

表 12. 分析結果のパブリッシュの参照 (続き)
属性

説明

PK

列が定義済み主キーの一部である場合は、チ
ェック・マークを示します。

FK

列が 1 つ以上の定義済み外部キーの一部で
ある場合は、チェック・マークを示します。

NK

列が 1 つ以上の定義済み自然キーの一部で
ある場合は、チェック・マークを示します。

有効な値の条件

有効な値の定義のタイプを示します。タイプ
は、範囲または参照表のいずれかです。

コンプライアンス定義

有効な値の条件タイプのコンプライアンス定
義を示します。

コンプライアンス統計

選択した資産における有効な値のパーセンテ
ージを示します。

分析結果の削除
分析結果のパブリッシュ済みサマリーが不要になった場合、これをメタデータ・リ
ポジトリーから削除することができます。

手順
1. 「分析」ナビゲーター・メニューで、「分析結果資料」を選択します。
2. 「分析結果のパブリッシング」ワークスペースで、削除する分析結果を選択しま
す。
3. 「タスク」ペインで、「分析結果の削除」をクリックします。
4. 「OK」をクリックして削除を確認します。

物理モデルの生成
物理モデルを生成して、データ・タイプやプロパティーなどのデータに関する推論
を含む、選択されたデータの詳細および定義を作成することができます。その後、
マスター・スキーマ定義を使用して、IBM InfoSphere DataStage および IBM
InfoSphere Business Glossary などの他のスイート・コンポーネント内のデータを分
析、クレンジング、または変更することができます。

このタスクについて
物理モデルは、すべての分析結果に基づいた、推論されるデータ・タイプおよびプ
ロパティーの包括的なビューを把握する場合に生成します。物理モデルを生成する
と、IBM InfoSphere Information Analyzer は選択されたすべての主キーおよび外部キ
ー関係と、選択されたデータ・クラスなどの列プロパティーを使用して、分析結果
から物理データ・モデルを作成します。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「分析結果のパブリッシン
グ」を選択します。
2. 表を強調表示し、「物理モデルの生成」をクリックします。
第 9 章 分析結果のパブリッシング
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注: Ctrl キーを押したまま、マスター・スキーマ定義に含める個々の表を強調
表示して、複数の表を一度に選択することができます。
3. 「物理モデルの作成」をクリックします。物理モデルの場所を参照するか、ファ
イル名を「ファイル名」フィールドに入力できます。
4. 「DDL ファイルの作成」をクリックして、ANSI データ定義言語 (DDL) フォー
マットで物理モデルを生成し、DDL ファイルのファイル名または場所を「ファ
イル名」フィールドに入力します。物理モデルをプレビューする場合は、「プレ
ビュー」をクリックします。
5. 「サブミット」をクリックします。

次のタスク
InfoSphere モデル定義 IDR フォーマットでスキーマ定義を生成した場合は、デー
タ・コレクションやデータ・フィールドなど、InfoSphere Information Analyzer のさ
まざまな部分で、生成した物理モデルを表示できます。このモデルは、InfoSphere
DataStage および IBM InfoSphere FastTrackなどの製品のメタデータ・フィールドで
も表示できます。
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第 10 章 プロジェクト資産のインポートとエクスポート
IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトおよび分析資産は、istool コマン
ド・ライン・インターフェース (CLI) または InfoSphere Information Analyzer クラ
イアントを使用して交換できます。
istool CLI または InfoSphere Information Analyzer クライアントを使用して、IBM
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーのインスタンス間で資産を
インポートおよびエクスポートして移動できます。
プロジェクトとそれらに関連付けられている分析結果、データ・ルール、データ・
クラス、レポート、共通メタデータなどの資産を移動できます。

InfoSphere Information Analyzer クライアントからのプロジェクトのイ
ンポート
IBM InfoSphere Information Analyzer クライアントを使用して、プロジェクトをイン
ポートできます。

始める前に
このタスクを実行するには、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト・アドミ
ニストレーター特権が必要です。

手順
1. InfoSphere Information Analyzer クライアントを開き、「ファイル」 > 「プロジ
ェクトのインポート」をクリックします。
2. 「場所」フィールドに場所を指定し、「ファイルの表示」をクリックします。
例: C:¥IBM。
3. インポートするプロジェクトを選択し、「次へ」をクリックします。
4. インポート・サマリーを検討し、「インポート」をクリックします。
5. インポート状況ページで「OK」をクリックして、インポート・ダイアログ・ボ
ックスを閉じます。 ステータス・バーを表示することにより、インポートの状
況をモニターできます。

次のタスク
資産をインポートすると、InfoSphere Information Analyzer を使用してデータを分析
できます。
注:
v インポートした資産アーカイブは、サーバー上に保管されます。
v システム上にインポート済み資産が既に存在している場合は、内部 ID の競合が
発生します。インポートした項目を迂回するか (無視)、既存項目をインポートし
たもので置換するか (置換) を選択できます。
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v インポートした項目の名前がシステム内の既存項目と同じである場合は、名前の
競合が発生します。インポートした項目を迂回する (無視)、既存の項目をインポ
ートしたもので置換する (置換)、またはインポートした項目にユニーク名を提供
する (名前の変更) のいずれかを選択できます。

InfoSphere Information Analyzer クライアントからのプロジェクトのエ
クスポート
IBM InfoSphere Information Analyzer クライアントを使用して、プロジェクトをエク
スポートできます。

始める前に
このタスクを実行するには、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト・アドミ
ニストレーター特権が必要です。

手順
1. InfoSphere Information Analyzer クライアントを開き、「ファイル」 > 「プロジ
ェクトのエクスポート」をクリックします。
2. エクスポートする資産のプロジェクトを選択し、「次へ」をクリックします。
3. 「エクスポート」ウィンドウで、エクスポートするプロジェクトについて次の詳
細を指定します。
a. 「パッケージ名」フィールドに、エクスポートするプロジェクトを収容する
ファイルの名前を入力します。
b. 「場所」フィールドに、プロジェクトのエクスポート先の場所を入力しま
す。 例えば、Microsoft Windows システムの場合は
「C:¥IBM¥InformationServer¥temp」を、Unix システムの場合は「/opt/export」
を指定します。
c. 含める成果物があれば選択します。
4. 「エクスポート」をクリックします。
5. エクスポート状況ページで「OK」をクリックして、エクスポート・ダイアロ
グ・ボックスを閉じます。 エクスポート・タスクの進行状況をモニターしたい
場合は、状況ページを開いたままにします。

次のタスク
エクスポート・タスクを完了すると、資産がパッケージ・ファイルの形でサーバー
にエクスポートされます。資産がサーバーにエクスポートされると、サーバーにア
クセス可能な IBM InfoSphere Information Server 製品はどれもサーバーからパッケ
ージをインポートできます。
注: クライアントを使用してエクスポートされたアーカイブ・ファイルは、クライ
アントを使用してのみインポートできます。
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第 11 章 パブリッシュされた分析結果のインポート
他の IBM InfoSphere Information Server 製品から分析結果をインポートして、IBM
InfoSphere Information Analyzer 内で分析結果の概要を表示できます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーター権限が必要です。 次のタス
クが、InfoSphere Information Analyzer データ・アドミニストレーターによって完了
されていなければなりません。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「列分析」を選択します。
2. 「列分析」ワークスペースで、パブリッシュされた結果のインポート先のデー
タ・ソースを選択します。
3. 「タスク」ペインで、「パブリッシュされた結果のインポート」をクリックしま
す。
4. 「パブリッシュされた結果のインポート」画面で、パブリッシュされた結果を含
むソースを検討します。
5. 「列分析」ワークスペース上の「列分析状況」フィールドを見直して、データ・
ソース状況が「パブリッシュ済み」であることを確認します。 「パブリッシュ
済み」状況は、結果が正常にインポートされたことを示します。

次のタスク
インポートしたパブリッシュ済みの列分析結果の詳細を表示するには、インポート
したパブリッシュ済みの結果のデータ・ソースを強調表示し、「タスク」ペインか
ら「列分析を開く」をクリックし、次に「詳細の表示」をクリックして、そのデー
タ・ソースの、「パブリッシュ済み」の概要か、「パブリッシュされた結果からイ
ンポート済み」の詳細を表示します。

IBM InfoSphere 製品からインポートされた分析結果
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、IBM InfoSphere Discovery および
IBM InfoSphere Data Architectからの分析情報を表示します。
これらの製品からの分析サマリーを表示するには、MetaBrokers and Bridges をイン
ストールする必要があります。
次の MetaBrokers を使用して、パブリッシュ済みの分析結果および実装されている
関連データ・リソースを IBM InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジ
トリーにインポートできます。
v IBM Rational® Data Architect MetaBroker®
v DBM File MetaBroker (InfoSphere Discovery から DBM ファイルをインポートし
ます)
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分析結果をインポートした後、プロジェクトにデータ・ソースを追加して、
InfoSphere Information Analyzer で分析結果の概要を表示できます。
分析情報として次があります。
v 表分析プロパティー
v 列分析プロパティー
v データ分類コード
v 推論される候補キー
v 推論される外部キー
また、InfoSphere Information Analyzer プロジェクトの分析結果をパブリッシュし、
その分析結果を別の InfoSphere Information Analyzer プロジェクトにインポートで
きます。
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第 12 章 InfoSphere Information Analyzer ジョブの実行とスケ
ジュール
IBM InfoSphere Information Analyzer クライアントの外部で InfoSphere Information
Analyzer ジョブの実行とスケジュールが可能です。

コマンド・ラインからの InfoSphere Information Analyzer ジョブの実行
IBM InfoSphere Information Analyzer クライアントにログインせずに、コマンド・ラ
イン・インターフェースを使用して、 InfoSphere Information Analyzer のスケジュ
ーリング・サービスを呼び出すことができます。
特定のプロジェクト環境へのクライアント接続がなくても、コマンド・ライン・イ
ンターフェースからコマンドを実行することによって、 InfoSphere Information
Analyzer アクティビティーの実行を統合することができます。このユーティリティ
ーを使用して、以下を実行します。
v 列分析
v 表分析
v 表間分析
v レポート
v データ・ルール、ルール・セット、またはメトリック
また、このユーティリティーを使用して、特定プロジェクトのレポート、データ・
ルール、またはメトリックのリストを取得することができます。
コマンド・ライン・インターフェースからコマンドを実行することによって、
InfoSphere Information Analyzer アクティビティーの実行をスクリプト、外部アプリ
ケーション、または標準のシステム・スケジューラーに統合することができます。
InfoSphere Information Analyzer ジョブを実行するには、コマンド・ライン・インタ
ーフェースを開始して、次のコマンドを指定します。
iaJob

–user username -password password

-isHost hostname -port port_number <options>

iaJob は、 InfoSphere Information Analyzer コマンド・ライン・ユーティリティーの
場所で、これは通常、アプリケーション・サービス・バックボーン (ASB) のサーバ
ーおよびノードが存在する場所にあります。 <options> には、以下のいずれかのオ
プションを指定できます。
-lprojects
すべての InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを名前でリストしま
す。
-lexecutables project_name
特定プロジェクト内のすべての実行可能品質コンポーネント (データ・ルー
ルおよびルール・セットなど) を名前でリストします。
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-lprojectInfo project_name
特定プロジェクトの情報をリストします。
-lexecutableInfo project_name executable_name
特定の実行可能制御 (データ・ルール、ルール・セット、またはメトリック
など) の情報をリストします。
-run project_name executable_name
特定の実行可能制御 (データ・ルールまたはメトリックなど) を実行しま
す。
-runBundle bundle_name
特定のバンドルを実行します。バンドルは、InfoSphere Information Analyzer
クライアントを使用して作成します。このオプションを使用して、データ・
ルール、ルール・セット、およびメトリックによるデータ品質分析のほか
に、パッケージ化された列分析、表分析、および表間分析を呼び出します。
-lreports project_name
特定プロジェクトのすべてのレポートをリストします。プロジェクト名を指
定しないと、すべてのレポートが、プロジェクトでグループ化されて表示さ
れます。
-runReports async report_identifier
レポートの ID でレポートを実行します。非同期モードでレポートを実行す
る場合は、オプションのキーワード async を指定できます。
注: オプション・フィールドでは大/小文字を区別します。project_name 変数および
executable_name 変数はすべて、引用符で囲んで宣言する必要があります。

分析ジョブのための外部スケジューラーの使用
IBM InfoSphere Information Analyzer の外部のスケジューラーを使用して、列分析、
主キー分析、複数列主キー分析、外部キー分析、または参照整合性分析をスケジュ
ールできます。

外部スケジューラーによるアクティビティーのスケジュール
外部スケジューラーを使用することによって、列分析、複数列主キー分析、外部キ
ー分析、クロスドメイン分析、参照整合性分析、またはデータ・ルール実行をスケ
ジュールします。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Analyzer の外部のスケジューラーを使用して列分析、複
数列主キー分析、外部キー分析、または参照整合性分析をスケジュールする前に、
InfoSphere Information Analyzer に外部バンドル・ロケーションを作成する必要があ
ります。コマンド・ライン機能を使用し、実行の一環として外部バンドルを指定す
ることによってバンドルを実行するスクリプトを作成します。

手順
1. 列分析などのデータ分析タスクをスケジュールするには、ナビゲーター・メニュ
ーの「分析」アイコンから、外部バンドルを作成する分析を選択します。デー
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タ・ルール・オペレーションをスケジュールするには、ナビゲーター・メニュー
の「開発」アイコンからデータ・ルールを開いて、「実行」または「テスト」を
クリックします。
2. データ分析タスクを実行した後、画面右側のタブ付きパレットで「スケジューラ
ー」タブをクリックします。
3. 「スケジューラー」タブで「外部バンドル・ロケーションの作成」をクリックし
ます。
4. 「外部バンドル・ロケーションの作成」フィールドに外部バンドル・スクリプト
のロケーションを指定します。
5. 「サブミット」をクリックします。

ユースケース・シナリオ
すべてのデータ・ソースに対する大規模な列分析オペレーションを実行しようとし
ていて、来週の月曜日に分析をスケジュールします。他のすべてのシステム・スケ
ジュール・オペレーションに IBM Tivoli® Storage Manager ソフトウェアを使用し
ているため、 InfoSphere Information Analyzer の既存のスケジューラーは使用した
くありません。現行のスケジューリング環境で列表分析を実行できるように、外部
バンドルをセットアップすることにします。
来週の月曜日にすべてのデータ・ソースに対して列分析オペレーションをスケジュ
ールするには、 UNIX システムの場合、まず、次のスクリプトを作成します。
#!/bin/sh
bundleName=camonday
uname=admin
pwd=admin
host=localhost
port=9080
iaJob -user $uname -password $pwd -host $host -port $port -runBundle $bundleName

スクリプトの名前は "camonday.sh" です。
次に、 InfoSphere Information Analyzer を開始して、処理するプロジェクトを開き
ます。ナビゲーター・メニューで「分析」アイコンをクリックし、「列分析」をク
リックします。列分析を実行した後、画面右側のタブ付きパレットで「スケジュー
ラー」タブをクリックします。「外部バンドル・ロケーションの作成」を選択し、
「外部バンドル・ロケーションの作成」フィールドに "camonday" (スクリプトに指
定したバンドル名) を入力します。「サブミット」をクリックします。
IBM Tivoli Storage Manager を開始し、camonday.sh スクリプトを実行する時間をス
ケジュールします。

次のタスク
これで、外部スケジューラー内で実行する InfoSphere Information Analyzer 外部バ
ンドル用に作成したスクリプトをスケジュールすることができます。外部スケジュ
ール内で実行するスクリプトをスケジュールした後、そのスケジューラーを使用し
て列分析、複数列主キー分析、外部キー分析、または参照整合性分析を実行できま
す。データ・ルールも外部スケジューラーから実行可能です。

第 12 章 InfoSphere Information Analyzer ジョブの実行とスケジュール
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第 13 章 表の管理
参照表と、分析中に生成された表について、開く、削除する、ファイルへエクスポ
ートする、表のメタデータを表示するなど、表の管理を行うことができます。

表管理
表管理タスクを使用して、分析中に生成される参照表と表を管理します。例えば、
表管理タスクを使用して、表を開く、削除する、ファイルへエクスポートする、表
のメタデータを表示する、などができます。
参照表を作成すると、列の基準を保存し、次にこの基準を他の場所で使用すること
ができます。参照表は、スイートの他のプロジェクトまたは外部システムにエクス
ポートできます。列に関する情報を再利用するために、参照表を作成することもあ
ります。例えば、列分析ジョブ中に作成された列の頻度分布の評価で、列 A に含ま
れる値の一部を無効とします。次に、すべての無効値が含まれる参照表を作成し、
この無効値を列 B に適用します。これにより、列 B の無効値について、同じ作業
を繰り返す必要がなくなります。
分析中に生成される表には、複数列の主キー分析ジョブ中に作成されるデータ・サ
ンプル表と、列分析ジョブ中に作成される頻度分布表があります。これらの表に
は、分析中にデータがどのように処理されたかについて、さらに理解を深めるため
に確認したいデータに関する情報が含まれています。他のユーザーまたはプロセス
と情報を共有するため、ファイルに表をエクスポートすることもできます。
注: 頻度分布表は、非常に大きい表になる可能性があり、大量のスペースが必要に
なることが考えられます。頻度分布を削除すると、システムで使用するスペースの
量を少なくすることができます。ただし、頻度分布を削除すると、これを作成した
列分析ジョブからの結果が失われます。このため、主キー分析やペースライン分析
などの、頻度分布を入力とする後発分析を実行できなくなります。

表のレコードの表示
参照表または分析中に生成された表のレコードを表示するには、その表を開きま
す。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「表管理」を選択します。
2. 「表管理」ワークスペースで、開く表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。 「参照表を開く」ペイン
に、表の内容を表示することができます。

ファイルへの表のエクスポート
表のコピーをローカル・フォルダーに保存するには、表をファイルにエクスポート
します。
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手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「表管理」を選択します。
2. 「表管理」ワークスペースで、エクスポートする表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「参照表の表示」ペインで、「エクスポート」をクリックします。
5. 「エクスポート設定」ウィンドウで、「参照」をクリックして表を保存する場所
を指定します。
6. 追加の出力オプションを選択します。
7. 「OK」をクリックして、表をエクスポートします。

表のメタデータの表示
列名や、個々の列のデータ・タイプなどの表の定義を表示することができます。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「表管理」を選択します。
2. 「表管理」ワークスペースで、メタデータを表示する表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「メタデータの表示」をクリックします。 「メタデータ
の表示」ペインに、選択した表の詳細なメタデータが表示されます。

メタデータ・リポジトリーからの表の削除
参照表または分析中に生成された表をメタデータ・リポジトリーから削除すること
ができます。

このタスクについて
頻度分布表が削除されると、関連付けられた列の詳細、すなわち度数分布、ドメイ
ン、またはフォーマットなどの分析結果を表示できなくなります。

手順
1. コンソールの「分析」ナビゲーター・メニューで、「表管理」を選択します。
2. 「表管理」ワークスペースで、削除する表を選択します。
3. 「タスク」ペインで、「削除」をクリックします。
4. 確認ウィンドウで「OK」をクリックします。 表がメタデータ・リポジトリーか
ら削除されます。
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第 14 章 データ分析用ルールの作成
データ・ソースに関連付けられた特定の条件を評価または検証するデータ・ルール
を定義し、実行できます。データ・ルールを使用して、データ・プロファイル分析
を拡張したり、データ品質をテストおよび評価したり、データ統合要件の理解を向
上させたりすることができます。
データ・ルールを処理するには、まずコンソールのナビゲーター・メニューにある
「開発」アイコンに進み、「データ品質」を選択します。ここから、データ・ルー
ル機能の作成および処理を開始できます。
「データ品質」ワークスペースから、以下の操作を行うことができます。
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、ルール・セット、
およびメトリックの作成
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、およびメトリック論理のビルド
v データ・ルール定義およびルール・セット定義アソシエーションの作成
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、メトリック、データ・ルール、また
はルール・セットのフォルダーとの関連付け
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、メトリック、データ・ルール、また
はルール・セットの IBM InfoSphere Business Glossary 用語、ポリシー、および
連絡先との関連付け
v ルール・ビルダーを使用した、データ・ルール定義またはルール・セット定義の
ビルド
v フリー・フォーム・エディターを使用したデータ・ルール定義の追加

データ・ルールの特性
データ・ルールを使用して、データ・プロファイルで検出された条件を評価および
分析したり、データ品質評価を実行したり、データ統合作業により多くの情報を提
供したり、経時的にデータ品質を検証および測定するフレームワークを確立したり
します。
データ・ルールは、データ・ルール定義から生成されます。これらの定義では、ル
ール評価または条件を記述します。物理データ・ソースを定義と関連付けること
で、データ・ルールを実行して、分析の統計と詳細結果を返すことができます。デ
ータ・ルール定義を作成して、その後のデータ・ルールを生成するプロセスを以下
の図に示します。
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図 2. データ・ルール定義の作成および実行のプロセス

IBM InfoSphere Information Analyzer のデータ・ルールには、以下の特性がありま
す。
再使用可能
定義は 1 つのデータ・ソースに対して明示的なものではなく、多くのデー
タ・ソースに使用および適用することが可能です。
迅速な評価
作成しながら対話的にテストすることが可能で、期待した情報が提供されて
いるかを確認できます。
柔軟な出力の生成
データ・ルールは、サマリー・レベルと詳細レベルでさまざまな統計および
結果を生成できます。肯定 (条件に該当したレコードの数) または否定 (条
件に違反したレコードの数) でデータを評価し、特定の問題を理解するため
に表示する必要がある内容の詳細を制御することができます。
履歴

経時的な実行結果を収集して保存します。これにより、トレンドを表示、モ
ニター、および注釈付けすることができます。

管理

各データ・ルールには、各ルールの状況を識別するための定義済みの状態
(ドラフト、決定など) が設定されています。

カテゴリー
関連のカテゴリーおよびフォルダーにデータ・ルールをまとめることができ
ます。
デプロイ可能
データ・ルールは、別の環境に移すことができます。例えば、データ・ルー
ルをエクスポートして実稼働環境に移すことができます。
監査機能
ルールを変更したユーザー、ルールの最終変更日など、ルールに関連する特
定のイベントを識別できます。
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ルール分析の概要
IBM InfoSphere Information Analyzer のルールを処理するには、ナビゲーター・メニ
ューにある「開発」アイコンに進み、メニューから「データ品質」を選択します。
「データ品質」ワークスペースから、以下の操作を行うことができます。
v ルール定義の作成
v ルール・セット定義の作成
v データ・メトリックの作成
v 既存のルール定義、データ・ルール、またはメトリックを開いて処理
v 既存のルール定義からデータ・ルール、または既存のルール・セット定義からル
ール・セットを生成
v 既存のデータ・ルール、ルール・セット、またはメトリックの実行
v データ・ルール、ルール・セット、またはメトリックの出力を表示
v データ・ルール、データ・ルール定義、ルール・セット、およびメトリックを整
理するためのプロジェクト内のフォルダーの管理
v 別のプロジェクトからルール定義またはデータ・ルールをインポート
v ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、またはメトリックのエクス
ポート
v データ・ルール、ルール・セット、またはメトリックのコピー
v データ・ルールおよびルール・セットのパブリッシュ
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、ルール・セット、
またはメトリックの削除
メインスクリーンから項目を開くには、項目をダブルクリックするか、項目を選択
して右側の「タスク」メニューから「開く」をクリックします。その他の機能を実
行する場合は、項目を選択して「タスク」メニューから該当のタスクをクリックし
ます。

データ・ルール定義
ルール定義は、ルール分析の基盤となるもので、基本的なデータ・プロファイルを
超えて拡張し、検討することが可能になります。自分のデータに関連付けられた個
別のテスト、検証、または制約を柔軟に定義できるようになります。結果として生
成されたデータ・ルールを使用して、期待される条件への準拠を確認し、例外を識
別して検討することができます。
データ・ルール定義により、プロジェクトのデータに適用する論理を作成して定義
することができます。データ・ルール定義を作成して、等価、固有性、存在、出
現、およびフォーマット・タイプを検査するルールなど、広範なルール論理をセッ
トアップすることができます。
データ・ルール定義の作成では、プロジェクトのデータの分析に役立つ論理を定義
します。ルール定義では、レコードの個々の条件を記述します。この後、これをプ
ロジェクトに含まれるデータ・ソースの特定の列または表への具体的な参照を使用
して実行します。ルール定義で定義した論理は、データ・ルールの生成時に指定す
る明示的なデータ・ソースに対して再使用できます。ルール定義を作成して保存し
第 14 章 データ分析用ルールの作成
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た後、現行環境のプロジェクトでそれを使用したり、別のサーバーのテスト環境ま
たは実稼働環境に定義をエクスポートおよびマイグレーションしたりできます。
IBM InfoSphere Information Analyzer ルール・ビルダーを使用してルール論理を構成
することによってルール定義を作成することや、フリー・フォーム・ビルダーを使
用して、複雑な定義を手動で構成してルール論理を作成することが可能です。デー
タ・ルール定義の作成では、レコードの特定の条件を記述するルール論理を定義し
ます。物理データ・ソースからルール論理を分けることによって、論理的な観点か
らルールを作成します。プロジェクトの実際のデータに関連付けられていないルー
ル定義を作成することによって、論理を複数のシナリオで何回も再使用できます。
プロジェクトの実際のデータに対してルール論理を使用する際に、データ・ルール
を作成します。データ・ルールの生成では、ルール定義の論理コンポーネントをプ
ロジェクトの物理データに関連付けます。

データ・ルール定義の論理
ルール定義を使用して、データ分析のルール論理を作成します。 IBM InfoSphere
Information Analyzer ルール論理は、true または false の値に評価されるもので、デ
ータの品質を評価するパスまたは失敗の検査をセットアップします。ルール定義は
論理式を表し、これには、複数の条件式を含めることができます。
データ値が不完全、空、または無効であると、データ統合プロセスが中断され、ソ
ース・システムでメモリーを使い果たすことにより、プロジェクト内のデータの品
質に影響します。こうした異常を検出するために、完全性と妥当性に関してデータ
を分析するルール定義を作成することができます。
ルール定義は、データ・レコードを評価する各種条件が入った true または false (ブ
ール) 式です。ルール定義をデータ・ルールに変換した後、プロジェクトのデータ
に対してデータ・ルールを実行できます。データ・ルールの実行対象のレコードは
それぞれ、データ・ルールに定義された論理に該当するか、または該当しません。
ルール論理に該当したレコード、または該当しなかったレコードの数に基づいて、
データの品質をテストすることができます。ルール定義には、単純なテストを含め
ることも、ネストされた複雑なブール条件を含めることもできます。
ルール論理を作成する場合には、ソース値を定義し、評価する条件を選択します。
ルール定義は、さまざまなコンポーネントからビルドできます。 InfoSphere
Information Analyzer を使用してインポートされた標準のメタデータ・ソースなどの
物理ソース、あるいは、物理ソースにマップするために作成したグロッサリー用語
またはワードなどの論理ソースを組み込むことができます。任意のワードを選択し
て、ルール定義でソース値または参照値を記述できます。例えば、ソース・デー
タ・フィールドまたは参照データ・フィールドに誕生日値がある場合、
"DOB"、"Date_of_Birth" または "Birthdate" などの共通ワードまたは省略語を入力す
ることが可能です。また、"SystemA_DATE_BIRTH" といった、特定のデータ・ソー
ス・フィールドまたは列の名を使用することもできます。
ルール定義の段階で、ルールは論理表現です。最終的に、ルール定義をデータ・ル
ールに変換し、この論理表現を物理データ・ソースの実際のデータにバインドしま
す。データ・ルールとは、特定の出力を生成するために実行するオブジェクトで
す。データ・ルール定義のビルドでは、分析対象のデータをマップする具象的なル
ール論理を作成します。
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ルール論理のビルド時に物理データ・ソースを使用すると、その物理ソースを表す
論理変数が作成され、それが、データ・ルール定義をデータ・ルールに変換する際
にこの変数のデフォルト・バインディングになります。データ・ルール定義をデー
タ・ルールに変換するときに、デフォルト・バインディングをそのまま使用する
か、あるいは、設定を変更して論理変数を別の物理データ・ソースにバインドする
ことができます。

例
選挙機関が、システム内の選挙人のデータを分析していて、ソース・データ内の 18
歳未満のすべての個人に選挙権なしのフラグを立てられるようにする場合、次のル
ール定義を作成できます。
IF Age < 18 THEN Can_Vote = ’false’

この例で、Age と Can_Vote は、プロジェクトのデータ・ソース内のいずれかのフ
ィールドで、ルール論理をデータ・ルールに変換する際に使用する予定のもので
す。
このデータ・ルール定義は、使用する任意の用語で作成可能です。例えば、
"Age"、"voter_age" と入力することや、データ・ソースで "Age" 列を強調表示して
「ロジックに追加」をクリックすることによって、"Age" の論理変数を作成するこ
とができます。データ・ルール定義の作成では、好みの方法でルール論理のコンポ
ーネントを入力できます。データ・ルールの生成で、データ・ソース内の実際のデ
ータにバインドされたエレメントに、論理表現を変換します。

ルール定義の作成
ルール定義の作成では、2 つのコンポーネントが必要です。それは、ルール定義の
名前と、ルール定義のテストまたは評価対象に関する論理ステートメント (ルール
論理) です。

このタスクについて
ルール定義を作成するには、ルールの名前と説明を定義します。ルール定義のルー
ル論理を入力するには、フリー・フォーム・エディターまたはルール論理ビルダー
を使用します。

手順
1. コンソールでナビゲーター・メニューの「開発」から、「データ品質」を選択し
ます。
2. 画面右側にある「タスク」リストで「新規ルール定義」をクリックします。
3. 「名前」フィールドに新しいルール定義の名前を入力します。
4. オプション: 「説明 (略記)」フィールドにルール定義の簡略説明を入力します。
5. オプション: 「説明 (すべて)」フィールドにルール定義の詳細説明を入力しま
す。
6. オプション: 「妥当性ベンチマーク」セクションで「ベンチマークを含める」に
チェック・マークを付けて、データの妥当性を検査するためのベンチマークを設
定します。
7. 「保存」をクリックします。
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注: ルール定義が複雑な場合には特に、ルール定義を作成しながら、定期的に
作業内容を保存してください。

次のタスク
「概要」タブでルール定義の名前と説明を作成したら、「ルール論理」タブに切り
替えて、分析または検証する詳細の条件を定義します。ルール論理のビルドには、
ルール・ビルダーまたはフリー・フォーム・エディターを使用できます。ルール論
理を定義したら、ルール論理からデータ・ルールを生成してから、そのルールでデ
ータをテストおよび分析することができます。

データ・ルール定義の検査
ルール定義のビルドでは、さまざまな検査や条件を使用することができます。
各ルール式は、少なくとも 1 つの検査から構成され、さまざまな検査を組み合わせ
ることが可能です。これらの検査は、ルール定義論理を記述する中心単位として考
えることができます。検査は 1 つずつ使用することも、ルール定義をまとめるため
に複数のビルド・ツールとして使用することもできます。
各検査について、次の情報が示されます。
v 構文
v

説明

v 注釈
v ユースケース・シナリオまたは例
包含検査:
このルール定義論理では、ソース・データと参照データがストリングの一部である
場合に、ソース・データが参照データを含むかどうかを検査します。例えば、
"abcdef" は "cd" を含みますが、"dc" は含みません。
構文
肯定:
source-data CONTAINS reference-data

否定:
source-data NOT CONTAINS reference-data

説明
肯定の場合、ソース・データが参照データを含む行が、データ・ルール定義で検索
されます。否定の場合、ソース・データが参照データを含まない行が検索されま
す。
注釈
v 包含検査では大/小文字を区別します。
v ソース・データも参照データもストリングでなければなりません。ストリング
が、ハードコーディングされたリテラルである場合には、引用符が必要です。
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v ソース・データも参照データも、変数またはスカラー関数の結果にすることが可
能です。
v ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使
用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
ユースケース・シナリオ
「列分析における印刷不能文字の検出」というデータ・ルールを作成して、文字ま
たは varchar ストリングに埋め込まれた復帰の ASCII 印刷不能文字を検出して報告
しようとしています。次のように、ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: codefield
v 検査タイプ: contains
v 参照データ: '¥r' (リテラル)
完了時に、ルール定義は以下の例のようになります。
codefield contains ’¥r’

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: codefield
– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
印刷不能文字を検索する対象の表と列を探します。列を強調表示して、「バイ
ンディングとして設定」をクリックします。
v 名前: リテラル
– 印刷不能文字を指定するには、タブ付きパレットに移動して「リテラル」タブ
までスクロールする必要があります。文字タイプに設定された新しいリテラル
の '¥r' (印刷不能な復帰文字) を作成し、「バインディングとして設定」をクリ
ックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
日付検査:
日付データのルール定義論理では、ソース・データ (必ず、文字データ・タイプ) が
有効な日付フォーマットになっているかを検査します。
構文
肯定:
source-data is_date

否定:
source-data NOT is_date
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説明
肯定の場合、ソース・データが有効な日付データ・タイプである行が、タイプ検査
で検索されます。否定の場合、ソース・データが有効な日付データ・タイプでない
行が検索されます。
"is_date" 論理は、以下の日付フォーマットについて検査します。
表 13. 日付形式検査の表
区切り文字なし

ダッシュ区切り

スラッシュ区切り

ドット区切り

v %yyyy%mm%dd

v %yyyy-%mm-%dd

v %yyyy/%mm/%dd

v %yyyy.%mm.%dd

v %yy%mm%dd

v %yy-%mm-%dd

v %yy/%mm/%dd

v %yy.%mm.%dd

v %mm%dd%yyyy

v %mm-%dd-%yyyy

v %mm/%dd/%yyyy

v %mm.%dd.%yyyy

v %mm%dd%yy

v %mm-%dd-%yy

v %mm/%dd/%yy

v %mm.%dd.%yy

v %yyyy%dd%mm

v %yyyy-%dd-%mm

v %yyyy/%dd/%mm

v %yyyy.%dd.%mm

v %yy%dd%mm

v %yy-%dd-%mm

v %yy/%dd/%mm

v %yy.%dd.%mm

v %dd%mm%yyyy

v %dd-%mm-%yyyy

v %dd/%mm/%yyyy

v %dd.%mm.%yyyy

v %dd%mm%yy

v %dd-%mm-%yy

v %dd/%mm/%yy

v %dd.%mm.%yy

注釈
v ルール定義論理には、ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変
数で構成された式を使用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字また
はストリングのデータ・タイプに評価されるようにしてください。
ユースケース・シナリオ
配送会社で、配送日表の中で有効な日付形式でない日付を含む行の数を判別しよう
としています。
「無効日付の検査」というルールで、配送日表の中で無効な日付形式の日付の数を
報告します。次のように、ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: shipment_date
v 条件: NOT
v 検査タイプ: is_date
完了時に、ルール論理は以下の例のようになります。
shipment_date NOT is_date

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: shipment_date
– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
分析する配送日を含む表と列を探します。列を強調表示して、「バインディン
グとして設定」をクリックします。
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この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。無効な日付をすべて表示するには、「出力」タブで、データ・ルール
に該当するすべてのレコードを表示するように指定します。
等価検査:
等価のデータ・ルール定義論理では、ソース・データと参照データが等価であるか
を検査します。
構文
肯定:
source-data = reference-data

否定:
source-data

NOT = reference-data

source-data

<> reference-data

説明
肯定の場合、ソース・データが参照データと等しい行が、等価検査で検索されま
す。否定の場合、ソース・データが参照データと等しくないレコードが検索されま
す。
注釈
v ストリング・データの場合、等価検査では大/小文字を区別し、検査する値に含ま
れる末尾スペースはすべて無視します。等価検査を実行すると、検査する値に含
まれる末尾スペースはすべて削除されます。例えば、ソース・データまたは参照
データのフィールドに "name" が含まれる場合、等価検査で "name " (データ・
タイプが CHAR(10) の値) は一致として確認します。
v ストリング・データの場合、検査する値の先頭のスペースは無視されません。追
加のスペースまたは文字、あるいは大/小文字の値の差で、正常に検証できない場
合があります。 TRIM または UPPERCASE などの関数を使用して、値を標準化
することができます。
v ソース・データと参照データのデータ・タイプは互換でなければなりません。
v ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使
用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
ユースケース・シナリオ
出荷用の袋に梱包した非常食パッケージを販売する会社があります。 1 つの袋の重
量は約 50 ポンドです。倉庫の中の、重量が正確に 50 ポンドである袋の数を判別
し、この重量の袋の数が、製造された袋の総数と一致することを確認するデータ・
ルールを作成します。これらの数が一致しない場合、製造エラーがある可能性があ
ります。
「マスター・カタログにおける 50 ポンドの袋の数の判別」というルールでは、マ
スター・カタログ表で重量が正確に 50 ポンドである袋の数を報告します。次のよ
うに、ルール定義をビルドすることができます。
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v ソース・データ: Master_Catalog_Weight
v 検査タイプ: =
v 参照データ: 50
完了時に、ルール定義は以下の例のようになります。
Master_Catalog_Weight = 50

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: MSTRCTLG_WEIGHT
– ルール定義において、MSTRCTLG_WEIGHT の論理表現は
"Master_Catalog_Weight" として記述されましたが、ここで、表内の実際の
MSTRCTLG_WEIGHT 列を見つける必要があります。袋の重量を記録した行を
含む表と列を探します。列を強調表示して、「バインディングとして設定」を
クリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
存在検査:
存在データ・ルール定義論理では、ソース・データに何かが存在するかどうかを検
査します。
構文
肯定:
source-data EXISTS

否定:
source-data NOT EXISTS

説明
肯定の場合、ソース・データが NULL 値以外の値である行が、存在検査で検索され
ます。否定の場合、ソース・データが NULL 値を含む行が検索されます。
注釈
v このタイプのデータ・ルール定義論理に、参照データは不要です。参照データが
あれば、無視されます。
v ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使
用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
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ユースケース・シナリオ
表 "DAD_DTL" のすべての行について、ORDER 列に値が入っている (NULL でな
い) かを確認する "オーダーの存在" というデータ・ルールを作成しようとしていま
す。次のように、ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: DAD_DTL_ORDER
v 検査タイプ: exists
完了時に、ルール論理は以下の例のようになります。
DAD_DTL_ORDER exists

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: DAD_DTL_ORDER
– プロジェクトで DAD_DTL 表を探し、次に ORDER 列を探します。 ORDER
列を強調表示して、「バインディングとして設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
出現検査:
出現データ・ルール定義論理では、ソース・データのカーディナリティー (1 つの
表の中で値が出現する回数) を検査します。
構文
肯定:
source-data OCCURS reference-data
source-data OCCURS > reference-data
source-data OCCURS >= reference-data
source-data OCCURS < reference-data
source-data OCCURS <= reference-data

否定:
source-data NOT OCCURS reference-data
source-data NOT OCCURS > reference-data
source-data NOT OCCURS >= reference-data
source-data NOT OCCURS < reference-data
source-data NOT OCCURS <= reference-data

説明
肯定の場合、ソース・データが参照データで指定された回数より多く、少なく、ま
たは等しく出現する行が、出現検査で検索されます。否定の場合、ソース・データ
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が参照データで指定された回数より多く、少なく、または等しく出現しない行が、
出現検査で検索されます。
注釈
この検査タイプには、ソース列に関するアグリゲートの計算が含まれます。これら
のオペレーションには、1 つのレコードをテストするだけの他のタイプの検査よ
り、実行に長く時間がかかる可能性があります。
ユースケース・シナリオ
「15 回以上の製品コード」というデータ・ルールを作成して、マスター・カタログ
表に 15 回以上出現する製品コードを含む行の数を判別します。次のように、デー
タ・ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: product_code
v 検査タイプ: occurs >=
v 参照データ: 15
完了時に、データ・ルール定義は以下の例のようになります。
product_code occurs>= 15

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: MSTRCTLG_PRODCODE
– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
ルール定義において、MSTRCTLG_PRODCODE の論理表現は "Product_code"
として記述されましたが、ここで、表内の実際の MSTRCTLG_PRODCODE 列
を見つける必要があります。 MSTRCTLG 表を探して PRODCODE を強調表
示し、「バインディングとして設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
正規表現一致検査:
このデータ・ルール定義論理では、データが正規表現に一致するかどうかを検査し
て確認します。
構文
肯定:
source-data

MATCHES_REGEX pattern-string

否定:
source data
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NOT MATCHES_REGEX pattern-string

説明
正規表現を使用して、ワードの先頭、中央、または末尾の特定文字または文字スト
リングを検索することができます。また、特定の変数、一定範囲の文字、または特
定の種類の文字 (印刷可能文字または印刷不能文字など) の検索に正規表現を使用す
ることもできます。肯定の場合、指定した式にソース・データが一致する行が検索
されます。否定の場合、指定した式にソース・データが一致しない行が検索されま
す。
パターン・ストリングに小文字を指定すると、その特定の小文字を検索します。パ
ターン・ストリングに大文字を指定すると、その特定の大文字を示します。 0 から
9 の数字を指定すると、パターン・ストリングに指定したその特定の数字を示しま
す。以下の演算子を他の有効な文字と組み合わせて使用して、非常に複雑な式をビ
ルドすることができます。
以下の表に、正規表現データ・ルール定義論理の構成に使用できる正規表現演算子
の例を示します。
表 14. 正規表現演算子の例
演算子

機能

. (ピリオド)

単一文字の一致を示します。

$ (ドル記号)

行の末尾を示します。

^ (キャレット)

パターン・ストリングが行の先頭で開始する
ことを示します。

[大文字]

特定の大文字の一致を示します。

[小文字]

特定の小文字の一致を示します。

[0 から 9 の数字]

特定の単一数字の一致を示します。

¥d [0 から 9 の特定の数字]

特定の単一数字の一致を示します。

¥b

ワード境界での一致を示します。

¥s

空白文字の一致を示します。

¥S

非空白文字の一致を示します。

¥w

単一の英数字の一致を示します。

[ ]

指定した文字クラス定義の開始を示します。

[^X]

行の先頭に、指定した特定の文字が続くもの
の一致を示します。

X?

修飾子が 0 回または 1 回出現するものの一
致を示します。修飾子の意味も展開されま
す。

X*

修飾子が 0 回以上出現するものの一致を示
します。

X+

修飾子が 1 回以上出現するものの一致を示
します。

{X, Y}

X 回から Y 回出現するものの一致を示しま
す。

(X|Y) +

代替ブランチの開始を示します。

?

オプションの一致を示します。
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正規表現のサポート
正規表現に関する追加の情報は、Perl Compatible Regular Expression (PCRE) ライブ
ラリー・パッケージによって提供されています。これは、Philip Hazel 氏によって作
成されたオープン・ソース・ソフトウェアで、英国の University of Cambridge に著
作権があります。 PCRE の資料は、http://regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/
pcrepattern.html にあります。
注釈
v ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使
用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
v 単純なフォーマット検査を実行する場合は、フォーマット一致検査を使用できま
す。
例
郵便番号
v 列にある米国の郵便番号をすべて検索します。
’¥b[0-9]{5}(?:-[0-9]{4})?¥b’

v 列にあるカナダの郵便番号をすべて検索します。
’¥b[ABCEGHJKLMNPRSTVXY][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]¥b’

v 列にある英国の郵便番号をすべて検索します。
’¥b[A-Z]{1,2}[0-9][A-Z0-9]? [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]{2}¥b’

v 列内の '02' で始まる米国の郵便番号 (02112、02113、02114 など) をすべ
て検索します。
’¥b02[0-9]{3}(?:-[0-9]{4})?¥b’

電話番号
v 北米の標準フォーマットの電話番号を検索します。 123-456-7890、
(123)-456-7890、123 456 7890、123.456.7890 などのフォーマットの差異
に対応します。
’¥(?[0-9]{3}¥)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

v 米国の市外局番 212 の電話番号を検索します。
¥(?212¥)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

IP アドレス
v 0.0.0.0 から 999.999.999.999 に一致する IP アドレスを検索します。
’¥b([0-9]{1,3})¥.([0-9]{1,3})¥.([0-9]{1,3})¥.([0-9]{1,3})¥b’

または
’¥b(?:[0-9]{1,3}¥.){3}[0-9]{1,3}¥b’

v 列内の値がすべて IP アドレスのフォーマットであるかを検査します。
ipaddress matches_regex ’¥d{1,3}¥.¥d{1,3}¥.¥d{1,3}¥.¥d{1,3}’

特定のワード
v ワードを検索します。
’¥b%word%¥b’
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v 列に 2 回を超えて出現するワードを検索します。
’¥b(¥w+)¥s+¥1¥b’

v firstword、secondword、thirdword というリストからのワードの対を検索し
ます。 1 つ以上 5 つ以下のワードで分離されたワードを探します。
’¥b(firstword|secondword|thirdword)(?:¥W+¥w+){1,5}¥W+
(firstword|secondword|thirdword)¥b’

v firstword、secondword、または thirdword のいずれかのワードを検索しま
す。
’¥b(?:firstword|secondword|thirdword)¥b’

v 大文字で始まらないワードを検索します。
’¥b(a-z)+(a-z,A-Z)*¥b’

その他
v 行の先頭で "Smi" で始まる名前を検索します。
firstnamecolumn matches_regex ’^Smi’

v 大文字 A で始まり、任意数の文字が続いた後、".txt" で終わるファイル
名をすべて検索します。
v filenamecolumn matches_regex ’^A.*¥.txt$’
v Kristie Jones という名前の従業員を検索します。この従業員は、さまざま
なアプリケーションのアカウントを持ち、それらの中で、名として
Kristie、Kristin、Kristen を使用しています。
firstname matches_regex (’Kristie’|’Kristin’|’Kristen’)[ ]’Jones’

フォーマット一致検査:
このタイプの検査では、ソース・データの値が、パターン・ストリングに完全に一
致するか判断します。パターン・ストリングでは、個々の各文字位置に許容される
ものを明示的に定義します。
構文
肯定:
source-data matches_format pattern-string

否定:
source-data not matches_format pattern-string

説明
フォーマット一致検査を使用して、データの一連の英数字が、指定したパターンに
完全に一致しているかを確認できます。以下の表に、フォーマット一致データ・ル
ール定義論理の構成に使用できる演算子の例を示します。
表 15. フォーマット一致検査の演算子
演算子

機能

'A'

その文字として、任意の大文字が可能である
ことを示します。

第 14 章 データ分析用ルールの作成

145

表 15. フォーマット一致検査の演算子 (続き)
演算子

機能

'a'

その文字として、任意の小文字が可能である
ことを示します。

' 9'

その文字として、0 から 9 までの任意の数
字が可能であることを示します。

'x'

大文字小文字に関係なく、任意の英数字値を
示します。

他の文字がパターン・ストリングにある場合は、入力したその文字を明示的に探す
ことを示します。
ソース・データは、文字データ・タイプでなければなりません。肯定の場合、指定
したパターンにソース・データが一致する行が検索されます。否定の場合、パター
ンにソース・データが一致しない行が検索されます。
注釈
ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使用
できます。この式を使用する場合には、式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
例
プロジェクト内の米国の郵便番号がすべて、5 桁の米国の標準フォーマットである
か確認します。
zip matches_format ’99999’

製品コードが、 2 つの大文字、ダッシュ、3 つの数字、ピリオド、2 つの数字とい
うフォーマットに従っているか確認します。
code matches_format ’AA-999.99’

6 文字のストリングが、 3 つの数字、4 番目の位置に任意の英数字、その後に 2
つの英小文字というフォーマットに従っているか確認します。
’999xaa’

数値検査:
数値データ・ルール定義論理では、ソース・データが数値を表すかどうかを検査し
て判断します。
構文
肯定:
source-data is_numeric

否定:
source-data NOT is_numeric
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説明
肯定の場合、ソース・データが数値データ・タイプである行が、数値データ・ルー
ル定義検査で検索されます。否定の場合、ソース・データが数値データ・タイプで
ない行が検索されます。
注釈
v 数値データ・ルール定義検査では、フォーマットされていない数値、または
"100,000.00" のようなロケール固有の方法でフォーマットされた数値を許容しま
す。デフォルトでは、現行のロケールが使用されます。テスト中に外国ロケール
のフォーマットを使用する必要がある場合には、参照データとしてロケール名
('fr' または 'de' など) を指定します。例えば、"col is_numeric 'fr'" は、値 "100
000,00" について true を返し、"col is_numeric 'de'" は、値 "100.000,00" につい
て true を返します。 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php に、ロ
ケール・コードを検証するための ISO 639-1 コード標準のリストがあります。
v ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変数で構成された式を使
用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字またはストリングのデー
タ・タイプに評価されるようにしてください。
ユースケース・シナリオ
配送会社で、ユニット・カタログの中で数値でない部門コードを含む行の数を判別
しようとしています。
「非数値部門コード」というルールで、ユニット・カタログの中で非数値フォーマ
ットの部門コードの数を報告します。次のように、ルール定義論理をビルドしま
す。
v ソース・データ: division_code
v 条件: NOT
v 検査タイプ: is_numeric
完了時に、ルール論理は以下の例のようになります。
division_code NOT is_numeric

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: division_code
– ユニット・カタログの部門コードを含む行が入った表と列を探します。列を強
調表示して、「バインディングとして設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
参照列検査:
参照列定義論理では、ソース・データの値が、示された参照列に存在するかどうか
を検証します。
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構文
肯定:
source-data in_reference_column reference-column

否定:
source-data NOT in_reference_column reference-column

説明
参照列検査を使用して、マスター参照表に値があること、または、2 つの表の参照
整合性が正しいことを確認することができます。肯定の場合、ソース・データ値が
指定の参照列に存在する行が、参照列検査で検索されます。否定の場合、ソース・
データ値が参照列に存在しない行が検索されます。
注釈
v ソース・データと参照データのデータ・タイプは互換でなければなりません。
v このタイプのデータ・ルール定義論理では、別の列 (別の表の列である場合もあ
る) に対して検査を実行するため、存在や包含などの、列の検査でない検査より
ずっと長く時間がかかる可能性があります。
v 参照列検査を含むルール定義またはデータ・ルールをルール・セットに入れる場
合には、表を明示的に結合する必要があります。
ユースケース・シナリオ
「配送ロケーション」というデータ・ルールを作成して、マスター・データ・カタ
ログの中で、「ロケーション」表のロケーション番号列にない 1 次配送ロケーショ
ンを含む行の数を判別します。次のように、ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: master_catalog_primary_shipping_address
v 条件: NOT
v 検査タイプ: in_reference_column
v 参照データ: location_number
完了時に、ルール論理は以下の例のようになります。
master_catalog_primary_shipping_address NOT in_reference_column location_number

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: master_catalog_primary_shipping_address
– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
マスター・カタログ表を探し、shipping_address を強調表示して、「バインディ
ングとして設定」をクリックします。
v 名前: location_number
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– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
location_number データを含む表を探し、列を強調表示して、「バインディング
として設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
参照リスト検査:
参照リスト・ルール定義論理では、許容値の参照リストと対照してソース・データ
を検査します。例えば、25 未満の 5 の倍数のみが列に含まれる必要がある場合、
参照リストには、5、10、15、および 20 が入ります。
構文
肯定:
source-data in_reference_list reference-list

否定:
source-data NOT in_reference_list reference-list

説明
肯定の場合、ソース・データが参照リストにある行が、参照リスト検査で検索され
ます。否定の場合、ソース・データが参照リストにない行が検索されます。
注釈
v ソース・データと参照リストのデータ・タイプは互換でなければなりません。
v ルール定義論理には、ソース・データとしてスカラー関数、算術演算、および変
数で構成された式を使用できます。これを行う場合には、各式が、必ず文字また
はストリングのデータ・タイプに評価されるようにしてください。
ユースケース・シナリオ
「無効な材料タイプ」というデータ・ルールを作成します。このルールを使用し
て、ユニット・カタログの中で、次のいずれかの材料タイプ・コードを含まないレ
コードの数を判別します。
v FG- 完成品
v IP- 中間製品
v RM- 原材料
v RG- 再販品
次のように、ルール定義論理をビルドします。
v ソース・データ: material_type
v 条件: NOT
v 検査タイプ: in_reference_list
v 参照データ: {'FG', 'IP', 'RM', 'RG'}
完了時に、ルール論理は以下の例のようになります。
material_type NOT in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}
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次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: material_type
– タブ付きパレットに移動し、「データ・ソース」タブまでスクロールします。
材料タイプ・データを検索する表と列を探します。列を強調表示して、「バイ
ンディングとして設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。
固有性検査:
このデータ・ルール定義論理では、固有なデータ値について検査します。これを使
用して、重複したデータ値がないことを確認できます。
構文
肯定:
source-data UNIQUE

否定:
source-data NOT UNIQUE

説明
肯定の場合、ソース・データ値が表に正確に 1 つ存在する行が、固有性検査で検索
されます。否定の場合、ソース・データ値が表で複数回出現する行が、検索されま
す。
注釈
v このタイプのデータ・ルール定義論理に、参照データは不要です。参照データが
あれば、無視されます。
v この検査タイプには、ソース列に関するアグリゲートの計算が含まれます。これ
らのオペレーションには、1 つのレコードをテストするだけの他のタイプの検査
より、実行に長く時間がかかる可能性があります。
ユースケース・シナリオ
板チョコレートの小売店で、各タイプの板チョコレートに割り当てたすべての製品
コードが固有であることを確認しようとしています。マスター・カタログ表のすべ
ての製品コードが固有であることを確認するデータ・ルールを作成します。重複し
た製品コードがあれば、このルール定義が、修正を必要とするエラーを警告しま
す。
「板チョコレートの固有な製品コード」というルール定義で、マスター・カタログ
表にある固有な製品コードの数をレポートします。次のように、データ・ルール定
義論理をビルドします。
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v ソース・データ: Master_Catalog_Product_Code
v 検査タイプ: unique
完了時に、データ・ルール定義は以下の例のようになります。
Master_Catalog_Product_Code unique

次に、データ・ルール定義からデータ・ルールを生成します。「バインディングお
よび出力」タブをクリックします。
「バインディングおよび出力」タブで、ルール定義コンポーネントをデータ・ソー
ス内の実際のデータにバインドします。
v 名前: MSTRCTLG_PRODCODE
– ルール定義において、MSTRCTLG_PRODCODE の論理表現は
"Master_Catalog_Product_Code" として記述されましたが、ここで、表内の実際
の MSTRCTLG_PRODCODE 列を見つける必要があります。マスター・カタロ
グ製品コードを含む行が入った表と列を探します。列を強調表示して、「バイ
ンディングとして設定」をクリックします。
この例では、結合を実行する必要はありません。「出力」タブに表示する出力を選
択できます。

データ・ルール定義コンポーネント
ルール定義論理ビルダーを使用して、データ・ルールのデータを定義できます。
ルール定義およびデータ・ルールのビルドには、ルール論理ビルダーを使用しま
す。ルール論理ビルダーは、新しいルール定義の作成時または既存データ・ルール
の処理時に「ルール論理」タブに配置されています。ルール論理ビルダーの各行
は、データに設定可能な 1 つの条件を表し、 AND および OR 演算子で複数の条
件が論理的に結合されます。括弧オプションを使用して、最大 3 つの条件をネスト
可能です。ルール論理ビルダーの各行には、ソース・データと検査タイプが少なく
とも必要です。大部分の検査では、参照データも必要です。ルール論理ビルダーに
複数の行がある場合、最終行以外のすべての行に、次の行と結合するための AND
または OR が必要です。
ルール論理ビルダーには、次の列が含まれています。
条件

IF、THEN、AND、ELSE、OR、 NOT の条件を指定して、ルール論理の
定義に使用します。

( (左括弧)
行または条件をグループ化し、デフォルトの評価順序 (AND の次に OR)
をオーバーライドします。左括弧にはそれぞれ、右括弧が対応しなければな
りません。
ソース・データ
ルール定義でテストする値を表します。これは通常、列参照ですが、さらに
複雑な場合もあります。値として、ローカル変数、リテラル、スカラー関数
の結果が可能です。ソース・データの情報を入力するには、ソース・データ
のボックスをクリックし、ルール・ビルダー・ワークスペースの下に開いた
テキスト・ボックスにソース・データを入力します。画面右側にあるタブ付
きパレットを使用してソース・データを定義することもできます。このメニ
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ューで、「データ・ソース」、「論理変数」、「用語」、「参照表」、また
は「関数」のタブからソース・データを選択できます。
条件

条件を NOT に設定します。「条件」オプションを使用して、データ・ルー
ルのビルドで「検査タイプ」に定義したテストを逆の意味にすることができ
ます。

検査タイプ
ルール定義論理ビルダーが実行する検査のタイプが含まれます。文字デー
タ・タイプの列にしか適用できない検査もあります。
作成したルール定義で、次のタイプの検査を実行します。
>

ソース値が参照データより大きいかどうかを検査します。

>=

ソース値が参照データ以上かどうかを検査します。

<

ソース値が参照データより小さいかどうかを検査します。

<=

ソース値が参照データ以下かどうかを検査します。

contains
データを検査して、そこにストリングの一部が含まれるかどうかを
確認します。この検査では、参照データで表された値が、ソース・
データで表された値に含まれる場合に、true を返します。ソース・
データも参照データもストリング・タイプでなければなりません。
exists

NULL 値に関してデータを検査します。この検査では、ソース・デ
ータが NULL でない場合には true を返し、 NULL の場合には
false を返します。

=

ソース値が参照データと等しいかどうかを検査します。

in_reference_column
ソース・データ値が参照データ列に存在するかどうかを検査して判
断します。この検査では、ソース・データを参照列のすべてのレコ
ードと対照して検査し、ソース・データのオカレンスが少なくとも
1 つあるかを確認します。
in_reference_list
ソース・データが、{'a','b','c'} などのような参照のリストにあるかど
うかを検査して判断します。値のリストは、大括弧 ({ }) の中にコ
ンマで区切って入力します。ストリング値は引用符を使用して入力
でき、数値はマシン形式 (123456.78) でなければなりません。リス
トにはスカラー関数を入れることができます。
is_date ソース・データが有効な日付を表すかを検査して判断します。この
検査タイプに参照データは入力できません。
is_numeric
ソース・データが数値を表すかを検査して判断します。この検査タ
イプに参照データは入力できません。
matches_format
データが、定義したフォーマットに一致しているかどうかを検査し
ます。例えば、次のようにします。
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’
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ソース・データも参照データもストリングでなければなりません。
matches_regex
データが正規表現に一致するかどうかを検査します。例えば、次の
ようにします。
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

ソース・データも参照データもストリングでなければなりません。
occurs ソース値が、参照データに指定された回数だけ、ソース列に出現す
るかどうかを検査して評価します。この検査の参照データは数値で
なければなりません。例えば、firstname 列に "John" が 50 回出現
し、ルール論理が firstname occurs <100 と記述されている場合
に、列 firstname をリテラル John にバインドすると、 firstname 列
に "John" を含むレコードは、このルール論理の条件に該当しま
す。出現検査には、以下のオプションがあります。
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique ソース・データ値がソース・データに一回のみ出現する (カーディ
ナル値である) かどうかを検査して評価します。
参照データ
データ・ルール定義の参照データ・セットを表す式を含みます。参照データ
には、データ・ルール定義がソース・データを対照して比較する単一の値、
値のリスト、または値のセットが可能です。参照データを入力するには、参
照データのボックスをクリックし、ルール・ビルダー・ワークスペースの下
に開いたテキスト・ボックスに参照データを入力します。画面右側にあるタ
ブ付きパレットのメニューを使用してソース・データを定義することもでき
ます。このメニューで、「データ・ソース」、「論理変数」、「用語」、
「参照表」、または「関数」のタブからソース・データを選択できます。検
査タイプによっては、参照データが不要です。
) (右括弧)
データ・ルール定義内の行のグループを閉じます。右括弧にはそれぞれ、左
括弧が対応しなければなりません。
注: ルール論理が非常に複雑になる場合、特に 3 つを超える条件をネストする場合
には、フリー・フォーム・エディターを使用してデータ・ルール定義を編集するこ
ともできます。

ルール定義ビルド・オプション
ルール定義を作成するには、2 つの方法があります。ルール・ビルダーを使用して
体系的にルール定義をビルドすることができます。ルール・ビルダーを使用する
と、各種ルール論理エレメントと、さまざまなタイプの事前定義のコンポーネント
および検査を選択できます。フリー・フォーム・エディターを使用することもでき
ます。フリー・フォーム・エディターは、より柔軟にルール定義をビルドしたい場
合に適切なツールです。
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ルール定義は、評価する内容を記述した基本論理を使用してビルドされます。例え
ば、"DepartmentID = '300'" というステートメントはルール定義です。 department
ID が存在するデータの場合、ステートメントは true または false になります。ビ
ルド・オプションを使用して、このルール検証を作成します。
新しいルール定義を作成したら、「ルール論理」タブでデータ・ルール定義論理を
ビルドします。ルール・ビルダーで新しいルール定義論理をデザインするには、条
件ごとに、作成するルール論理をルール・ビルダー・ワークスペースに入力しま
す。一度に 1 つずつルール論理をビルドし、ルール・ビルダーの「条件」フィール
ドに "and" または "or" ブール演算子を使用して、複数行の論理をリンクします。
一連の行の論理をグループにして 1 つの条件を形成するには、その論理の行を括弧
で囲みます。
フリー・フォーム・ルール・ビルダーを使用するには、ワークスペースの左下で
「フリー・フォーム・エディターの使用」を選択します。フリー・フォーム・エデ
ィターを使用すると、より柔軟にデータ・ルールをビルドできます。自由形式でデ
ータ・ルール定義論理を入力することによって、ルール論理を構成できます。
ルール定義の構成中に、ルール・ビルダーとフリー・フォーム・ビルダーで切り替
えることができます。ルール・ビルダーでルールを構成して、できあがった式を表
示し、フリー・フォーム・エディターでその式を変更することが可能です。
注: IBM InfoSphere Information Analyzer は、フリー・フォーム・ビルダーからルー
ル・ビルダーに式の解析を試行します。しかし、論理が複雑なため、すべてのフリ
ー・フォームの式を解析できるとは限りません。非常に複雑な場合には、フリー・
フォーム・エディターで作業する必要があります。

ルール・ビルダーを使用したデータ・ルール定義のビルド
ルール・ビルダーを使用して、事前定義のルール定義のさまざまな組み合わせを選
択して、ルール論理をビルドします。

手順
1. コンソールのナビゲーター・メニューで「開発」アイコンをクリックして、
「データ品質」を選択します。
2. 「新規データ・ルール定義」をクリックするか、既存の論理ルール定義を開き
ます。
3. 「ルール論理」タブをクリックします。
4. オプション: 画面左の最初のフィールドは、「条件」です。この条件フィールド
には、論理演算のオプションが含まれています。条件の IF または NOT を選
択するか、このフィールドをブランクのままにします。このフィールドは、ル
ール・ビルド・メニューで 2 行の論理を結びつける場合に最もよく使用しま
す。
5. オプション: 次のフィールドは、「(」 (括弧) アイコンです。これは、複合論理
用の論理演算機能で、ネストされた条件ステートメントに使用されます。ルー
ル定義の作成で次に続く手順のために (、((、または ((( を選択するか、ネスト
された条件ステートメントの作成が不要な場合には、このフィールドをブラン
クのままにします。
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6. 次に行う手順が、ソース・データの選択です。「ソース・データ」フィールド
に移動し、このフィールドにローカル変数の名前を入力するか、画面右側のタ
ブ付きパレットのメニューに移動します。このメニューで、「データ・ソー
ス」、「グローバル論理変数」、「用語」、または「関数」のタブからソー
ス・データを選択できます。注:「ソース・データ」フィールドに、タブ付きパ
レット・メニューからデータ・ソースと関数の両方を選択することができま
す。例えば、「ソース・データ」フィールドに、組み合わせ値として、デー
タ・ソースにある "Salary" 列と、関数 "AVG(value)" を選択することができま
す。「salary」と入力して、「value」デフォルト値をオーバーライドします。こ
れにより式は「AVG(salary)」となります。「ソース・データ」値は、"Salary"
列の平均値になります。次の図のように、タブ付きパレットを使用してルール
論理をビルドできます。

図 3. タブ付きパレットを使用したデータ・ルール定義のビルド

7. オプション: 次のアイコンは、もう 1 つの「条件」メニューです。この条件オ
プションは、逆のルール論理用のものです。否定条件を設定したルール定義を
作成する場合は「NOT」オプションを選択し、そうでない場合はこのフィール
ドをブランクのままにします。
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8. 次のビルド・オプションは「検査タイプ」です。「検査タイプ」オプションに
は、equals、contains、exists、および is_numeric があります。このルール論理に
使用する検査タイプを選択します。
9. 使用する参照データを「参照データ」フィールドに入力します。画面右側のタ
ブ付きパレット・メニューに移動することもできます。この画面で、「デー
タ・ソース」、「グローバル論理変数」、「用語」、または「関数」のタブか
らこのフィールド用のエントリーを選択します。
10. オプション: 2 番目の「括弧」タブをクリックして左括弧を閉じるか、このフィ
ールドをブランクのままにします。
11. インターフェースの各行で新しいルール論理を引き続きビルドできます。ルー
ル論理ビルダー画面で次の行に移動して、「条件」フィールドで AND、
ELSE、OR、THEN、または NOT を選択します。
12. 「保存」または「保存して閉じる」を選択します。データ・ルール定義、ルー
ル・セット定義、データ・ルール、メトリック、およびモニターのリストが表
示されます。作成したデータ・ルール定義が、作業しているフォルダーに追加
されます。

フリー・フォーム・エディターによるルール定義の作成
フリー・フォーム・エディターを使用して、ルール論理を手動で迅速に作成しま
す。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Analyzer では、フリー・フォーム・エディターを使用し
てルール定義を作成できます。フリー・フォーム・エディターにより、上級ユーザ
ーが、ルール論理を手動で迅速に作成することができます。

手順
1. コンソールのナビゲーター・メニューで「開発」アイコンをクリックして、「デ
ータ品質」を選択します。
2. ワークスペース右側の「タスク」メニューから「新規データ・ルール定義」をク
リックします。
3. 「ルール論理」タブをクリックします。
4. 「フリー・フォーム・エディターの使用」チェック・ボックスをクリックして、
フリー・フォーム・エディターを有効にします。ルール・ビルド・コンポーネン
トの代わりに、フリー・フォーム・エディターが表示されます。
5. 作成するルール論理を入力します。
6. 「保存」ボタンをクリックし、「閉じる」をクリックします。ルール定義、ルー
ル・セット定義、データ・ルール、メトリック、およびモニターのリストが表示
されます。
フリー・フォーム・エディターの構文:
フリー・フォーム・エディターで適切な構文を使用することにより、データ・ルー
ル定義を作成します。
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目的
以下の構文を使用して、フリー・フォーム・エディターでデータ・ルール定義をビ
ルドします。
パラメーター
以下の表は、フリー・フォーム・エディターでルール論理をビルドする際に使用す
る構文を示しています。
表 16. フリー・フォーム・エディターでの作業時に使用する構文
概念

構文

例

ブール・キーワード

AND、OR (この構文では大/
小文字を区別しません)

value >0 AND value<100

ブール・グループ

( )

(valueA=0) and (valueB=0 or
valueC=0)

条件キーワード

IF、THEN、ELSE (この構文
では大/小文字を区別しませ
ん)

IF age<18 THEN status='child'

変数

変数名には、文字、文字カテ
ゴリーに属する Unicode 文
字、数字、「_」(アンダース
コアー)、「?」(疑問符)、ま
たは「$」(ドル記号) を使用
できます。先頭は文字でなけ
ればなりません。ピリオドや
スペースは使用できません。

age>0 AND client_ID exists

数値定数

数値定数は、0 から 9 の数
字で構成されなければなりま
せん。引用符、小数点、分数
の区切り文字は使用できませ
ん。数値定数はマシン形式
(12345.789) で、ロケール固
有のフォーマットではありま
せん。

col>10 and col<12343.35

ストリング定数

ストリング定数はすべて、
'value' のように宣言時に単一
引用符で囲む必要がありま
す。値自体に単一引用符が含
まれる場合には、その引用符
の前に円記号 (¥) を入れま
す。円記号自体は、二重の円
記号でエスケープされます。

value<>'xyz' AND
value<>'John¥'s idea' AND
col<>'C:¥¥docs'

日付または時刻の定数

時刻、日付、またはタイム・
スタンプを式にハードコーデ
ィングするには、
dateValue()、timeValue()、お
よび timestampValue() の関数
を使用する必要があります。

time>timeValue('08:45:00')
、date>dateValue('2008-3112')、
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')
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表 16. フリー・フォーム・エディターでの作業時に使用する構文 (続き)
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概念

構文

例

リスト

{} (中括弧) のグループの中
に、値のコンマ区切りリスト
を指定できます。

{'a','b','c'} {1.54, 2.32, 34.12}

算術演算子

+ (加算を表す正符号)、/ (除 (valueA+valueB)/2 =
算を表すスラッシュ)、 - (減 (valueC-valueD)*(valueE)
算を表す負符号)、* (乗算を
表すアスタリスク)。算術演算
をグループ化するには、括弧
を使用します。

表 16. フリー・フォーム・エディターでの作業時に使用する構文 (続き)
概念

構文

例

スカラー関数

関数名を指定してから、その
関数のパラメーターを括弧に
入れて指定します。例えば、
「function_name(parameter1,
parameter2)」のようにしま
す。

ltrim(upper(col))='ABC'

サポートされる関数: date
()、 datevalue (string,format)、
day (date)、 month(date)、
weekday(date)、 year(date)、
time()、 timevalue
(string,format)、
timestampvalue
(value,format)、 timestamp()、
hours(time)、 minute(time)、
seconds(time)、 datediff(date1,
date2)、 timediff (time1,
time2)、 abs(value)、
avg(value)、 exp(value)、
max(value)、 min(value)、
sqrt(value)、
standardize(col,group)、
stddev(col, group)、
sum(value)、 coalesce (value,
nullValueReplacement)、
lookup (value, keyRefCol,
valRefCol)、 ascii(char)、
char(asciiCode)、
convert(originalString,
searchFor, replaceWith)、
count(column)、 lcase(string)、
index(string, substring)、
left(string, n)、 len(string)、
ltrim(string)、 pad(string,
begin, end)、 lpad(string, n)、
rpad(string, n)、 right(string,
n)、 rtrim(string)、
substring(string, begin,
length)、 str(string, n)、
tostring(value, format string)、
trim(string)、 ucase(string)、
val(value)
コメント

# Test the value below the
# (番号記号) コメント、
¥¥(二重の円記号) コメント、 limit col<$limit //default=100
または ¥* (円記号とアスタリ または ¥* end of test *¥
スク) コメント *¥ (アスタリ
スクと円記号)
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データ・チェックのタイプ
フリー・フォーム・エディターでは、次のタイプのデータ検査を使用できま
す。
>

ソース値が参照データより大きいかを検査して確認します。

>=

ソース値が参照データ以上であるかを検査して確認します。

<

ソース値が参照データより小さいかを検査して確認します。

<=

ソース値が参照データ以下であるかを検査して確認します。

contains
データを検査して、ストリングの一部を含むかどうかを確認しま
す。この検査では、参照データで表された値が、ソース・データで
表された値に含まれる場合に、true を返します。ソース・データも
参照データもストリング・タイプでなければなりません。
exists

NULL 値に関してデータを検査します。この検査では、ソース・デ
ータが NULL でない場合には true を返し、 NULL の場合には
false を返します。

=

ソース値が参照データと等しいかどうかを検査して確認します。

in_reference_column
ソース・データ値が参照データ列に存在するかどうかを検査して判
断します。この検査では、ソース・データを参照列のすべてのレコ
ードと対照して検査し、ソース・データのオカレンスが少なくとも
1 つあるかを確認します。
in_reference_list
ソース・データが、{'a','b','c'} などのような参照のリストにあるかど
うかを検査して判断します。値のリストは、大括弧 ({ }) の中にコ
ンマで区切って入力します。ストリング値は引用符を使用して入力
でき、数値はマシン形式 (123456.78) でなければなりません。リス
トにはスカラー関数を入れることができます。
is_date ソース・データが有効な日付を表すかを検査して判断します。この
検査タイプに参照データは入力できません。
is_numeric
ソース・データが数値を表すかを検査して判断します。この検査タ
イプに参照データは入力できません。
matches_format
データが、定義したフォーマットに適合しているかを検査して確認
します。例えば、次のようにします。
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

ソース・データも参照データもストリングでなければなりません。
matches_regex
データが正規表現に一致するかどうかを検査して確認します。例え
ば、次のようにします。
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

ソース・データも参照データもストリングでなければなりません。
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occurs ソース値が、参照データに指定された回数だけ、ソース列に出現す
るかどうかを検査して評価します。この検査の参照データは数値で
なければなりません。例えば、firstname 列に "John" が 50 回出現
し、ルール論理が firstname occurs <100 と記述されている場合
に、列 firstname をリテラル John にバインドすると、 firstname 列
に "John" を含むレコードは、このルール論理の条件に該当しま
す。出現検査には、以下のオプションがあります。
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique ソース・データ値がソース・データに一回のみ出現する (カーディ
ナル値である) かどうかを検査して評価します。

タブ付きパレットのツールを使用したルール論理の作成
ルール定義およびデータ・ルールを作成する際に、データ・ルール・ワークスペー
スの右側にあるタブ付きパレットを使用して、物理データ・ソースを定義すること
ができます。
データ・ルール定義をビルドする際は、エレメントの論理名をデータ・ルール定義
内に入力するか、タブ付きパレットを使用して、データ・ルール定義のデータ記述
を選択することができます。「実装済みデータ・リソース」、「物理データ・モデ
ル」、または「論理データ・モデル」タブから列を選択する場合は、データ・ソー
スの列と同じ名前のルール変数を作成でき、その列が変数のデフォルト・バインデ
ィング (デザイン・バインディング) になります。このルール定義からルールを作成
すると、バインディング・パネルには、自動的にこのデザイン・バインディングの
データが設定されます。バインディング・ステップでは、デザイン・バインディン
グを参照して、実行時の評価対象データを指定する実装済みバインディングの選択
に役立てることができます。
「グローバル変数」タブからグローバル変数を選択する場合、そのグローバル変数
と同じ名前を使用してルール変数を作成でき、それがこの変数のデザイン・バイン
ディングになります。ルール変数がグローバル変数にバインドされていると、実行
時にルール変数の代わりにグローバル変数の値が使用されます。
「用語」タブから用語を選択した場合には、 IBM InfoSphere Business Glossary に
より設定されたように、標準のビジネス記述を単に参照します。ここでは、用語へ
の明示的なリンクは作成しませんが、ルール定義の言語の標準化に役立ちます。ま
た、「関数」タブから関数を選択することもできます。
タブ付きパレットを使用してデータ・ルール定義コンポーネントと実際の表または
関数の間に作成したバインディングが、データ・ルールに引き継がれます。
ルール定義とデータ・ルールを作成する際には、次のオプションから選択してデー
タを定義することができます。
グローバル論理変数
グローバル論理変数とは、ファクトまたは特定データを表すために設定でき
る代表値です。通貨の為替レート、クレジット・レートやその他の会社で使
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用される値などの、システム全体で有効な値やパラメーターを保持するため
のグローバル変数を作成できます。1 つのルール定義にグローバル論理変数
を作成して、それをすべてのルール定義とデータ・ルールで再使用すること
が可能です。ルール定義を使用するには、事前に、ルール定義内の他のすべ
てのルール変数とともに、すべてのグローバル論理変数が具体的な概念 (物
理ソース列、定義済み定数、またはその他のこのような物理表現) に「バイ
ンド」されていなければなりません。データ・ルール定義のビルド時にグロ
ーバル論理変数を指定すると、データ・ルールの生成時にそのグローバル論
理変数がデフォルト・バインディングになります。
関数

データ・ルール関数を使用して、ルール定義とデータ・ルールのビルド時に
特定の演算を実行することができます。関数は、データ・ルール論理ビルダ
ーの「ソース・データ」フィールドまたは「参照データ」フィールドに入り
ます。データに特定のアクションを実行するために使用する、
COUNT(value)、SUM(value)、または AVG(value) などの関数を選択しま
す。「関数」タブにリストされた関数から選択できます。

実装済みデータ・リソース
データ・ルール論理のビルド時に、タブ付きパレットの「実装済みデータ・
リソース」タブをクリックして、プロジェクト内のデータ・ソースの表にあ
る特定列へのデフォルト・バインディングを定義します。ルール論理がどの
ように機能するかが分かっている場合、および特定のデータを念頭において
いる場合には、データ・ソースを定義すると有用です。「実装済みデータ・
リソース」タブを使用すると、デフォルト・バインディングが事前定義され
た、データ・ソースと同じ名前のルール変数を作成することによって、デー
タ・ソースへのショートカットを作成することになります。ルール定義を作
成し、ルール定義からデータ・ルールを生成したら、このバインディングを
保持または変更できます。ワークスペース上部の検索ボックスを使用して、
特定のデータ・ソースを検索することができます。
物理データ・モデル
物理データ・モデルは、「分析結果のパブリッシュ」ペインで作成できま
す。「物理モデルの生成」をクリックしてから、必要なオプションを指定し
て、物理モデルを生成します。生成された物理モデルは、「物理データ・モ
デル」タブのリストで確認できます。
データ・ルール論理のビルド時に、パレットの「物理データ・モデル」タブ
をクリックして、物理データ・モデルの表にある特定列へのデフォルト・バ
インディングを定義します。
データ・ルール定義の「使用法」タブには、データ・ルール定義の作成に関
係した「物理データ・モデル」、「論理データ・モデル」、および「実装済
みデータ・リソース」の変数をまとめた階層が表示されます。
「名前のカスタマイズ」ペインでは、新規表名を追加できます。名前は、ユ
ニークでなければなりません。新規表名を追加したら、「プレビュー」ボタ
ンをクリックしてその新規表名を表示できます。
論理データ・モデル
データ・ルール論理のビルド時に、タブ付きパレットの「論理データ・モデ
ル」タブをクリックして、論理データ・モデルの表にある特定列へのデフォ
ルト・バインディングを定義します。
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用語

InfoSphere Business Glossary 用語は、IBM InfoSphere Business Glossary の
語彙および分類システムの一部になるビジネス定義です。タブ付きパレット
の「用語」タブを使用して、特定の InfoSphere Business Glossary 用語への
デフォルト・バインディングを定義します。 InfoSphere Business Glossary
作成者またはユーザーのロールを持っているユーザーのみ、用語を表示でき
ます。

ルール定義、ルール・セット定義、またはメトリックのコピーの作
成
プロジェクト内のルール定義、ルール・セット定義、およびメトリックのコピーを
作成することができます。

このタスクについて
データ・ルール定義とルール・セット定義の両方のコピーをローカルに作成、およ
びパブリッシュ済みデータ品質コンポーネントから作成することができます。ま
た、メトリックのローカル・コピーを作成することもできます。データ・ルール定
義、ルール・セット定義、およびメトリックのコピーを作成するには、「ルール作
成者」ロールが必要です。

手順
1. コピーするデータ・ルール定義、ルール・セット定義、またはメトリックを強調
表示します。
注: 複数のデータ・ルール定義、ルール・セット定義、またはメトリックのコピ
ーを同時に作成するには、コピーする各コンポーネントを強調表示します。
2. タスク・パネルにある「コピーを作成」をクリックします。
注: 「パブリッシュ済みルール」フォルダー内のパブリッシュ済みルール定義
またはパブリッシュ済みルール・セット定義のコピーを作成するには、タスク・
メニューの「コピーを作成」かまたは「データ・ルールまたはルール・セットの
生成」をクリックします。
3. 「コピーを作成」ウィンドウの「OK」をクリックします。

次のタスク
データ・ルール定義、ルール・セット定義、またはメトリックのコピーを変更した
り、コピーを使用してルール分析を開始したりできます。データ・ルール定義、ル
ール・セット定義、またはメトリックの名前を変更するには、ルールまたはメトリ
ックを開いて、「名前」フィールドで名前を変更します。完了したら、「保存」を
クリックします。

プロジェクト内または共有ライブラリー内のデータ・ルール定義お
よびルール・セット定義のパブリッシュ
ローカル・プロジェクト内のデータ・ルール定義またはルール・セット定義をパブ
リッシュして、そのプロジェクトへのアクセス権のない他のユーザーに使用可能に
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することができます。ルール定義またはルール・セット定義がパブリッシュされる
と、そのルールのコピーがパブリック域に作成されて、すべてのプロジェクトで可
視になります。

このタスクについて
データ・ルール定義またはルール・セット定義をパブリッシュして、すべてのプロ
ジェクトのその他のユーザーに使用可能にします。プロジェクト内の他のユーザー
がパブリッシュ済みデータ・ルール定義またはルール・セット定義にアクセスする
には、「ルール作成者」ロールが割り当てられていなければなりません。
ルール定義またはルール・セット定義を使用した作業を開始する場合は、作業する
プロジェクトに対してローカルのルールを作成します。そのルールを他のプロジェ
クトと共有する必要がある場合は、下の手順でルールをパブリッシュすることがで
きます。ルール定義またはルール・セット定義がパブリッシュされると、そのルー
ル定義またはルール・セット定義のコピーがデータ品質ワークスペースの「パブリ
ッシュ済みルール」フォルダーに作成されて、他のすべてのプロジェクトで使用可
能になります。
注: パブリッシュ済みのルール定義およびルール・セット定義は、ローカル・ルー
ルのコピーです。ローカル・ルールおよびルール・セット定義が変更されても、パ
ブリッシュ済みのルールおよびルール・セット定義には影響しません。また、パブ
リッシュ済みのルールおよびルール・セット定義が変更されても、ローカルのルー
ルおよびルール・セット定義には影響しません。

手順
1. パブリッシュするデータ・ルール定義またはルール・セット定義を選択します。
注: 複数のデータ・ルール定義またはルール・セット定義をパブリッシュするに
は、パブリッシュする各データ・ルール定義またはルール・セット定義を強調表
示します。
2. タスク・パネルにある「パブリッシュ」をクリックします。
3. 「パブリッシュ」ダイアログ・ボックスでプロンプトが出されたら、「OK」を
クリックします。

次のタスク
「パブリッシュ済みルール」フォルダー内のパブリッシュ済みのデータ・ルール定
義またはルール・セット定義は表示できます。パブリッシュ済みのデータ・ルール
定義またはルール・セット定義は、別のパブリッシュ済みルールに同じ名前がない
限り、ローカルの「データ品質」ワークスペースでの名前と同じです。

データ・ルール
ルール定義論理を作成したら、ルール定義論理をプロジェクトの物理データに適用
したデータ・ルールを生成します。
有効なルール論理を使用して定義されたルール定義を作成したら、データ・ルール
を生成できます。ルール論理を作成したら、プロジェクトの物理データに論理を適
用できます。データ・ルールを生成したら、それを保存して、プロジェクトで再実
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行することができます。これらは、プロジェクトの「データ品質」タブでリストさ
れた各種フォルダーに整理することができます。データ・ルール定義を作成し、そ
れをデータ・ルールに生成するプロセスを以下の図に示します。
ルール23

データ・ルール

ルールHI
.PがRSし、
' ' とUしくない

ソース・バインディング
.P = UNITCTLG.CDP

NOと89

HIとバインディング
UNITCTLG.CDP がRSし、
' ' とUしくない

# <=に?@するレコード
# <=に?@しないレコード

図 4. データ・ルールの作成および実行のプロセス

データ・ルールの作成では、ルール定義をデータ・ルールに変換し、作成した論理
表現を、プロジェクトに定義されたデータ・ソースのデータとバインドします。デ
ータ・ルールとは、特定の出力を生成するために実行するオブジェクトです。例え
ば、次のルール定義があるとします。
fname = value

ルール定義では、データ・ルールのビルド時に使用するルール論理を定義します。
この論理からデータ・ルールを作成すると、次のようなデータ・ルールになりま
す。
firstname = ’Jerry’

この例で、"fname" というエントリーは、カスタマー情報表の列である "firstname"
にバインドされます。「Jerry」は、実際に探している名です。データ・ルールを作
成した後は、ルール定義を再使用して、新しいデータ・ルールを作成することによ
って、別のカスタマーの名を検索することができます。この例のルール定義から
は、他に次のようなデータ・ルールも作成できます。
firstname = ’John’

新しいデータ・ルールを生成することによって、ルール論理を何回も再使用できま
す。
データ・ルールを生成するには、以下の方法があります。
v 「データ品質」ワークスペースでルール定義をクリックして、「タスク」メニュ
ーから「データ・ルールの生成」を選択します。
v ルール定義を開いて、画面右下隅の「テスト」をクリックします。画面左隅の
「実行へのステップ」のリストに従って、テストを正しく実行します。テストが
完了したら、「テスト結果の表示」をクリックします。テスト結果を表示した
後、テストをデータ・ルールとして保存できます。つまり、テスト実行時に設定
したすべてのバインディングがデータ・ルールになります。ここでデータ・ルー
ルを作成すると、データ・ルールの最初の実行としてテスト結果のコピーが作成
されます。

ルール定義からデータ・ルールを生成
ルール定義論理を作成したら、プロジェクトの実際のデータを分析するデータ・ル
ールを作成できます。
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手順
1. ナビゲーター・メニューの「開発」アイコンから「データ品質」を選択します。
2. データ・ルールを生成するルール定義を強調表示します。
3. 画面右側の「タスク」メニューで「データ・ルールまたはルール・セットの生
成」をクリックします。
4. 「概要」タブで、データ・ルールの名前を入力します。名前には、1 つ以上の文
字が必要で、スラッシュ (¥) 文字は使用できません。名前は、プロジェクトでユ
ニークでなければなりません。
5. オプション: データ・ルールの「説明 (略記)」と「説明 (すべて)」を入力しま
す。データ・ルールを作成して保存すると、「作成者」、「作成日時」、および
「最終変更日時」のフィールドに自動的に値が設定されます。オプションで、
「オーナー」および「データ・スチュワード」のフィールドに情報を指定できま
す。
6. データ・ルールの妥当性ベンチマークを設定するかどうかを決定します。ベンチ
マークでは、データをモニターするとともに、データの品質を定量化します。プ
ロジェクト内の他のルールに関してマーク付けされたレコードをモニターする場
合は、「妥当性ベンチマーク」ボックスの「1 つ以上のルールでフラグ設定され
たレコードのモニター」チェック・ボックスをクリックします。
7. ワークスペースの上部で、「概要」タブから「バインディングおよび出力」タブ
に切り替えます。
8. 「保存」をクリックすると、データ・ルールが作成されます。

次のタスク
この時点で、データ・ルールに関する詳細の保存は完了していますが、機能の設定
は何も行っていません。「バインディングおよび出力」をクリックし、データ・ル
ールのバインディング、結合キー、および出力を設定します。

データ・ルールのバインディングの設定
データ・ルールのバインディングの設定では、ルール論理で使用される各ローカル
変数を、実装済みデータ・リソース、グローバル変数、またはリテラル値に結び付
けます。

このタスクについて
データ・ルールのバインディングの設定では、ルール定義の論理エレメント
("fname" など) とデータ・ソース表内の実際の列 (従業員名表の "first_name" 列な
ど) との間に直接の関係を作成します。例えば、概念上の名を参照するのではな
く、名のデータをどの表から使用するかを定義し、そのエレメントをバインドし
て、作成したデータ・ルールを実行するたびに、データ・ルールが、バインディン
グを作成した特定の表の名を常に抽出するようにします。
データ・ルールにバインディングを設定するには、まず、既存のデータ・ルールを
開くか、新しいデータ・ルールを作成する必要があります。新しいデータ・ルール
を作成するには、既存のルール定義を強調表示して「データ・ルールの生成」をク
リックするか、既存のルール定義にテストを実行して出力の表示に移動し、「デー
タ・ルールとして保存」をクリックします。テスト結果からデータ・ルールを生成
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すると、テストに指定したバインディングが保存されます。ルール定義からデー
タ・ルールを生成した場合には、次のステップで物理データ・ソースをデータ・ル
ールにバインドする必要があります。テスト結果ページからデータ・ルールを生成
したときに設定したバインディングを変更する場合は、データ・ルールを開いた後
に以下のステップを行って編集します。

手順
1. 「データ品質」ワークスペースから、バインディングを設定するデータ・ルール
を開くか、「データ・ルールまたはルール・セットの生成」をクリックします。
「データ・ルールまたはルール・セットの生成」をクリックした場合には、デー
タ・ルールの名前を指定します。
2. 画面上部の「概要」タブと「バインディングおよび出力」タブから、「バインデ
ィングおよび出力」タブをクリックします。
3. 画面左側の「ビューの選択」メニューで「バインディング」をクリックします。
データ・ルールに含まれる各論理変数が、次のエレメントと一緒に表示されま
す。
名前

データ・ルールに含まれる論理変数の名前。

ルール定義
処理しているルール定義の名前。
データ・タイプ
論理変数のデータ・タイプ。
デザイン・バインディング
ローカル変数がバインドされる実装済みデータ・リソース、グローバル
変数、またはリテラル。デザイン・バインディングは、ルール変数のデ
フォルト・バインディングです。デザイン・バインディング名は、ルー
ル論理の作成時にタブ付きパレットからソース・データまたは参照デー
タのセルに追加するオブジェクトによって決まります。セルに変数 Col
を手入力した場合、デザイン・バインディングは作成されません。手入
力したルール変数には、デザイン・バインディングは存在しません。
実装済みバインディング
バインドされる列。実装済みバインディングは、デザイン・バインディ
ングを基にリストから選択します。
4. 「ルール・エレメント」ボックスで、処理するデータ・ルール・エレメントの
「バインディング」ボックスをクリックします。処理しているボックスを強調表
示したままで、画面右側のタブ付きパレットにカーソルを移動します。「実装済
みデータ・リソース」、「グローバル論理変数」、または「リテラル」のいずれ
かのタブを選択します。
5. 物理モデル定義に基づいて、一致する可能性があるものを識別するには、「バイ
ンディングの検出」をクリックします。
6. 処理するデータが入ったタブを選択した後、データ・ルール・エレメントにバイ
ンドするデータをクリックします。その後、「バインディングとして設定」をク
リックします。データ・ルール・エレメントをバインドするデータ・ソースをダ
ブルクリックして、バインディングを自動的に設定することもできます。
7. バインディングの設定が終わったら、画面右下隅の「保存」または「保存して閉
じる」をクリックします。
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例
例えば、「Validate_SSN」という社会保障番号検証用のルール定義があるとします。
列 Col を物理列 SSN にバインドする必要があります。この場合、ルール定義は次
のようになります。
表 17. このサンプル用の実装済みバインディングの定義
名前

ルール論理

データ・タイプ

デザイン・バイ
ンディング

実装済みバイン
ディング

Validate_SSN

SSN
matches_format
'999-99-9999'

ストリング

SSN

実装済みバイン
ディングのリス
トから、実装済
みデータ・リソ
ースのセットに
よって物理列が
実装されている
ことがわかりま
す。
v Table1.SSN
v Table2.Social
Security
Number
v Table3.SSS_
Code
この例の場合、
Table2.Social
Security
Number を選択
して、社会保障
番号を検証しま
す。

この例の場合、「デザイン・バインディング」は「SSN」です。 「実装済みバイン
ディング」には、「デザイン・バインディング」である SSN を実装するすべての実
装モデルのリストが含まれます。それらは、「Table1.SSN」、
「Table2.SocialSecurityNumber」、および「Table3.SSS_CODE」です。

次のタスク
この時点で、画面左側の「ビューの選択」メニューからアクセスできる「結合キ
ー」または「出力」の画面に情報を追加することができます。

データ・ルールの結合キー・エレメントの設定
データ・ルールのバインドおよび出力を設定すると、ルール定義の概念エレメント
と、データ・ソースの物理データとの間に直接リンクを作成します。複数の表のデ
ータを使用する場合には、バインド処理の中で結合キー・エレメントを設定する必
要があります。
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このタスクについて
データ・ルールを作成し、2 つ以上の異なる表にある物理データを使用する場合、
または複数の表の出力列をセットアップする必要がある場合には、表を結合する結
合キー条件のセットアップが必要です。
データ・ルールに結合キー・エレメントを設定するには、既存のデータ・ルールを
開くか、データ・ルールを作成します。データ・ルールを作成するには、既存のル
ール定義を強調表示して「データ・ルールの生成」をクリックするか、既存のルー
ル定義にテストを実行して「出力の表示」をクリックしてから「データ・ルールと
して保存」をクリックします。

手順
1. 「データ品質」ワークスペースから、結合キー・エレメントを設定するデータ・
ルールを開きます。
2. 画面上部で「概要」タブと「バインディングおよび出力」タブを探し、「バイン
ディングおよび出力」タブをクリックします。
3. 画面左側の「ビューの選択」メニューで、「バインディング」をクリックして
「ルール論理変数」ボックスに適切な情報を入力し、データ・ルールを該当の物
理データ・エレメントにバインドします。
4. 「ビューの選択」メニューで「結合キー」をクリックします。「結合キー」ワー
クスペースに、結合が必要な表を示した「結合を必要とする表」の表が表示され
ます。
5. 画面右側のタブ付きパレットを使用して、「キー 1」と「キー 2」を定義しま
す。「データ・ソース」タブをクリックし、データ・ソースの特定の表からキー
を選択します。バインディング設定に指定した表のキーのみを選択する場合は、
「バインディングの表のみを表示」ボックスを選択します。「データ・ソース」
タブの上部にある検索ボックスを使用して、対象の表を検索します。検索ボック
ス右側の矢印を使用して、検索基準に一致する次のデータにジャンプします。
6. 「レコードを含める」メニューから選択することにより、結合タイプを指定しま
す。
7. オプション: 「検証」ボタンをクリックし、「実行」をクリックして新しい結合
設定を使用してデータ・ルールを実行することにより、結合設定を検証します。
「出力の表示」をクリックすることにより、データ・ルールの出力を表示できま
す。
8. 「保存」をクリックして現行設定を保存するか、このデータ・ルールの作業が完
了している場合には「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
この時点で、画面左側の「ビューの選択」メニューから「出力」項目をクリックす
ることによって、「出力」画面に情報を追加できます。
注: ルール論理が複数の表にまたがらない場合、結合キーの使用は不要です。ま
た、参照列検査 (in_reference_column) を含むルール定義またはデータ・ルールをル
ール・セットに入れる場合には、表を明示的に結合する必要があります。
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データ・ルールの出力仕様の設定
データ・ルールの実行時に作成した出力表の特定の列からの、表示する出力を指定
できます。出力表の列には、ルール変数の値、物理列の値、メトリック、統計、お
よび関数または算術演算で構成される式を含めることができます。

このタスクについて
データ・ルールに特定の出力を設定するには、既存のデータ・ルールを開くか、デ
ータ・ルールを作成します。データ・ルールを作成するには、既存のルール定義を
強調表示して「データ・ルールの生成」をクリックするか、既存のルール定義にテ
ストを実行して「出力の表示」をクリックしてから「データ・ルールとして保存」
をクリックします。テスト結果からデータ・ルールを生成すると、テストに指定し
たバインディングが保存されます。

手順
1. 「データ品質」ワークスペースから、データ・ルールをダブルクリックして、
出力エレメントを設定するデータ・ルールを開きます。
2. 「バインディングおよび出力」タブをクリックします。
3. 画面の左側の「ビューの選択」メニューの「出力」をクリックして、出力に表
示する出力レコードを「出力レコード」メニューから選択します。
注: デフォルトの出力タイプは「ルール条件に非該当」です。「統計のみ」を
選択すると、出力詳細レコードは作成されません。
4. オプション: 画面右側の「ルール論理変数」タブで、出力に組み込むルール論理
変数を強調表示して、「選択に追加」をクリックします。注: ルール論理変数
は、デフォルトで出力ワークスペースに表示されます。ルール論理変数は、強
調表示して「削除」をクリックすることによって削除できます。
5. オプション: 出力に表示する列が他にあれば、画面右側の「データ・ソース」タ
ブで選択します。追加するデータ・ソースを強調表示して「選択に追加」をク
リックすることにより、個別の列または表全体を選択できます。ルール論理変
数のバインディングまたは結合キーに含まれない表の列を追加する場合には、
「バインディングと結合キーの項目のみを表示」ボックスを選択しないでくだ
さい。これにより、出力に表示するデータを柔軟に選択できるようになりま
す。例えば、特定の表にあるすべての列を出力に追加したり、1 つまたは 2 つ
だけを追加したりできます。
6. オプション: 作成した式をデータ・ルールまたはルール・セットに追加する場合
は、「式」タブをクリックします。式を強調表示して、「選択に追加」をクリ
ックします。
7. オプション: 「統計および属性」タブをクリックし、出力に表示する追加の属性
または統計を選択します。例えば、データ・ルールの実行時刻に関する情報が
必要であれば、「システム・タイム・スタンプ」を選択できます。
8. オプション: 「選択された列」セクションの下部にある「カスタム式の追加」を
クリックして、新規の式を出力に追加します。 例えば、預金残高に当座預金残
高を加えた値が合計口座残高と等しいことを計算するルールを作成します。
CHECKING + SAVINGS = TOTAL_BALANCE ルールの出力列を定義するときに、当座
預金列、預金列、および合計残高列を含めることを選択できます。これで、出
力列として式 CHECKING + SAVINGS を追加することにより、予期された合計残
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高を含めることもできます。これにより、TOTAL_BALANCE 値と、当座預金値と
預金値を加算することによって計算された期待値の両方を表示できます。
a. 式を入力するか、または「タブ付きパレット」セクションにある関数および
ルール論理変数を強調表示し、「式に追加」をクリックすることによって、
「新規式の作成」セクションに新規の式を作成します。
b. 式の作成を完了したら、「OK」をクリックします。
c. オプション: 式を出力仕様に追加した後に式を変更するには、「編集」をク
リックします。
9. 「出力」ワークスペースに移動し、「上に移動」ボタンまたは「下に移動」ボ
タンをクリックして、必要な順序に列を移動します。
10. 出力の指定が終わったら、画面右下隅の「保存」をクリックします。
11. オプション: 出力を構成する際には、「定義を開く」、「実行」、「出力の表
示」、または「検証」を選択することによって、ルール定義を開いたり、これ
までの出力選択を検証したり、データ・ルールの出力を表示したりすることが
できます。

次のタスク
実行した特定のデータ・ルールの出力を表示するには、「データ品質」ワークスペ
ースでルールを強調表示して、「タスク」メニューで「出力の表示」をクリックし
ます。ルール出力を表示するには、その前にデータ・ルールの実行が必要です。

関数定義とユースケース・シナリオ
データ・ルール関数を使用して、データ・ルール定義のビルド時およびデータ・ル
ールの処理時に特定の演算を実行できます。
関数は、データ・ルール論理ビルダーの「ソース・データ」フィールドまたは「参
照データ」フィールドに入ります。データに特定のアクションを実行するために使
用する、 COUNT(value)、SUM(value)、または AVG(value) などの関数を選択しま
す。「関数」タブにリストされた関数から選択できます。以下に、選択可能なすべ
ての関数に関する詳細定義とユースケース・シナリオを示します。
注: 関数のシナリオの例は、適用可能なところでは、データ・ルール定義を基にし
ています。各データ・ルール定義のソース・データまたは参照データのコンポーネ
ントは、データ・ルールを作成するために、物理的なデータベース - 表 - 列にバイ
ンドされる必要があります。

日付と時刻の関数
日付と時刻の関数を使用して、時間データを操作します。
date () 定義: コンピューターのシステム日付を Date 値として返します。
ユースケース・シナリオ 1: 365 日前以降で、今日の日付を超えない発注日
を検索します。
例 1: dateCol > date()-365 and dateCol < date()
ユースケース・シナリオ 2: 先週行われたすべての販売アクティビティーを
検索します。
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例 2: IF ( date_of_sale > date() - 7days ) )
datevalue (string,format)
定義: 日付のストリング表記を Date 値に変換します。
string

日付に変換されるストリング値。

format ストリングでの日付表記方法を記述するオプションのフォーマッ
ト・ストリング。
%dd

2 桁の日 (01 – 31) を表します

%mm
2 桁の月 (01 – 12) を表します
%mmm
3 文字の月の省略形 (Jan、Feb、Mar など) を表します。
%yy

2 桁の年 (00 – 99) を表します

%yyyy
4 桁の年 (nn00 – nn99) を表します
フォーマットが指定されない場合、関数は、 (%yyyy-%mm-%dd) をデフォ
ルトのフォーマットと見なします。
注: この関数を使用して、データ・ルールの中で、日付を表すストリングを
そのリテラルの Date 値に変換することができます。
ユースケース・シナリオ 1: 列にある、ストリングとしてコード化されてい
る日付値が、現時点から 365 日より前でないか確認します。
例 1: datevalue(billing_date,'%yyyy%mm%dd') > date()-365
ユースケース・シナリオ 2: プロジェクト内のすべての日付が 2000 年 1
月 1 日より後であるか確認します。
例 2: billing_date > datevalue('2000-01-01')
day (date)
定義: 指定した日付で月内の日を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: その月の 1 日に発行された注文について調べま
す。
例: day(sales_order_date) =1
month (date)
定義: 指定した日付で月を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: 請求日付の月が有効な日付であるかを確認しま
す。
例 1: month(billing_date) >= 1 and month(billing_date) <= 12
例 2: If month(billing_date) = 2 then day(billing_date) >= 1 and
day(billing_date) <= 29
weekday (date)
定義: 指定した日付の曜日を表す (日曜日を 1 として開始する) 番号を返し
ます。
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ユースケース・シナリオ: 日曜日の販売注文は 1000 件未満である必要があ
るため、日曜日の注文が 1000 件未満であることを確認する関数を実行しま
す。
例: If weekday(sales_order_date) = 1 then count(sales_order_id) < 1000
year (date)
定義: 指定した日付で年を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: 1950 年と 1955 年の間に生まれたカスタマーを
フォーカス・グループとして集めます。
例: year(date_of_birth)> 1950 AND year(date_of_birth) < 1955
time () 定義: コンピューターのシステム時刻 (現在時刻) を Time 値として返しま
す。
ユースケース・シナリオ: ここ 4 時間の間に行われたすべての販売トラン
ザクションを検索します。
例: IF ( time_of_sale > time() - 4hours )
timevalue (string,format)
定義: 時間のストリング表記を Time 値に変換します。
string

Time 値に変換されるストリング値。

format
ストリングでの時間表記方法を記述するオプションのフォーマッ
ト・ストリング。
%hh

2 桁の時 (00 – 23) を表します

%nn

2 桁の分 (00 – 59) を表します

%ss

2 桁の秒 (00 – 59) を表します

%ss.n
2 桁のミリ秒 (00 – 59) を表します。ここで n は小数桁です (0 –
6)。
フォーマットが指定されない場合、関数は、 (%hh:%nn:%ss) をデフォルト
のフォーマットと見なします。
注: この関数を使用して、データ・ルールの中で、時間を表すストリングを
そのリテラルの Time 値に変換することができます。
ユースケース・シナリオ: ホテルでゲストのチェックイン時間が午前 11 時
より後の時刻に設定されているか確認します。
例: checkin_time>timevalue('11:00:00')
timestampvalue (value,format)
定義: 時間のストリング表記を Timestamp 値に変換します。
string

Timestamp 値に変換されるストリング値。

format ストリングでのタイム・スタンプ表記方法を記述するオプションの
フォーマット・ストリング。
%dd

2 桁の日 (01 – 31) を表します

第 14 章 データ分析用ルールの作成

173

%mm
2 桁の月 (01 – 12) を表します
%mmm
3 文字の月の省略形 (Jan、Feb、Mar など) を表します。
%yy

2 桁の年 (00 – 99) を表します

%yyyy
4 桁の年 (nn00 – nn99) を表します
%hh

2 桁の時 (00 – 23) を表します

%nn

2 桁の分 (00 – 59) を表します

%ss

2 桁の秒 (00 – 59) を表します

%ss.n
2 桁のミリ秒 (00 – 59) を表します。ここで n は小数桁です (0 –
6)。
フォーマットが指定されない場合、関数は、 (%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss) をデフォルトのフォーマットと見なします。
ユースケース・シナリオ: 販売レポートでは、注文時刻に標準以外のタイ
ム・スタンプを使用します。特定時刻より前のすべての販売を検索する必要
があります。
例: timestampvalue(timestamp_of_sale, '%yyyy %mm %dd %hh %nn %ss') <
timestampvalue('2009-01-01 00:00:00', '%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss')
timestamp()
定義: コンピューターのシステム時刻 (現在時刻) を Timestamp 値として返
します。
ユースケース・シナリオ: 未来の注文日付の注文がないことを確認します。
例: order_timestamp < timestamp()
hours(time)
定義: 指定した Time 値で時を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: 販売が午前 0 時から正午までに行われたか確認
します。
例: 0 < hours(sales_time) AND hours(sales_time) < 12
minutes(time)
定義: 指定した Time 値で分を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: 販売がその時で最初の 15 分に行われたか確認し
ます。
例: 0 < minutes(sales_time) AND minutes(sales_time) < 15
seconds(time)
定義: 指定した Time 値で秒とミリ秒を表す番号を返します。
ユースケース・シナリオ: 販売がその分で後半の 30 秒に行われたか確認し
ます。
例: 30 < seconds(sales_time) AND seconds(sales_time) < 60
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datediff(date1, date2)
定義: 2 つの日付間の日数を返します。 Date1 は、2 者の中で新しいほう
の日付です。Date2 は、2 者の中で古いほうの日付です。
ユースケース・シナリオ: 請求日付の支払日付の間の日数を判別します。
例: datediff(pay_date,bill_date)
timediff (time1, time2)
定義: 2 つの時刻間の差の時、分、秒の数を返します。 Time1 は、2 者の
中で新しいほうの時刻です。 Time2 は、2 者の中で古いほうの時刻です。
戻り値は Time 値です。
ユースケース・シナリオ: タスクの開始と完了の間の時間を判別します。
例: timediff(end_time, start_time,)

数学関数
数学関数は、数値計算の値を返します。
abs(value)
定義: 数値の絶対値を返します (例えば、ABS(-13) は 13 を返します)。
ユースケース・シナリオ 1: 2 つの価格の差が $100 未満であることを確認
するために、販売価格の差の絶対値を返します。
例 1: abs(price1-price2)<100
ユースケース・シナリオ 2: 株価が $10 を超えて変化したすべての株を検
索します。
例 2: abs(price1-price2) > 10
avg(value)
定義: 数値列にあるすべての値の平均を返すアグリゲート関数。
ユースケース・シナリオ: 部門の従業員の平均時給を判別します。
例: avg(hrly_pay_rate)
exp(value)
定義: 数値の指数値を返します。
ユースケース・シナリオ: 式の中で数値の指数値を判別します。
例: exp(numeric_variable)
max(value)
定義: 数値列内の最大値を返すアグリゲート関数。
ユースケース・シナリオ: 部門の従業員で最高の時給を判別します。
例: max(hrly_pay_rate)
min(value)
定義: 数値列内の最小値を返すアグリゲート関数。
ユースケース・シナリオ: 部門の従業員で最低の時給を判別します。
例: min(hrly_pay_rate)
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sqrt(value)
定義: 数値の平方根を返します。
ユースケース・シナリオ: 式の中で数値の平方根を判別します。
例: sqrt(numeric_variable)
standardize(col,group)
定義: 数値を列の平均値より上または下の標準偏差の数に変換します。
standardize(col,group) 関数は、関数 (col-avg(col, group))/stddev(col, group) を
より単純にした代替として使用できます。この関数は、列の平均値および標
準偏差に基づいて数値を正規化します。
注: 2 番目のパラメーターはオプションで、グループ化キーの指定に使用
できます。
ユースケース・シナリオ 1: 会社において何名の従業員の給与が会社平均か
ら逸脱しているかを検討します。外れ値は、平均値に標準偏差の 3 倍を加
えたものより上の値と定義されています。
例 1: standardize(salary) < 3
ユースケース・シナリオ 2: 「ユースケース・シナリオ 1」で示されたのと
同じ外れ値をすべて特定しますが、男女別々に人数を計上します。
例 2: standardize(salary, gender) < 3
stddev(col,group)
定義: 数値列の標準偏差を算出するアグリゲート関数。
注: 2 番目のパラメーターはオプションで、グループ化キーの指定に使用
できます。
ユースケース・シナリオ 1: 会社において何名の従業員の給与が会社平均か
ら逸脱しているかを検討します。外れ値は、平均値に標準偏差の 3 倍を加
えたものより上の値と定義されています。
例 1: salary < avg(salary)+3*stddev(salary)
ユースケース・シナリオ 2: 「ユースケース・シナリオ 1」で示されたのと
同じ外れ値をすべて特定しますが、男女別々に人数を計上します。
例 2: salary < avg(salary, gender)+3*stddev(salary,gender)
sum(value, sum)
定義: 数値列にあるすべての値の和を返すアグリゲート関数。
注: 2 番目のパラメーターはオプションで、サブグループの合計を算出す
るのに使用できます。
ユースケース・シナリオ: ストアの合計売上金額を判別します。
例: sum(sales_amount)

一般関数
この関数のグループを使用して、表内の値に対してさまざまなタスクを実行できま
す。
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coalesce(value, nullValueReplacement)
定義: NULL 値を検索し、検出された NULL 値を別の値で置換します。
ユースケース・シナリオ: 部門コード番号を含む列を検索して、未定義のコ
ード番号があるか確認します。 NULL 値があった場合、NULL 値フィール
ドをテキスト「未定義」で置換します。
例: coalesce(code, 'undefined')。NULL であるすべての値が「未定義」で置換
されます。
count(column)
定義: 特定列の出現カウントを示すアグリゲート関数。
ユースケース・シナリオ: カスタマーの米国郵便番号別の頻度数を示しま
す。
例: count(customer_ZIP)
count(col,groupBy)
定義: 列 groupBy によって定義される行のグループごとの行/値の数を返す
アグリゲート関数。
ユースケース・シナリオ: 会社の各部門の従業員数を判別します。
例: count(employeeID,departmentID)
lookup(value, keyRefCol, valRefCol)
定義: 値をルックアップ・テーブル内の対応する値で置換します。この関数
を実行するには、値のリストと、その 1 列目に関連したデータを含む対応
する列からなるルックアップ・テーブルが必要です。例えば、探しているオ
リジナルの値が製品コードなどのキーを含む列に含まれている場合、関連す
るルックアップ・テーブルは可能なすべてのキー値をリストしている 1 つ
の列と、キーの代替として使用する対応する値を含む別の列を含みます。こ
れは、一般的に、内部コードを使用してデータ・ソース内のさまざまな場所
に存在する値を示す、システムで使用される関数です。
注: 関数の最初のパラメーターは、ルックアップ対象の値です。2 番目のパ
ラメーターは、ルックアップ・テーブル内のキーを含む参照列にバインドさ
れます。3 番目のパラメーターは、ルックアップ・テーブル内の値を含む参
照列にバインドされます。両方の参照列は同じ物理表内になければなりませ
ん。関数の結果は、最初のパラメーターとして提供されるキーに対応したル
ックアップ・テーブルからの値です。
ユースケース・シナリオ: 顧客の国を示す列を含む顧客表があります。列に
国名 (例: ドイツ) を保管する代わりに、企業は国を示す国別コード (例:
100) を保管しています。企業は、どのコードがどの国を示すか (100=ドイ
ツ、101=フランス、102=イタリア) を記録した対応するルックアップ・テー
ブルを持っています。データ・ソース内の、10 桁から成る電話番号を持っ
ているすべてのフランス人顧客を検索するために、ルックアップ関数を使用
するデータ・ルールを作成します。
例: If lookup(country, countrycodes, countrynames)='France' then phone
matches_format '99.99.99.99.99'
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ストリング関数
ストリング関数を使用して、ストリングを操作します。
ascii(char)
定義: 文字値に対応する ASCII 文字セット値を返します。
ユースケース・シナリオ: 列が印刷不能文字で開始している行をすべて探し
ます。
例: ascii(code) <32
char(asciiCode)
定義: ASCII 文字の文字値を返します。
ユースケース・シナリオ 1: ASCII 文字コードをローカライズした文字に変
換します (例えば、'35' は 'C' を返します)。
例 1: char('35')
ユースケース・シナリオ 2: col1='a' であれば col2 が 'b'、col1='b' であれば
col2 が 'c' というような順序で、アルファベットで次の文字を求めます。
例 2 (a): col2=char(ascii(col1)+1)
例 2 (b): ascii(col2)=ascii(col1)+1
convert(originalString, searchFor, replaceWith)
定義: ストリング内に特定のサブストリングが検出された場合に、別のサブ
ストリングに変換します。
originalString
サブストリングを含むストリング。
searchFor
置換されるサブストリング。
replaceWith
新たに置き換えるサブストリング。
ユースケース・シナリオ 1: 企業買収の後、古い会社名 "Company A" を新
しい会社名 "Company B" に変換します。
例 1: If ( convert(old_company_name, 'Company A', 'Company B' ) =
new_company_name )
ユースケース・シナリオ 2: 企業買収の後、買収された製品のコードに含ま
れる会社の頭字語を 'XX' から 'ABC' に変換します。
例 2: convert(product_code, 'XX', 'ABC')
lcase(string)
定義: ストリング内のすべての英字を小文字に変換します。
ユースケース・シナリオ: すべての製品コードが小文字のみを使用するよう
に変更する必要があります。
例: lcase(product_code)='ab'
index(string, substring)
定義: ストリングにおけるサブストリングの最初の出現の位置インデックス
を返します。結果は、0 から始まる位置インデックスです。0 は、ストリン
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グの先頭にサブストリングが検出されたことを示します。負の 1 (-1) は、
サブストリングが検出されなかったことを意味します。
ユースケース・シナリオ: 自由形式の製品コードの中で会社コード 'XX' を
探します。
例: index(col, 'XX')>=0
left(string, n)
定義: ストリングの最初の n 文字を返します。
ユースケース・シナリオ: 各製品コードの 3 桁の接頭部を使用して、その
製品を担当する部門を判別します。
例: left(product_code, 3)='DEV'
len(string)
定義: ストリング内の合計文字数 (長さ) を返します。
ユースケース・シナリオ: カスタマー・ファイルにある各カスタマーの姓の
実際の長さを判別します。
例: len(cust_lastname)
ltrim(string)
定義: ストリングの先頭のスペース文字をすべて削除します。
ユースケース・シナリオ: カスタマーの姓に先行スペースがあればすべて除
去します。
例: ltrim(cust_lastname)
pad(string, begin, end)
定義: ストリングの先頭と末尾にスペース文字を追加します。
string

変換されるストリング。

begin

ストリングの先頭に追加するスペースの数。

end

ストリングの末尾に追加するスペースの数。

ユースケース・シナリオ: 各製品タイトルの先頭と末尾に 3 文字のスペー
スを追加します。
例: pad(product_title, 3)
lpad(string, n)
定義: ストリングの先頭にスペース文字を追加します。
string

変換されるストリング。

n

ストリングの先頭に追加するスペースの数。

ユースケース・シナリオ: 各製品タイトルの先頭に 3 文字のスペースを追
加します。
例: lpad(product_title, 3)
rpad(string, n)
定義: ストリングの末尾にスペース文字を追加します。
string

変換されるストリング。

n

ストリングの末尾に追加するスペースの数。
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ユースケース・シナリオ: 各製品タイトルの末尾に 3 文字のスペースを追
加します。
例: rpad(product_title, 3)
right(string, n)
定義: ストリングの末尾の n 文字を返します。
string

変換されるストリング。

n

ストリング末尾に返すスペースの数。

ユースケース・シナリオ: 各製品コードの 3 桁の接尾部を使用して、その
製品を担当する部門を判別します。
例: right(product_code, 3)
rtrim(string)
定義: ストリングの末尾のスペース文字をすべて削除します。
string

変換されるストリング。

n

ストリングの末尾から削除するスペースの数。

ユースケース・シナリオ: カスタマーの姓の末尾にあるスペースを除去しま
す。
例: rtrim(cust_lastname)
substring(string, begin, length)
定義: ストリング値のサブストリングを返します。
string

ストリング値。

begin

取得する先頭文字の位置インデックス (この文字を含む)。ストリン
グの先頭文字の位置インデックスは 1 とします。

length

取得するサブストリングの長さ。

ユースケース・シナリオ: 各製品コードの 3 桁 (実際の文字位置は 4 から
6) の値を使用して、その製品を担当する部門を判別します。
例: substring(product_code, 4, 3)
str(string, n)
定義: サブストリングが n 回出現するストリングを作成します。
ユースケース・シナリオ: 充てん文字フィールド "ABCABCABCABC" を作
成します。
例: str('ABC', 4)
tostring(value, format string)
定義: 数値、時間、日付などの値をストリング表記に変換します。
オプションとして、「フォーマット (ストリング)」を指定して、生成ストリ
ングのフォーマット方法を記述できます。変換する値が日付、時刻、または
タイム・スタンプの場合、フォーマット・ストリングに次のフォーマット・
タグを使用することができます。
%dd
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2 桁の日 (01 – 31) を表します

%mm
2 桁の月 (01 – 12) を表します
%mmm
3 文字の月の省略形 (Jan、Feb、Mar など) を表します。
%yy

2 桁の年 (00 – 99) を表します

%yyyy
4 桁の年 (nn00 – nn99) を表します
%hh

2 桁の時 (00 – 23) を表します

%nn

2 桁の分 (00 – 59) を表します

%ss

2 桁の時を表します

%ss

2 桁の秒 (00 – 59) を表します

%ss.n
2 桁のミリ秒 (00 – 59) を表します。ここで n は小数桁です (0 –
6)。
変換する値が数値の場合、フォーマット・ストリングに次のいずれかのフォ
ーマット・タグを使用することができます。
%i

符号付き 10 進整数に変換される値 ("123" など) を表します。

%e

文字 e を使用した科学的記数法 (仮数/指数) に変換される値
(1.2345e+2 など) を表します。

%E

文字 E を使用した科学的記数法 (仮数/指数) に変換される値
(1.2345E+2 など) を表します。

%f

浮動小数点 10 進数に変換される値 (123.45 など) を表します。

タグには、オプションで次のように幅と精度の指定子を含めることもできま
す。
%[width][.precision]tag

数値の場合、フォーマット・ストリングは、C/C++ で印刷フォーマット・
データが標準出力 (printf) に対して使用する構文に従います。
ユースケース・シナリオ 1: 日付値を '12/01/2008' というフォーマットのよ
うなストリングに変換します。
例 1: tostring(dateCol, '%mm/%dd/%yyyy')
ユースケース・シナリオ 2: 数値をストリングに変換し、大括弧に入った整
数として値を表示します。出力例として、"(15)" があります。
例 2: val(numeric_col, '(%i)')
ユースケース・シナリオ 3: データをスプレッドシートにエクスポートする
ために、Date/Time 値をストリング値に変換します。
例 3: tostring(posting_date)
trim(string)
定義: ストリングの先頭と末尾のスペース文字をすべて削除します。
ユースケース・シナリオ: カスタマーの姓に先行スペースまたは末尾スペー
スがあればすべて除去します。
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例: trim(cust_lastname)
ucase(string)
定義: ストリング内のすべての英字を大文字に変換します。
ユースケース・シナリオ: すべての製品コードが大文字のみを使用するよう
に変更します。
例: ucase(product_code)
val(value)
定義: 数値のストリング表記を数値に変換します。
string

変換するストリング値。

ユースケース・シナリオ 1: 計算を実行するために、値 123.45 を含むすべ
てのストリングを数値に変換します。
例 1: val('123.45')
ユースケース・シナリオ 2: 数値をストリングとして含むストリング列があ
ります。すべての値が 100 より小さいことを確認します。
例 2: val(col)<100

ベンチマークの概要
ベンチマーク設定では、データ・ルール、ルール・セット、またはメトリックによ
って作成される統計を測定する際のしきい値を指定します。これを使用して、デー
タ受け入れの最小レベル、または一定レベルの例外の許容度を示します。
ベンチマークとは、定量的な品質標準をユーザーが定義したものです。データ・ル
ールにベンチマークを設定した場合、そのルールのすべての統計が、ベンチマーク
と対照して評価されます。ベンチマークと、対照して評価される統計の間の差は、
差異と呼ばれます。データ・モニターが継続的に行われている状態で、設定された
ベンチマークからの差異によって、データ・ルールがその目標をパスした、つまり
達成したか、あるいは、その目標に失敗したかが識別されます。ベンチマークは、
データ・ルール・テストまたはメトリック値の計算の結果として生成された任意の
統計に適用できます。通常、データ品質モニター・プロセスの一環として、デー
タ・ルールまたはメトリックにベンチマークが適用されます。
データ・ルールの場合、レコードのカウントまたはパーセンテージに基づいてベン
チマーク基準を設定し、データがベンチマーク基準に該当したか、超過または失敗
したかを判別します。ベンチマーク値に対する正または負の差異も計算されます。
パーセンテージの統計を使用してトレンドを正規化することによって、標準に対照
してデータのパフォーマンスを評価し、時間を追って偏差を分析することができま
す。

例
社会保障番号のストリングが、データ・ソースの列に存在するかどうかを検査して
確認するデータ・ルール定義に、ベンチマークを設定します。このベンチマーク
で、エラーの許容度は .1 % とします。本質的に許容しきい値であるベンチマーク
を非該当レコード > .1% または該当レコード < 99.9% としてコーディングできま
す。
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データ・ルールのベンチマークの設定
データのモニターおよびデータの品質の定量化のために、ルール定義の初期作成時
またはデータ・ルールの生成時に、妥当性ベンチマークを設定できます。
妥当性ベンチマーク: 妥当性ベンチマークでは、データ・ルールへの例外に対処す
るレベルまたは許容度を設定します。このベンチマークでは、ベンチマーク基準の
該当にパスした、または失敗したものとしてルールの特定の実行をマーク付けする
ために、十分なレコードがそのルールに該当したか、あるいは、該当しなかったか
を示します。
データ・ルール・ワークスペースで「1 つ以上のルールに非該当のレコードのモニ
ター」を選択します。
妥当性ベンチマークは、妥当性ベンチマーク・ワークスペースのメニューにある次
のオプションを使用して定義できます。まず、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
非該当 %
データ・ルールのルール論理に該当しなかったレコードのパーセンテージを
判別します。指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または
等しい場合にパスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定で
きます。例えば、データ・ルールに該当しないレコードのパーセンテージを
10 % 以下にするには、ベンチマークに "非該当 % <= 10" を設定します。
非該当数
データ・ルールのルール論理に該当しなかったレコードの数を判別します。
指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい場合に
パスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できます。例え
ば、データ・ルールに該当しないレコードの数を 1000 以下にするには、ベ
ンチマークに "非該当数 <= 1000 を設定します。
該当 %
データ・ルールのルール論理に該当したレコードのパーセンテージを判別し
ます。指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい
場合にパスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できま
す。例えば、データ・ルールに該当したレコードのパーセンテージが 90 %
を下回らないようにするには、ベンチマークに "該当 % >= 90" を設定し
ます。
該当数 データ・ルールのルール論理に該当したレコードの数を判別します。指定し
た参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい場合にパスま
たは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できます。例えば、デ
ータ・ルールに該当したレコードの数が 9000 を下回らないようにするに
は、ベンチマークに "該当数 >= 9000" を設定します。

ルール・セット定義の概要
ルール・セット定義とは、データ・ルール定義の集合です。
データ・ルールは、(1 つ以上の列で実行または関連付けられるため) 列レベルのデ
ータ品質を把握し、個別ルールに該当または非該当のレコードに関する情報を示す
もので、データ・ソース内のレコードが複数のデータ・ルールにどう準拠している
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か (特定のレコードが該当しなかったルールの数など) を把握したり、データ・ソー
スの全体的な品質または信頼性を識別したりするものではありません。ルール・セ
ットでは、個別レコードに複数のルールを一緒に実行して評価することによって、
データ・ソースとそのレコードを一層幅広く全体的に把握することができます。ル
ール・セットの出力では、次の複数のレベルでデータを表示します。
ルール・レベル
個別のデータ・ルールと同様に、この表示では、ルール・セット内の各ルー
ルに対する例外を洞察します。例えば、「レコード 1 はルール A に該当
しなかった」などです。
レコード・レベル
この表示では、レコード全体を見渡して、1 つのレコードで 1 つ以上のル
ールに対して例外が発生しているケースを洞察します。例えば、「レコード
1 はルール A、B、および C に該当しなかった」などです。
ソース・レベル
この表示では、データ・ソース全体を見通して、1 つ以上のルール例外が発
生しているレコードの数、レコード例外の平均数、平均からの標準偏差、お
よびベースライン実行との比較でソースの品質が向上したか、低下したかを
要約して洞察します。

ルール・セット定義とデータ・ルール定義
データ・ルール定義またはルール・セット定義を使用して、データを評価するルー
ル論理を作成します。
ルール論理のビルドでは、個別のデータ・ルール定義、またはルール・セット定義
を作成できます。
ルール・セット定義: データ・ルール定義の集合。
v ルール・セットは、パラレル実行フレームワークの固有な処理アルゴリズムを使
用して実行されるため、個別のルールを 1 つずつ実行するより、非常に速く実行
されます。また、処理および統計が実行中にアグリゲートされるため、個別ルー
ル処理の完了後に例外情報をアグリゲートする追加の手順が不要になります。
v ルール・セットでは、より広範な統計情報が提供され、特定のルールの組み合わ
せに違反したレコード、一緒に違反があったルールの組み合わせなど、複数のビ
ューの出力を表示することができます。こうした追加レベルの詳細により、個別
のルール例外に散発的に対応するのではなく、問題のあるレコードとすべての関
連問題に一度に集中して修正の注意を向けることができ、また、ルールを単独で
参照した場合には気付きにくいような問題パターンでも見つけられるようになり
ます。
v ルール・セット定義の作成では、既に作成して定義しているデータ・ルール定義
を追加します。ルール・セット・ワークスペースで個別のデータ・ルール定義を
変更することはできません。ルール・セット定義を作成した後、ルール・セット
を生成します。ルール・セットを実行すると、ルール・セットに含まれたすべて
のデータ・ルール定義が同時に実行され、包括的な一連の分析結果を生成しま
す。
v ルール・セット定義を使用すると、1 つの定義にすべての論理を含めるのではな
く、複数の定義に論理を分けることができます。それぞれの定義では、特定の条
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件を検査します。その後、ルール・セット定義にすべての定義をまとめます。デ
ータに適用するルール論理をビルドし、作成したルール定義をルール・セット定
義にまとめます。
データ・ルール定義からルール・セット定義を作成するプロセスを以下の図に示し
ます。
ルール23
ルールHI
.PがRSし、
' ' とUしくない

データ・ルール
ソース・バインディング

HIとバインディング

.P = UNITCTLG.CDP

UNITCTLG.CDP がRSし、
' ' とUしくない

.Pコード =
UNITCTLG.DIV

UNITCTLG.DIV
は'_

WXYZ =
UNITCTLG.DESC

UNITCTLG.DESC の
`abcが
Uしくない

/[\インジケーター =
UNITCTLG.MBI

UNITCTLG.MBI が
deリスト 'M'、'B' にある

NOと89
# すべてのルールに?@するレコード
# 1 つklのルールに?@しない
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図 5. データ・ルール定義からルール・セットを作成するプロセス

データ・ルール定義: ルール論理を構成する個別のデータ・ルール。データ・ルール
定義の作成では、データを分析するルール論理を構成します。
v データ・ルールを生成する際には、個別の各データ・ルール定義からデータ・ル
ールを生成し、実行したいデータ・ルールを 1 つずつ実行します。ルール実行対
象のデータは、検査にパスするか、あるいは失敗します。
ルール・セットと個別のデータ・ルールでの主な相違点は、実行時に生成される結
果です。ルール・セットを実行すると、ルール・セット内のすべてのルールがデー
タに対して同時に評価されます。ルール・セットは、ルール・セット内のあるパー
セントのルールについてパスまたは失敗します。ルール・セット内のすべてのルー
ルの結果がアグリゲートされて、ルール・セットの統計になります。一連のデー
タ・ルールを 1 つずつ実行する場合には、データは、実行したそれぞれのルールに
ついてパスまたは失敗します。
例えば、マスター製品カタログを保守していて、そのカタログに関する多くのルー
ルをモニターしているとします。部門コードおよび製造業者コードが存在するこ
と、およびそれらが個別の標準参照リストに含まれていることを確認する個別ルー
ルがあります。製品説明がブランクでなく、過剰なランダム子音ストリングを含ま
ないことを確認するルールがあります。また、有効な有害物質フラグが存在するこ
とを確認するルールもあります。有効な有害物質フラグのルールを単独で実行する
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と、低いパーセンテージの例外が検出され、関係するレコードを特定できます。他
のルールを含むコンテキストでこのルールを実行すると、有害物質フラグが存在し
ないすべてのレコード (例外レコード)、標準参照リストの製造業者コードのルール
に該当しないすべてのレコード、および過剰なランダム子音を含まない製品説明も
検出されます。レコード全体の詳細出力を見て、製造業者コードがテスト・コード
であることがわかりました。これにより、修正処置を行って、そうしたテスト・レ
コードがシステムに入らないようにし、同時にいくつかの問題を解決します。

ルール・セット定義の作成
ルール・セット定義を作成するには、2 つ以上のデータ・ルール定義またはデー
タ・ルールを選択し、ルール・セットに追加します。ルール・セットが実行される
と、ルール・セットに含まれるすべてのルール定義とデータ・ルールの条件に基づ
いてデータが評価されます。

始める前に
ルール・セット定義の作成では、個別のデータ・ルール定義を選択して、1 つのル
ール・セット定義にまとめます。ルール・セット定義を作成するプロセスを以下の
図に示します。

ルール・
セットのテスト

ルール23
ルール・セット
23の

89の
:;

データ・ルール
ルール・
セットの5

ルール・
セットの67

図 6. ルール・セットを作成するプロセス

このタスクについて
ルール・セット定義では、一連のデータ・ルール定義を結合した 1 つの定義として
定義することができます。ルール・セット定義を定義したら、そのルール・セット
定義からルール・セットを生成します。ルール・セットの生成では、データ・ルー
ル定義のすべての変数 ("first_name"、"column_a" など) をデータ・ソース内の実際
のデータ ("Fred" または "division_codes" など) にバインドします。具象的なルー
ル・セット定義エレメントが、実際のデータにバインドされたルール・セットとし
て生成されます。ルール・セットが生成されたら、ルール・セットを実行して、プ
ロジェクト内のデータに関する情報を収集します。
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手順
1. コンソールでナビゲーター・メニューの「開発」から、「データ品質」を選択し
ます。
2. 画面右側にある「タスク」リストで「新規ルール・セット定義」をクリックしま
す。
3.

「名前」フィールドに新しいルールの名前を入力します。

4. オプション: 「説明 (略記)」フィールドにデータ・ルールの簡略説明を入力しま
す。
5. オプション: 「説明 (すべて)」フィールドにデータ・ルールの詳細説明を入力し
ます。
6. オプション: ルール・セット定義に設定するベンチマークを選択します。「妥当
性ベンチマーク」、「信頼性ベンチマーク」、または「ベースライン比較ベンチ
マーク」を設定できます。
7. 「保存」をクリックします。

次のタスク
これで、ルール・セット定義が作成されました。「概要」タブでルール・セット定
義の名前と説明を作成したら、「品質制御」タブをクリックします。ここで、ルー
ル・セット定義で使用するデータ・ルール定義を選択します。

ルール・セット定義の論理の定義
ルール・セット定義を作成するには、ルール・セットを構成するために組み合わせ
るデータ・ルール定義またはデータ・ルールを指定します。

手順
1. ナビゲーター・メニューの「開発」アイコンから「データ品質」を選択します。
2. ルール・セット定義を作成するか、既存のルール・セット定義を開きます。
3. 「品質制御」タブをクリックします。
4. 「ルール・エレメント」列をクリックします。
5. 画面右側のタブ付きパレットにある「ルール定義」ワークスペースに移動しま
す。ルール・セットに追加するルール定義を選択します。
6. 「ルール定義」ワークスペースの下部にある「ルール・セットへの追加」をクリ
ックします。シフト・キーまたは Ctrl キーを押しながら、追加するデータ・ル
ールをすべて強調表示することによって、一度に複数のデータ・ルールを選択す
ることができます。選択が完了したら、画面下部の「ルール・セットへの追加」
をクリックします。
7. ルール・セット定義に組み込むルール定義をすべて追加したら、ワークスペース
の下部にある「保存」をクリックします。
8. 以下のいずれかのタスクを選択します。
a. 「テスト」をクリックして、ルール・セット定義の妥当性をテストします。
b. 「テスト結果の表示」をクリックして、ルール・セット定義の妥当性テスト
の結果を表示します。このテストは、期待したようにルール論理が動作し
て、ルール・セットがデータを分析しているかを確認するのに役立ちます。
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c. 「ルール・セットの生成」をクリックして、ルール・セット定義の論理に基
づいてルール・セットを作成します。ルール・セットの生成では、データ・
ルール定義の論理変数を選択して、変数を物理データ・ソースにバインドし
ます。
d. 「検証」をクリックして、作成中のルール・セット定義が有効であることを
確認します。
e. 「閉じる」をクリックして、ワークスペースを閉じます。

ルール・セットのベンチマークの設定
ルール・セットにベンチマークまたはしきい値を設定し、ルール・セットのさまざ
まな側面の評価に使用するターゲットの測定を定義します。妥当性、信頼性、ベー
スライン比較のベンチマークにより、データ品質で発生しうるエラーまたはばらつ
きの許容度を設定し、経時的にデータをモニターしながら、そうしたベンチマーク
にかかわるデータのトレンドを評価することができます。
データ・ルール・セット定義およびデータ・ルール・セットをビルドしている場
合、さまざまなベンチマークを使用して、データ品質に関する情報を収集すること
ができます。
妥当性ベンチマーク: 妥当性ベンチマークは、ベンチマークの定義で示した 1 つ
以上のルールに該当するレコード、または該当しないレコードの数またはパーセン
テージをモニターする場合に使用します。ベンチマークでは、レコードがルール・
セットの 1 つ以上のルールにパスしない場合に、それをルール・セット論理に該当
しないものとして定義します。ルール・セット・ワークスペースで「1 つ以上のル
ールに非該当のレコードのモニター」を選択します。
妥当性ベンチマークは、妥当性ベンチマーク・ワークスペースのメニューにある次
のオプションを使用して定義できます。まず、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
1 つ以上のルールに非該当の %
指定した 1 つ以上のルールに該当しなかったレコードのパーセンテージを
判別します。
指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい場合に
パスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できます。例え
ば、1 つ以上のルールに該当しないレコードのパーセンテージが 10 % を
上回らないようにするには、ベンチマークに "1 つ以上のルールに非該当の
% <= 10" を設定します。
1 つ以上のルールに非該当の数
指定した 1 つ以上のルールに該当しなかったレコードの数を判別します。
指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい場合に
パスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できます。例え
ば、1 つ以上のルールに該当しないレコードの数が 1000 を上回らないよう
にするには、ベンチマークに "1 つ以上のルールに非該当の数 <= 1000" を
設定します。
すべてのルールに該当の %
指定した 1 つ以上のルールに該当したレコードのパーセンテージを判別し
ます。指定した参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい
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場合にパスまたは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できま
す。例えば、すべてのルールに該当したレコードのパーセンテージが 90 %
を下回らないようにするには、ベンチマークに "すべてのルールに該当の
% >= 90" を設定します。
すべてのルールに該当の数
指定した 1 つ以上のルールに該当したレコードの数を判別します。指定し
た参照値と比較して、この値が大きい、小さい、または等しい場合にパスま
たは失敗の条件を表示するようにベンチマークを設定できます。例えば、す
べてのルールに該当したレコードの数が 9000 を下回らないようにするに
は、ベンチマークに "すべてのルールに該当の数 >= 9000" を設定します。
信頼性ベンチマーク: 信頼性ベンチマークを使用して、レコードが失敗となる、ル
ール・セット内のルールの数またはパーセンテージによって、パスまたは失敗のし
きい値を指定できます。例えば、ルール・セットに 10 個のルールが含まれる場合
に、半分のルール (50 %) に失敗したレコードを「信頼性が低い」レコードと見な
したりします。一定数の「信頼性が低い」レコードは許容しますが、「信頼性が低
い」レコードの数が一定の数またはパーセンテージを超えると、ルール・セットが
信頼性失敗を示すようにします。
データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、またはルール・セッ
トのワークスペースで「非該当ルール数によるレコードのモニター」を選択しま
す。
非該当ルール数の制限 (レコード当たりの非該当許容最大ルール数)
レコードが該当しないルールの最大パーセンテージ。これを超えると、「信
頼性が低い」と見なされます。
非該当の制限を超えたレコードの最大許容数:
許容できる「信頼性が低い」レコードの最大パーセンテージ。これを超える
と、ベンチマークが失敗します。
例えば、ルール・セットの半分のルールに失敗したレコードを「信頼性が低い」と
宣言し、合計レコードの 10 % が、信頼性が低いレコードであることを許容しま
す。次のようにベンチマークを指定します。
非該当ルールの制限: 50 %
非該当の制限を超えたレコードの最大許容数: 10 %

ベースライン比較ベンチマーク: ベースライン比較とは、ルール・セットの現行の
実行と、参照、つまりルール・セットのベースライン実行との品質の差を、レコー
ドによる失敗ルールの数の分散を比較することによって定量化するベンチマークで
す。レコード当たりの違反ルール数を、ベースライン実行におけるレコード当たり
の違反ルール数に対照して評価します。類似と低下は、非該当ルール平均数と標準
偏差を使用して計算されます。
ベースラインからの改善は、以下によって示されます。
v レコード当たりの非該当ルール平均数と標準偏差の両方が、ベースラインより小
さい実行。
v レコード当たりの非該当ルール平均数はベースライン実行と等しく、標準偏差は
小さい実行。
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v レコード当たりの非該当ルール平均数はベースライン実行より小さく、標準偏差
はベースライン実行の標準偏差と等しい実行。
ベースラインからの低下は、以下によって示されます。
v レコード当たりの非該当ルール平均数と標準偏差の両方が、ベースラインより大
きい実行。
v レコード当たりの非該当ルール平均数はベースライン実行と等しいが、標準偏差
は大きい実行。
v レコード当たりの非該当ルール平均数はベースライン実行より大きく、標準偏差
はベースライン実行の標準偏差と等しい実行。
ルール・セットを実行すると、各レコードは、ルール・セット内の任意の数のルー
ルに違反する可能性があります。実行の結果は、0 個のルール、1 個のルール、2
個のルールなどに違反したレコードのパーセンテージを表示する分布で特性を示さ
れます。分布は、各レコードが違反したルールの平均数と標準偏差で特性を示され
ます。ルール・セットの現行実行と、ベースライン実行により、2 つの異なるルー
ル平均数と標準偏差を含む 2 つの異なる違反ルール数分布が示されます。ベースラ
イン比較ベンチマークは、2 つの分布がどの程度類似しているか、または異なるか
を表示することによって、 2 つの実行の差を定量化します。
データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、またはルール・セッ
トのワークスペースで「ベースラインとの差によるレコードのモニター」を選択し
ます。
低下

ベースライン分布の外側 (右側) の実行の分布領域を評価します。低下は、0
% から 100 % までのメトリックです。 0 は、実行の分布が、ベースライ
ンよりレコード当たりで少ない違反を示していることを意味します。 100
% は、実行の分布が、完全にベースラインの外側にあることを意味しま
す。

類似

テスト実行とベースライン実行の両方の分布が交差する面を評価します。
100 % は、両方の分布が同一であることを意味します。

メトリック
メトリックを使用して、1 つ以上のデータ・ルール、ルール・セット、またはその
他のメトリック結果の詳細な統計結果を統合し、 1 つの意味のある測定にします。
これは、特定の加重平均、コスト要因、またはリスク計算である場合があります。
メトリックを作成および実行するプロセスを以下の図に示します。
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メトリック
のテスト

データ・ルールNO

メトリック
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メトリック
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メトリックのyz

図 7. メトリックを作成および実行するプロセス

メトリックの作成
メトリックはユーザーが定義する式であり、データ・ルール、ルール・セット、お
よびその他のメトリックに対して適用可能な測定を開発するために作成することが
できます。

このタスクについて
メトリックを作成して、評価されるソースのデータ品質に関する重要業績評価指標
(KPI) セットを設定できます。メトリックを使用して、複数のルールおよびルール・
セットの結果をアグリゲートし、複数のソースの高レベルの重要業績評価指標を得
ることができます。

手順
1. コンソールでナビゲーター・メニューの「開発」から、「データ品質」を選択し
ます。
2. 「タスク」ペインで「新規メトリック」をクリックします。
3. 必須: 「名前」フィールドにメトリックの名前を入力します。
4. オプション: 「説明 (略記)」と「説明 (すべて)」を指定します。
5. オプション: 「妥当性ベンチマーク」セクションで「ベンチマークを含める」を
選択して、データの妥当性を検査するためのベンチマークを設定します。
6. メトリックをフォルダーと関連付けるには、次のようにします。
a. 「フォルダー」ビューを選択します。
b. 「追加」をクリックします。フォルダーを名前で検索し、メトリックと関連
付けるフォルダーを選択することができます。
7. 新しいメトリックの論理を作成する場合、事前定義メトリックのさまざまな組み
合わせから選択して、メトリックの論理をビルドします。
a. 「メジャー」タブをクリックします。
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b. 一連の行の論理をグループにして 1 つの条件を形成する場合には、左括弧を
選択します。
c. メトリック式を組み立てます。メトリック式には、「式」パレットの「品質
制御」タブおよび「関数」タブから、ルール、ルール・セット、実行可能な
メトリック、および関数を含めることができます。
d. 一連の行の論理をグループにして 1 つの条件を形成するには、右括弧を選択
します。
e. ブール演算子を選択します。
8. 新しいメトリックを保存します。

次のタスク
これで、新しいメトリックをテストできます。

メトリックのビルドの論理
メトリック・ビルド・ワークスペースまたはフリー・フォーム・ビルダーで品質管
理の統計および関数を使用して、メトリック論理を作成できます。このメトリック
論理は、データ・ルール、データ・ルール・セット、およびその他のメトリック結
果からの統計結果に対して適用することができます。
メトリックの論理の作成では、統合された意味のある測定を生成するために、デー
タ・ルール、ルール・セット、およびその他のメトリックの結果に適用する式を構
成します。例えば、システムに無効な住所があると、住所 1 件につき 48 セントの
コストが会社にかかることが分かっている場合に、欠落したアドレス、無効な州コ
ード、および誤ったフォーマットの郵便番号を検査するルールの統計の合計を計算
して失った金額を算出するメトリックを作成することができます。このメトリック
は、次のようになります。
’( Invalid Address Rule # Number Failed + State Code Invalid Rule # Number
Failed + Zipcode Wrong Format Rule # Number Failed ) * 0.48’

メトリックでは、データ・ルール関連の統計、および式に入力するリテラル値を使
用して、基本的な算術関数を実行できます。次の品質制御、構文、および関数を使
用して、メトリックの論理を作成できます。

品質制御
メトリックのビルドでは、品質制御オプションを使用して、論理を構成できます。
品質制御オプションは、新規メトリックのビルド時に使用する、個別の各データ・
ルール、ルール・セット、またはメトリックの統計です。
メトリックのビルドに使用する品質制御を選択してから、関数をデータに適用した
り、品質制御コンポーネントを使用して算術演算を実行したりできます。例えば、
ABS(ruleA Total Records - ruleB TotalRecords)

を使用して、値が例えば 100 より小さいかどうかチェックできます。これは、ルー
ル ruleA および ruleB の両方は、許容度 100 (一方または他方が、他方よりも 100
レコードまで多くすることが可能) の同じサイズのデータ・セットに対して実行す
ることを意味します。また、2 つのルールの結果を比較する同様のメトリックをビ
ルドすることもできます。
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ABS(ruleA %failed - ruleB %failed)

このメトリックでは、2 つのルール間の失敗レートの絶対差異が示されます。
メトリックで、各種データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックのさまざ
まな統計を混合してマッチングさせることができます。例えば、プロジェクトのル
ール・セットから「1 レコードあたりの非該当ルールの割合の平均」を取得して、
このデータに関数を実行してから、これを除算したり、プロジェクトのデータ・ル
ールの「合計レコード」に加算したりします。さまざまな関数および品質制御コン
ポーネントを使用して、メトリックをビルドできます。メトリックのビルド時にリ
テラル値を入力することもできます。例えば、次のようにします。
データ・ルール A すべてのルールに該当の数 +
データ・ルール B すべてのルールに該当の数 –
5

この例では、5 は、メトリック・ビルド・ワークスペースに入力されるリテラルで
す。
使用可能なデータ・ルールの統計は、以下のとおりです。
合計レコード
テストされたレコード数。
妥当性の差異
妥当性ベンチマークの基準に適合しないレコードの数およびパーセント。
該当数 パスしたレコードの数。
非該当数
失敗したレコードの数。
該当 %
パスしたレコードのパーセンテージ。
非該当 %
失敗したレコードのパーセンテージ。
使用可能なルール・セットの統計は、以下のとおりです。
1 つ以上のルールに非該当の数
実行内で、各レコードについて 1 つ以上のルールが失敗したレコードの
数。
すべてのルールに該当の数
実行内で、ルール・セット内のすべてのルールの条件を満たすレコードの
数。
レコード当たりの平均非該当ルールの数
各レコードで該当しないルールの平均数。
レコード当たりの非該当ルールの標準偏差の数
各レコードで該当しないルール数の標準偏差。
1 つ以上のルールに非該当の %
実行内で、各レコードについて 1 つ以上のルールが失敗したレコードのパ
ーセンテージ (0 - 100)
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すべてのルールに該当の %
実行内で、ルール・セット内のすべてのルールの条件に該当するレコードの
パーセンテージ (0 - 100)。
1 レコードあたりの非該当ルールの割合の平均 (%)
各レコードで該当しないルールの平均パーセンテージ (0 - 100)。
レコード当たりの非該当ルールの標準偏差の割合 (%)
各レコードで該当しないルールのパーセンテージの標準偏差。
ベースライン比較の差異
ベースライン実行と比較した、メトリックの最後の実行の低下係数
信頼性の差異
非該当ルールの制限を超えたレコードの最大許容数を上回るレコードの数と
パーセント。
合計レコード
特定のルールに関連した合計レコード数。
妥当性の差異
妥当性ベンチマークの基準に適合しないレコードの数およびパーセント。
使用可能なメトリックの統計は、以下のとおりです。
メトリックの結果
メトリック評価の結果。

関数
関数作成時に加算 (+)、減算 (-)、乗算 (*)、除算 (/) などの基本的な数学関数を使
用することも、より複雑なセット関数およびスカラー関数を使用することもできま
す。関数を使用すると、メトリックの 1 つのパラメーターの中でデータに計算また
は変換を実行できます。次の表は、メトリックのビルド時に使用できるセット関数
について示したものです。
表 18. セット関数
関数

説明

関数の例

AVG( [ val1, val2,...] )

セット内に含まれている値の
平均を返します

AVG( [1,2,4] ) == 2.33

COUNT( [val1, val2, ...] )

セット内に含まれている値の
数を返します

COUNT([1,2,4]) == 3

MIN( [val1, val2, ...] )

セット内に含まれている値の
最小値を返します

MIN([1,2,4]) == 1

MAX( [val1, val2, ...] )

セット内に含まれている値の
最大値を返します

MAX([1,2,4]) == 4

SUM( [val1, val2, ...] )

セット内に含まれている値の
合計を返します。

SUM([1,2,4]) ==7

次の表は、メトリックのビルド時に使用できるスカラー関数について示したもので
す。
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表 19. スカラー関数
関数

説明

関数の例

ABS( expression )

式の絶対値を返します

ABS( -3 ) == 3

CEIL( expression )

引数以上で数学的整数に相当
する最小の (負の無限大に最
も近い) 入力値を返します。
ceiling 値とは、現行値以上で
最小の整数です。

値が 3.3 の場合、ceiling は
3.3 より大きい最小の整数で
あるため、4 になります。
CEIL( 3.3 ) == 4

EXP( expression )

与えられた式の指数値を返し
ます

EXP(1.0) == 2.71828

FLOOR( expression )

引数以下で数学的整数に相当
する最大の (正の無限大に最
も近い) 入力値を返します。
floor 値とは、現行値以下で
最大の整数です。

値が 3.3 の場合、floor は
3.3 より小さい最大の整数で
あるため、3 になります。
FLOOR( 3.3 ) == 3

LN ( expression)

指定された式の自然対数を返
します

LOG( 10 ) == 2.30259

LOG10( expression )

指定された式の 10 を底とす
る対数を返します

LOG10( 145.175643 )
==2.16189

RANDOM()

0.0 から 1.0 までのランダム
な浮動小数を返します

SQRT ( expression )

指定された値の平方根を返し
ます

SQRT ( 9 ) == 3

メトリックのビルド時に使用する独自のユーザー定義関数を作成することも可能で
す。

構文
フリー・フォーム・エディターを使用して、独自のメトリック論理を作成できま
す。フリー・フォーム・エディターでメトリック論理を作成する際には、適切な構
文を使用する必要があります。次の表は、メトリックの作成時に使用できる構文に
ついて示したものです。
表 20. フリー・フォーム・ビルダーで使用可能な構文
構文

説明

( ) (括弧)

順序または優先順位を設定する場合に使用す
る、括弧で囲んだ包含およびグループ演算を
表します。関数定義をカプセル化したり、関
数の引数の境界を定義したりする場合にも使
用できます。

+ (正符号)

2 つの値で加算を行います

- (ダッシュ)

2 つの値で減算を行います

* (アスタリスク)

2 つの値で乗算を行います

/ (スラッシュ)

2 つの値で除算を行います

^ (キャレット)

値の n 乗を求めます。例えば、2^4 は 16
(2*2*2*2) です。
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表 20. フリー・フォーム・ビルダーで使用可能な構文 (続き)
構文

説明

% (パーセント)

2 つの値のモジュラスを求めます。例えば、
8%3 は、2 になります (8 の中には 3 の 2
倍が入り、余りは 2 になります)。

メトリックのテスト
メトリックを作成したら、メトリック式が期待どおりに動作しているかを確認する
ために、それをテストすることができます。

手順
1. 新しいメトリックを作成するか、「データ品質」メニューから既存のメトリック
を開きます。
2. 「メジャー」タブをクリックします。
3. 「メジャー」タブにメトリック・データがあることを確認し、右下隅の「テス
ト」をクリックします。
4. 「テスト値」ワークスペースで、メトリックの各パラメーターについて「値」フ
ィールドに値を入力します。「値」フィールドを強調表示して「現行値のインポ
ート」をクリックし、メトリックから各パラメーターの値をインポートすること
もできます。
5. 「計算結果」をクリックして、テストの結果を入手します。結果は、「テスト結
果」ワークスペースに表示されます。
6. 完了したら、右下の「閉じる」をクリックします。

次のタスク
メトリックをテストした後、それを編集することや、実行することができます。

グローバル論理変数
グローバル論理変数とは、ファクトまたは特定データを表すために設定できる値で
す。グローバル論理変数を作成すると、それは、すべてのデータ・ルール定義およ
びデータ・ルールで使用可能な共有構成体になります。
今後変更される可能性がある値をデータ・ルール定義やデータ・ルールに定義する
必要がある場合、グローバル論理変数を使用すると便利です。データが変更された
場合、ルール定義およびデータ・ルール内の複数の場所でデータを変更する代わり
に、論理変数を変更するだけで済みます。
作成した論理変数は、プロジェクトに必要な任意のソース・データにバインドでき
ます。ソース・データが変わった場合、または新しい表にバインドされるようにグ
ローバル論理変数を切り替える場合には、バインディングを新しい表に切り替えま
す。これにより、論理変数にバインドされているすべてのデータ・ルールが更新さ
れます。
「マイ・ホーム」ワークスペース・グループの「メタデータ管理」セクションにあ
る「グローバル論理変数」ワークスペースのすべての論理変数を管理できます。こ
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のワークスペースには、システムのすべてのグローバル論理変数がリストされま
す。これらは、すべてのプロジェクトにわたります。
グローバル変数を作成するには、まず、名前とデータ・タイプを入力します。数
値、ストリング、または日付のようなタイプを選択した場合、データ・タイプのフ
ォーマットが制限されることがあります。制限があるデータ・タイプを選択した場
合には、互換ターゲットのみにデータをバインドできます。データ・タイプを「い
ずれか」に設定すると、すべてのデータ・タイプの制限を取り除くことができま
す。データ・タイプを定義したら、物理列またはリテラルにバインディングを定義
できます。
グローバル論理変数を定義する際には、変数の例を含めることを考えてください。
分かりにくい値にバインドされた列やストリングの場合には、例が役立つことがあ
ります。今後参照する場合のために、値の意味の例を示しておくと便利です。
グローバル論理変数を含むルール定義からデータ・ルールを生成する準備が整った
ら、ルールを実行する前に、グローバル変数のバインドが必要です。

グローバル論理変数の作成
グローバル論理変数を作成して、特定データに対する共通した一貫性のある関連ま
たはリンクを設定します。

このタスクについて
グローバル論理変数を作成すると、それは、データ・エレメントまたはリテラル・
データ値に明示的にバインドされます。例えば、グローバル論理変数 "StateCode"
が、データ・ソース "MasterStateCodeTable" の列 "StateCodeReference" にリンクさ
れます。

手順
1. ナビゲーター・メニューの「ホーム」アイコンから、「メタデータ管理」 >
「グローバル論理ルール変数」を選択します。
2. 「タスク」ペインで「新規作成」をクリックします。
3. 新しいグローバル論理変数の説明情報を入力します。
4. グローバル論理変数のデータ・タイプを選択して、グローバル論理変数にバイン
ドするデータ・ソースまたはリテラルを選択し、「バインディングとして設定」
をクリックします。
5. 「保存」をクリックします。

データ・ルール、メトリック、およびルール・セットの出力結果へのアクセ
ス
出力結果には、IBM InfoSphere Information Analyzer の「マイ・ホーム」ワークスペ
ース、プロジェクト・ダッシュボード、または「データ品質」ワークスペースから
アクセスできます。
実行されたすべてのデータ・ルール、メトリック、およびルール・セットの結果の
サマリーを素早く表示するには、 InfoSphere Information Analyzer のホーム・ペー
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ジとプロジェクト・ダッシュボードが最適です。ここで、各項目について合計した
統計を表示し、必要に応じて詳細に掘り下げることができます。
「マイ・ホーム」ワークスペースとプロジェクト・ダッシュボードには、各デー
タ・ルール、ルール・セット、およびメトリックの状況が表示されます。緑のチェ
ック・マークは、結果の統計がベンチマーク基準に適合したことを示します。赤の
感嘆符は、ジョブが失敗したことを示します。赤の「X」は、結果の統計が、指定さ
れた 1 つ以上のベンチマーク基準に適合していないことを示します。複数の赤の
「X」マークがある場合には、いくつもの実行について結果がベンチマーク基準に適
合しなかったことを示します。実行ごとに 1 つの「X」が示され、最大は 3 つで、
これは全体的なトレンドを表します。
InfoSphere Information Analyzer の「マイ・ホーム」ワークスペース
「マイ・ホーム」ワークスペースから、画面右上の構成アイコンをクリック
することにより、すべてのデータ・ルール、メトリック、およびルール・セ
ットの出力結果を表示できます。
1. メトリック・サマリー、データ・ルール・サマリー、またはルール・セ
ット・サマリーをホーム・ページに追加するには、「マイ・ホームを構
成する」ワークスペースの左下にある「追加」ボタンをクリックしま
す。
2. 表示する出力に応じて、「メトリック」タブ、「データ・ルール」タ
ブ、または「ルール・セット」タブをクリックします。
注: データ・ルール、メトリック、およびルール・セットが、そのサマ
リー・ワークスペースにそれぞれ表示されます。「データ・ルール・サ
マリー」ワークスペース、「ルール・セット・サマリー」ワークスペー
ス、および「メトリック・サマリー」ワークスペースが表示されます。
また、「すべての品質制御のサマリー」タブをクリックすると、デー
タ・ルール、メトリック、およびルール・セットが表示されます。
3. 構成ワークスペースで各種フォルダーから組み込むデータ・ルール、メ
トリック、またはルール・セットを選択し、ワークスペース下部の
「OK」をクリックします。これにより、そのコンポーネントが「マイ・
ホーム」ワークスペースに保存されます。
4.

表示したい領域にヘッダーをドラッグすることによって、「マイ・ホー
ム」ワークスペース上でコンポーネントを移動します。

5. 各データ・ルール、メトリック、またはルール・セットの状況を、指定
したベンチマークと共に表示します。
6. 個別の出力を表示するデータ・ルール、メトリック、またはルール・セ
ットを強調表示し、「結果の表示」をクリックします。これにより、
「データ品質」ワークスペースに移動します。ここで、個別の出力結果
に掘り下げることができます。
プロジェクト・ダッシュボード
「概要」アイコンから「ダッシュボード」を選択し、「品質」タブをクリッ
クします。各ルール・セット、データ・ルール、およびメトリックが実行さ
れた時刻、それぞれの状況、各ルール・セット、データ・ルール、またはメ
トリックの構成時に指定したベンチマークを表示することができます。デー
タ品質コンポーネントを強調表示して「結果の表示」をクリックすることに
よって、個別の出力結果を表示できます。
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「データ品質」ワークスペース
「開発」アイコンから「データ品質」を選択します。任意のデータ・ルー
ル、ルール・セット、またはメトリックを強調表示して「出力の表示」をク
リックします。
個別のデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリック
「開発」アイコンから「データ品質」を選択します。任意のデータ・ルー
ル、ルール・セット、またはメトリックを強調表示して「開く」をクリック
します。「出力の表示」をクリックします。

データ・ルール、メトリック、およびルール・セットの出力結果の
表示
IBM InfoSphere Information Analyzer ワークスペースの 4 つの異なるパートからデ
ータ・ルール、メトリック、およびルール・セットの出力結果を表示できます。
InfoSphere Information Analyzer の「マイ・ホーム」ワークスペース、プロジェク
ト・ダッシュボード、または「データ品質」ワークスペースから結果を表示できま
す。
「出力の表示」ワークスペースでは、データ品質エレメントの履歴をテキストで要
約した「履歴」ワークスペースのデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリ
ックに関する詳細を示すほか、実行結果のトレンドを示したグラフィカル・ビュー
も示します。表示される出力は、個別の各データ・ルール、ルール・セット、およ
びメトリックの作成時に出力をどのように構成したかによって異なります。次のよ
うにデータ品質項目に対して出力エレメントが表示されます。
データ・ルール
「履歴」ワークスペースでは、統計やベンチマークなど、データ・ルールの
個別の実行に関する詳細を表示できます。「ベースラインに指定」をクリッ
クして、グラフィカル・ビューの開始点を設定します。「注釈」アイコンを
クリックすることによって、「履歴」ワークスペースに注釈を追加すること
もできます。
データ・ルールのグラフィカルな履歴を表示するには、画面左下のグラフ・
アイコンをクリックします。グラフに表示するデータ・ルール実行の開始日
と終了日を変更できます。また、「非該当 %」または「該当数」を表示す
るようにビューを変更することもできます。グラフのコンポーネントの詳細
については、画面左下の凡例を使用してください。
「履歴」ワークスペースから「詳細の表示」をクリックすると、特定のデー
タ・ルール実行の詳細が表示されます。「詳細の表示」ワークスペースで、
「概要」タブまたは「結果」タブをクリックして、特定のデータ・ルール実
行に関する統計と結果を表示します。出力の構成方法に応じて、すべての例
外の詳細を表示できます。ここでの表示内容は、出力構成に一致します。表
示されるフィールドは、特定データ・ルールの出力設定時に組み込むように
選択した列に基づきます。「エクスポート」をクリックして、データ・ルー
ルのデータを固定長のテキスト・ファイルまたは区切り文字で区切られたテ
キスト・ファイルにエクスポートできます。
ルール・セット
「履歴」ワークスペースでは、データ・ルール、統計、およびベンチマーク
の個別の実行に関する詳細を表示できます。「ベースラインに指定」をクリ
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ックして、グラフィカル・ビューの開始点を設定します。「注釈」アイコン
をクリックすることによって、「履歴」ワークスペースに注釈を追加するこ
ともできます。「詳細の表示」をクリックすると、特定のデータ・ルール実
行の詳細が表示されます。
ルール・セットのグラフィカルな履歴を表示するには、画面左下のグラフ・
アイコンをクリックします。次のグラフィカル・ビューから選択できます。
v 妥当性
v 信頼性
v ベースライン比較
v 非該当ルール数
各グラフに表示するルール・セット実行の開始日と終了日を変更できます。
グラフのコンポーネントの詳細については、画面左下の凡例を使用してくだ
さい。
「詳細の表示」ワークスペースで、「概要」タブまたは「結果」タブをクリ
ックして、特定のデータ・ルール実行に関する統計と結果を表示します。
「概要」ワークスペースには、平均、標準偏差、統計、ベンチマークなど、
ルール・セットに関する詳細が示されます。
「結果」タブには、4 つの異なるビューがあります。画面左側の「ビューの
選択」メニューで、表示するビューをクリックします。
レコード
ルール・セットに対するすべてのレコードを表示します。ルール・
セットの各実行結果で非該当のすべてのルールを表示できます。ル
ール・セットの実行レコードを強調表示すると、画面下部の「選択
したレコードが該当しないルール」ワークスペースに、ルールに違
反した個別のレコードが表示されます。
ルール ルール・セットのすべてのルールを表示します。一度に複数のルー
ルを選択できます。いずれかのルール、あるいは両方のルールに失
敗したすべてのレコードを表示する場合には「和集合」を選択し、
両方のルールに失敗したレコードを表示する場合には「共通な値」
を選択します。
分散

このビューでは、1 つ以上の違反があったレコードのパーセントを
示します。「非該当ルール数」または「非該当ルールの割合 (%)」
でレコードをソートできます。

パターン
このビューでは、ルール・セット・レコードのパターンを示しま
す。ルール A に違反があったときに、ルール B もその 97 % で
失敗したなどの情報を示すことができます。 2 つのルール間に関連
があるかどうかを示す確信度を提供します。これは、ルール・パタ
ーン間の相関を見つけるのに役立ち、 2 つのルール間の従属性また
は関係を示します。
出力の構成方法に応じて、すべての例外の詳細を表示できます。ここでの表
示内容は、出力構成に一致します。表示されるフィールドは、特定データ・
ルールの出力設定時に組み込むように選択した列に基づきます。「エクスポ
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ート」をクリックして、データ・ルールのデータを固定長のテキスト・ファ
イルまたは区切り文字で区切られたテキスト・ファイルにエクスポートでき
ます。
メトリック
「履歴」ワークスペースでは、メトリックの個別の実行に関する詳細を表示
できます。「ベースラインに指定」をクリックして、グラフィカル・ビュー
の開始点を設定します。「注釈」アイコンをクリックすることによって、
「履歴」ワークスペースに注釈を追加することもできます。「詳細の表示」
をクリックすると、特定のメトリック実行の詳細が表示されます。
メトリックのグラフィカルな履歴を表示するには、画面左下のグラフ・アイ
コンをクリックします。グラフに表示するデータ・ルール・メトリック実行
の開始日と終了日を変更できます。グラフのコンポーネントの詳細について
は、画面左下の凡例を使用してください。
「履歴」ワークスペースから「詳細の表示」をクリックすると、特定のメト
リック実行の詳細が表示されます。「詳細の表示」ワークスペースで、「概
要」タブまたは「結果」タブをクリックして、特定のメトリック実行に関す
る統計と結果を表示します。出力の構成方法に応じて、すべての例外の詳細
を表示できます。ここでの表示内容は、出力構成に一致します。表示される
フィールドは、特定メトリックの出力設定時に組み込むように選択した列に
基づきます。「エクスポート」をクリックして、データ・ルールのデータを
固定長のテキスト・ファイルまたは区切り文字で区切られたテキスト・ファ
イルにエクスポートできます。

データ品質のアクティビティー履歴の表示
監査証跡機能を使用して、データ・ルール定義、データ・ルール、メトリック、ル
ール・セット定義、およびルール・セットのアクティビティー履歴を表示すること
ができます。監査証跡機能では、各データ品質オブジェクトのアクティビティー履
歴 (作成、変更、実行の日時など) を追跡します。

このタスクについて
データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、ルール・セット、お
よびメトリックの監査証跡機能を使用して、これらのオブジェクトの作成日時、実
行または変更の日時、各アクションを開始したユーザーなど、その履歴を表示する
ことができます。監査証跡を使用して、ルール定義、ルール・セット定義、デー
タ・ルール、ルール・セット、およびメトリックのアクティビティーにかかわる詳
細を示すことによって、管理の観点から特定の品質制御に関連するイベントの発生
を検証することができます。

手順
1. ナビゲーター・メニューの「開発」アイコンから「データ品質」を選択します。
2. 既存のデータ・ルール定義、実行可能ファイル、またはルール・セットを開きま
す。
3. 「概要」タブで、画面左側の「ビューの選択」メニューを見つけます。
4. 「監査証跡」ビューをクリックします。
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5. 「監査証跡」ワークスペースに「イベント」、「詳細」、「連絡先」、および
「日付と時間」のフィールドが表示されます。「監査証跡」ワークスペースの上
部にあるスクロール矢印をクリックして、監査証跡の一連のレコードの中を移動
します。
6. 画面右側の「ページ当たりの項目数」メニューに移動し、監査証跡ワークスペー
スの各ページに表示するレコード数を選択します。
7. 監査証跡ワークスペースで、詳細が必要な「イベント」を強調表示し、画面右下
隅の「定義を開く」をクリックします。
8. 監査証跡ワークスペースのイベントを実行するには「実行」、特定イベントの出
力を表示するには「出力の表示」、イベントが有効であることを確認するには
「検証」、イベントを閉じるには「閉じる」、イベントに行った変更を保存する
には「保存」を選択します。

データ・ルール定義とフォルダーの関連付け
フォルダーには、データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックを整理した
り、表示したりできる機能があります。フォルダーを使用すると、さまざまなビジ
ネス・タスクに基づいてデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリックを整
理したり、それらをデータ・ソース別またはシステム別に整理したりできます。

このタスクについて
フォルダーの編成は、自由な形でカテゴリー化できます。オブジェクトの全リスト
を検索する代わりに、関連階層を作成して、使用頻度の高いデータ・ルール、ルー
ル・セット、またはメトリックの出力を追跡および表示できます。フォルダーは、
「データ品質」ワークスペースと「ホーム・ページ」に表示されます。

手順
1. コンソールのナビゲーター・メニューで「開発」アイコンをクリックして、「デ
ータ品質」を選択します。
2. 作業対象のデータ・ルール定義をダブルクリックするか、データ・ルール定義を
選択して「タスク」メニューで「開く」をクリックします。
3. 「ビューの選択」メニューで「フォルダー」を選択します。新しいデータ・ルー
ルのフォルダーを作成する場合、フォルダーの関連はまだありません。
4. 「追加」をクリックします。
5. データ・ルール定義と関連付けるフォルダーを選択し、「追加」をクリックしま
す。
6. 「OK」をクリックすると、選択したフォルダーが関連フォルダーのリストに追
加されます。
注: フォルダーを削除するには、「品質制御フォルダー」ワークスペースでフ
ォルダーを強調表示し、画面右側の「削除」をクリックします。
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ルール定義と用語、ポリシー、および連絡先の関連付け
ルール定義を IBM InfoSphere Business Glossary 用語と関連付けると、ルール定義
に追加の意味を提供できます。また、リポジトリー内のポリシーまたは連絡先をル
ール定義と関連付けることもできます。

このタスクについて
「用語」ワークスペースを表示して使用するには、InfoSphere Business Glossary 作
成者およびユーザーのロールが必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Analyzer コンソールのナビゲーター・メニューで
「開発」アイコンをクリックして、「データ品質」を選択します。
2. データ・ルール定義を選択して「開く」をクリックするか、「新規データ・ルー
ル定義」をクリックします。
3. 「ビューの選択」メニューで「添付」を選択します。新しいデータ・ルールの用
語、ポリシー、または連絡先を関連付ける場合、関連はまだありません。
4. 「用語」、「ポリシー」、または「連絡先」ワークスペースで、「追加」を選択
します。
5. 追加するデータを選択して「追加」をクリックします。
注: 用語、ポリシー、または連絡先を削除するには、項目を強調表示し、画面
右側の「削除」をクリックします。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。

データ・ルールおよびルール・セットのデバッグ
デバッグ・ログ・オプションを使用して、ルール論理の中で正常なルール評価を阻
んでいるエラーを切り分けることができます。

デバッグ・ログ・オプションの設定
データ・ルールのジョブ・スケジューラー画面からデバッグ・ログ・オプションを
設定することができます。

手順
1. デバッグ・ログ・オプションは、ユーザー・インターフェースの次のウィンドウ
から選択できます。
v 「データ・ルール定義」 > 「テスト」 > 「ジョブのサブミット」ステップ >
「オプション」タブ
v 「ルール・セット定義」 > 「テスト」 > 「ジョブのサブミット」ステップ >
「オプション」タブ
v 「データ・ルールの実行」 > 「オプション」タブ
v 「ルール・セットの実行」 > 「オプション」タブ
2. 「デバッグ・ログの作成」を選択し、ログに含めるレコード数を指定します。
3. データ・ルールまたはルール・セットを実行します。
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次のタスク
データ・ルールまたはルール・セットを実行した後、次のウィンドウから「デバッ
グ・ログの表示」を選択することによって、デバッグ・ログを表示できます。
v 「データ・ルール」 > 「出力の表示」 > 「詳細の表示」 > 「結果」タブ
v 「ルール・セット」 > 「出力の表示」 > 「詳細の表示」 > 「結果」タブから選
択し、「レコード別」または「ルール別」を選択
v 「テスト結果の表示」 > 「結果」タブ
v 「テスト結果の表示」 > 「結果」タブを選択して「レコード別」または「ルール
別」を選択
デバッグ・ログを表示したら、さらに分析するためにログをエクスポートしたり、
データ・ルールまたはルール・セットのデバッグのために別のユーザーに送信した
りすることができます。

デバッグ・ログの表示
デバッグ・ログを表示して、過程の各ステップでデータ・ルールまたはルール・セ
ットの条件および関数がどうなっているかを確認することができます。

デバッグ・ログの解釈方法
評価の各ステップを行います (各行が、ルールの評価のステップに相当すると見な
します)。このようにして、ルール論理の中で正常なルール評価を阻んでいるエラー
を切り分けることができます。
データ・ルールまたはルール・セットの特定の列について、 IBM InfoSphere
Information Analyzer がそのデータをどのように認識しているかを確認できます。次
のデバッグ・ログのサンプルでは、colA、colB、colC、および colD の値を確認でき
ます。
v 関数を適用した場合には、uppercase(colA) のように、それが特定の値を返したこ
とを確認できます。
v 計算を適用した場合には、colC + colD のように、その特定レコードの結果を確
認できます。
v 条件が評価された場合には、返された結果が true であるか、false であるかを
確認できます。
v レコードがルールに該当したと見なされたかどうかを確認できます。
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図 8. デバッグ・ログの例

品質コンポーネントのデプロイ
基本的なデプロイメントのシナリオとしては、IBM InfoSphere Information Analyzer
の品質コンポーネントを開発環境またはテスト環境から 1 つ以上の実稼働環境に移
動します。データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、ルール・
セット、グローバル変数、およびメトリックなどの品質コンポーネントをインポー
トおよびエクスポートすることができます。
開発またはテストの IBM InfoSphere Information Server インスタンスから複数の実
稼働環境の InfoSphere Information Server サーバーに品質コンポーネントを移動す
るほかに、バックアップおよびリストアを目的としてインポートおよびエクスポー
トを使用することも可能です。

インポート・ウィザードの使用
インポート・ウィザードを使用して、前にエクスポートされてサーバー上に存在す
るファイルから品質コンポーネントをインポートします。

手順
1. インポートするに、次のようにします。
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、またはルール・
セットの場合、「開発」 > 「データ品質」を選択し、「インポート」をクリ
ックします。
v グローバル論理変数の場合、「ホーム」 > 「メタデータ管理」 > 「グローバ
ル論理変数」を選択し、「インポート」をクリックします。
2. サーバー上のインポート対象ファイルのロケーションを入力し、「ファイルの表
示」をクリックします。サーバーのロケーションへのアクセス権限が必要です。
3. グリッドからインポートするパッケージを選択し、「次へ」をクリックします。
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4. ウィザードの「インポートの詳細」ウィンドウに、パッケージ名、インポートす
る項目数、パッケージのサイズ、およびパッケージ・インポートの日時がリスト
されます。「インポート」をクリックします。
5. 名前または ID (内部的に保管されているファイルの固有属性) が競合する場合、
次のいずれかのオプションを選択して「次へ」をクリックします。
v 名前競合の場合の選択オプションは以下のとおりです。
– 既存の項目を置換しない
– 既存の項目をインポートされた項目に置換する
– インポートされた項目にカスタム接尾部を追加する。資産名の接尾部 (_new
など) を入力します。
v ID 競合の場合の選択オプションは以下のとおりです。
v 既存の項目を置換しない
v 既存の項目をインポートされた項目に置換する
6. パッケージが正常に完了したら、「OK」をクリックします。

エクスポート・ウィザードの使用
エクスポート・ウィザードを使用して、サーバー上のファイルに品質コンポーネン
トをエクスポートします。

手順
1. エクスポートするには、次のようにします。
v データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、またはルール・
セットの場合、「開発」 > 「データ品質」を選択します。グリッドから品質
制御を選択し、「エクスポート」をクリックします。
v グローバル論理変数の場合、「ホーム」 > 「メタデータ管理」 > 「グローバ
ル論理変数」を選択します。グローバル論理変数を選択し、「エクスポート」
をクリックします。
2. 「ロケーション」テキスト・フィールドにサーバー上の宛先ディレクトリーを入
力します。サーバーのロケーションへの書き込み権限が必要です。
3. エクスポートする資産と属性のオプションを選択します。
v データ・ルール定義およびルール・セット定義の場合、選択可能なオプション
は「フォルダーを含める」です。
v データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックの場合、オプションは以
下のとおりです。
– フォルダーを含める
– バインディングを含める。選択すると、「グローバル変数のエクスポー
ト」のオプションが有効になります。
– 出力構成を含める
– 結果履歴を含める
v グローバル論理変数の場合、オプションは「バインディングを含める」です。
4. 「エクスポート」をクリックします。
5. パッケージが正常に完了したら、「OK」をクリックします。
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第 15 章 Data Rules ステージ
Data Rules ステージを使用して、ジョブ・フロー内の任意の場所でデータ品質を検
査します。
Data Rules ステージを使用すると、IBM InfoSphere Information Analyzer で作成し
たルールをジョブ・フロー内に直接組み込むことができます。これらのルールは、
インストリーム・データの品質を検査します。 Data Rules ステージはジョブ内の任
意の場所に何回でも追加でき、データ例外がないか検査したり、データの品質を検
証したりできます。ジョブに追加のダウンストリーム・ステージを組み込むこと
で、無効なレコードを分析または変換し、有効なレコードをダウンストリームに送
信してさらに処理することができます。
Data Rules ステージでは、InfoSphere Information Analyzer で作成されたすべてのパ
ブリッシュ済みデータ・ルール定義を使用できます。また、そのステージ内でのみ
使用可能なルールを随時作成することもできます。InfoSphere Information Analyzer
のルール作成者ロールを割り当てられている場合は、ステージから直接、ルール定
義およびルール・セット定義を作成し、パブリッシュできます。パブリッシュされ
たルール定義はすべてメタデータ・リポジトリーに保存され、InfoSphere Information
Analyzer 内でも使用できるようになります。
Data Rules ステージでは、データの前処理 (Data Rules ステージで処理する前に、
データを正しいフォームにすること) や結果の後処理をデザインできます。また、
いくつかの Data Rules ステージをチェーニングしたり、正常なレコードと問題のあ
るレコードを別々のターゲット表に保管したりできる柔軟性も備えています。ジョ
ブ・フロー内の例外も管理でき、例えば、低品質のデータをデータウェアハウスに
パススルーしないようにできます。Data Rules ステージでは、3 つの出力タイプを
使用できます。それらは、すべてのルールを満たすデータ用の出力タイプ、1 つ以
上のルールを満たさないデータ用の出力タイプ、および不合格だった各レコードの
詳細情報が含まれる出力タイプです。詳細情報には、そのレコードが満たさなかっ
た各条件が記述されます。この情報を使用して追加分析を行い、データ障害の原因
を判定し、データ・ソースまたはジョブのストリーム内でこの障害を修正できま
す。
Data Rules ステージでも新規ルールを作成し、パブリッシュすることはできます
が、ルールは InfoSphere Information Analyzer で作成してから、ジョブ内に実装す
るようにしてください。InfoSphere Information Analyzer を使用すると、非オペレー
ショナル・データに対するルールをデザイン、テスト、デバッグ、および検証でき
ます。ルールが実稼働可能な状態になったら、ルールをパブリッシュし、Data Rules
ステージ内で実装します。このように責任を切り分けることで、デザイン・システ
ム、テスト・システム、実動システム、ルール、およびデータを保護できます。
Data Rules ステージを使用するジョブを実行すると、ステージの出力はダウンスト
リーム・ステージに渡されます。InfoSphere Information Analyzer と異なり、ジョブ
は、結果や履歴を情報分析データベース (IADB) に保管しません。
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InfoSphere Information Analyzer で作成されたルールを再使用する場合、または
InfoSphere Information Analyzer で新規ルールを作成し、それを Data Rules ステー
ジで使用する計画の場合は、次の要件に注意してください。
v Data Rules ステージは、ルール定義のみを処理し、InfoSphere Information
Analyzer 実行可能ルールは処理しません。バインディング、結合条件、および出
力定義は、InfoSphere DataStage Data Rules ステージのステージ・エディター内で
定義する必要があります。例えば、1 つ以上の結合が必要なルール定義を使用す
る場合は、Join ステージをジョブに追加する必要があります。
v Data Rules ステージは、ベンチマークとメトリックをサポートしません。
構成の大部分は、データ・ルール・エディター内で実行します。データ・ルール・
エディターは、Data Rules ステージの「ステージ」 > 「全般」タブから使用できま
す。ルール・エディターには、「入力」タブと「出力」タブがあります。「入力」
タブでは、ステージに組み込むルールを選択し、次に各ルール変数を入力リンクの
列またはリテラル値にマップまたはバインドします。「出力」タブでは、出力リン
クに渡す列を選択します。さらに、追加の統計および属性 (日付、時間など) を指定
して、出力に追加したり、カスタム式を作成して計算を実行したりできます。

Data Rules ステージの前提条件
Data Rules ステージを使用する前に、必要なバージョンのソフトウェアがご使用の
システムに存在することを確認し、Microsoft Internet Explorer でスクリプトを有効
にしてください。
Data Rules ステージを使用する場合の前提条件は、次のとおりです。
1. IBM InfoSphere Information Analyzer バージョン 8.7 がインストールされている
必要があります。
2. IBM InfoSphere DataStage バージョン 8.7 がインストールされている必要があり
ます。
3. Microsoft Internet Explorer バージョン 7 以上がクライアント・マシンにインス
トールされている必要があります。
4. クライアント・マシンの Internet Explorer でスクリプトを有効にする必要があり
ます。 Internet Explorer セキュリティーでスクリプトを有効にする方法は 2 と
おりあります。
v サービス層のホスト名を信頼済みゾーンに追加します。この方法は、サービス
層のスクリプトのみを有効にします。
v アクティブ・スクリプトを有効にします。この方法は、すべての Web サイト
のスクリプトを許可します。
注: スクリプトを有効にしないと、Data Rules ステージ・ページからはじめて
「データ・ルールの構成」をクリックしたとき、空白画面にエラー・メッセージ
が表示され、その画面でスクリプトを有効にできます。その時点でスクリプトを
有効にした場合、データ・ルール・エディターで「閉じる」ボタンをクリックし
てから、再度「データ・ルールの構成」をクリックして、エディターのインター
フェースにアクセスする必要があります。
サービス層のホスト名を「信頼済みゾーン」に追加するには、次のようにします。

208

ユーザー・ガイド

1. Internet Explorer を開いて、「ツール」 > 「インターネット オプション」を選
択します。
2. 「セキュリティ」タブで、「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」をクリック
します。
3. サービス層のホスト名を入力します。ポート番号またはプロトコルは含めないで
ください。次に、「追加」をクリックします。
アクティブ・スクリプトを有効にするには、次のようにします。
1. Internet Explorer を開いて、「ツール」 > 「インターネット オプション」を選
択します。
2. 「セキュリティ」 > 「インターネット」を選択し、次に「レベルのカスタマイ
ズ」をクリックします。
3. リストの「スクリプト」セクションまでスクロールし、「アクティブ スクリプ
ト」の下の「有効にする」をクリックします。

ルール定義 (Data Rules ステージ)
ルール定義は、データ・セットの特定の条件を評価する論理式です。
ルール定義を作成するときは、ジョブの中を流れるデータを分析するロジックを定
義します。例えば、一部のレコードに顧客の「姓」が含まれないという懸念がある
場合、次のルールを作成し、「姓」が存在すること、「姓」フィールドの値がスペ
ース文字でないことを検査できます。
LastName EXISTS AND LastName <> " "

このルールは、データが有効かどうか検査します。「姓」が存在し、かつ非 NULL
であれば、ルールは True と評価されます。一方、データが無効かどうかを検査す
るルールを作成することもできます。次のルールは、「姓」が欠落しているかどう
か、または「姓」フィールドの値が NULL かどうかを検査します。いずれかの条件
が真だった場合、レコードは無効であり、ルールは True と評価されます。
LastName NOT EXISTS OR LastName = " "

関連のあるルールを管理するには、ルール・セットを使用します。例えば、ある会
社がビジネス・ルールを定義し、有効な顧客レコードには有効な顧客番号、有効な
地域、および姓と名の両方が含まれなければならないと規定するとします。ルール
論理を使用すると、このビジネス・ルールを記述した次のようなルール定義を作成
できます。
v 顧客番号は、3 つの数値、ダッシュ、3 つの文字、ダッシュ、および 3 つの数値
で構成されなければならない。
Account MATCHES_REGEX ’^[0-9]{3}-[a-zA-Z]{3}-[0-9]{3}$’

v 有効な地域は、north、south、east、および west のみとする。
Region IN_REFERENCE_LIST {’north’, ’south’, ’east’, ’west’}

v 顧客の「名」が存在しなければならず、NULL であってはならない。
FirstName EXISTS AND FirstName <> " "

v 顧客の「姓」が存在しなければならず、NULL であってはならない。
LastName EXISTS AND LastName <> " "
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顧客レコードを検証する必要があるたびに、これら 4 つのルール定義をそれぞれ個
別に Data Rules ステージに追加することもできますが、これらのルールをすべて 1
つのルール・セット定義に結合することもできます。例えば、このルール・セット
の名前を ValidCustomers にするとします。この場合、顧客レコードを検証する必要
があるときは必ず、ValidCustomers ルール・セットをステージに追加します。セッ
ト内のルールはすべてステージに追加されます。
上の例の場合、変数は、Account、Region、FirstName、および LastName です。しか
し、データ・ソースによっては、異なる列名を使用して、同じタイプのデータを記
述している場合があります。例えば、あるソースは列名「ロケーション」を使用し
て地域を記述し、また別のソースは「テリトリー」という用語を使用している場合
があります。各データ・ソースでルールを構成する際は、各ルール変数を、関連す
るデータを含んでいる列にマップまたはバインドします。そうすると、ジョブの実
行時、Data Rules ステージによって各変数名がマップ先のデータ・ソースの列名に
置換され、レコードごとに、列の各フィールドの値がルールに従って評価されま
す。

ルール定義の作成 (Data Rules ステージ)
ルール作成者である場合、ルール定義とルール・セットを作成できます。

このタスクについて
グローバル変数、ベンチマーク、およびメトリックを除いて、Data Rules ステージ
は、IBM InfoSphere Information Analyzer に備わっているすべてのルール作成機能を
提供します。 Data Rules ステージからパブリッシュしたルール定義とルール・セッ
ト定義は、メタデータ・リポジトリーに保存されます。メタデータ・リポジトリー
内のルール定義とルール・セット定義は、Data Rules ステージの任意のインスタン
スと InfoSphere Information Analyzer 内で使用可能になります。

手順
1. データ・ルール・エディターの「選択済みルール」ペインで、「新規作成」をク
リックします。
2. ルールの名前とルール論理を入力します。
3. ルール論理は手動で入力するか、「論理に追加」をクリックして、関数、検査、
括弧、および条件ステートメントのリストにアクセスし、ルールに追加できま
す。
4. 「保存」をクリックします。

次のタスク
グリッド内のルール定義を選択し、そのルール定義を編集、コピー、またはパブリ
ッシュできます。
v 選択したルール定義を変更する場合は、「編集」をクリックします。
v 選択したルールをルール定義を作成するためのモデルとして使用する場合は、
「コピー」をクリックします。
v 選択したルール定義をパブリッシュする場合は、「パブリッシュ」 > 「ルール定
義」をクリックします。
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ルール論理の構文
ルール論理は、ルールで何を評価し、その評価をどう実行するかを記述します。
表 21. ルール論理の構文
コンポーネント

構文

例

ブール演算子

AND、OR

value >0 AND value<100

ブール・グループ

( )

(valueA=0) AND (valueB=0)
OR valueC=0)

条件

IF、THEN、ELSE、NOT

IF age>18 THEN status NOT
CONTAINS 'child'

名前

名前には次の文字を使用でき
ます。

age>0 AND client_ID EXISTS

v 英字
v 文字 (Letter) カテゴリーに
属す Unicode 文字
v 数字
v アンダースコアー (_)
v 疑問符 (?)
v ドル記号 ($)
変数名の先頭文字は英字でな
ければなりません。名前にピ
リオドおよびスペースを含め
ることはできません。
数値定数

数字 (0-9) を含んでいる数値
定数。ロケール固有の形式で
なく、マシン形式
(12345.789) で指定します。
数値定数に引用符、小数点、
小数部の区切り文字を含める
ことはできません。

col>10 AND col<12343.35

ストリング定数

ストリング定数は単一引用符
で囲みます (例えば、
'value')。ストリング自体に単
一引用符が含まれる場合、そ
れらの単一引用符の前に円記
号を付けます。ストリングに
円記号が含まれる場合は、円
記号の前にもう 1 つ円記号
を付けてください。

value<>'xyz' AND
value<>'John¥'s idea' AND
col<>'C:¥¥docs'

日時の定数

時間、日付、またはタイム・
スタンプを式にハードコーデ
ィングする場合は、
dateValue()、timeValue()、お
よび timestampValue() 関数を
使用します。

time>timeValue('08:45:00')
、date>dateValue('2008-3112')、
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

リスト

コンマ区切りの値のリストを
入力します。

'a','b','c' 1.54, 2.32, 34.12
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表 21. ルール論理の構文 (続き)
コンポーネント

構文

例

関数

関数名とそれに続けて括弧で
囲んだ関数パラメーターを入
力します。

ltrim(upper(col))='ABC'

コメント

次のフォーマットを使用して
コメントを入力します。
// コメント (ダブルスラッシ
ュの後にコメント)
または
/* コメント */ (/* と */ の
間にコメント)

IF country='01' /*01 =
France*/ THEN
region='EMEA')

検査

検査とそれに続けて必要な参
照データを入力します。

ソース・データ

ソース・データには、次のス
トリングを使用できます。
v 列名
v 変数名

# Test the value below the
limit
col < $limit
// default = 100
¥* end of test *¥

v 関数、算術演算子、および
変数で構成される式。式
は、文字またはストリング
のデータ・タイプに評価さ
れる必要があります。

ルール論理の検査
検査は、ルール定義に含まれるルール論理の一部であり、ソース・データが特定の
条件を満たすかどうかを判別します。ルール論理の作成時に検査を使用できます。
contains
ソース・データと参照データがストリングの一部である場合に、ソース・デ
ータが参照データを含んでいるか検査します。例えば、ストリング
「abcdef」は、「cd」は含んでいますが、「dc」は含んでいません。ソー
ス・データと参照データは両方がストリング・タイプでなければなりませ
ん。 contains 検査は大/小文字を区別します。ソース・データも参照データ
も、変数またはスカラー関数の結果にすることが可能です。ソース・データ
には、スカラー関数、算術演算、および変数で構成される式を使用できま
す。ただし、この式は、必ず文字またはストリングのデータ・タイプに評価
されるようにしてください。
構文は、次のとおりです。
source_data contains reference_data

比較
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ソース・データが参照データと等しいか検査します。等価検査を作成するに
は、演算子 =、>、<、>=、<=、または <> を使用します。ソース・データ
と参照データのデータ・タイプは互換性がなければなりません。ストリン
グ・データの場合、検査は大/小文字を区別します。また、検査ではデータ
内のすべての末尾スペースが無視されます。例えば、ソース・データまたは
参照データに name が含まれる場合、等価検査は「name」(データ・タイプ
が CHAR(10) の値) を一致として確認します。ストリング・データの場

合、検査は先行スペースは無視しません。データに先行スペースが含まれ、
大/小文字が混在する場合は、ストリング関数を使用して値を正規化してく
ださい。
exists

ソース・データに NULL 値がないか検査します。この検査は、ソース・デ
ータが NULL 以外の場合には true を返し、NULL の場合には false を返
します。
source-data exists

in_reference_column
ソース・データの値が、指定された参照列内に存在するか検査します。参照
列検査を使用して、値がマスター参照表に存在すること、または、2 つの表
の参照整合性が正しいことを確認することができます。ソース・データと参
照データのデータ・タイプは互換でなければなりません。このタイプの論理
は、別の表に存在する可能性もある別の列に対して検査を実行するため、列
の検査でない検査 (exists 検査、contains 検査など) より実行時間が長くな
ります。参照列検査を含むルール定義またはデータ・ルールをルール・セッ
トに入れる場合には、表を明示的に結合する必要があります。
source-data in_reference_column reference-column

in_reference_list
ソース・データの値が、指定された参照値リストに含まれるか検査します。
ソース・データと参照リストのデータ・タイプは互換でなければなりませ
ん。値のリストを大括弧 ({ }) の中に入力し、コンマを使用して各値を区
切ります。ストリング値を入力する場合は、引用符を使用します。数値はマ
シン形式 (123456.78) で入力してください。リストにはスカラー関数を含め
ることができます。
source-data in_reference_list {reference-list}

例えば、次のルールは、レコードが承認済み資材コードを使用しているか検
査します。
material_type in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

is_date ソース・データ (文字データ・タイプでなければなりません) が、有効な日
付形式か検査します。
source-data is_date

次のリストは、有効な日付形式の一覧です。日付形式は区切り文字がなくて
もかまいませんが、ダッシュ (-)、スラッシュ (/)、またはドット (.) の区切
り文字を使用することもできます。このリストでは、区切り文字にダッシュ
が使用されています。
v %yyyy-%mm-%dd
v %yy-%mm-%dd
v %mm-%dd-%yyyy
v %mm-%dd-%yy
v %yyyy-%dd-%mm
v %yy-%dd-%mm
v %dd-%mm-%yyyy
v %dd-%mm-%yy
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is_numeric
ソース・データが、未フォーマットの数値または特定のロケールに合わせて
フォーマット設定された数値を表しているか検査します。デフォルトでは、
現行ロケールが使用されます。特定のロケールのフォーマットを使用するに
は、'fr' (フランス) または 'de' (ドイツ) などのロケールの名前を参照データ
として指定します。例えば、「col is_numeric 'fr'」は、値が「100 000,00」
の場合 true を返し、「col is_numeric 'de'」は、値が「100.000,00」の場合
true を返します。言語の名前を表す ISO 639-1 コードのリストについて
は、http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php を参照してくださ
い。
source-data is_numeric optional_locale_name

matches_format
ソース・データの文字のシーケンスが、指定されたパターン・ストリングの
フォーマットと一致するか検査します。ソース・データとパターン・ストリ
ングは両方がストリングでなければなりません。
次の文字を使用してパターン・ストリングを構成します。パターン・ストリ
ングは引用符で囲んで入力してください。
v A - 任意の大文字を表します。
v a - 任意の小文字を表します。
v 9 - 0 から 9 の任意の数字を表します。
v x - 大文字または小文字の任意の英数字値を表します。
source-data matches_format pattern-string

例えば、次のルールは、2 つの大文字、ダッシュ、3 桁の数字、ピリオド、
2 桁の数字というフォーマットの製品コードを、ソースが含んでいるか検査
します。
source-data matches_format ’AA-999.99’

matches_regex
ソース・データが、パターン・ストリングで指定された文字または文字のス
トリングを含んでいるか検査します。パターン・ストリングには、文字スト
リングの位置 (先頭、中間、または終り) を含めることができます。
source-data matches_regex pattern-string

matches_regex データ・チェックで、正規表現を検査できます。正規表現
は、フォーマット、特定の文字、または特定シーケンスのテキスト・データ
など、ストリング・データを評価するための規則です。 InfoSphere
Information Analyzer は、これらのタイプの評価に Perl 正規表現ライブラリ
ーを使用します。テキスト・ベースの日付、E メール・アドレス、Web ア
ドレス、標準製品コードなどの典型的データに対応する正規表現が多数あり
ます。
例えば、有効なクレジット・カードを検査する場合、データには以下の条件
が含まれる可能性があります。
v 値 4 で始まる一連の 16 個の数字。オプションで、4 桁ごとに数字をダ
ッシュで区切ることができます。
v 例えば、ダッシュを使用する場合、長さは実際には 16 では指定されず、
19 になってかまいません。
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Credit_card MATCHES_REGEX '/^4¥d{3}-?¥d{4}-?¥d{4}-?¥d{4}$/’
次の表に、パターン・ストリングを構成するときによく使用される演算子を
リストします。
表 22. 正規表現演算子の例
演算子

機能

. (ピリオド)

単一文字の一致を示します。

$ (ドル記号)

行の末尾を示します。

^ (キャレット)

パターン・ストリングが行の先頭で開始する
ことを示します。

[大文字]

特定の大文字の一致を示します。

[小文字]

特定の小文字の一致を示します。

[0 から 9 の数字]

特定の単一数字の一致を示します。

¥d [0 から 9 の特定の数字]

特定の単一数字の一致を示します。

¥b

ワード境界での一致を示します。

¥s

空白文字の一致を示します。

¥S

非空白文字の一致を示します。

¥w

単一の英数字の一致を示します。

[ ]

指定した文字クラス定義の開始を示します。

[^X]

行の先頭に、指定した文字が続くものの一致
を示します。

X?

修飾子が 0 回または 1 回出現するものの一
致を示します。修飾子の意味も展開されま
す。

X*

修飾子が 0 回以上出現するものの一致を示
します。

X+

修飾子が 1 回以上出現するものの一致を示
します。

{X, Y}

X 回から Y 回出現するものの一致を示しま
す。

(X|Y) +

代替ブランチの開始を示します。

?

オプションの一致を示します。

正規表現の詳細については、Perl Compatible Regular Expression (PCRE) ラ
イブラリー・パッケージ (http://regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/
pcrepattern.html) を参照してください。
occurs ソース値が、参照データによって指定された回数出現するか検査します。こ
の検査では、ソース・データのアグリゲートが計算されるため、1 レコード
のみを評価する他の検査より実行に時間がかかることがあります。
source-data OCCURS reference-data

例えば、値 John が「firstname」列に 50 回出現するとします。ルール論理
が firstname occurs <100 と記述されている場合に、列「firstname」をリ
テラルの「John」にバインドすると、列「firstname」に「John」を含むレコ
ード数は、このルール論理の条件を満たすことになります。
可能な演算子は、以下のとおりです。
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v occurs
v occurs>
v occurs>=
v occurs<
v occurs<=
unique ソース・データ値が 1 回しか出現しないか検査します。この検査では、ソ
ース・データのアグリゲートが計算されるため、1 レコードのみを評価する
他の検査より実行に時間がかかることがあります。
source-data unique

ルール論理の関数
関数を使用して、ルール論理のオペレーションを指定します。

日付と時刻の関数
date()

コンピューターのシステム日付を Date 値として返します。
例えば、出荷日が 1 年より古くなく、かつ今日の日付までのレコードを検
索するには、次のようにします。
dateCol > date()-365 and dateCol < date()
先週、販売アクティビティーが発生したレコードを検索するには、次のよう
にします。
IF (date_of_sale > date() - 7) )

datevalue(string, format)
日付のストリング表記を Date 値に変換します。ここで、
v string は、日付に変換されるストリングです。
v format は、string での日付の表記方法を定義するストリングです。format
変数は、次の構文を使用し、単一引用符で囲まなければなりません。
– %dd は 2 桁の日 (01-31) です。
– %mm は 2 桁の月 (01-12) です。
– %mmm は 3 文字の月の省略語 (Jan、Feb、Mar など) です。
– %yy は 2 桁の年 (00-99) です。
– %yyyy は 4 桁の年 (nn00-nn99) です。
フォーマットを指定しないと、関数はデフォルト・フォーマットの
%yyyy-%mm-%dd を使用します。
例えば、請求日付が今日から過去 365 日以内のレコードを検索するには、
次のようにします。
datevalue(billing_date,’%yyyy%mm%dd’) > date()-365.
請求日付が 2000 年 1 月 1 日以降のすべてのレコードを検索するには、次
のようにします。billing_date > datevalue(’2000-01-01’)
重要: 前の例で、billing_date は、日付を表す値を含んでいるストリング列で
ある必要があり、日付のフォーマットは %yyyy%mm%dd (例えば、2011 年 6
月 6 日の場合は 20110606) でなければなりません。
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day(date)
指定した date 値の、月の第何日かを表す数値を返します。day(date) のパラ
メーターは日付でなければなりません。
例えば、その月の第 1 日に入った注文を検索するには、次のようにしま
す。day(sales_order_date) =1
month(date)
指定した date 値の、月を表す数値を返します。
例えば、請求日付の月が有効な月であることを確認するには、次のようにし
ます。month(billing_date) >= 1 and month(billing_date) <= 12
weekday(date)
指定した date 値の、曜日を表す数値を返します。日曜日は 1、月曜日は
2、などです。
例えば、日曜日に受けた販売注文の総数が 1000 より大きいか検査するに
は、次のようにします。If weekday(sales_date) = 1 then
count(sales_order_id) > 1000
year(date)
指定した date 値の、年を表す数値を返します。
例えば、応募者の生年月日が 1950 年から 1955 年の間であるか検査するに
は、次のようにします。year(date_of_birth) > 1950 AND
year(date_of_birth) < 1955
time()

コンピューターのシステム時刻を Time 値として返します。
例えば、ここ数時間に発生したすべての販売トランザクションを検索するに
は、次のようにします。IF ( time_of_sale > time() - 4 )

timevalue(string, format)
時間のストリング表記を Time 値に変換します。ここで、
v string は、時間に変換されるストリングです。
v format は、string での時間の表記方法を定義するストリングです。format
変数は、次の構文を使用し、単一引用符で囲まなければなりません。
– %hh は 2 桁の時 (00-23) です。
– %nn は 2 桁の分 (00-59) です。
– %ss は 2 桁の秒 (00-59) です。
– %ss.n は 2 桁のミリ秒 (00-59) です。ここで、n は小数桁 (0-6) で
す。
フォーマットを指定しないと、関数はデフォルト・フォーマットの
%hh:%nn:%ss を使用します。
例えば、ホテルのゲストのチェックイン時間が午前 11 時より後か確認する
には、次のようにします。check_in_time > timevalue(’11:00:00’)
timestampvalue(value, format)
時間のストリング表記をタイム・スタンプ値に変換します。ここで、
v string は、タイム・スタンプ値に変換されるストリングです。

第 15 章 Data Rules ステージ

217

v format は、string でのタイム・スタンプの表記方法を定義するストリング
です。format 変数は、次の構文を使用し、単一引用符で囲まなければな
りません。
– %dd は 2 桁の日 (01-31) です。
– %mm は 2 桁の月 (01-12) です。
– %mmm は 3 文字の月の省略語 (Jan、Feb、Mar など) です。
– %yy は 2 桁の年 (00-99) です。
– %yyyy は 4 桁の年 (nn00-nn99) です。
– %hh は 2 桁の時 (00-23) です。
– %nn は 2 桁の分 (00-59) です。
– %ss は 2 桁の秒 (00-59) です。
– %ss.n は 2 桁のミリ秒 (00-59) です。ここで、n は小数桁 (0-6) で
す。
フォーマットを指定しないと、関数はデフォルト・フォーマットの
%yyyy-%mm-%ddhh:%nn:%ss を使用します。
timestamp()
コンピューターのシステム時刻を Time 値として返します。
hours(time)
指定した time 値の、時を表す数値を返します。
minutes(time)
指定した time 値の、分を表す数値を返します。
seconds(time)
指定した time 値の、秒とミリ秒を表す数値を返します。
datediff(date1, date2)
2 つの日付の間の日数を返します。ここで、date1 は新しいほうの日付で、
date2 は古いほうの日付です。
例えば、請求日付と支払日付の間の日数を判定するには、次のようにしま
す。datediff(pay_date, bill_date)
timediff(time1, time2)
2 つの時間の間隔を時、分、および秒数の差で返します。ここで、time1 は
新しいほうの時間で、time2 は古いほうの時間です。
例えば、タスクの開始から終了までの時間を判別するには、次のようにしま
す。timediff(end_time, start_time).

数学関数
abs(value)
指定した value の絶対値を返します。例えば、ABS(-13) は 13 を返しま
す。
例えば、販売価格が $100 より小さいかどうか判別するには、
abs(price1-price2)<100 のようにします。
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avg(value)
数値列にあるすべての値の平均を返すアグリゲート関数。オプションで、グ
ループ化列を 2 番目のパラメーターに指定できます。
例えば、avg(age) は、列 age にあるすべての値の平均値を計算します。
avg(age, gender) は、gender によってグループ化された age 列の値の平均
値を計算します (男性の平均値と女性の平均値を 2 つの別個の値として取
得します)。
exp(value)
数値の指数値を返します。
max(value)
数値列内の最大値を返すアグリゲート関数。オプションで、グループ化列を
2 番目のパラメーターに指定できます。
min(value)
数値列内の最小値を返すアグリゲート関数。オプションで、グループ化列を
2 番目のパラメーターに指定できます。
sqrt(value)
数値の平方根を返します。
standardize(col, group)
数値を列の平均値より上または下の標準偏差の数値に変換します。group パ
ラメーターはオプションで、グループ化キーの指定に使用できます。次のよ
うな関数 (col-avg(col, group))/stddev(col, group) を使用する代わり
に、standardize 関数を使用します。
例えば、給与が会社平均から外れている従業員を判別するとします。外れ値
は、平均値に標準偏差の 3 倍を加えたものより上の値と定義します。これ
は次のようになります。salary < avg(salary)+3*stddev(salary))
sum(value, group)
オプションのグループ化列を (例えば、これ以外のアグリゲート関数用に)
指定するアグリゲート関数。

一般関数
coalesce(value, nullValueReplacement)
NULL 値を、指定された置換値 nullValueReplacement で置き換えます。
例えば、部門コードの列にある NULL 値をストリング 'undefined' で置換す
るには、次のようにします。coalesce(code, ’undefined’)
lookup(value, keyRefCol, valRefCol)
キー値をルックアップ・テーブルの対応する値で置換します。ここで、
v value は、ルックアップするキー値です。
v keyRefCol は、すべてのキー値を含んでいる、ルックアップ・テーブルの
列です。
v valRefCol は、キー値に対応する置換値を含んでいる、ルックアップ・テ
ーブルの列です。
この関数は、さまざまな場所に表示される値を、データ・ソース内では内部
コードで表すようなシステムで一般に使用されます。
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例えば、顧客表には、その顧客が住む国を表す列が含まれます。列に国名
(例: ドイツ) を保管する代わりに、企業は国を示す国別コード (例: 100) を
保管しています。対応するルックアップ・テーブルには、国別コード用の列
と国名用の列があります。lookup 関数を使用するルールを作成して、デー
タ・ソース内で 10 桁の電話番号を持つすべてのフランス人顧客を検索する
には、次のようにします。If lookup(country, countrycodes,
countrynames)=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

ストリング関数
ascii(char)
文字値に対応する ASCII 文字セット値を返します。
例えば、code 列に印刷可能でない文字で始まるエントリーが含まれるすべ
てのレコードを検索するには、次のようにします。ascii(code)<32
char(asciiCode)
ASCII 文字のローカライズされた文字値を返します。
例えば、ASCII 文字コード 35 を文字 C に変換するには、次のようにしま
す。char(35)
convert(originalString, searchFor, replaceWith)
あるストリング内に出現するサブストリングを別のサブストリングに置換し
ます。ここで、
v originalString は、サブストリングを含んでいるストリングです。
v searchFor は、置換対象のサブストリングです。
v replaceWith は、置き換えストリングです。
例えば、製品コードを XX から ABC に変換するには、次のようにしま
す。convert(product_code, 'XX’, 'ABC’)
count(column)
列全体、またはグループ化キーが指定された場合はそのグループ内に出現す
る個別値の数を数えるアグリゲート関数。
count(column, groupBy)
列 groupBy によって定義される行のグループごとの行または値の数を返す
アグリゲート関数。
index(string, substring)
ストリング内で最初にサブストリングが現れる位置のインデックスを返しま
す。結果は、0 から始まる位置インデックスです。0 は、ストリングの先頭
にサブストリングが検出されたことを示します。マイナス 1 (-1) は、サブ
ストリングが検出されなかったことを示します。
lcase(string)
ストリング内のすべての英字を小文字に変換します。
left(string, n)
ストリングの最初の n 文字を返します。
len(string)
ストリングの長さまたは文字の総数を返します。
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ltrim(string)
ストリングの先頭のスペース文字をすべて削除します。
pad(string, begin, end)
ストリングの先頭または末尾にスペース文字を追加します。ここで、
v string は、変換されるストリングです。
v begin は、ストリングの先頭に追加するスペースの数です。
v end は、ストリングの末尾に追加するスペースの数です。
begin および end の文字数を指定する必要があります。
lpad(string, n)
ストリングの先頭に n 個のスペース文字を追加します。
rpad(string, n)
ストリングの末尾に n 個のスペース文字を追加します。
right(string, n)
ストリングの末尾の n 文字を返します。
rtrim(string)
ストリングの末尾のスペース文字をすべて削除します。
substring(string, begin, length)
ストリングに含まれるサブストリングを返します。ここで、
v string は、ストリングです。
v begin は、取得する先頭文字を示す数値です。ストリングの先頭文字を 1
とします。
v length は、取得するサブストリングの長さです。
例えば、3 文字の事業コード、6 文字の部門コード、5 文字の製品 ID から
なる製品コードがあるとします。部門コードのみを返すには、
substring(product_code, 4, 6) のようにします。
tostring(value, format string)
数値、時間、日付などの値をストリングに変換します。オプションの format
string 変数で、変換後のストリングのフォーマットを指定します。変換する
値が日付、時間、またはタイム・スタンプの場合、次の構文を使用してフォ
ーマットを指定します。これらのフォーマットは、単一引用符で囲まなけれ
ばなりません。
v %dd は 2 桁の日 (01-31) です。
v %mm は 2 桁の月 (01-12) です。
v %mmm は 3 文字の月の省略語 (Jan、Feb、Mar など) です。
v %yy は 2 桁の年 (00-99) です。
v %yyyy は 4 桁の年 (nn00-nn99) です。
v %hh は 2 桁の時 (00-23) です。
v %nn は 2 桁の分 (00-59) です。
v %ss は 2 桁の秒 (00-59) です。
v %ss.n は 2 桁のミリ秒 (00-59) です。ここで、n は小数桁 (0-6) です。
変換する値が数値の場合、次の構文を使用してフォーマットを指定します。
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v %i は、値を符号付き 10 進整数に変換します (123、など)。
v %e は、値を文字 e を使用した浮動小数 (仮数/指数) に変換します
(1.2345e+2、など)。
v %E は、値を文字 E を使用した浮動小数 (仮数/指数) に変換します
(1.2345E+2、など)。
v %f は、値を浮動小数点 10 進数値に変換します (123.45、など)。
タグには、オプションで次のように幅と精度の指定子を含めることもできま
す。
%[width][.precision]tag

例: %4.2f。
数値の場合、format string は C/C++ で、フォーマット設定されたデータを
標準出力に表示 (printf) するときに使用する構文に従います。詳しくは、
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/printf/ を参照してください。
例えば、日付の値を「12/01/2008」というフォーマットのストリングに変換
するには、次のようにします。tostring(dateCol, ’%mm/%dd/%yyyy’)
trim(string)
ストリングの先頭と末尾のスペース文字をすべて削除します。
ucase(string)
ストリング内のすべての英字を大文字に変換します。
val(string)
数値のストリング表記を数値に変換します。

ルール定義とルール・セットのパブリッシュ (Data Rules ステージ)
ルール作成者である場合、ルール定義とルール・セットをパブリッシュできます。

手順
次のいずれかのタスクを実行して、ルール定義またはルール・セットをパブリッシ
ュします。
v 単一ルール定義をパブリッシュするには、ルール定義を選択し、「パブリッシ
ュ」 > 「ルール定義」をクリックします。
v ルール・セット定義をパブリッシュするには、パブリッシュ済みルール定義を
「選択済みルール」ペインに追加します。必要な場合は、必要な新規ルール定義
を作成します。次に、「パブリッシュ」 > 「ルール・セット定義」をクリックし
ます。ルール・セット定義および新規ルール定義がパブリッシュされます。

次のタスク
グリッド内でパブリッシュ済みルールを選択し、そのパブリッシュ済みルールを編
集またはコピーできます。
v パブリッシュ済みルール情報を変更する場合は、「編集」をクリックします。
v パブリッシュ済みルールをルール定義を作成するためのモデルとして使用する場
合は、「コピー」をクリックします。
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注: パブリッシュ済みルールを使用し、コピー機能を使用してルール定義を作成
した場合、そのルール定義はまだパブリッシュされていません。

Data Rules ステージを使用するジョブの作成
Data Rules ステージは、ジョブ内の任意の場所でデータ品質を検査します。

Data Rules ステージ・ジョブのセットアップ
ルールの入出力リンクを構成して、ジョブ内の Data Rules ステージをセットアップ
します。

このタスクについて
InfoSphere Information Analyzer データ・ルール・エディターを使用して、ジョブを
構成します。
重要: データ・ルール・エディターからルール・ジョブを構成した後は、DataStage
キャンバス内で設定を変更しないでください。そうしないと、構成した設定から本
来の結果が得られず、ジョブが失敗する可能性があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーから、パレットの「デー
タ品質」セクションを開いて、Data Rules ステージをキャンバスにドラッグしま
す。
2. 入力リンクを Data Rules ステージに追加し、それらのリンクの列を構成しま
す。
注: ステージを構成する前に入力リンクと出力リンクを Data Rules ステージに
追加すれば、最もクリーンなワークフローが表示されます。バインディングを指
定するには、入力リンクが必要です。リンクごとの出力を指定するには、出力リ
ンクが必要です。
2 つの異なるソースの列にバインドする必要がある変数を使用するルールを使用
する場合、Join ステージを使用して、必要な列を結合します。列は結合されるた
め、同じ入力リンクから Data Rules ステージに入力されます。
3. InfoSphere DataStage の「出力」 > 「列」ダイアログから、出力リンクを追加し
ます。出力列を構成するとき、「出力」 > 「列」タブは使用しないでくださ
い。代わりに、データ・ルール・エディターを使用して、ステージの出力を構成
します。 データ・ルール・エディターを使用して出力を構成するときは、各リ
ンクに送信する出力のタイプ、すなわち、すべてのルールを満たすレコード、1
つ以上のルールを満たさないレコード、または違反の詳細を指定します。

ルールの入力リンクの構成 (Data Rules ステージ)
ルール内の各変数を入力列またはリテラル値 (数値、日付、時間など) にバインドし
て、ルールを構成します。ルールの実行時、変数はバインドされた列またはリテラ
ルの値で置換され、ルール論理が評価され、結果 (ブール値) が生成されます。
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始める前に
ルールを構成する前に、Data Rules ステージの入力リンクと出力リンクを作成でき
ます。このタスクは、ルールがあらかじめ Data Rules ステージまたは IBM
InfoSphere Information Analyzer でパブリッシュ済みであることを前提とします。

手順
1. Data Rules ステージをダブルクリックします。
2. 「ステージ」 > 「全般」タブで、「データ・ルールの構成」をクリックして、
データ・ルール・エディターの「入力」タブを開きます。
3. 「パブリッシュ済みルール定義」ペインで、ステージに追加する 1 つ以上のル
ール定義またはルール・セット定義を選択し、「Data Rules ステージに追加」
をクリックします。 「選択したルール定義」ペインには、追加した各ルールが
リストされ、「ルール変数」ペインには、選択したルールに含まれる変数がリス
トされます。同じルールを複数回追加すると、各インスタンスに番号が追加され
ます。
4. 「ルール変数」ペインで、以下を行います。
a. 変数を選択します。
b. その変数の実際のデータが入っている列を「入力リンク」タブで選択する
か、リテラル値を「リテラル」タブで入力します。
c. 「変数へのバインド」をクリックします。
注: 複数のルール変数を選択してから、「入力リンク」タブで単一のソース列を
選択し、「バインディング」をクリックすると、選択したすべてのルール変数を
その列にバインドできます。同じ方法で、複数のリテラル・バインディングも選
択できます。「ルール変数」ペインの「バインディング」列にそれらのバインデ
ィングがリストされます。

ルールの出力リンクの構成 (Data Rules ステージ)
データ・ルール・エディターを使用して、出力リンクの列を構成し、各リンクに送
信するレコードのタイプを指定します。

始める前に
「データ・ルールの構成」をクリックしてデータ・ルール・エディターを開く前
に、ステージの出力リンクを作成します。ただし、リンクの列は、ステージ・エデ
ィターの「出力」 > 「列」タブでは構成しないでください。代わりに、データ・ル
ール・エディターの「出力」タブで列を構成します。
重要: データ・ルール・エディターからルール・ジョブを構成した後は、DataStage
キャンバス内で設定を変更しないでください。そうしないと、構成した設定から本
来の結果が得られず、ジョブが失敗する可能性があります。

このタスクについて
出力構成の一部として、各リンクに送信するレコードのタイプを指定します。レコ
ードの出力タイプは、以下のとおりです。
v すべてのルール条件に該当
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v 1 つ以上のルール条件に非該当
v 違反の詳細
出力に追加した列はすべて、「すべてのルール条件に該当」リンクと「1 つ以上の
ルール条件に非該当」リンクの両方に渡されます。それぞれのリンクに渡す別個の
列セットを構成することはできません。
さらに、1 つ以上のルールにパスしなかったレコードに関する詳細を受け取るリン
クを 1 つ構成できます。このリンク・タイプには、行ごとのルール違反に関する詳
細が含まれます。

手順
1. Data Rules ステージをダブルクリックします。
2. データ・ルール・エディターの「出力」タブをクリックします。デフォルトで、
ルール変数にバインドされている列は、すべて「選択済み出力」ペインに組み込
まれます。
3. 「ルール変数」、「入力リンク」、「式」、および「統計および属性」タブを使
用して、列を「選択済み出力」表に追加します。 リテラルにバインドされてい
る変数を「選択済み出力」グリッドに追加すると、そのリテラル値が「バインデ
ィング」列に表示されます。
4. 違反の詳細用リンクをジョブに組み込む場合は、RecordID 属性を出力に追加す
ることを検討してください。RecordID 属性を追加すると、「すべてのルール条
件に該当」用の出力リンクと「1 つ以上のルール条件に非該当」用の出力リンク
に送信されるレコードに、違反用出力で使用される ID が含まれるようになりま
す。
注: 「違反の詳細」出力タイプの出力列は、事前定義されていて、変更できませ
ん。この出力タイプにする出力リンクを Data Rules ステージのステージ・エデ
ィターの「出力」 > 「列」から選択すると、2 つの列定義がグリッドに表示さ
れます。 Data Rules ステージのステージ・エディターの列は変更しないでくだ
さい。
5. オプション: 「選択済み出力」リストにある列の名前はどれでも編集できます。
注: 各列名は、ユニークでなければなりません。さらに、名前の先頭は英字また
はドル記号 ($) でなければならず、名前に使用できる文字は、英数字、アンダー
スコアー (_)、およびドル記号 ($) のみです。
6. オプション: 「上に移動」ボタンと「下に移動」ボタンを使用して、ダウンスト
リーム・ステージで列が表示される順序を並べ替えます。
7. 「出力リンク」ペインで、各リンクの出力タイプを選択します。
8. 「OK」をクリックして構成を保存し、再度「OK」をクリックして、キャンバス
に戻ります。

タスクの結果
これで、ジョブをコンパイルして実行できます。
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Data Rules ステージの出力用の統計
統計および属性を追加して、各レコードが満たした (または満たさなかった) ルール
の数またはパーセンテージを計算したり、レコードが満たさなかった具体的なルー
ルを示す違反の詳細を生成したりできます。
「統計および属性」タブを使用して、1 つ以上の統計を Data Rules ステージの出力
に追加します。次の統計を出力に追加できます。
v 該当ルール数
v 非該当ルール数
v 該当ルールのパーセンテージ
v 非該当ルールのパーセンテージ
さらに、次の属性も出力に追加できます。
v レコード ID - この属性には、各レコードに生成される内部ユニーク・キーが含
まれます。このユニーク・キーは、「違反の詳細」出力の RecordID 列に含まれ
るものと同じです。違反があったルールの詳細を RecordID に結び付ける必要が
ある場合、この属性を追加してください。
v システム日付
v システム・タイム・スタンプ
統計を出力に追加すると、統計はレコードごとに計算されます。結果は、「すべて
のルール条件に該当」リンクと「1 つ以上のルール条件に非該当」リンクの出力に
自動的に追加される列にリストされます。
次の例では、「非該当ルール数」統計が出力に追加された「1 つ以上のルール条件
に非該当」リンクの出力を示します。レコード ID 22 を持つ、サプライヤー
SUP13 のレコードのみが、2 つのルールに不合格です。
"SupplierID","po","leadtime","RecordID","FailedRules"
"SUP6","Y","","2","1"
"SUP10","","30 DAYS","4","1"
"SUP14","Y","","6","1"
"SUP18","Y","","8","1"
"SUP22","","1 WEEK","10","1"
"SUP5","","15 DAYS","18","1"
"SUP9","Y","","20","1"
"SUP13","","","22","2"

属性 #FailedRules を出力に追加すると、各レコードが違反しているルールの数が
含まれる列は生成されますが、各レコードがどのルールに違反しているかについて
の情報は提供されません。この情報が必要な場合は、次の例に示すように、2 列フ
ォーマットでこの情報を保管する「違反の詳細」タイプの出力リンクをセットアッ
プしてください。各レコードと違反のあったルールのペアごとに行が生成され、各
行には、違反レコードの内部生成されたキー (RecordID) とそのレコードが違反して
いるルールの名前が含まれます。レコードが複数のルールに違反している場合は、
複数の行がこの出力に作成されます。いずれのルールも違反していないレコード
は、この出力内にレコードを生成しません。
次の例は、典型的な違反出力を示しています。この出力では、レコード 22 のみが
2 つのルールに不合格でした。
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"recordID","ruleID"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"6","LeadTime_Valid"
"8","LeadTime_Valid"
"10","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"
"22","PO_Valid"
"22","LeadTime_Valid"

「違反の詳細」リンクの出力を「1 つ以上のルール条件に非該当」リンクの出力と
相互に関連付けると、recordID 22 が割り当てられた SUP13 のレコードが、
PO_Valid ルールと LeadTime_Valid ルールの両方に不合格だったことを識別できま
す。この情報は、ソース・データ・セット内でルールに違反しているレコードを識
別する必要がある場合に有用です。違反の詳細出力には、レコードを識別するため
に内部生成されたキーしかリストされません。それがどのレコードか特定する必要
がある場合 (例えば、問題があるレコードの顧客 ID または顧客名を検索する場合
など)、このデータ・セットと不合格レコードが入った出力のデータ・セットを結合
する必要があります。

計算結果の出力への追加 (Data Rules ステージ)
カスタム式を作成して、出力レコードごとに計算を実行します。

このタスクについて
Data Rules ステージの出力を構成するとき、カスタム式を組み込むことができま
す。カスタム式は、出力のレコードごとに実行される計算です。式の結果は、出力
に追加される新規列に表示されます。例えば、銀行の顧客情報を記述したデータ・
セットの場合、「CHECKING」と「SAVINGS」の 2 つの列にバインドされる変数
col1 と col2 を使用できます。各顧客の口座残高合計を表示するには、カスタム式
の出力列 ’col1 + col2’ を追加できます。

手順
1. Data Rules ステージをダブルクリックします。
2. データ・ルール・エディターの「出力」タブで、「カスタム式の追加」をクリッ
クします。
3. カスタム式を入力します。一般的な関数を式に追加するには、「関数」タブにあ
るオプションを使用します。変数の名前を式に入力するには、「ルール変数」タ
ブにあるオプションを使用します。
4. 「OK」をクリックして式を保存します。
5. 選択した出力に式を追加するには、次のようにします。
a. 「式」タブをクリックします。
b. 式を選択します。
c. 「出力に追加」をクリックします。 「選択済み出力」表に式が追加されま
す。式には Expressionx というフォーマットのデフォルト名が使用されま
す。ここで、x は番号です。
6. オプション: 次のいずれかの方式を使用して、式を追加できます。
v 式の名前の横にある「編集」アイコンをクリックし、式の名前を変更して計算
結果を入れる出力列を意味のある名前にします。名前は、すべての出力列の中
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でユニークでなければなりません。さらに、名前の先頭は英字またはドル記号
($) でなければならず、名前に使用できる文字は、英数字、アンダースコアー
(_)、およびドル記号 ($) のみです。
v ルール論理に既に存在する式を使用して、式を追加することもできます。この
場合は、パレットで式を選択し、「出力に追加」をクリックするだけで済みま
す。式パレットにより、ルール論理内で検出された個別の式が抽出されます。
例えば、ルール論理が「AVG(checking,savings) > 300」だった場合は、式
「AVG(checking,savings)」が「式」パレットに自動的に表示されます。この例
の出力の場合、「CHECKING」、「SAVINGS」、および
「ACCOUNTAVERAGE」用の列を組み込むことをお勧めします。この式を出
力に (ACCOUNTAVERAGE として) 組み込むことができない場合、残高平均
が 300 を超えていないレコードを確認することはできても、(出力を調べると
き、レコードごとに手動で計算しない限り) 差額を把握することはできませ
ん。ACCOUNTAVERAGE を別個の値/列として出力すれば、顧客の残高と
300 との差額がどの程度であるか一目で確認できます。実際、
「300-AVG(checking,savings)」を使用して差額を計算する別のカスタム式を追
加することをお勧めします。

Data Rules ステージ・ジョブの例
以下のジョブで、ルールと Data Rules ステージの使用法を示します。

例 1: データの完結性を検査する Data Rules ステージ・ジョブ
このジョブでは、2 つのルールを使用して、サプライヤー・レコードが有効な購入
注文情報とリード・タイム情報を含んでいるかどうかを検証します。
ある会社が、完全なサプライヤー・レコードを規定するビジネス・ルールを作成し
ます。そのレコードには、購入注文が必須かどうかの指定と、必要なリード・タイ
ムの指定が必要です。データ・アナリストは、各サプライヤー・レコードが完全か
どうかを検証するデータ・ルールを作成します。次のルールにより、レコードが有
効か検査します。
表 23. サプライヤー・レコードを検証するルール
ルール名

ルール論理

PO_Valid

PO exists AND PO <> " "

LeadTime_Valid

LeadTime exists ANDLeadTime <> " "

データ・アナリストは、これらのルールに不合格のレコードを分析し、非該当ルー
ルそれぞれについての詳細を表示する必要があります。この目的にあったジョブを
ジョブ開発者が作成します。このジョブでは、All_Suppliers Sequential File ステー
ジで、サプライヤー・レコードが入ったソース・ファイルを使用します。これらの
レコードは、Supplier_Validity Data Rules ステージに渡されて名前が付けられ、そ
こで各レコードの完結性が評価されます。すべてのルールを満たすレコードは、
Valid リンクに送信され、Valid_Suppliers Sequential File ステージに渡されます。1
つ以上のルールを満たさないレコードは、Invalid リンクに送信され、
Invalid_Suppliers Sequential File ステージに渡されます。Invalid_Details リンクに
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は、RecordID と RuleID の 2 つの列が出力されます。すべてのルールを満たす各
レコードが渡される Sequential File ステージの名前は、Invalid_Details です。
次の図は、Data Rules ステージを構成する前のジョブを示しています。図が示すよ
うに、入力リンクの列のみが構成されています。出力リンクの列は、データ・ルー
ル・エディターのオプションを使用して構成します。Data Rules ステージそのもの
の「出力」 > 「列」タブにあるオプションは使用しません。

サプライヤー・レコードは以下のとおりです。
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

データ・ルール・エディターの「入力」タブで、2 つのルールを選択します。次
に、LeadTime 変数を「Lead_Time」列にマップまたはバインドします。PO 変数は
「PO_Required」列にマップします。ジョブの実行時、これらの列の値が、ルールの
変数に取って代わります。
「出力」タブでは、次の項目を選択します。Valid リンクと Invalid リンクの両方
が、次の列セットを受け取ります。
v 「po」変数
v 「leadtime」変数
v 「SupplierID」列
v 「非該当ルール数」統計
v 「RecordID」属性
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「出力リンク」ペインでは、各出力リンクをそれぞれが受け取るレコードのタイプ
にマップします。Valid リンクは、「すべてのルール条件に該当」にマップします。
Invalid リンクは、「1 つ以上のルール条件に非該当」にマップします。
Exception_Details リンクは、「違反の詳細」にマップします。
ジョブの実行が終わると、各 Sequential File ステージに 1 つずつ、合計 3 つの出
力ファイルが作成されます。
有効なサプライヤー用のファイルには、次のレコードが含まれます。結果からは、
各レコードの「PO_Required」列に「Y」または「N」が含まれ、「Lead_Time」列も
入力されていることがわかります。
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRuleNotMet","RecordID"
"Y","15 DAYS","SUP7","0","19"
"N","60 DAYS","SUP2","0","0"
"Y","30 DAYS","SUP1","0","16"

無効なサプライヤー用のファイルには、1 つ以上のルールを満たさなかった次のレ
コードが含まれます。「非該当ルール数」列は、各レコードが満たさなかったルー
ルの数を示します。
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRulesNotMet","RecordID"
"","","SUP4","2","1"
"Y","","SUP8","1","3"
"","","SUP3","2","17"
"Y","","SUP6","1","2"
"","30 DAYS","SUP10","1","4"
"","15 DAYS","SUP5","1","18"
"Y","","SUP9","1","20"

各レコードが不合格となったそれぞれのルールについての詳細を示すファイルに
は、以下のレコードが含まれます。ジョブの出力には RecordID 属性が含まれるた
め、違反ファイル内の情報を無効レコード用ファイル内の情報と相互に関連付ける
ことができます。
"recordID","ruleID"
"1","LeadTime_Valid"
"1","PO_Valid"
"3","LeadTime_Valid"
"17","LeadTime_Valid"
"17","PO_Valid"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"

結果からは、各レコードの「PO_Required」列または「Lead_Time」列の値が欠落し
ていることがわかります。場合によっては、両方の値が欠落していることもありま
す。

例 2: 参照表を使用して値を検証する Data Rules ステージ・ジ
ョブ
このジョブでは、ルールを使用して、製品レコードが、参照表にリストされている
有効なカテゴリー ID を含んでいるか検証します。
食料品アイテムを販売するある会社では、各製品レコードに、製品のタイプを識別
する有効なカテゴリー ID が含まれている必要があります。データ・アナリスト
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は、有効なカテゴリー ID を持たない製品を特定する必要があります。カテゴリー
ID と製品レコードは、別々のファイルに保管されています。データ・アナリスト
は、次のルールを作成し、Valid_Category_Test と名付けます。
category in_reference_column catID

次の図は、ETL ジョブ開発者が作成するジョブを示しています。Data Rules ステー
ジは、2 つの入力を受け取ります。Products Sequential File ステージは、製品レコー
ドが入ったソース・ファイルを使用します。Categories Sequential File ステージは、
製品カテゴリー・コードが入ったソース・ファイルを使用します。Data Rules ステ
ージは 1 つの出力にリンクします。Invalid_Records Sequential File ステージには、
Data Rules ステージの出力が含まれます。この出力は、有効なカテゴリー ID を持
たないレコードのリストです。

サプライヤー・レコードの次の列が、Data Rules ステージの入力として使用されま
す。
"ProductID","ProductName","SupplierID","CategoryID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1","B"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"," "
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2","B"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3","B2111"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3","7111"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3","B"
8,"Ikura","SUP4","H8111"
9,"Queso Cabrales","SUP5","D4111"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5","C311"
11,"Konbu","SUP6","H8111"
12,"Tofu","SUP6","G7111"
13,"Genen Shouyu","SUP6","B2111"
14,"Alice Mutton","SUP7","6111"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8","B2111"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8","C3111"
17,"Sasquatch Ale","SUP9","A1"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9","C31"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10","E511"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10","G711"

カテゴリーは次のとおりです。
"CategoryID","CategoryName"
"A1111","Beverages"
"
"B2111","Condiments"
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"C3111","Confections"
"D4111","Dairy Products"
"E5111","Grains/Cereals"
"F6111","Poultry"
"G7111","Produce"
"H8111","Seafood"
"I9111","Chicken""

次のバインディングが作成されます。
v 変数 category は Products.CategoryID にバインドされます。
v 変数 catID は Categories.CategoryID にバインドされます。
次の出力が選択されます。
v 「category」ルール変数
v 「ProductName」列
v 「SupplierID」列
Invalid 出力リンクは、「1 つ以上のルール条件に非該当」に設定されます。
ジョブの実行が終わると、無効な出力用のファイルには次のレコードが含まれま
す。
"category","ProductName","SupplierID"
" ","Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
"6111","Alice Mutton","SUP7"
"7111","Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
"A1","Sasquatch Ale","SUP9"
"B","Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
"B","Aniseed Syrup","SUP1"
"B","Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
"C31","Mascarpone Fabioli","SUP9"
"C311","Queso Manchego La Pastora","SUP5"
"E511","Gustaf’s Knäckebröd","SUP9"
"G711","Rössle Sauerkraut","SUP10"

例 3: Join ステージを使用して分析結果を生成する Data Rules
ステージ・ジョブ
このジョブでは、ルールを使用してサプライヤー・レコードに購入注文情報がある
か検査します。ルールを満たさないサプライヤー・レコードは製品のリストと結合
され、サプライヤーが購入注文情報を持たないためリスク状態にある製品のリスト
が生成されます。
サプライヤー・リストと製品リストは別々のファイルであるため、このジョブに
は、サプライヤー ID に基づいてレコードを結合する Join ステージが必要です。
このジョブで、Suppliers Sequential File ステージは、サプライヤー・レコードが入
ったファイルを指します。Products Sequential File ステージは、製品レコードが入っ
たソース・ファイルを使用します。Valid_PO_Test という名前の Data Rules ステー
ジで、PO_Valid というルールを使用して各サプライヤー・レコードが購入注文情報
を含んでいるかどうか検査します。PO_Valid ルールの構文は、次のとおりです。
PO exists AND PO <> " "

有効な購入注文情報の欠落が原因でルールに不合格だったサプライヤー・レコード
は、Data Rules ステージから出力として Join_on_Supplier_ID という Join ステージ
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に送信されます。Join_on_Supplier_ID Join ステージでは、内部結合の結合キーとし
て SupplierID フィールドが使用されます。Join ステージの出力は、サプライヤー・
レコードに購入注文情報が欠落しているためリスク状態にある製品のリストです。
次の図は、ETL ジョブ開発者が作成するジョブを示しています。

次の入力データは、サプライヤー・レコードのリストです。
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

製品レコードの次の列が、Join ステージの入力として使用されます。
"ProductID","ProductName","SupplierID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
11,"Konbu","SUP6"
12,"Tofu","SUP6"
13,"Genen Shouyu","SUP6"
14,"Alice Mutton","SUP7"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8"
17,"Sasquatch Ale","SUP9"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"

ジョブを実行すると、次の製品がリスク状態の製品として識別されます。
"ProductID","ProductName","SupplierID"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
第 15 章 Data Rules ステージ
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8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"
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第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) アプリケーション・プログラミング・インター
フェース (API) が、IBM InfoSphere Information Analyzer に用意されています。こ
の API を使用して、InfoSphere Information Analyzer の内容にアクセスして分析す
るアプリケーションを開発できます。

HTTP API の概要
InfoSphere Information Analyzer の内容にアクセスしてオーサリングを行うことがで
きるクライアント・アプリケーションを開発するには、IBM InfoSphere Information
Analyzer HTTP (Hypertext Transfer Protocol) API (アプリケーション・プログラミン
グ・インターフェース) を使用します。
HTTP API では、InfoSphere Information Analyzer を使用して実行できる多くのタス
クを、HTTP URL として使用可能にすることができます。URL には、InfoSphere
Information Analyzer から情報を照会するために使用できるものや、InfoSphere
Information Analyzer データ・ストアに保管されているプロジェクトの内容を変更す
るために使用できるものがあります。HTTP URL のほとんどは、XML 文書を使用
してデータを交換します。 InfoSphere Information Analyzer がインストールされて
いるサーバーに常駐する XML スキーマで、XML 文書の構造を定義します。タス
クはそれぞれ、HTTP 要求および応答で構成されます。

API コンポーネントの読み取り
HTTP API の読み取り機能を使用すると、InfoSphere Information Analyzer の内容を
他のアプリケーションで使用できるようにすることができます。例えば、HTTP API
を使用して分析タスク (列分析またはデータ・ルールの実行など) の結果を取得する
ことができます。その後、別のアプリケーションを使用して結果を処理し、レポー
トを作成することができます。HTTP API を使用して取得した分析プロジェクトに
関するデータを、類似プロジェクトのテンプレートを作成するための開始点として
使用できます。

API コンポーネントの書き込み
HTTP API の書き込み機能を使用すると、InfoSphere Information Analyzer の内容の
オーサリングを他のアプリケーションと統合することができます。例えば、ビジネ
ス・アナリストは HTTP API を使用して、ビジネス・ルールをデータベース・レベ
ルに自動的に変換し、それを InfoSphere Information Analyzer に入力することがで
きます。 HTTP API の読み取り機能を使用して取得したテンプレートを、新規プロ
ジェクトのデータ・ソースに適合させ、HTTP API を使用してプロジェクトに追加
し、InfoSphere Information Analyzer 内で分析を実行することができます。

ユーザー・ロールと表示許可
InfoSphere Information Analyzer HTTP API では、InfoSphere Information Analyzer
に定義されている同一のユーザー・ロールを強制します。 InfoSphere Information
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Analyzer 管理者によって設定された、各ユーザーまたはユーザー・グループの特定
のカテゴリーの表示許可も強制されます。ユーザーに使用可能な内容のタイプは、
アプリケーション・コードで特定の資産タイプにのみアクセス可能にすることによ
って、制限することができます。

HTTP リソース URL およびコマンドの使用
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) アプリケーション・プログラミング・インター
フェース (API) を使用して、データ・ソースを IBM InfoSphere Information
Analyzer プロジェクトに追加し、クライアント・アプリケーションからデータ分析
タスクを実行し、分析結果を取得して、データ・ルールを定義および実行し、デー
タ・ルール結果を取得することができます。
HTTP API には、HTTP 要求に基づいて InfoSphere Information Analyzer オペレー
ションを制御する手段が用意されています。HTTP ベース API を使用すると、
InfoSphere Information Analyzer オペレーションと他のベンダーの製品を統合できま
す。
HTTP API は、HTTP GET、POST、および DELETE 要求を IBM InfoSphere
Information Server に送信することによって実行します。
GET コマンドと POST コマンドの一般的な違いは、以下のとおりです。
GET 要求
v GET コマンドは、一般に情報を取得する場合に使用します。
v パラメーターは、要求 URL 内に含まれます。
POST 要求
v POST コマンドは、一般に情報を送信して存続させる場合に使用します。
v パラメーターは、XML ストリングのフォームで要求の本文に埋め込まれ
ます。
HTTP API 要求は、コンピューターやモバイル・デバイスなどのどの種類のシステ
ムから、どの種類の言語やスクリプトを使用しても、送信できます。HTTP API が
使用可能になると、HTTP API にシン・ラッパーをビルドして、特殊な言語または
環境用に他の API をビルドできます (Java API、C API、Python API、コマンド・
ライン・インターフェース (CLI) など)。
HTTP API オペレーションを使用すると、既成のテンプレートをデプロイして、プ
ロジェクトの作成、データ分析タスクの実行、および分析結果の取得を自動化する
ことができます。

例
過去のプロジェクトに基づいてデータ品質プロジェクト・テンプレートを作成し、
新規のカスタマー・プロジェクト用にこのテンプレートに定義されたすべてのデー
タ・ルールを自動的にデプロイすることができます。
注: 新規プロジェクトのさまざまなデータ構造にテンプレートを適合させることが
必要になる場合があります。
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API を使用してサード・パーティー・アプリケーションからの情報アナライザー
(ビジネス・ツールや Web ポータルなど) を制御できます。この際に InfoSphere
Information Analyzer クライアントを使用する必要はありません。
XML フォーマットで情報を取得し、XSLT スタイル・シートを使用して要求された
フォーマットでレポートを作成するために、API を使用してカスタマイズ・レポー
トを生成することができます。

HTTP API リソース
IBM InfoSphere Information Analyzer は、HTTP (Hypertext Transfer Protocol) サービ
スを使用して実装される API セットをサポートします。HTTP リソース URL は
HTTP コマンド・セットであり、InfoSphere Information Analyzer がサポートするさ
まざまなエンティティーおよびオペレーションを表します。

リソース URL
一般的には、HTTP の代わりに HTTPS リソース URL を使用します。各 HTTPS
リソース URL のフォーマットは、次のとおりです。
https://{host}:{port}/InformationAnalyzer/{anyCommand}?{query}

ここで、
v >https://{host}:{port} は、ホスト・アドレスとポートです。
v {anyCommand} は、発行するコマンドを示します。
v {query} は、照会ストリングです (一部のリソースでは必須)。
注: サーバーで HTTPS が使用可能でない場合、URL は「HTTPS」でなく
「HTTP」になります。一般に、HTTPS のポートは 9443 で、HTTP のポートは
9080 です。
HTTPS が使用可能なプロジェクト IATest のルール定義のリストを取得するには、
次の例のようにします。
https://myserver.com:9443/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=IATest

HTTP リソース URL を使用してプロジェクト IATest のルール定義のリストを取得
するには、次の例のようにします。
http://myserver.com:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=IATest

HTTP メソッド
InfoSphere Information Analyzer HTTP インターフェースは、以下の HTTP メソッ
ドを使用します。
v POST - リソースを作成または更新します。
v GET - リソースを読み取ります。
v DELETE - リソースを削除します。
すべてのリソースがすべての HTTP メソッドをサポートするわけではありません。
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コンテンツ・タイプ
HTTP メソッドによって送信または戻されるデータには、UTF-8 エンコードされた
application/xml コンテンツ・タイプがあります。各 XML リソースを定義するスキ
ーマは、次の場所にある IBM InfoSphere Information Server ホストでアクセスでき
ます。
ASBServer/docs/IA/schema

クライアント用の XSD (XML スキーマ定義) ファイルは、次の場所にあります。
ASBNode/docs/IA/schema

内容のローカライズ
内容はすべて、UTF-8 エンコードされています。具体的には、以下のとおりです。
v XML 要求と応答
v リソースの照会ストリングで渡されるパラメーターはどのエンコードでもかまい
ませんが、URL で渡されるパラメーター値が非ローマ字コード・ページ (例え
ば、値に UTF-8 でエンコードされた 2 バイト文字が含まれている) を使用して
いる場合、その値は正しいコード・ページを使用してエンコードされた URL で
なければならず、さらにこのコード・ページは、Content-Type ヘッダーに
text/plain; charset=utf8 を設定して (UTF-8 を使用する場合)、HTTP 要求のヘッダ
ーで指定する必要があります。
v 日付のフォーマットは yyyy-MM-ddTHH:mm:ss です。これは、InfoSphere
Information Analyzer を実行している InfoSphere Information Server から返される
日付/タイム・スタンプです。
ヒント:
– 日付と時刻は、文字「T」で分離する必要があります。
– 必要に応じてタイム・ゾーンを指定する場合は、時刻の後に「z」を追加します
(例、<startdate>2010-05-30T09:30:10z</startdate>)。

エラー処理
InfoSphere Information Analyzer HTTP 要求の処理中にエラーが認識されると、該当
する HTTP 状況コードが呼び出しクライアントに返されます (例: 「200 OK」また
は「404 Not Found」)。
エラー・タイプによっては、追加のエラー情報が出力されます。重大エラー (HTTP
状況コード「500 Internal Server Error」) の場合は、追加の詳細情報が返されま
す。関連した状況コードに加えて、すべてのエラーで、エラー・リソースが応答の
本文として返されます。

セキュリティーの考慮事項
ユーザーの証明情報を、HTTP 要求に設定する必要があります。

DELETE executableRule コマンド: データ・ルールの削除
HTTP API を使用してデータ・ルールを削除します。
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コマンド
DELETE executableRule

目的
このコマンドは、コンピューターから削除する必要のあるデータ・ルールを削除す
る場合に使用します。

パラメーター
projectName
削除するデータ・ルールを含むプロジェクトの名前。
ruleName
削除するデータ・ルールの名前。複数のデータ・ルールを削除するには、コンマ
で名前を区切ります。名前にコンマが含まれているデータ・ルールは、引用符で
囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 24. データ・ルールを削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

executableRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE executableRule の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト myProject からデータ・ルール
myRule を削除する方法を示します。
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName
=myProject&ruleName=myRule

DELETE metric コマンド: メトリックの削除
HTTP API を使用してメトリックを削除します。

コマンド
DELETE metric

目的
このコマンドを使用して、1 つ以上のメトリックをプロジェクトから削除します。

パラメーター
projectName
削除するメトリックを含むプロジェクトの名前。
metricName
削除するメトリックの名前または削除するメトリックのコンマ区切りリスト。メ
トリック名にコンマが含まれる場合は、メトリック名を二重引用符で囲みます。
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使用可能な HTTP 方式
表 25. メトリックを削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

メトリック

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE metric の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト myProject からデータ・ルール
myRule を削除する方法を示します。
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/metric?projectName=
myProject&metricName=myMetric

注: DELETE 要求は、Java プログラム内で HTTP API サーバーに送信される
HTTP 要求内から発行されます。

DELETE project コマンド: プロジェクトの削除
HTTP API を使用してプロジェクトを削除します。

コマンド
DELETE project

目的
このコマンドは、コンピューターから削除する必要のあるプロジェクトを削除する
場合に使用します。

パラメーター
projectName
削除するプロジェクトの名前。複数のプロジェクトを削除するには、コンマでプ
ロジェクト名を分離します。プロジェクト名にコンマ、スペース、またはその他
の特殊文字が含まれる場合は、プロジェクト名を引用符で囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 26. プロジェクトを削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

プロジェクト

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE project の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 を削除する方法を示しま
す。

240

ユーザー・ガイド

DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1

DELETE publishedResults コマンド: パブリッシュ済み分析結果
の削除
HTTP API を使用して、プロジェクトの表のパブリッシュ済み分析結果を削除しま
す。

コマンド
DELETE publishedResults

目的
このコマンドを使用すると、プロジェクトの表のパブリッシュ済み分析結果を削除
できます。

パラメーター
projectName
パブリッシュ済み分析結果を削除する表を含むプロジェクトの名前。
tableName
パブリッシュ済み分析結果を削除する表の名前。名前は完全修飾されている必要
があります (DATASOURCE.SCHEMA.TABLE)。表名のコンマ区切りリストまた
はワイルドカード (*)、あるいはその両方を使用することで、複数の列のパブリ
ッシュ済み分析結果を 1 回のオペレーションで取得できます。

使用可能な HTTP 方式
表 27. プロジェクトを削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

publishedResults

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE publishedResults の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 を削除する方法を示しま
す。
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/publishedResults?projectName
=myProject&tableName=myTable

注: DELETE 要求は、Java プログラム内で HTTP API サーバーに送信される
HTTP 要求内から発行されます。

DELETE publicRule コマンド: パブリッシュ済みデータ・ルール
およびルール・セット定義の削除
HTTP API を使用してパブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セット定義
を削除します。
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コマンド
DELETE publicRule

目的
このコマンドを使用して、サーバーから削除する必要があるパブリッシュ済みデー
タ・ルールおよびルール・セット定義を削除します。

パラメーター
ruleName
削除するルールまたはルール・セット定義の名前。複数のルールまたはルール・
セット定義を削除するには、コンマで名前を区切ります。名前にコンマが含まれ
ているデータ・ルール定義は、引用符で囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 28. データ・ルール定義を削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

publicRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE publicRule の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 を削除する方法を示しま
す。
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/publicRule?ruleName=myMetric

注: DELETE 要求は、Java プログラム内で HTTP API サーバーに送信される
HTTP 要求内から発行されます。

DELETE ruleDefinition コマンド: データ・ルール定義の削除
HTTP API を使用してデータ・ルール定義を削除します。

コマンド
DELETE ruleDefinition

目的
このコマンドを使用して、サーバーから削除する必要があるデータ・ルール定義を
削除します。

パラメーター
projectName
削除するデータ・ルール定義を含むプロジェクトの名前。
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ruleName
削除するデータ・ルール定義の名前。複数のデータ・ルール定義を削除するに
は、コンマで名前を区切ります。名前にコンマが含まれているデータ・ルール定
義は、引用符で囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 29. データ・ルール定義を削除するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

DELETE

ruleDefinition

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

DELETE ruleDefinition の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト myProject からデータ・ルール定
義 myRule を削除する方法を示します。
DELETE http://myServer:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinition?projectName
=myProject&ruleName=myRule

注: DELETE 要求は、Java プログラム内で HTTP API サーバーに送信される
HTTP 要求内から発行されます。

GET columnAnalysis/results コマンド: 列分析結果の取得
HTTP API を使用して列分析結果を取得します。

コマンド
GET columnAnalysis/results

パラメーター
projectName
列分析結果を取得する対象の列を含むプロジェクトの名前。
columnName
列分析結果を取得する列の名前。複数の列の分析結果を取得するには、列名のコ
ンマ区切りリストを使用します。名前は完全修飾されている必要があります
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN)。またワイルドカードとしてアスタ
リスク (*) を使用できます。ワイルドカードでは、表、スキーマ、またはデー
タベースのすべての列を取得できます。

使用可能な HTTP 方式
表 30. 列分析結果表を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

columnAnalysis/
results

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要
求) または 500
(サーバー・エラ
ー)
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GET columnAnalysis/result の例
次の例で、プロジェクト project1 のデータ・ソース SOURCE1 のスキーマ
SCHEMA1 の表 TABLE1 の列の列分析結果を取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/columnAnalysis/results?projectName=
project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.*

GET columnAnalysis/result の戻り値の例
以下に、列分析結果のリストの取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED” generalFormat=”AAAA”
generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>
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GET columnAnalysis/frequencyDistribution コマンド: 列の頻
度分布の取得
HTTP API を使用して列の頻度分布を取得します。

コマンド
GET columnAnalysis/frequencyDistribution

目的
このコマンドの目的は、指定された列の頻度分布を返すことです。

パラメーター (必須)
projectName
列を含むプロジェクトの名前。
columnName
頻度分布を取得する対象の列の名前。この名前は完全修飾されている必要があり
ます (例えば、DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN)。 1 回のオペレーシ
ョンで複数の頻度分布を取得するには、コンマ区切りの列名のリストを指定する
か、ワイルドカード文字を使用します。例えば、
DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.* では、データベース DATASOURCE のスキー
マ SCHEMA の表 TABLE のすべての列の結果が取得されます。
DATASOURCE.SCHEMA.*.* では、データベース DATASOURCE のスキーマ
SCHEMA のすべての表のすべての列のすべての結果が取得されます。

パラメーター (オプション)
maxNbOfValues
取得する値の最大数。デフォルトでは、すべての値が取得されます。
startIndex
インデックスは 1 を基準とします。すなわち、1 が最初の値のインデックスで
す。このオプションは、値をページに提示し、一度に 1 ページをロードするア
プリケーションが使用することがあります。
ordering
取得する値の順序。指定できる値は、
「ascendingFrequencies」、「descendingFrequencies」、「ascendingValues」、また
は「descendingValues」です。指定された順序付け値で、戻り値のソート順を制
御します。

使用可能な HTTP 方式
表 31. 列の頻度分布を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

columnAnalysis/
frequencyDistribution

データ・フ
ォーマット

成功コード

XML

200

エラー・コ
ード
400 (誤った
要求) また
は 500 (サ
ーバー・エ
ラー)
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GET columnAnalysis/frequencyDistribution の例
次の例で、サーバー myServer 上にあるプロジェクト project1 のデータ・ソース
SOURCE1 のスキーマ SCHEMA1 の表 TABLE1 の列 COL1 の頻度分布を取得する
方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/columnAnalysis/frequencyDistribution
?projectName=project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1

GET columnAnalysis/frequencyDistribution の戻り値の例
以下に、列の頻度分布の取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<FrequencyDistribution nbOfDistinctValues=”50”>
<Value frequency="150" percent="0.15">0</Value>
<Value frequency=”25” percent=”0.025”>Value1</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value2</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value3</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value4</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value5</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value6</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value7</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value8</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value9</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value10</Value>
(...)
</FrequencyDistribution>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

GET copyPublicRule コマンド: パブリッシュ済みデータ・ルー
ルまたはルール・セット定義のコピー
HTTP API を使用して公開ルールまたはルール・セット定義をコピーします。

コマンド
GET copyPublicRule

目的
このコマンドを使用して、パブリッシュ済みルールまたはルール・セット定義を既
存のプロジェクトにコピーします。ルールまたはルール・セット定義は名前変更で
きます。
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パラメーター
ruleName
プロジェクトにコピーする公開ルールまたはルール・セット定義の名前。複数の
ルールまたはルール・セット定義を取得するには、コンマで名前を区切ります。
名前にコンマが含まれているデータ・ルール定義は、引用符で囲みます。
projectName
公開ルールをコピーする先のターゲット・プロジェクトの名前。
newRuleName
プロジェクト内でのルールまたはルール・セット定義の新しい名前。

使用可能な HTTP 方式
表 32. プロジェクトにコピーする公開ルールまたはルール・セット定義を取得するための
HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

copyPublicRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

パブリッシュ済みデータ・ルールまたはルール・セット定義のコピー
取得例
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/copyPublicRule?ruleName
=dataRuleDefintion&projectName=project1&newRuleName
=dataRuleDefintionCopy

GET publicRule コマンド: パブリッシュ済みデータ・ルールおよ
びルール・セット定義の内容の取得
HTTP API を使用して、パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セット定
義の内容を取得します。

コマンド
GET publicRule

目的
このコマンドを使用すると、パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セッ
ト定義の内容を取得できます。

パラメーター
ruleName
取得するデータ・ルール定義またはルール・セット定義の名前。複数のデータ・
ルール定義またはルール・セット定義を一度に取り出すには、コンマで名前を分
離します。名前にコンマが含まれているデータ・ルール定義またはルール・セッ
ト定義は、引用符で囲みます。

第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発

247

使用可能な HTTP 方式
表 33. パブリッシュ済みデータ・ルールの内容を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

publicRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

パブリッシュ済みデータ・ルール定義の内容の取得例
次の XML ストリングは、データ・ルール定義を取得します。
GET publicRule?ruleName=age

パブリッシュ済みルール・セット定義の内容の取得例
次の XML ストリングは、パブリッシュ済みルール・セット定義を取得します。
GET publicRule?ruleName=ruleset

GET ruleDefinition および GET executableRule コマンド: デ
ータ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義に割り当てら
れている妥当性ベンチマークの内容の取得
HTTP API を使用して、データ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義に
割り当てられている妥当性ベンチマークの内容を取得します。

コマンド
GET ruleDefinition
GET executableRule

目的
このコマンドを使用すると、データ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定
義に割り当てられている妥当性ベンチマークの内容を取得できます。

パラメーター
projectName
取得するルール、ルール・セット、およびそれらの定義を含むプロジェクトの名
前。
ruleName
取得するデータ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義の名前。一度に
複数のルール、ルール・セット、およびそれらの定義を取得するには、コンマで
名前を区切ります。名前にコンマが含まれる場合は、名前を引用符で囲みます。

データ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義に割り当てら
れている妥当性ベンチマークの取得例
次の XML ストリングは、ValidityBenchmark エレメントを含むルールを取得しま
す。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="AccountID_Unique_Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="AccountID_Unique">
<description>Account ID must be unique.</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="Account_ID" type="variable" value="account_id”/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="account_id"><Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS"/>
</Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”5”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

GET crossDomainAnalysis/results コマンド: 外部キーおよびク
ロスドメイン分析の結果の取得
HTTP API を使用して外部キーおよびクロスドメイン分析の結果を取得します。

コマンド
GET crossDomainAnalysis/results

目的
このコマンドを使用すると、共通ドメイン値を持つ列を識別できます。

パラメーター
projectName
分析対象の表を含むプロジェクトの名前。
columnName
クロスドメイン分析結果を取得する対象の列名のコンマ区切りリスト。名前は完
全修飾されている必要があります
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN)。またワイルドカード (*) を使用
して、表またはスキーマのすべての列を組み込むことができます。
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percentOverlapThreshold
基本からペアまたはその逆方向で、オーバーラップ候補として取得すべきペアの
オーバーラップの最小パーセンテージ。

使用可能な HTTP 方式
表 34. パブリッシュ済みデータ・ルールの内容を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

crossDomain
Analysis

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET crossDomainAnalysis/results の例
キー候補のリストを取得するコマンドは、次のとおりです。
GET crossDomainAnalysis/results?projectName=projectName&columnName
=BANK.BANK_SCHEMA.BANK_CLIENTS.CLIENT_ID

GET crossDomainAnalysis/results の戻り値の例
次の例で、キー候補のリストを取得した場合の戻り値を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<OverlapCandidate baseColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumn"
pairedColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumnPair"
absolutePairedToBase="2631"
percentPairedToBase="99.0"
absoluteBaseToPaired="2631"
percentBaseToPaired="19.0"
date="11/5/2009 3:04:00 PM"/>
</iaapi:Project>

GET ruleDefinition および GET executableRule コマンド: 妥
当性ベンチマークを追加または変更するデータ・ルール、ルール・
セット、およびそれらの定義の取得
HTTP API を使用して、妥当性ベンチマークを追加または変更する対象のデータ・
ルール、ルール・セット、およびそれらの定義を取得します。

コマンド
GET ruleDefinition
GET executableRule

目的
このコマンドを使用すると、妥当性ベンチマークを追加または変更する対象のデー
タ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義を取得できます。

パラメーター
projectName
取得するルール、ルール・セット、およびそれらの定義を含むプロジェクトの名
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前。XML 文書の構文は、新規妥当性ベンチマークを作成する際の構文と同じで
すが、更新する必要がある属性のみを指定してください。
ruleName
取得するデータ・ルール、ルール・セット、およびそれらの定義の名前。一度に
複数のルール、ルール・セット、およびそれらの定義を取得するには、コンマで
名前を区切ります。名前にコンマが含まれる場合は、名前を引用符で囲みます。

妥当性ベンチマークを追加または変更する対象のデータ・ルール、ル
ール・セット、およびそれらの定義の取得例
次の XML ストリングは、<ValidityBenchmark> エレメントを含むルールを取得しま
す。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="AccountID_Unique_Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="AccountID_Unique">
<description>Account ID must be unique.</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="Account_ID" type="variable" value="account_id”/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="account_id"><Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS"/>
</Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”15”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

GET executableRule コマンド: データ・ルールの取得
HTTP API を使用して、データ・ルールの内容を取得します。

コマンド
GET executableRule
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目的
このコマンドを使用すると、データ・ルールの内容を取得できます。データ・ルー
ルの内容は、GET Project コマンドを実行すると返される XML ストリングのサブ
セットである、XML ストリングで返されます。XML 文書は、手動で編集、アーカ
イブ、バージョン管理、およびインポートすることができます。

パラメーター
projectName
取得するデータ・ルールを含むプロジェクトの名前。
ruleName
データ・ルールの名前。取得するデータ・ルールが複数ある場合は、コンマ区切
りのルール名のリスト。名前にコンマが含まれている場合は、引用符で囲みま
す。

使用可能な HTTP 方式
表 35. データ・ルールを取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

executableRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET executableRule の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 からデータ・ルール
Rule1 を取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName
=project1&ruleName=Rule1

GET executableRule の戻り値の例
以下は、GET Project コマンドから返される XML ストリングのサブセットの例で
す。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
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</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET executableRule/executionHistory コマンド: データ・ルー
ルの履歴と結果の取得
HTTP API を使用して、データ・ルールが実行されたときの履歴とデータ・ルール
の結果を取得します。

コマンド
GET executableRule/executionHistory

パラメーター
projectName
取得するデータ・ルールを含むプロジェクトの名前。
ruleName
データ・ルールの履歴および結果を取得する対象のデータ・ルール定義の名前。
複数のデータ・ルール定義を取得するには、コンマで名前を分離します。名前に
コンマが含まれるデータ・ルール定義は、引用符で囲む必要があります。

使用可能な HTTP 方式
表 36. データ・ルールの履歴を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

executableRule/
executionHistory

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET executableRule/executionHistory の例
次の例で、サーバー myServer 上のデータ・ルール Rule1 を取得する方法を示しま
す。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName=
projectName&ruleName=Rule1

GET executableRule/executionHistory の戻り値の例
以下に、データ・ルールの履歴の取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Example for a simple rule -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
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startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”2”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Example for a rule set -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0”
percentFrequency=”0.35” absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1”
percentFrequency=”0.60” absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3”
percentFrequency=”0.5” absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4”
percentFrequency=”0.0” absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1” nbPassed="85"
percentPassed="0.85" nbFailed="15" percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2” nbPassed="80"
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percentPassed="0.80" nbFailed="20" percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3” nbPassed="90"
percentPassed="0.90" nbFailed="10" percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET executableRule/executionHistory コマンド: ベンチマーク
の結果を含めたルールおよびルール・セットの履歴と結果の取得
HTTP API を使用して、ベンチマークの結果を含めたルールおよびルール・セット
の履歴と結果を取得します。

コマンド
GET executableRule/executionHistory

パラメーター
projectName
取得するルールおよびルール・セットを含むプロジェクトの名前。
ruleName
ベンチマークを含めた履歴および結果を取得するルールおよびルール・セットの
名前。複数のルールまたはルール・セットを取得するには、コンマで名前を区切
ります。名前にコンマが含まれる場合は、名前を引用符で囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 37. データ・ルールの履歴を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

executableRule/
executionHistory

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET executableRule/executionHistory の例
次の例で、ルールおよびルール・セットの実行履歴を取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName=
projectName&ruleName=Rule1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Example for a simple rule -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
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id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
<ValidityBenchmarkResult result=”passed”
percentVariance=”0.5”
absoluteVariance=”104”>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.6”/>
</ValidityBenchmarkResult>
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Example for a rule set -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85" nbFailed="15"
percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80" nbFailed="20"
percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90" nbFailed="10"
percentFailed="0.10"/>
<ValidityBenchmarkResult result=”passed”
percentVariance=”0.5”
absoluteVariance=”104”>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.8”/>
</ValidityBenchmarkResult>
<ConfidenceBenchmarkResult result=”passed”
rulesPercent=”0.55”
maxRecOverLimit=”20”
actRecOverLimit=”13”
percentVariance=”0.72”
absoluteVariance=”23”>
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<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<ConfidenceBenchmarkResult/>
<BaselineComparisonBenchmarkResult result=”passed”
percentSimilarity=”0.55”
percentDegradation=”0.2”
percentImprovement”0.16”
variance=”0.18”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</BaselineComparisonBenchmarkResult>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET executableRule/outputTable コマンド: データ・ルールの
出力表の取得
HTTP API を使用して、データ・ルールの出力表を取得します。

コマンド
GET executableRule/outputTable

パラメーター (必須)
projectName
出力表を取得する対象のデータ・ルールを含むプロジェクトの名前。
ruleName
出力表を取得する対象のデータ・ルールの名前。

パラメーター (オプション)
startIndex
取得する最初の行の索引を指定します。最初の行の索引が 1 です。
nbOfRows
取得する行の最大数を指定します。デフォルトでは、すべての行が取得されま
す。
executionID
データ・ルールを実行したときのインスタンスの ID。この ID は、GET
executableRule/executionHistory コマンドで返された RuleExecutionResult エレメ
ントに含まれている ID 属性に対応します。ID を指定しないと、実行された最
後のデータ・ルールの ID が使用されます (その ID が使用可能な場合)。
注: データ・ルールを実行するインスタンスのすべてが出力表を作成するわけで
はありません。
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使用可能な HTTP 方式
表 38. データ・ルールの出力表を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

executableRule/
outputTable

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET executableRule/outputTable の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト projectName の出力表を取得する
方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule/outputTable
?projectName=project&ruleName=rule&executionID=1

GET executableRule/outputTable の戻り値の例
以下に、データ・ルールの出力表の取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

GET executableRules コマンド: データ・ルールのリストの取得
HTTP API を使用して、データ・ルールのリストを取得します。

コマンド
GET executableRules

目的
このコマンドを使用して、指定したプロジェクトに含まれるすべての IBM
InfoSphere Information Analyzer データ・ルールのリストを取得します。

パラメーター
projectName
データ・ルールのリストを取得する対象のプロジェクトの名前。
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使用可能な HTTP 方式
表 39. データ・ルールのリストを取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

executableRules

XML

200

400

データ・ルールのリストの取得例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト projectName のデータ・ルールの
リストを取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRules?projectName=projectName
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET globalVariables コマンド: グローバル論理変数のリストの
取得
HTTP API を使用して、グローバル論理変数のリストを取得します。

コマンド
GET globalVariables

目的
このコマンドを使用すると、グローバル論理変数のリストを取得できます。グロー
バル論理変数とは、ファクトまたは特定データを表すために設定できる値です。グ
ローバル論理変数を作成すると、それを、ユーザーのすべてのデータ・ルール定義
およびデータ・ルールで共有できます。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。
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使用可能な HTTP 方式
表 40. グローバル論理変数のリストを取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

globalVariables

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET globalVariables の例
次の例で、サーバー myServer 上のグローバル論理変数のリストを取得する方法を示
します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/globalVariables

GET globalVariables の戻り値の例
以下に、グローバル論理変数のリストの取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

GET publicRules コマンド: パブリッシュ済みデータ・ルールお
よびルール・セット定義のリストの取得
HTTP API を使用して、パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セット定
義のリストを取得します。

コマンド
GET publicRules

目的
このコマンドを使用すると、パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セッ
ト定義のリストを取得できます。

パラメーター
このコマンドに必須パラメーターはありません。
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パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セットのリストの取
得例
以下は、PublicArea エレメントを含む XML ストリングです。このエレメントに
は、パブリッシュ済みデータ・ルールおよびルール・セットごとに 1 つのエントリ
ーが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:PublicArea xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Description of Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>

GET keyAnalysis/results コマンド: 主キー候補の取得
HTTP API を使用して、主キー候補のリストを取得します。

コマンド
GET keyAnalysis/results

目的
このコマンドを使用すると、すべての主キー候補のリストを取得できます。

パラメーター
projectName
分析対象の表を含むプロジェクトの名前。
tableName
キー分析結果を取得する対象の表名のコンマ区切りリスト。名前は完全修飾され
ている必要があります (DATASOURCE.SCHEMA.TABLE)。ワイルドカード文字
(*) を使用して、スキーマまたはデータベースのすべての表を組み込むことがで
きます。
percentagesAbove
キー分析結果を取得するための固有性のパーセンテージ (0 から 1 まで) のし
きい値。

使用可能な HTTP 方式
表 41. キー分析結果を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

keyAnalysis/
results

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)
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キー分析結果の取得例
次の例で、キー候補のリストを取得した場合の戻り値を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/keyAnalysis/results?projectName=
myProject&tableName=myDataStore.mySchema.myTable

GET project コマンド: プロジェクトの内容の取得
HTTP API を使用して、特定のプロジェクトの内容を取得します。

コマンド
GET project

目的
このコマンドを使用すると、完全なプロジェクトの内容を取得して、XML 文書にエ
クスポートすることができます。別のシステムでプロジェクトを作成するために、
XML 文書を手動で編集、アーカイブ、バージョン管理、およびインポートすること
ができます。このコマンドと、このコマンドで作成した XML 文書を使用して完全
なプロジェクト情報を交換したり、このコマンドを使用して、1 つのコマンドで新
規システムにデプロイできるプロジェクト・テンプレートを作成できます。

パラメーター
projectName
内容を取得するプロジェクトの名前。

使用可能な HTTP 方式
表 42. プロジェクトの内容を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

プロジェクト

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

XML 文書で返される出力
このコマンドを発行すると、以下の情報が返されます。
v プロジェクトの基本的なプロパティー (プロジェクト名や説明など)
v 登録済みのデータ・ソース、スキーマ、表、および列のリストと、定義済みの仮
想列および仮想表
v 以下を含む、定義済みのルールおよびルール・セット定義のリスト
– ルールの基本的なプロパティー (名前や説明など)
– ルールの論理式
– ルールの変数のリスト (各変数の名前、タイプ、および最終のデフォルト・バ
インディングなど)
v 以下を含む、データ・ルールおよびルール・セットのリスト
– データ・ルールおよびルール・セットの基本的なプロパティー (名前や説明な
ど)
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– ルールの出力定義
– 変数のバインディング
– 最終の結合条件
v 定義済みのグローバル変数とそのバインディングのリスト

GET project の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 を取得する方法を示しま
す。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1

GET project の戻り値の例
以下に、プロジェクトの内容の取得の戻り値の例を示します。
注:
v 登録済みデータ・ソースは、エレメント DataSources 下の XML 文書の先頭にリ
ストされます。プロジェクトに登録されている列はすべて、階層的に (データベ
ース、スキーマ、表) リストされます。最終の仮想列および仮想表は、
VirtualColumn および VirtualColumn エレメントを使用して、通常の列でリストさ
れます (XSD ファイルを参照)。
v ルールとルール・セット定義は RuleDefinitions エレメント下にリストされます。
データ・ルールとデータ・ルール・セットは、参照する DataRuleDefinition エレ
メントのサブエレメントとしてリストされます。複数のデータ・ルールは、
ExecutableRules タグで囲まれます。単一データ・ルールの属性は、ExecutableRule
エレメントに取り込まれます。ルール・セットは、RuleSetDefinition エレメント
で表されます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
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<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string"
defaultBinding="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.REFTABLE1.COLA"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET project コマンド: ルール・セット定義の信頼性ベンチマー
クとベースライン・ベンチマークを含めたプロジェクトの内容の取
得
HTTP API を使用して、ルール・セット定義の信頼性ベンチマークとベースライ
ン・ベンチマークを含めた特定プロジェクトの内容を取得します。

コマンド
GET project

目的
このコマンドを使用すると、ルール・セット定義の信頼性ベンチマークとベースラ
イン・ベンチマークを含めた完全なプロジェクトの内容を取得し、それを XML 文
書にエクスポートすることができます。別のシステムでプロジェクトを作成するた
めに、XML 文書を手動で編集、アーカイブ、バージョン管理、およびインポートす
ることができます。このコマンドと、このコマンドで作成した XML 文書を使用し
て完全なプロジェクト情報を交換したり、このコマンドを使用して、1 つのコマン
ドで新規システムにデプロイできるプロジェクト・テンプレートを作成できます。

パラメーター
projectName
内容を取得するプロジェクトの名前。
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使用可能な HTTP 方式
表 43. プロジェクトの内容を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

プロジェクト

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET project の戻り値の例
次の例で、ルール・セット定義の信頼性ベンチマークとベースライン・ベンチマー
クを含めたプロジェクトの内容を取得した場合の戻り値を示します。プロジェクト
を記述したこの XML ストリングには、タイプが ConfidenceBenchmark と
BaselineComparisonBenchmark のエレメントが含まれています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.5”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.1”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”similarity”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET project コマンド: メトリックを含めたプロジェクトの内容
の取得
HTTP API を使用して、メトリックを含めた特定のプロジェクトの内容を取得しま
す。

コマンド
GET project

目的
このコマンドを使用すると、メトリックを含めた完全なプロジェクトの内容を取得
し、それを XML 文書にエクスポートすることができます。別のシステムでプロジ
ェクトを作成するために、XML 文書を手動で編集、アーカイブ、バージョン管理、
およびインポートすることができます。このコマンドと、このコマンドで作成した
XML 文書を使用して完全なプロジェクト情報を交換したり、このコマンドを使用し
て、1 つのコマンドで新規システムにデプロイできるプロジェクト・テンプレート
を作成できます。
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パラメーター
projectName
内容を取得するプロジェクトの名前。

使用可能な HTTP 方式
表 44. プロジェクトの内容を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

GET

プロジェクト

XML

成功コード

エラー・コード

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

XML 文書で返される出力
このコマンドを発行すると、以下の情報が返されます。
v プロジェクトの基本的なプロパティー (プロジェクト名や説明など)
v 登録済みのデータ・ソース、スキーマ、表、および列のリストと、定義済みの仮
想列および仮想表
v 以下を含む、定義済みのルールおよびルール・セット定義のリスト
– ルールの基本的なプロパティー (名前や説明など)
– ルールの論理式
– ルールの変数のリスト (各変数の名前、タイプ、および最終のデフォルト・バ
インディングなど)
v 以下を含む、データ・ルールおよびルール・セットのリスト
– データ・ルールおよびルール・セットの基本的なプロパティー (名前や説明な
ど)
– ルールの出力定義
– 変数のバインディング
– 最終の結合条件
v 定義済みのグローバル変数とそのバインディングのリスト
v メトリックのセット

GET project の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 を取得する方法を示しま
す。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1

GET project の戻り値の例
以下に、プロジェクトの内容の取得の戻り値の例を示します。
注:
v 登録済みデータ・ソースは、エレメント <DataSources> 下の XML 文書の先頭に
リストされます。プロジェクトに登録されている列はすべて、階層的に (データ
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ベース、スキーマ、表) リストされます。最終の仮想列および仮想表は、
<VirtualColumn> および <VirtualColumn> エレメントを使用して、通常の列でリ
ストされます (XSD ファイルを参照)。
v ルールとルール・セット定義は <RuleDefinitions> エレメント下にリストされま
す。データ・ルールとデータ・ルール・セットは、参照する <DataRuleDefinition>
エレメントのサブエレメントとしてリストされます。複数のデータ・ルールは、
<ExecutableRules> タグで囲まれます。単一データ・ルールの属性は、
<ExecutableRule> エレメントに取り込まれます。ルール・セットは、
<RuleSetDefinition> エレメントで表されます。
v メトリックのセットは <Metrics> エレメントの下にリストされます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

GET projects コマンド: プロジェクトのリストの取得
HTTP API を使用して、既存のプロジェクトのリストを取得します。

コマンド
GET projects

目的
このコマンドを使用すると、すべての IBM InfoSphere Information Analyzer プロジ
ェクトのリストを取得できます。

パラメーター
この HTTP API コマンドにパラメーターはありません。

使用可能な HTTP 方式
表 45. プロジェクトのリストを取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

プロジェクト

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)
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プロジェクトのリストの取得例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクトのリストを取得する方法を示しま
す。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/projects

GET projects の戻り値の例
以下に、プロジェクトのリストの取得の戻り値の例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1">
<description>description of project1</description>
</Project>
<Project name="project2">
<description>description of project2</description>
</Project>
<Project name="project3">
<description>description of project3</description>
</Project>
</iaapi:Projects>

GET publishedResults コマンド: パブリッシュ済み分析結果の
リストの取得
HTTP API を使用して、パブリッシュ済み分析結果のリストを取得します。

コマンド
GET publishedResults

目的
このコマンドを使用すると、パブリッシュ済み分析結果のリストを取得できます。

パラメーター
projectName
リストするパブリッシュ済み分析結果を持つ表を含むプロジェクトの名前。

パブリッシュ済み分析結果リストの取得例
以下は、PublishedResults エレメントを含む XML ストリングです。このエレメント
には、パブリッシュ済み分析結果を持つ表ごとに 1 つのエントリーが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<PublishedResults>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishedResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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GET metric/execution history コマンド: メトリックの履歴と結
果の取得
HTTP API を使用して、メトリックの実行の履歴と実行した回ごとの結果を取得し
ます。

コマンド
GET metric/executionHistory

目的
このコマンドを使用すると、指定したメトリックのセットが実行された回ごとの結
果を取得できます。

パラメーター
projectName
メトリックを含むプロジェクトの名前。
metricName
メトリック名のコンマ区切りリスト。メトリック名にコンマが含まれる場合は、
名前を二重引用符で囲みます。このパラメーターが省略された場合、すべてのメ
トリックの履歴が取得されます。

使用可能な HTTP 方式
表 46. メトリックの履歴と結果を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

GET

metric/
executionHistory

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

メトリックの履歴と結果の取得例
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/metric/executionHistory?projectName=
myProject&metricName=myMetric

GET metric/executionHistory 戻り値の例
戻り値は、次の構造の XML 文書です。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Metrics>
<!-- Example for a single metric -->
<Metric name="Rule1Def">
<ExecutionHistory>
<MetricExecutionResult
id=”0”
timeStamp="2010-02-09T18:56:31+01:00"
status=”successful”
value=”0.01956”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0023”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
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</MetricExecutionResult>
<MetricExecutionResult
id=”1”
timeStamp="2010-02-09T19:23:00+01:00"
status=”successful”
value=”0.0234”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0012”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

GET metrics コマンド: プロジェクトのメトリックの取得
HTTP API を使用して、特定のプロジェクトのメトリックを取得します。

コマンド
GET metrics

目的
このコマンドを使用すると、特定のプロジェクトのメトリックを取得できます。

パラメーター
projectName
メトリックを取得するプロジェクトの名前。
metricName
取得する単一メトリックの名前またはメトリック名のコンマ区切りリスト。名前
にコンマが含まれる場合は、二重引用符で囲む必要があります。このパラメータ
ーが省略された場合、プロジェクトのすべてのメトリックが返されます。

GET metrics 要求の例
次の例を使用して、プロジェクトのメトリックを取得します。
GET metrics?projectName=myProject

GET metrics の戻り値の例
次の XML ストリングには、<Metrics> のエレメントが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>
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GET referentialIntegrityAnalysis/results コマンド: 参照整合性
分析の結果の取得
HTTP API を使用して、参照整合性分析の結果を取得します。

コマンド
GET referentialIntegrityAnalysis/results

目的
このコマンドを使用すると、参照整合性分析の結果を取得できます。

パラメーター
projectName
分析対象の表を含むプロジェクトの名前。
baseColumnName
外部キーとして機能する基本列の名前。この列の対応する参照整合性分析結果が
取得されます。この名前は完全修飾されている必要があります
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN)。
pairedColumnName
主キーとして機能する列の名前。この名前は完全修飾されている必要があります
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN)。

GET referentialIntegrityAnalysis/results 例
次の例を使用して、参照整合性分析の結果を取得します。
GET referentialIntegrityAnalysis/results?projectName=projectName&baseColumnName
=BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID&pairedColumnName
=BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID

GET referentialIntegrityAnalysis/results 戻り値の例
戻り値は、次の構造の XML ストリングです。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
<ForeignKey/>
<ForeignKeyToPrimaryKey violationsDistinct="3" violationsTotal="4"
integrityDistinct="2,040" integrityTotal="3,179"
...>
<Violation foreignKeyValue="9999/9" records="2" percentage="0.0628"/>
<Violation foreignKeyValue="9999/8" records="1" percentage="0.0314"/>
...
</ForeignKeyToPrimaryKey>
<PrimaryKeyToForeignKey matchingValuesDistinct="2,040" matchingValuesTotal=
"2,040" .../>
<ForeignKeyCandidate/>
</iaapi:Project>
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最外部の Project エレメントには、可能性がある ForeignKeyCanddiate エレメントが
いくつか含まれています。各 ForeignKeyCandidate エレメントには、その主キーと
外部キーが記述されています。外部キー候補の 2 方向それぞれに、一連のプロパテ
ィーで構成されるサブエレメントがあります。ForeignKeyToPrimaryKey の方向に
は、参照整合性を保持しない外部キー値を記述した Violation エレメントが含まれて
いることがあります。

GET ruleDefinition コマンド: データ・ルール定義の取得
HTTP API を使用して、データ・ルール定義の内容を取得します。

コマンド
GET ruleDefinition

目的
このコマンドを使用すると、データ・ルール定義の内容を取得できます。データ・
ルール定義の内容は、GET Project コマンドを実行すると返される XML ストリン
グのサブセットである、XML ストリングにラップされます。XML 文書は、手動で
編集、アーカイブ、バージョン管理、およびインポートすることができます。

パラメーター
projectName
取得するデータ・ルール定義を含むプロジェクトの名前。
ruleName
取得するデータ・ルール定義またはルール・セット定義の名前。複数のデータ・
ルール定義またはルール・セット定義を一度に取り出すには、コンマで名前を分
離します。名前にコンマが含まれているデータ・ルール定義またはルール・セッ
ト定義は、引用符で囲みます。

使用可能な HTTP 方式
表 47. データ・ルール定義を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

ruleDefinition

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

GET ruleDefinition の例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト project1 からデータ・ルール
DataRule1 を取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinition?projectName=
project1&ruleName=DataRule1

GET ruleDefinition の戻り値の例
以下は、GET Project コマンドから返される XML ストリングのサブセットの例で
す。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET ruleDefinitions コマンド: データ・ルール定義のリストの取
得
HTTP API を使用して、データ・ルール定義のリストを取得します。

コマンド
GET ruleDefinitions

目的
このコマンドを使用すると、指定したプロジェクトに属す、すべての IBM
InfoSphere Information Analyzer データ・ルール定義のリストを取得できます。デー
タ・ルール定義の基本的なプロパティーが、リストに示されます。

パラメーター (必須)
projectName
データ・ルール定義のリストを取得する対象のプロジェクトの名前。

使用可能な HTTP 方式
表 48. データ・ルール定義のリストを取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

ruleDefinitions

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

データ・ルール定義のリストの取得例
次の例で、サーバー myServer 上のプロジェクト projectName のルール定義のリス
トを取得する方法を示します。
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=projectName

データ・ルール定義のリストの取得の戻り値の例
以下に、データ・ルール定義のリストの取得の戻り値の例を示します。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Description of Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of RuleSet1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

GET publishRule コマンド: ルールおよびルール・セットのパブ
リッシュ
HTTP API を使用してデータ・ルールまたはルール・セットをパブリッシュしま
す。

コマンド
GET publishRule

目的
このコマンドを使用すると、プロジェクトの特定のデータ・ルールまたはルール・
セット定義をパブリッシュできます。

パラメーター
projectName
取得するデータ・ルールまたはルール・セットを含むプロジェクトの名前。
ruleName
パブリッシュするデータ・ルールまたはルール・セットの名前。一度に複数のデ
ータ・ルールまたはルール・セットをパブリッシュするには、コンマで名前を区
切ります。名前にコンマが含まれるデータ・ルールまたはルール・セットは、引
用符で囲む必要があります。

使用可能な HTTP 方式
表 49. データ・ルール定義を取得するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

GET

publishRule

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

POST create コマンド: 新規メトリックの追加
HTTP API を使用して新規メトリックをプロジェクトに追加します。
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コマンド
POST create

目的
このコマンドを使用すると、新規メトリックを既存のプロジェクトに追加できま
す。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。定義するメトリックの内容を定義する
XML ストリングは、POST 要求の本文に埋め込まれます。

メトリックの既存プロジェクトへの追加
メトリック Country_code_validation を myProject というプロジェクトに追加しま
す。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<description>Country code must be valid..</description>
<expression>Country code validation exec % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”90”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

POST create コマンド: プロジェクトの作成
HTTP API を使用してプロジェクトを作成します。

コマンド
POST create

目的
このコマンドは、プロジェクトの作成に使用します。空のプロジェクトかまたは内
容が入力されたプロジェクトを作成できます。新規プロジェクト、新規データ・ル
ール定義、および新規データ・ルールの作成には、同じ作成コマンドが使用されま
す。
注: 別のプロジェクトから既存の内容を XML 文書に抽出には、次のテキストを
URL に追加します。 http://<YourServerName>:9080/InformationAnalyzer/
project?projectName=<YourProjectName> これは、サーバー <YourServerName> 上の
プロジェクト <YourProjectName> のデータを取得するコマンドです。この XML 文
書は手動で変更でき、同じ内容の新規プロジェクトの作成に再使用できます。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。要求の本文に、何を作成するかを指定
する XML ストリングが含まれている必要があります。

第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発

275

使用可能な HTTP 方式
表 50. プロジェクトを作成するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

作成

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

空のプロジェクトの作成例
次の例で、空のプロジェクトを作成する方法を示します。空のプロジェクトを作成
するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/InformationAnalyzer/create で
す。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject"/>

登録済みの列を使用したプロジェクトの作成例
以下の例で、登録済みの列を使用してプロジェクトを作成する方法を示します。登
録済みの列を使用してプロジェクトを作成するための HTTP 要求は、
http://<ServerName>:9080/InformationAnalyzer/create です。以下のとおり、XML スト
リングは POST 要求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Description of the project</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

プロジェクトの作成後に複数のコマンドを実行するための XML 文書
の使用例
以下の XML 文書を作成できます。
v プロジェクトを作成する。
v プロジェクトの作成直後に、複数のタスク (列分析やデータ・ルールなど) を実行
する。
以下に、作成コマンドを使用して新規プロジェクトを作成する XML 文書の例を示
します。こうすると、データ・ソース (1 つのスキーマと 2 つの表を含む) が登録
され、作成されたスキーマのすべての表のすべての列に対して列分析が実行されま
す。
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プロジェクトの作成後に複数のコマンドを実行するための HTTP 要求は、
http://<ServerName>:9080/InformationAnalyzer/create です。以下のとおり、XML スト
リングは POST 要求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name
="newProject">
<description>Description of the project</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="SOURCE1.SCHEMA1.*.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

このコマンドを発行後、列分析が開始されるか開始がスケジューリングされます。
要求は、タスクの完了を待たずに、直ちに返されます。

POST create コマンド: データ・ルール定義とデータ・ルールの
作成
HTTP API を使用したデータ・ルール定義とデータ・ルールの作成

コマンド
POST create

目的
このコマンドを使用すると、データ・ルール定義とデータ・ルールを作成できま
す。XML 入力は、プロジェクトの作成に使用する構文と同じ構文パターンに従いま
す。
ルール定義、ルール・セット、および実行可能ルールは、1 フォルダーまたは複数
のフォルダーに割り当てることができます。folder 属性の値は、フォルダー名のコ
ンマ区切りリストにできます。また、次のフォーム <folder1>/<folder2>/ ...
/<folderN> を使用して (ここで、各フォルダーは先行するフォルダー内にネストさ
れます)、フォルダー名をフォルダー・パスにしてもかまいません。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。
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使用可能な HTTP 方式
表 51. データ・プロファイル作成用の HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

作成

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

新規データ・ルール定義の作成例
データ・ルール定義を作成するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/create です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の本
文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3”>
<description>Description of newRule</description>
<expression>col exists</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

v DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3” では、myFolder3 と
いうフォルダー名の下にルールが作成されます。
v folder="All" が指定された場合は、すべてのカテゴリーにルールが作成されま
す。
v folder="myFolder3/mySubFolder3" が指定された場合、ルールはそのサブフォル
ダー内に作成されます。

新規データ・ルールの作成例
以下の例で、新規データ・ルール定義の作成方法を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
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</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

POST create コマンド: グローバル論理変数の作成
HTTP API を使用してグローバル論理変数を作成します。

コマンド
POST create

目的
このコマンドを使用すると、グローバル論理変数を作成できます。グローバル論理
変数を作成して、特定データに対する共通した一貫性のある関連またはリンクを設
定します。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 52. グローバル論理変数を作成するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

作成

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

新規グローバル論理変数の作成例
新規グローバル論理変数を作成するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/create?projectContent です。以下のとおり、XML ストリングは
POST 要求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

HTTP 方式は POST です。

他のプロジェクト作成物を使用した新規グローバル論理変数の作成例
他のプロジェクト作成物を使用して新規グローバル論理変数を作成するための
HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/InformationAnalyzer/create です。以下のとお
り、XML ストリングは POST 要求の本文に埋め込まれます。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<GlobalVariables>
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</GlobalVariables>
</iaapi:Project>

このコマンドが正常に実行されると、メッセージは返されません。問題が発生する
と、コマンドの実行時に生成された警告またはエラーを含む XML 文書が返されま
す。

POST create コマンド: 信頼性ベンチマークとベースライン・ベ
ンチマークを含めたルール・セット定義の作成
HTTP API を使用して、信頼性ベンチマークとベースライン・ベンチマークを含め
たルール・セット定義を作成します。

コマンド
POST create

目的
このコマンドを使用すると、信頼性ベンチマークまたはベースライン比較ベンチマ
ークを含むルール・セット定義を作成できます。XML 入力は、プロジェクトの作成
に使用する構文と同じ構文パターンに従います。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 53. データ・プロファイル作成用の HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

POST

作成

XML

成功コード

エラー・コード

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

ルール・セット定義の作成例
データ・ルール・セットを作成するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/create です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の本
文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
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</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="newRuleSetDef">
<description>Description of newRuleSetDef</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンド: 列分析の実行
HTTP API を使用して列分析を開始します。

コマンド
POST executeTasks

目的
列分析は、データに含まれる列の内容を調べるデータ・プロファイル・プロセスで
す。列分析ジョブを実行すると、データの構造を把握し、データの品質に影響を与
える可能性のある例外を見つけることができます。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 54. 列分析を実行するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

POST

executeTasks

XML

成功コード

エラー・コード

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

列分析の実行例
列分析を実行するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/executeTasks です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要
求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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HTTP 方式は POST です。
POST executeTasks コマンドが正常に実行されると、メッセージは返されません。
問題が発生すると、コマンドの実行時に生成された警告またはエラーを含む XML
文書が返されます。

サンプリングとスケジューリングを使用した列分析の実行例
以下の例で、サンプリングとスケジューリングを使用して列分析を実行する方法を
示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12" dayOfMonth="*"
month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンド: データ・ルールの実行
HTTP API を使用してデータ・ルールを実行します。

コマンド
POST executeTasks

目的
データ・ルールは、データ・プロファイル作成中に検出された出力条件の評価およ
び分析、データ品質評価の実行、データ統合作業に関する詳細情報の提供、または
継続的にデータ品質を検証および測定するためのフレームワークの確立を行う場合
に実行します。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 55. データ・ルールを実行するための HTTP API
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HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

executeTasks

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

POST executeTasks の例
データ・ルールを実行するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/executeTasks です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要
求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンドが正常に実行された場合、このコマンドの戻り値はあ
りません。問題が発生すると、コマンドの実行時に生成された警告またはエラーを
含む XML ストリングが返されます。

スケジューリングとオプションを使用した POST executeTasks の
例
データ・ルールを実行するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/executeTasks です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要
求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンド: メトリックの実行
HTTP API を使用してメトリックを実行します。

コマンド
POST executeTasks

目的
このコマンドを使用して、特定のプロジェクトのメトリックを実行します。

第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発

283

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。実行するメトリックの内容を定義する
XML ストリングは、POST 要求の本文に埋め込まれます。

メトリックを実行する例
この例では、RunMetrics エレメントにより metric11、metric12、および metric13 の
実行を指定します。RunMetrics エレメントには、メトリックを実行するためのスケ
ジュールを指定する <Tasks> エレメントを含めることもできます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMetrics>
<Metric name="metric11"/>
<Metric name="metric12"/>
<Metric name="metric13"/>
</RunMetrics>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンド: 複数列の主キー分析の実行
HTTP API を使用して、複数列の主キー分析を開始します。

コマンド
POST executeTasks

目的
複数列の主キー分析ジョブを実行して、表内の列の 1 つの組み合わせが主キーとし
て適切であるかどうか判定します。複数列の主キー分析により、データ・サンプル
への個々の列の連結における個別値の固有性について、プロファイルを作成しま
す。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。キー分析の開始は、
<RunMultiColumnKeyAnalysis> エレメントを使用して指定します。このエレメント
には、複数列の主キーを分析する表への参照を 1 つ以上含めることができます。属
性 compositeMax は、返される複数列の主キーの最大サイズを保持します。

使用可能な HTTP 方式
表 56. 複数列の主キー分析を実行するための HTTP API
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HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

executeTasks

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

複数列の主キー分析の実行例
列分析を実行するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/executeTasks です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要
求の本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMultiColumnKeyAnalysis compositeMax="2">
<Table name="BANK.BANK1.*/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
<Column name="COL1"
<Column name="COL2">
<Column name="COL5">
<Column name="COL8">
</Table>
</RunMultiColumnKeyAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

このタスクは、データベース BANK のスキーマ BANK1 内のすべての表と表
BANK.BANK2.TABLE1 に対する複数列の主キー分析を開始します。
HTTP 方式は POST です。POST executeTasks コマンドが正常に実行されると、メ
ッセージは返されません。問題が発生すると、コマンドの実行時に生成された警告
またはエラーを含む XML 文書が返されます。

POST executeTasks コマンド: 外部キー分析およびクロスドメイ
ン分析の開始
HTTP API を使用して、単一列主キーおよび外部キーに対する外部キー分析および
クロスドメイン分析を開始します。

コマンド
POST executeTasks

目的
外部キー分析は、表の主キーを参照している外部キー候補を識別します。外部キー
は、単一列の場合もあれば、列の組み合わせを使用した複数列の場合もあります。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。外部キー関係分析の開始は、
RunCrossDomainAnalysis エレメントを使用して指定します。このエレメントには、
ColumnPair エレメントのセットを含めることができます。これに今度は
BaseColumns と PairedColumns のサブエレメントが組み込まれます。エレメント
BaseColumns は、完全修飾名が指定された Column エレメントで構成されます。こ
れらの列名のフォームは、DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN です。エレメ
ント PairedColumns には、BaseColumns の列とペアになる列が含まれます。
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例
このタスクは、列 BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID と表
BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNT 内のすべての互換性のある列との外部キーおよ
びクロスドメイン関係分析を開始します。 RunCrossDomainAnalysis エレメントに
は、サンプリングやスケジューリングを指定するオプションのジョブ・プロパティ
ー・エレメントを含めることもできます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataSources>
<DataSource name="BANK">
<Schema name="BANK1">
<Table name="BANK_CLIENTS">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKeys>
<SingleColumnKey alias="..." (...)
percentUnique="..." percentDuplicate="...">
<Column name="..."/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
<MultiColumnKeys>
<MultiColumnKey nbOfColumns="..."
percentUnique="..." percentDuplicate="...">
<Column name="..."/>
<Column name="..."/>
</MultiColumnKey>
</MultiColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunCrossDomainAnalysis excludeColContainingNulls=”false”
excludeByMinimumUniquenessPercent=”0.1”
excludeDateDataClass=”false”
excludeIndicatorsDataClass=”false”
excludeTestDataClass=”false”
excludeByMaximalLength=”1000”
excludeColumnsMissingColumnAnalysisResults=”true”>
<ColumnPair>
<BaseColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID "/>
</BaseColumns>
<PairedColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS.*"/>
</PairedColumns>
</ColumnPair>
</RunCrossDomainAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST executeTasks コマンド: 参照整合性分析の開始
HTTP API を使用して参照整合性分析を開始します。

コマンド
POST executeTasks
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目的
参照整合性分析は、単一列または (連結された) 複数列のすべての外部キーのデータ
値で、関連する表の主キーにアクセスできるかどうか検査します。

パラメーター
パラメーターは、プロジェクトの名前と実行するタスクを指定する XML 文書のみ
です。参照整合性分析を起動するには、RunReferentialIntegrityAnalysis エレメントを
使用します。このエレメントには、1 つ以上の外部キー候補サブエレメントを含め
ることができます。参照整合性分析は、それらの外部キー候補に対して実行されま
す。RunReferentialIntegrityAnalysis エレメントには、スケジューリングを指定するオ
プションのジョブ・プロパティー・エレメントを含めることもできます。参照整合
性分析は、指定された基本列の状況が「選択済み主キー」の場合にのみ開始できま
す。

例
このタスクは、主キー BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID と外部キー
BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID が指定された外部キー候補に関する参照整
合性分析を開始します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunReferentialIntegrityAnalysis>
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
</ForeignKey>
</ForeignKeyCandidate>
</RunReferentialIntegrityAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

このタスクは、主キー BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID と外部キー
BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID が指定された外部キー候補に関する参照整
合性分析を開始します。

POST publish コマンド: 分析結果のパブリッシュ
HTTP API を使用して分析結果をパブリッシュします。

コマンド
POST publishResults

目的
このコマンドを使用すると、IBM InfoSphere Information Server プラットフォームの
他のコンポーネントでも幅広く使用できるよう表の分析結果をパブリッシュできま
す。
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パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。パブリッシュする表の名前とどの状態
の結果をパブリッシュするかを指定する XML ストリングは、POST 要求の本文に
埋め込まれます。

分析結果のパブリッシング
分析結果のパブリッシュは、PublishResult エレメントを使用して指定します。この
エレメントには、現行分析結果をパブリッシュする表への参照を 1 つ以上含めるこ
とができます。表の名前は完全修飾する必要があり
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE)、名前には 0 文字から複数文字を表すワイルドカ
ード (*) を使用できます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<PublishResults>
<Table name="BANK.BANK1.* "/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

POST update benchmarks: 既存のルール・セット定義のベンチ
マークの変更
HTTP API を使用して、既存のルール・セット定義のベンチマークを変更します。

コマンド
POST update

目的
このコマンドを使用すると、ルール・セット定義の信頼性ベンチマークまたはベー
スライン比較ベンチマークの内容を追加または変更できます。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。変更するルール・セット定義の内容を
定義する XML ストリングは、POST 要求の本文に埋め込まれます。

既存のルール・セット定義のベンチマークを変更する例
この例は、ルール・セット定義の信頼性ベンチマークまたはベースライン比較ベン
チマークを変更する方法を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="existingRuleSetDef">
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.2”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”degradation”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
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</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

POST update コマンド: データ・ルール定義とデータ・ルールの
変更
HTTP API を使用したデータ・ルール定義とデータ・ルールの変更

コマンド
POST update

目的
このコマンドを使用すると、データ・ルール定義とデータ・ルールを変更できま
す。XML 入力は、新規データ・ルールの作成に使用する構文と同じ構文パターンに
従います。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 57. データ・ルール定義とデータ・ルールを変更するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

更新

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

データ・ルール定義の論理式の変更例
データ・ルール定義を変更するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/update です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の
本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<expression>if col1=’B’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

HTTP 方式は POST です。
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データ・ルールのいずれかの変数のバインディングを変更する例
データ・ルールを変更するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/update です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の
本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1" folder="tmp">
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL4"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

ルール・セットの妥当性ベンチマークの変更
ルール・セットを変更するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/update です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の
本文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1" folder=”mat, tmp”>
<ValidityBenchmark metric="percent_met" operator="greater_than" value="50">
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

POST update metrics: 既存のメトリックの変更
HTTP API を使用して既存のメトリックを変更します。

コマンド
POST update

目的
このコマンドを使用すると、既存のメトリックの値を変更できます。

パラメーター
このコマンドにパラメーターはありません。定義するメトリックの内容を定義して
いる XML ストリングは、POST 要求の本文に埋め込まれます。XML ストリング
に使用する構文は、新規メトリックを作成する場合の構文と同じですが、更新する
属性のみを指定してください。

既存のメトリックを変更する例
次のメトリックの MetricBenchmark の operator 属性が変更されます。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

POST update コマンド: グローバル論理変数の更新
HTTP API を使用してグローバル論理変数を更新します。

コマンド
POST update

パラメーター (必須)
このコマンドにパラメーターはありません。内容を定義する XML ストリングは、
POST 要求の本文に埋め込まれます。

使用可能な HTTP 方式
表 58. グローバル論理変数を更新するための HTTP API
HTTP 方式

URI パターン

データ・フォー
マット

成功コード

エラー・コード

POST

更新

XML

200

400 (誤った要求)
または 500 (サ
ーバー・エラー)

グローバル論理変数の更新例
グローバル論理変数を更新するための HTTP 要求は、http://<ServerName>:9080/
InformationAnalyzer/create です。以下のとおり、XML ストリングは POST 要求の本
文に埋め込まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="BANK.BANK1.BANK_CLIENTS.AGE"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

HTTP 方式は POST です。この例では、変数 var1 を指定された値で更新します。

スキーマ定義ファイル
IBM InfoSphere Information Analyzer には、HTTP API で使用されるメッセージ・
フォーマットを定義する XML スキーマ定義 (XSD) ファイルが用意されていま
す。
HTTP API では、クライアントとサーバーとの間の情報の交換に XML 文書を大い
に利用します。リソースの作成などの複雑な要求は、多くの場合、POST 要求に
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XML ストリングを埋め込んで送信されます。サーバーから戻される情報も XML
フォーマットです。この XML フォーマットの定義は、iaapi.xsd ファイルに指定さ
れています。XSD ファイルは、次の場所にあります。
v ASBServer/docs/IA/schema (サーバー)
v ASBNode/docs/IA/schema (クライアント)

プロジェクトのリストを取得するためのスキーマ・ファイル・エレ
メント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、プロジェクトのリ
ストを要求します。これは、プロジェクトのリストを要求すると返される XML 文
書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET projects

GET projects コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

XSD ファイル・エレメント
<Projects>
既存の IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトのリストを指定しま
す。各プロジェクト・ソースは、<Projects> エレメントの子エレメントとして定
義されます。
次の表に、<Projects> エレメントの子を示します。
表 59. <Projects> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Project>

0..*

既存のプロジェクト

<Project name="...">
リスト内のプロジェクトを指定します。このエレメントには、プロジェクト名と
説明のみが含まれていて、既存のプロジェクトのリストを返すときに使用されま
す。このエレメントを使用してプロジェクトの詳細を取得すると、このエレメン
トには他のサブエレメントが含まれています。
次の表に、<Project> エレメントの属性を示します。
表 60. <Project> エレメントの属性
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属性

説明

name

プロジェクトの名前

次の表に、<Project> エレメントの子を示します。
表 61. <Project> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>

0 または 1

プロジェクトの説明

<ForeignKeyCandidate>

0 またはアンバウンド

外部キー関係の候補を記述し
た複合エレメント

<ForeignKeyCandiate>
外部キー関係の候補を記述した複合エレメントを指定します。
次の表に、<ForeignKeyCandidate> エレメントの子を示します。
表 62. <ForeignKeyCandidate> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<PrimaryKey>

1

主キーに含まれる列。詳細な
説明については、
<RunReferentialIntegrity
Analysis> の下にある説明を
参照してください。

<ForeignKey>

1

外部キーに含まれる列。詳細
な説明については、
<RunReferentialIntegrity
Analysis> の下にある説明を
参照してください。

<ForeignKeyToPrimaryKey>

1

外部キーの視点から見た参照
整合性分析の結果。

<PrimaryKeyToForeignKey>

1

主キーの視点から見た参照整
合性分析の結果。

<ForeignKeyToPrimaryKey>
外部キーの視点から見た参照整合性分析の結果を指定します。
次の表に、<ForeignKeyToPrimaryKey> エレメントの子を示します。
表 63. <ForeignKeyToPrimaryKey> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Violation>

0 またはアンバウンド

参照整合性の違反。

次の表に、<ForeignKeyToPrimaryKey> エレメントの属性を示します。
表 64. <ForeignKeyToPrimaryKey> エレメントの属性
属性

説明

violationsDistict

個々の違反の数

violationTotal

違反の総数

integrityDistinct

違反していない個々の行の数

integrityTotal

違反していない行の総数
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<Violation>
参照整合性の違反を指定します。
次の表に、<Violation> エレメントの属性を示します。
表 65. <Violation> エレメントの属性
属性

説明

foreignKeyValue

外部キー列のデータ値

records

そのデータ値を持つ行の数

percentage

その値を持つ行のパーセンテージ

<PrimaryKeyToForeignKey>
主キーの視点から見た参照整合性分析の結果を指定します。
次の表に、<PrimaryKeyToForeignKey> エレメントの属性を示します。
表 66. <PrimaryKeyToForeignKey> エレメントの属性
属性

説明

matchingValuesDistinct

一致する個々の値の数

matchingValuesTotal

一致する値の総数

プロジェクトのリストの取得例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、およ
びルール・セットのリストを取得するためのスキーマ・ファイル・
エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、データ・ルール定
義、ルール・セット定義、データ・ルール、およびルール・セットのリストを要求
します。これは、データ品質コンポーネントのリストを要求すると返される XML
文書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET ruleDefinitions
GET executableRules

XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
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<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<DataRuleDefinitions>
プロジェクトに定義されているデータ・ルール定義、ルール・セット定義、デー
タ・ルール、およびルール・セットのリストを指定します。このエレメントは常
に、<Project> エレメント内でネストされています。データ・ルール定義はそれ
ぞれ、<DataRuleDefinitions> エレメントの子エレメントとして定義されます。デ
ータ・ルールは、そのデータ・ルール定義の子エレメントとして指定されます。
次の表に、<DataRuleDefinitions> エレメントの子を示します。
表 67. <DataRuleDefinitions> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<DataRuleDefinition>

0..*

プロジェクトに定義されてい
るデータ・ルール定義

<RuleSetDefinition>

0..*

プロジェクトに定義されてい
るルール・セット定義

<DataRuleDefinition name="...">
ルール定義を指定します。ルール定義には、そのルール定義に対して定義された
式とデータ・ルールのリストが含まれています。
次の表に、<DataRuleDefinitions> エレメントの属性を示します。
表 68. <DataRuleDefinition> エレメントの属性
属性

説明

name

ルール定義の名前

次の表に、<DataRuleDefinition> エレメントの子を示します。
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表 69. <DataRuleDefinition> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>...</description>

0 または 1

ルール定義のテキスト・フォ
ーマットでのオプションの説
明。このエレメントは、GET
ruleDefinition 要求の場合にの
みデータが設定され、GET
executableRule の場合は設定
されません。

<ExecutableRules>

0 または 1

このルール定義用に作成され
たデータ・ルールのリスト。
このエレメントは、要求が
GET executableRule の場合に
のみ使用されます。 GET
ruleDefinition 要求でルール定
義のみが要求された場合は、
使用されません。

<RuleSetDefinition name="...">
ルール・セット定義を指定します。ルール・セット定義には、ルール定義のリス
トが含まれています。ルール定義は、既に存在するか XML 内の他の場所で定
義されたルール定義への参照であっても、ルール・セット定義内のネスト化され
た <RuleDefinition> エレメントとして作成されていてもかまいません。
次の表に、<RuleSetDefinition> エレメントの属性を示します。
表 70. <RuleSetDefinition> エレメントの属性
属性

説明

name

ルール・セット定義の名前

次の表に、<RuleSetDefinition> エレメントの子を示します。
表 71. <RuleSetDefinition> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<description>...</description>

0 または 1

ルール・セット定義のテキス
ト・フォーマットでのオプシ
ョンの説明。このエレメント
は、GET ruleDefinition 要求
の場合にのみデータが設定さ
れ、GET executableRule の場
合は設定されません。

<ExecutableRules>

0 または 1

このルール・セット用に作成
されたデータ・ルールのリス
ト。このエレメントは、要求
が GET executableRule の場
合にのみ使用されます。
GET ruleDefinition 要求でル
ール定義のみが要求された場
合は、使用されません。

プロジェクト詳細のスキーマ・ファイル・エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、プロジェクトの詳
細を要求します。これは、プロジェクトの詳細を要求すると返される XML 文書の
エレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET project
POST create
POST update

GET project コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable"
value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable"
value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
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<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<Project name="...">
プロジェクトの名前を指定します。プロジェクトには、そのプロジェクトに登録
されているデータ・ソースの説明と、ルールのリストが含まれています。また、
ターゲット・システムに定義されているかまたは作成をスケジュールされたグロ
ーバル変数のリスト、実行するタスクのリスト (POST create コマンドを使用す
る場合のみ)、およびプロジェクトの詳細の取得時に発生する可能性のある警告
のリストが含まれていることもあります。
次の表に、<Project> エレメントの属性を示します。
表 72. <Project> エレメントの属性
属性

説明

name

プロジェクトの名前

次の表に、<Project> エレメントの子を示します。
表 73. <Project> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<description>

0 または 1

プロジェクトの説明

<DataSources>

0 または 1

プロジェクト用に登録されて
いるか登録をスケジュールさ
れているデータ・ソースのリ
スト

<DataRuleDefinitions>

0 または 1

プロジェクトで宣言されてい
るデータ・ルールまたはルー
ル・セット定義とそれに関連
したデータ・ルールおよびル
ール・セットのリスト

<GlobalVariables>

0 または 1

ターゲット・システムに定義
されているか定義をスケジュ
ールされているグローバル変
数のリスト

<Tasks>

0 または 1

プロジェクトを作成するとき
に実行するタスクのリスト。
このエレメントは、POST
create コマンドの場合にのみ
使用されます。他のコマンド
では無視されます。

表 73. <Project> エレメントの子 (続き)
エレメント

カーディナリティー

説明

<Warnings>

0 または 1

GET project コマンドでプロ
ジェクトの詳細を取得すると
きに、システムによって生成
される警告のリスト。このエ
レメントは、他のすべてのコ
マンドでは無視されます。

データ・ソースのスキーマ・ファイル・エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを、プロジェクトに登録される
データ・ソースのリストに指定します。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET project
POST create
POST update

コマンドの XML 文書の例
http://9.184.184.35:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPESDB2">
<Column name="GENDER"/>
<Column name="STREET"/>
<VirtualColumn name="ID_DATEOFBIRTH">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" " quoteChar="\""
separator="|">
<Column name="ID"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
(...)
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinition>
(...)
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>
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XSD ファイル・エレメント
<DataSources>
プロジェクトに登録されているデータ・ソースのリストを指定します。データ・
ソースはそれぞれ、このエレメントの子エレメントとして定義されます。
次の表に、<DataSource> エレメントの子を示します。
表 74. <DataSources> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<DataSource>

0 ..*

プロジェクト用に登録されて
いるデータ・ソース

<DataSource name="...">
プロジェクトに登録されているデータ・ソースを指定します。
次の表に、<DataSource name> エレメントの属性を示します。
表 75. <DataSource> エレメントの属性
属性

説明

名前

データ・ソースの名前

次の表に、<DataSource> エレメントの子を示します。
表 76. <DataSource> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Schema>

0..*

データ・ソースのスキーマ

<Schema name="...">
データ・ソース (プロジェクトに登録済み) のスキーマを指定します。スキーマ
には、物理表または仮想表のリストが含まれています。
次の表に、<Schema> エレメントの属性を示します。
表 77. <Schema> エレメントの属性
属性

説明

name

スキーマの名前

次の表に、<Schema> エレメントの子を示します。
表 78. <Schema> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Table>

0..*

スキーマに定義されている物
理表

<VirtualTable>

0..*

スキーマに定義されている仮
想表

<Table name="...">
プロジェクトに登録されている物理表を指定します。物理表は、物理データ・ソ
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ースにあります。表には、列 (実際または仮想) のリストと、表の分析設定でフ
ィルターとして定義されている「where」条件が含まれています。
次の表に、<Table> エレメントの属性を示します。
表 79. <Table> エレメントの属性
属性

説明

name

表の名前

次の表に、<Table> エレメントの子を示します。
表 80. <Table> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description> ...</description>

0 または 1

表のオプションの説明

<Column>

0..*

表に属する物理列

<VirtualColumn>

0..*

表に定義されている仮想列

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 または 1

表の分析時に適用される、オ
プションのフィルター条件を
定義する SQL ステートメン
ト。例えば、
<WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
注: 「WHERE」キーワード
を含めないでください。

<VirtualTable name="..." baseTable="...">
プロジェクトに定義されている仮想表を指定します。仮想表は物理表に基づいて
おり、その列の一部のみが含まれていて、フィルター条件が適用されます。概念
はデータベースのビューと同様ですが、仮想表はプロジェクトにのみ存在し、ビ
ューを作成するのにデータ・ソースについての特別な許可は不要です。
次の表に、<Virtual Table> エレメントの属性を示します。
表 81. <Virtual Table> エレメントの属性
属性

説明

name

仮想表の名前

baseTable

仮想表の基となる物理表の名前。この名前に
は表名のみが含まれていて、データ・ソース
およびスキーマによる完全修飾名は含まれて
いません。

次の表に、<Virtual Table> エレメントの子を示します。
表 82. <Virtual Table> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description> ...</description>

0 または 1

仮想表のオプションの説明

<Column>

0..*

表に属する物理列
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表 82. <Virtual Table> エレメントの子 (続き)
エレメント

カーディナリティー

説明

<VirtualColumn>

0..*

表に定義されている仮想列

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 または 1

表の分析時に適用される、オ
プションのフィルター条件を
定義する SQL ステートメン
ト。例えば、
<WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
注: 「WHERE」キーワード
を含めないでください。

<Column name="..." >
プロジェクトに定義されている物理表または仮想表に登録される物理列を指定し
ます。
次の表に、<Column> エレメントの属性を示します。
表 83. <Column> エレメントの属性
属性

説明

name

列の名前

次の表に、<Column> エレメントの子を示します。
表 84. <Column> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description> ...</description>

0 または 1

最終の説明ストリング。

<VirtualColumn name="..." >
プロジェクトに定義する仮想列を指定します。仮想列は、いくつかの列の連結の
結果として、あるいは SQL 式またはデータ・ルール式の結果として分析時に値
が計算される列です。
次の表に、<Virtual column> エレメントの属性を示します。
表 85. <Virtual column> エレメントの属性
属性

説明

name

列の名前

次の表に、<Virtual column> エレメントの子を示します。
表 86. <Virtual column> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<description> ...</description>

0 または 1

仮想列のオプションの説明

表 86. <Virtual column> エレメントの子 (続き)
エレメント

カーディナリティー

説明

<Concatenation>

0 または 1

このエレメントは、他のいく
つかの列の連結として仮想列
が計算される場合に使用しま
す。このエレメントを使用す
ることは、
<DataRuleExpression> と
<SQLExpression> は同じ仮想
列では使用されないことを意
味します。

<DataRuleExpression>

0 または 1

この子エレメントは、デー
タ・ルール式の結果として仮
想列が計算される場合に使用
します。このエレメントを使
用することは、
<Concatenation> と
<SQLExpression> は同じ仮想
列では使用されないことを意
味します。

<SQLExpression>

0 または 1

この子エレメントは、SQL
式の結果として仮想列が計算
される場合に使用します。こ
のエレメントを使用すること
は、<Concatenation> と
<DataRuleExpression> は同じ
仮想列では使用されないこと
を意味します。

<Concatenation>
このエレメントは、同じ表のいくつかの列の連結の結果として仮想列の値が計算
される場合に、<VirtualColumn> エレメントの子として使用されます。
次の表に、<Concatenation> エレメントの属性を示します。
表 87. <Concatenation> エレメントの属性
属性

説明

separator

連結値の間に使用できる区切り文字 (オプシ
ョン)

nullValueReplacement

連結列の NULL 値の位置に使用される値
(オプション)

padChar

埋め込み文字を指定します (オプション)

quoteChar

フィールドは単一引用符または二重引用符で
囲まれることを指定します。

次の表に、<Concatenation> エレメントの子を示します。
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表 88. <Concatenation> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0..*

連結される列のリスト

<DataRuleExpression>...</DataRuleExpression>
このエレメントは、データ・ルール式の結果として仮想列の値が計算される場合
に、<VirtualColumn> エレメントの子として使用されます。データ・ルール式は
IBM InfoSphere DataStageで評価され、物理ソースには影響を与えません。この
式には、同じ表の任意の数の列を結合する、関数または算術式を含めることがで
きます。例えば、<DataRuleExpression> trim(col1)+trim(col2)
</DataRuleExpression> です。
次の表に、<DataRuleExpression> エレメントの子を示します。
表 89. <DataRuleExpression> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<TEXT>

0 または 1

テキスト・ノードとしての式

<SQLExpression>...</SQLExpression>
このエレメントは、SQL 式の結果として仮想列の値が計算される場合に、
<VirtualColumn> エレメントの子として使用されます。SQL 式はソース・デー
タベースで評価されます。 SQL 式は、ソースは SELECT ステートメントで式
を評価できる SQL データベースである場合にのみ、使用できます。この式に
は、同じ表の任意の数の列を結合する SQL 関数、UDF、または算術式を含める
ことができます。例えば、<SQLExpression returnType=”string”
returnLength=”255”> concat(col1, col2) </SQLExpression> です。
次の表に、<SQLExpression> エレメントの属性を示します。
表 90. <SQLExpression> エレメントの属性
属性

説明

returnType

式の予期された戻りタイプ。指定可能な値
は、以下のとおりです。
v numeric
v string
v 日付
v time
v timestamp
returnType がストリングの場合は、この属性
のストリングの最大長を指定します (オプシ
ョン)

returnLength

次の表に、<SQLExpression> エレメントの子を示します。
表 91. <SQLExpression> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<TEXT>

0 または 1

テキスト・ノードとしての式

データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、およ
びルール・セットのスキーマ・ファイル・エレメント
これは、データ・ルール定義、ルール・セット定義、データ・ルール、およびルー
ル・セットを要求、作成、または変更するときに使用される、XML 文書のエレメン
トの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
POST create
POST update
GET project
GET ruleDefinition
GET executableRule

GET ruleDefinition コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding
="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<DataRuleDefinitions>
プロジェクトに定義されているデータ・ルール定義またはルール・セット定義の
リストを指定します。ルール定義はそれぞれ、<DataRuleDefinitions> の子エレメ
ントとして定義されます。データ・ルールは、ルール定義エレメントの子エレメ
ントとして指定されます。
次の表に、<DataRuleDefinitions> エレメントの子を示します。
表 92. <DataRuleDefinitions> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<DataRuleDefinition>

0..*

プロジェクトに定義されてい
るルール定義

<RuleSetDefinition>

0..*

プロジェクトに定義されてい
るルール・セット
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<DataRuleDefinition name="...">
ルール定義を指定します。ルール定義にはそのルール定義から生成されたデー
タ・ルールのリストと式が含まれています。
次の表に、<DataRuleDefinition> エレメントの属性を示します。
表 93. <DataRuleDefinition> エレメントの属性
属性

説明

name

ルール定義の名前

folder

フォルダー名またはフォルダー・パス。フォ
ルダー名は、次のフォーム
<folder1>/<folder2>/<folder3>/ のフォルダー・
パスにすることもできます。

次の表に、<DataRuleDefinition> エレメントの子を示します。
表 94. <DataRuleDefinition> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>...</description>

0 または 1

データ・ルールのオプション
の説明

<expression> ...</expression>

1

ルール式

<Variables>

0 または 1

データ・ルール式に含まれて
いる変数のリスト。このリス
トは、「GET project」または
「GET ruleDefinition」コマン
ドを使用したときに返されま
すが、「POST create」コマン
ドを使用して作成するときに
は不要です。

<ExecutableRules>

0 または 1

ルール定義用に作成されたデ
ータ・ルールのリスト。

<RuleSetDefinition name="...">
ルール・セット定義を指定します。ルール・セット定義には、ルール定義のリス
トが含まれています。ルール定義は、既に存在するか XML 内の他の場所に定
義されているルール定義への参照であっても、ルール・セット定義内のネスト化
された <RuleDefinition> エレメントとして作成されていてもかまいません。
次の表に、<RuleSetDefinition> エレメントの属性を示します。
表 95. <RuleSetDefinition> エレメントの属性
属性

説明

name

ルール・セット定義の名前

folder

フォルダー名またはフォルダー・パス。フォ
ルダー名は、次のフォーム
<folder1>/<folder2>/<folder3> のフォルダー・
パスにすることもできます。

次の表に、<RuleSetDefinition> エレメントの子を示します。
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表 96. <RuleSetDefinition> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>...</description>

0 または 1

ルール・セット定義のオプシ
ョンの説明

<RuleDefinitionReference>

0..*

既に存在するか、または
<RuleDefinition> エレメント
によって文書に定義されてい
るルール定義への参照

<DataRuleDefinition>

0..*

ルール・セットの一部として
作成するルール定義

<Variables>

0 または 1

データ・ルール式に含まれて
いる変数のリスト。このリス
トは、「GET project」または
「GET ruleDefinition」コマン
ドを使用したときに返されま
すが、「POST create」コマン
ドを使用して作成するときに
は不要です。

<ExecutableRules>

0 または 1

ルール定義用に作成されたデ
ータ・ルールのリスト。

<Variables>
データ・ルール定義のローカル変数のリストかまたはこのリストを含むルール・
セット定義を指定します。このエレメントは、common.xsd ファイル内で指定し
ます。
次の表に、<Variables> エレメントの子を示します。
表 97. <Variables> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Variable>

0..*

データ・ルールまたはルー
ル・セット定義のローカル変
数

<Variable name=”...” dataType=”...”>
データ・ルール定義またはルール・セット定義のローカル変数を指定します。変
数は、名前とその論理データ・タイプ (数値、ストリング、日付、時刻、タイ
ム・スタンプ、またはタイプなし) で特徴付けされます。また、変数のデフォル
ト・バインディングを表すバインディング・エレメントを含めることもできま
す。
次の表に、<Variable> エレメントの属性を示します。
表 98. <Variable> エレメントの属性
属性

説明

name

変数の名前

第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発

307

表 98. <Variable> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

dataType

変数の論理データ・タイプ。指定可能な値
は、以下のとおりです。
v Numeric
v ストリング
v 日付
v Time
v Timestamp
v Any

次の表に、<Variable> エレメントの子を示します。
表 99. <Variable> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Binding>

0 または 1

変数のデフォルトのバインデ
ィング

<RuleDefinitionReference ruleName=”...”>
文書の他の場所に定義されているかシステムに既に存在するルール定義は、含ん
でいるルール・セット定義の一部であることを指定します。
次の表に、<RuleDefinitionReference> エレメントの属性を示します。
表 100. <RuleDefinitionReference> エレメントの属性
属性

説明

ruleName

ルール定義の名前

<ExecutableRules>
データ・ルール定義、またはこのエレメントを含むルール・セット定義に定義さ
れているデータ・ルールのリストを指定します。
次の表に、<ExecutableRules> エレメントの子を示します。
表 101. <ExecutableRules> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<ExecutableRule>

0..*

データ・ルール定義またはル
ール・セット定義に定義され
ているデータ・ルール

<ExecutableRule name="...">
データ・ルール定義またはルール・セット定義から生成されたデータ・ルールを
指定します。データ・ルール定義またはルール・セット定義は、親エレメントに
よって表されます。データ・ルールには、バインディングのリスト、出力定義、
および最終の結合条件が含まれています。
次の表に、<ExecutableRule> エレメントの属性を示します。
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表 102. <ExecutableRule> エレメントの属性
属性

説明

name

データ・ルールの名前

folder

フォルダー名またはフォルダー・パス。フォ
ルダー名は、次のフォーム
<folder1>/<folder2>/<folder3> のフォルダー・
パスにすることもできます。

次の表に、<ExecutableRule> エレメントの子を示します。
表 103. <ExecutableRule> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>...</description>

0 または 1

データ・ルールのオプション
の説明

<BoundExpression>
...</BoundExpression>

0 または 1

この実行可能ルールのデー
タ・ルール定義またはルー
ル・セット定義の式。変数は
すべて、そのバインディン
グ・ターゲットによって置換
されています。このエレメン
トには、GET project コマン
ドまたは GET executableRule
コマンドを使用してデータ・
ルールの仕様が取得されたと
きに値が設定されますが、
POST create コマンドまたは
POST update コマンドによっ
てデータ・ルールが作成また
は更新されるときには指定す
る必要はありません。

<Bindings>

0 または 1

データ・ルールのバインディ
ングのリスト

<OutputDefinition>

0 または 1

実行可能ルールの出力の定
義。出力定義で、出力タイプ
(合格レコード、不合格レコー
ド、すべてのレコードなど)
と出力列を指定します。

<JoinConditions>

0 または 1

異なる表の列についてバイン
ディングを行う場合に使用す
る結合条件のリスト

<Bindings>
グローバル変数、データ・ルール、またはデータ・ルール・セットのバインディ
ングのリストを指定します。
次の表に、<Bindings> エレメントの子を示します。
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表 104. <Bindings> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Binding>

0..*

データ・ルールまたはルー
ル・セットのグローバル論理
変数のバインディング

<Binding var="...">
データ・ルールまたはルール・セットのグローバル論理変数のバインディングを
指定します。バインディング・エレメントには、列、定数、またはグローバル論
理変数の場合があるバインディング・ターゲットを表すエレメントが含まれてい
ます。
次の表に、<Binding Var> エレメントの属性を示します。
表 105. <Binding var> エレメントの属性
属性

説明

var

バインドされる変数の名前

次の表に、<Binding var> エレメントの子を示します。
表 106. <Binding var> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0 または 1

このエレメントが <Binding>
エレメントで使用される場
合、属性変数によって定義さ
れる変数名は、<Column> エ
レメントの名前属性に指定さ
れている完全修飾列名にバイ
ンドされます。このエレメン
トを使用する場合は、
<Binding> エレメントに他の
子エレメントを定義しないで
ください。

<Constant>

0 または 1

変数はリテラル値 (数値、ス
トリング、日付、時刻、また
はタイム・スタンプ定数のい
ずれか) にバインドされるこ
とを示します。このエレメン
トを使用する場合は、
<Binding> エレメントに他の
子エレメントを定義しないで
ください。

<Variable>

0 または 1

変数はグローバル変数にバイ
ンドされることを示します。
グローバル変数の名前は、
<Variable> エレメントの名前
属性によって指定されます。

<Constant stringValue=”...” | numericValue=”...” | ...>
変数が定数にバインドされるときに使用される定数の値を指定します。このエレ
メントには、指定可能な各データ・タイプ (数値、ストリング、日付、時刻、タ
イム・スタンプなど) の属性が含まれています。この属性は、一度に 1 つしか
使用できません。
次の表に、<Constant> エレメントの属性を示します。
表 107. <Constant> エレメントの属性
属性

説明

numericValue

この属性は、定数のタイプが数値の場合に、
定数の数値を指定するために使用します。値
は、浮動小数点数とすることができます。

stringValue

この属性は、定数のタイプが文字ストリング
の場合に、定数のストリング値を指定するた
めに使用します。

timeValue

この属性は、定数の時刻値の指定に使用しま
す。

dateValue

この属性は、定数の日付値の指定に使用しま
す。

datetimeValue

この属性は、定数のタイム・スタンプ値 (日
付と時刻) の指定に使用します。

<OutputDefinition>
データ・ルールの出力定義を指定します。出力定義には、出力タイプ (出力内の
レコードのタイプ: 合格レコード、不合格レコード、すべてのレコード、または
統計のみ) と、出力表を構成する列の名前と定義が含まれています。
次の表に、<OutputDefinition> エレメントの属性を示します。
表 108. <OutputDefinition> エレメントの属性
属性

説明

outputType

出力のタイプ。これには、レコードのタイプ
(合格レコード、不合格レコード、すべてのレ
コード、または統計のみ) が含まれていま
す。指定可能な値は、以下のとおりです。
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly

次の表に、<OutputDefinition> エレメントの子を示します。
表 109. <OutputDefinition> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<OutputColumn>

0..*

出力表にある列のリスト
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<OutputColumn>
データ・ルールの出力表に含める列を指定します。出力列には、名前 (出力表に
示される名前)、タイプ (ルールのグローバル論理変数、物理列、式、またはメ
トリックのいずれか)、およびターゲット (変数、列、式、またはメトリックの
名前) が含まれています。
次の表に、<OutputColumn> エレメントの属性を示します。
表 110. <OutputColumn> エレメントの属性
属性

説明

type

出力列のタイプ。出力タイプには、ルールの
グローバル論理変数、物理列、式、またはメ
トリックのいずれかを指定できます。指定可
能な値は、以下のとおりです。
v variable
v 列
v 式
v メトリック

name

出力表にある列の名前

value

type=”variable”の場合は、列のターゲット。
この値には、出力に含まれるルール変数の名
前が含まれている必要があります。
type=”column”の場合、この値には、出力に含
める列の完全修飾名
(datasource.schema.table.column) が含まれてい
る必要があります。 type=”expression”の場
合、この値には、出力への式が含まれている
必要があります。type=”metric”の場合、値に
は、次のいずれかのメトリック名が含まれて
いる必要があります。
v METRIC_NB_PASSING_RULES
v METRIC_NB_VIOLATED_RULES
v METRIC_PERCENT_PASSING_RULES
v METRIC_PERCENT_VIOLATED_RULES
v METRIC_RECORD_ID
METRIC_RULE_EXECUTABLE_NAME
v METRIC_SYSTEM_DATE
METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

<JoinConditions>
データ・ルールを実行するために、適用する結合条件のリストを含むエレメント
を指定します。
次の表に、<JoinConditions> エレメントの子を示します。
表 111. <JoinConditions> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<JoinCondition>

0..*

結合条件

<JoinCondition>
データ・ルールのバインディングで適用される 1 つの結合条件を指定します。
結合条件は、キーの列のペアで構成されています。この値は、等しくてかつ結合
タイプ (内部、左外部、右外部、外部、または全外部結合) でなければなりませ
ん。
次の表に、<JoinCondition> エレメントの属性を示します。
表 112. <JoinCondition> エレメントの属性
属性

説明

leftKey

結合条件を表すキーのペアの左方キーの完全
修飾名 (datasource.schema.table.column)

rightKey

結合条件を表すキーのペアの右方キーの完全
修飾名 (datasource.schema.table.column)

joinType

結合のタイプ。指定可能な値は、以下のとお
りです。
v inner
v leftOuter
v rightOuter
v fullOuter

メトリックのスキーマ・ファイル・エレメント
ここでは、メトリックを要求、作成、または変更する際に使用される XML 文書の
エレメントについて説明します。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
Get project
Post create
Post update
Get Metrics
Get metric/executionHistory

コマンドの XML 文書の例
http://9.184.184.35:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<Metric name="lessThanorEqual3">
<description>Country code must be valid..</description>
<expression>GDR105204 % Met</expression>
<MetricBenchmark operator="less_than" value="92.0"/>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

第 16 章 HTTP API を使用したアプリケーションの開発

313

XSD ファイル・エレメント
<Metrics>
プロジェクトのすべてのメトリック用のコンテナーを指定します。
次の表に、<Metrics> エレメントの子を示します。
表 113. <Metrics> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Metric>

0..*

個別のメトリック

<Metric>
実行可能ルールを参照している個別のメトリックを指定します。
次の表に、<Metric> エレメントの子を示します。
表 114. <Metric> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<description>

0..1

最終の説明ストリング

<expression>

0..1

データ・ルールの結果を参照
している式。構文について詳
しくは、データ・ルール定義
の検査を参照してください。

<MetricBenchmark>

0..1

メトリックのベンチマーク。

<ExecutionHistory>

0..1

実行履歴。

次の表に、<Metric> エレメントの属性を示します。
表 115. <Metric> エレメントの属性
属性

説明

name

メトリックの名前

folder

フォルダー名またはフォルダー・パス。フォ
ルダー名は、次のフォーム
<folder1>/<folder2>/<folder3> のフォルダー・
パスにすることもできます。

<MetricBenchmark>
メトリックに関連付けられたベンチマークを指定します。
次の表に、<MetricBenchmark> エレメントの属性を示します。
表 116. <MetricBenchmark> エレメントの属性
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属性

説明

operator

ベンチマーク式の演算子。ベンチマークの演
算子に使用可能な値は、 greater_than、
greater_or_equal、 less_than、 less_or_equal
です。

value

ベンチマーク式の値。

<BenchmarkComparisonOperatorType>
ベンチマークの演算子に使用可能な値 greater_than、 greater_or_equal、
less_than、 less_or_equal を指定します。

グローバル論理変数のスキーマ・ファイル・エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、グローバル論理変
数を作成、変更、または取得します。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET globalVariables
POST create
POST update

GET globalVariables コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

XSD ファイル・エレメント
<GlobalVariables>
ターゲット・システムに定義されているグローバル変数のリストを指定します。
次の表に、<GlobalVariables> エレメントの子を示します。
表 117. <GlobalVariables> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Variable>

0..*

グローバル変数の定義

<Variable name="..." dataType="...">
グローバル論理変数を指定します。グローバル論理変数は、名前とその論理デー
タ・タイプ (数値、ストリング、日付、時刻、タイム・スタンプ、またはタイプ
なし) で特徴付けされます。また、変数のバインディング・ターゲットを表すバ
インディング・エレメントも含まれています。
次の表に、<Variable> エレメントの属性を示します。
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表 118. <Variable> エレメントの属性
属性

説明

name

グローバル論理変数の名前

dataType

変数の論理データ・タイプ。指定可能な値
は、以下のとおりです。
v Numeric
v ストリング
v 日付
v Time
v Timestamp
v Any

次の表に、<Variable> エレメントの子を示します。
表 119. <Variable> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Binding>

0 または 1

変数のバインディング・ター
ゲット

<Binding>
グローバル変数のバインディングを表します。バインディング・エレメントに
は、グローバル変数の場合は列または定数とすることができるバインディング・
ターゲットを表すエレメントが含まれています。
次の表に、<Binding> エレメントの子を示します。
表 120. <Binding> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0 または 1

このエレメントが <Binding>
エレメントで使用される場
合、属性「var」で定義される
変数名は、<Column> エレメ
ントの名前属性で完全修飾名
が指定された列にバインドさ
れます。このエレメントを使
用する場合は、<Binding> エ
レメントに他の子エレメント
を定義しないでください。

<Constant>

0 または 1

このエレメントを使用する
と、変数はリテラル値 (数
値、ストリング、日付、時
刻、またはタイム・スタンプ
定数) にバインドされます。
このエレメントを使用する場
合は、<Binding> エレメント
に他の子エレメントを定義し
ないでください。

列分析およびデータ・ルールを実行するためのスキーマ・ファイ
ル・エレメント
列分析およびデータ・ルールを実行するときに使用する、XML スキーマ定義
(XSD) 文書内にあるエレメントを指定します。これは、列分析およびデータ・ルー
ルの実行に使用される XML 文書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
v POST create
v POST executeTasks
以下に、列分析およびいくつかのデータ・ルールを実行する XML ファイルの例を
示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00" runUntil=
"2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<Tasks>
実行するタスクのリストを指定します。列のリストに対して列分析 (基本プロフ
ァイル) を実行するか、またはデータ・ルールのリストを実行できます。各タス
クは、個別のスケジュール、実行時間、およびサンプリング設定を使用すること
ができます。
次の表に、<Tasks> エレメントの子を示します。
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表 121. <Tasks> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<RunColumnAnalysis>

0..*

1 つ以上の列に対して列分析
(基本プロファイル) を実行し
ます。

<RunRules>

0..*

1 つ以上のデータ・ルールの
実行

<RunMultiColumnKey
Analysis>

0..*

特定の表のセットに対して複
数列分析を実行します。

<RunCrossDomainAnalysis>

0..*

ペアの列のセットに対して外
部キー関係およびクロスドメ
イン分析を実行します。

<RunReferentialIntegrity
Analysis>

0..*

外部キー候補のセットに対し
て参照整合性分析を実行しま
す。

<RunColumnAnalysis>
1 つ以上の列に対して列分析を実行することを指定します。サブエレメントを使
用して、スケジューリング、サンプリング、実行時間、およびジョブのオプショ
ンを指定することができます。
次の表に、<RunColumnAnalysis> エレメントの子を示します。
表 122. <RunColumnAnalysis> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<SampleOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用できる
サンプリング・オプションを
指定します。

<EngineOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用できる
エンジン・オプションを指定
します。

<JobOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用できる
ジョブ・オプションを指定し
ます。

<Schedule>

0 または 1

ジョブの実行時に使用できる
スケジューリング・オプショ
ンを指定します。

<Column>

1*

分析する列のリスト

<SampleOptions>
分析を実行するときにデータ・ソースに適用するサンプリングを指定します。
次の表に、<SampleOptions> エレメントの属性を示します。
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表 123. <SampleOptions> エレメントの属性
属性

説明

type

サンプリング・タイプ。指定可能な値は、以
下のとおりです。
v random
v sequential
v every_nth

percent

サンプリングで使用する値のパーセンテー
ジ。指定する値は、0.0 (0%) から 1.0
(100%) までです。

seed

type=”random”の場合、この値は乱数生成プロ
グラムの初期化に使用されます。同じシード
値を使用する 2 つのサンプリングでは、同
じレコードが含まれます。

size

サンプリングのレコードの最大数

nthValue

type=”every_nth”の場合、この値は適用するス
テップを示します (nth 値の数の行ごとに 1
つの行が保持されます)。この属性は、他のす
べてのサンプリング・タイプの場合は無視さ
れます。

<EngineOptions>
分析の実行時に使用するエンジン・オプションを指定します。
次の表に、<EngineOptions> エレメントの属性を示します。
表 124. <EngineOptions> エレメントの属性
属性

説明

retainOsh

true の場合、生成された IBM InfoSphere
DataStage ジョブは、分析の終了時に保持さ
れます。 false の場合は、ジョブが正常に実
行されると削除されます。指定可能な値は、
以下のとおりです。
v true
v 偽

retainDataSets

true の場合、生成されたデータ・セットは分
析の終了時に保持されます。false の場合は、
削除されます。このオプションは、データ・
ルールを実行する場合は無視されます。

PXConfigurationFile

データ・ステージ・エンジンがその実行中に
使用する代替の構成ファイルを指定します。

gridEnabled

グリッド・ビューを使用可能にするかどうか
を指定します。指定可能な値は、以下のとお
りです。
v true
v 偽

requestedNodes

要求ノードの名前
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表 124. <EngineOptions> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

minimumNodes

分析で必要なノードの最小数

partitionsPerNode

分析での各ノードのパーティション数

<JobOptions>
分析の実行時に使用するジョブ・オプションを指定します。
次の表に、<JobOptions> エレメントの属性を示します。
表 125. <JobOptions> エレメントの属性
属性

説明

debugEnabled

この属性は、データ・ルールの実行でのみ使
用されます。列分析の実行では、無視されま
す。true の場合、式に含まれているすべての
関数およびテストの評価結果を含むデバッグ
表が生成されます。false の場合、デバッグ
表は生成されません。指定可能な値は、以下
のとおりです。
v true
v 偽

nbOfDebuggedRecords

debugEnabled=”true”の場合、この属性で、デ
バッグする行数を指定します。デフォルト値
は 20 です。

arraySize

配列のサイズ

autoCommit

指定可能な値は、true または false です。

isolationLevel

分析の分離レベル

updateExistingTables

この属性は列分析でのみ使用され、データ・
ルールの実行では無視されます。true の場
合、IBM InfoSphere Information Analyzer デ
ータベース (IADB) 内の既存の表が更新され
ます。false の場合は、新規表が作成されま
す。指定可能な値は、以下のとおりです。
v true
v 偽

<Schedule>
列分析ジョブのスケジューリングまたはデータ・ルールの実行を指定します。こ
のエレメントを省略すると、列分析が直ちに 1 回のみ実行されます。
次の表に、<Schedule> エレメントの属性を示します。
表 126. <Schedule> エレメントの属性
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属性

説明

startDate

分析またはデータ・ルールを開始する日付と
時刻を指定します。値を指定しないと、分析
が直ちに開始されます。

表 126. <Schedule> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

runUntil

反復分析をスケジューリングする場合、この
エレメントで、それ以降には新規分析を開始
しないようにする日付と時刻を指定します。
この値を指定しないと、分析は、手動でスケ
ジュールを削除するまで、定義された間隔で
繰り返されます。

nbOfInstances

反復分析をスケジューリングする場合、この
エレメントで、分析を開始する最大回数を指
定します。この値を指定しないと、分析は、
手動でスケジュールを削除するまで、定義さ
れた間隔で繰り返されます。分析は 1 回だ
けスケジュールされる場合で、runUntil 属性
または <ScheduleRepeat> の子エレメントが
定義されていないときには、この属性の値を
「1」に設定する必要があります。

次の表に、<Schedule> エレメントの子を示します。
表 127. <Schedule> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Description>

0 または 1

スケジュールの説明

<ScheduleRepeat>

0..*

分析を反復する間隔を指定し
ます。分析は 1 回だけスケ
ジュールされる場合で、
runUntil 属性または
<ScheduleRepeat> の子エレメ
ントが定義されていないとき
には、この属性の値を「1」
に設定する必要があります。

<ScheduleRepeat>
列分析を反復するスケジュール間隔を指定します。
次の表に、<Schedule> エレメントの属性を示します。
表 128. <Schedule> エレメントの属性
属性

説明

許容値

許容特殊文字

second

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする秒

0-59

-*/

minute

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする分

0-59

-*/

hour

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする時

0-23

-*/
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表 128. <Schedule> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

許容値

許容特殊文字

dayOfMonth

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする日

1-31

-*?/

month

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする月

1-12 または
JAN-DEC

-*/

dayOfWeek

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする曜
日

1-7 または SUN-SAT -*?/

year

列分析またはデー
タ・ルールの実行を
スケジュールする年

1970-2099

-*/

<Schedule> エレメントの属性に使用できる特殊文字
アスタリスク (*)
すべての値を指定します。例えば、分フィールドの「*」(アスタリスク) は、
「毎分」を意味します。これは、すべての未指定フィールドに使用されるデフォ
ルト値です。
疑問符 (?)
特定の値はないことを指定します。 無視するフィールドには、「?」(疑問符)
を使用する必要があります。例えば、曜日に関係なく、月の 1 日と 15 日を対
象にするには、「DayOfWeek」フィールドに「?」を使用します。
ダッシュ (-)
値の範囲を指定します。例えば、時フィールドの「10-12」は、「10 時、11
時、および 12 時」を意味します。
コンマ (,)
追加値を指定します。例えば、「dayOFweek」フィールドの「MON,WED,FRI」
は、「月曜日、水曜日、および金曜日」を意味します。
円記号 (¥)
値の増分を指定します。例えば、「seconds」フィールドの「0/15」は、「0、
15、30、および 45」の各秒を意味します。「seconds」フィールドの「5/15」
は、「5、20、35、および 50」の各秒を意味します。
次の表に、時間式の例を示します。
表 129. 時間式の例
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式

意味

"0 0 12 * * ?"

毎日午後 12 時に実行

"0 15 10 ? * *"

毎日午前 10:15 に実行

"0 15 10 * * ? 2005"

2009 年中、毎日午前 10:15 に実行

"0 10,44 14 ? 3 WED"

3 月の各水曜日の午後 2:10 と午後 2:44 に
実行

<Column name="..."/>
列分析を実行する列の名前を指定します。<RunColumnAnalysisTask> エレメント
内で使用する場合は、エレメントの属性である name のみを完全修飾列名を使
用して設定してください。
次の表に、<Column name="..."/> エレメントの属性を示します。
表 130. <Column name> エレメントの属性
属性

説明

name

分析する列の名前。この名前は完全修飾され
ている必要があります
(datasource.schema.table.column)。列の範囲の
指定に、* (アスタリスク) ワイルドカードを
使用できます。例えば、
「BANK.BANK1.CUSTOMERS.*」は、表
BANK.BANK1.CUSTOMERS のすべての列を
分析することを示します。
注: 複数の列または複数の列の範囲を指定す
るために、<RunColumnAnalysisTask> に複数
の <Column> エレメントを含めることができ
ます。

<RunMultiColumnKeyAnalysis>
表内の 1 つ以上の列に対して列分析を実行することを指定します。
次の表に、<RunMultiColumnKeyAnalysis> エレメントの子を示します。
表 131. <RunMultiColumnKeyAnalysis> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Table>

0 またはアンバウンド

キー分析を実行する表を指定
します。

次の表に、<RunMultiColumnKeyAnalysis> エレメントの属性を示します。
表 132. <RunMultiColumnKeyAnalysis> エレメントの属性
属性

説明

compositeMax

複数列キーの列の最大数。

<RunCrossDomainAnalysis>
クロスドメイン分析を実行して、2 列間のデータにデータ値のオーバーラップが
あるか確認することを指定します。
次の表に、<RunCrossDomainAnalysis> エレメントの子を示します。
表 133. <RunCrossDomainAnalysis> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<ColumnPair>

0 またはアンバウンド

外部キー関係およびクロスド
メイン分析の調査対象とする
基本列とその対になる列のペ
ア。
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次の表に、<RunCrossDomainAnalysis> エレメントの属性を示します。
表 134. <RunCrossDomainAnalysis> エレメントの属性
属性

説明

excludeColContainingNulls

NULL を含んでいる列を除外するためのフラ
グ。

excludeByMinimumUniquenessPercent

固有性の最小パーセンテージ (0 から 1 まで
のパーセンテージ) に基づいて列を除外する
ためのしきい値。

excludeDateDataClass

日付データ・クラスに基づいて列を除外する
ためのフラグ。

excludeIndicatorsDataClass

インジケーター・データ・クラスに基づいて
列を除外するためのフラグ。

excludeTestDataClass

テスト・データ・クラスに基づいて列を除外
するためのフラグ。

excludeByMaximalLength

長さに基づいて列を除外するためのしきい
値。

excludeColumnsMissingColumn
AnalysisResults

列分析結果のない列を使用しないためのフラ
グ。

<ColumnPair>
外部キー関係およびクロスドメイン分析の調査対象とする基本列とその対になる
列のペアを指定します。
次の表に、<ColumnPair> エレメントの子を示します。
表 135. <ColumnPair> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<BaseColumns>

1

外部キー関係が指している基
本列 (例えば、主キー) のセ
ット。完全修飾列名には、ワ
イルドカード (*) を使用でき
ます。

<PairedColumns>

1

外部キー関係が発生するター
ゲット列 (例えば、外部キー)
のセット。完全修飾列名に
は、ワイルドカード (*) を使
用できます。

<RunReferentialIntegrityAnalysis>
外部キー候補のセットに対して参照整合性分析を実行することを指定します。
次の表に、<RunReferentialIntegrityAnalysis> エレメントの子を示します。
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表 136. <RunReferentialIntegrityAnalysis> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<ForeignKeyCandidate>

0 またはアンバウンド

外部キー関係の候補を記述し
た複合エレメント。

<ForeignKeyCandiate>
外部キー関係の候補を記述した複合エレメントを指定します。
次の表に、<ForeignKeyCandiate> エレメントの子を示します。
表 137. <ForeignKeyCandiate> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<PrimaryKey>

1

外部キー関係の主キーの列を
記述します。

<ForeignKey>

1

外部キー関係の外部キーの列
を記述します。

<PrimaryKey>
外部キー関係の主キーの列を指定します。
次の表に、<PrimaryKey> エレメントの子を示します。
表 138. <PrimaryKey> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0 またはアンバウンド

主キーに含まれる列。

<ForeignKey>
外部キー関係の外部キーの列を指定します。
次の表に、<ForeignKey> エレメントの子を示します。
表 139. <ForeignKey> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0 またはアンバウンド

外部キーに含まれる列。

<RunRules>
1 つ以上のルールを実行するタスクを指定します。サブエレメントを使用して、
スケジューリング、サンプリング、実行時間、およびジョブのオプションを指定
することができます。
次の表に、<RunRules> エレメントの子を示します。
表 140. <RunRules> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<SampleOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用するオ
プションのサンプリング・オ
プションを指定します。
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表 140. <RunRules> エレメントの子 (続き)
エレメント

カーディナリティー

説明

<EngineOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用するオ
プションのエンジン・オプシ
ョンを指定します。

<JobOptions>

0 または 1

ジョブの実行時に使用するオ
プションのジョブ・オプショ
ンを指定します。

<Schedule>

0 または 1

ジョブの実行時に使用するオ
プションのスケジューリン
グ・オプションを指定しま
す。

<ExecutableRule>

1..*

実行するデータ・ルールのリ
スト

<ExecutableRule name=”...”/>
実行するルールの名前を指定します。<RunRules> エレメントで使用される場
合、その属性名のみは、ルール名を設定する必要があります。
次の表に、<ExecutableRule> エレメントの属性を示します。
表 141. <ExecutableRule> エレメントの属性
属性

説明

name

実行するルールの名前

データ・ルールの履歴を取得するためのスキーマ・ファイル・エレ
メント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、データ・ルールの
履歴を取得します。これは、データ・ルールの履歴を要求すると返される XML 文
書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET executableRule/executionHistory

XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Example for a simple rule -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
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id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”2”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”3”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Example for a rule set -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85"
percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80"
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percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90"
percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<ExecutionHistory>
バインドされたデータ・ソースにデータ・ルールまたはデータ・ルール・セット
を適用した結果を文書化します。このエレメントは常に、<ExecutableRule> エレ
メント内でネストされています。
次の表に、<ExecutionHistory> エレメントの子を示します。
表 142. <ExecutionHistory> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<RuleExecutionResult>

0..*

データ・ルールの実行結果

<RuleSetExecutionResult>

0..*

ルール・セットの実行結果

<MetricExecutionResult>

0..*

メトリックの実行結果

<RuleExecutionResult>
単一データ・ルールの実行結果を指定します。
次の表に、<RuleExecutionResult> エレメントの属性を示します。
表 143. <RuleExecutionResult> エレメントの属性
属性

説明

id

実行しているデータ・ルールのユニーク
ID。この ID は、コマンド GET
executableRule/outputTable の参照として機能
します。

状況

実行しているデータ・ルールの状況。指定可
能な値は、以下のとおりです。
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown
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startTime

データ・ルールの実行を開始した日付と時
刻。フォーマットは yyyy-mm-dd T
hh:mm:ss+hh:mm です。

endTime

データ・ルールの実行を終了した日付と時
刻。フォーマットは yyyy-mm-dd T
hh:mm:ss+hh:mm です。

表 143. <RuleExecutionResult> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

runBy

データ・ルールを発行した個人の名前

nbOfRecords

データ・ルールの実行が終了したときの処理
されたレコードの総数

nbPassed

データ・ルールの実行が終了したときの合格
したレコード数

nbFailed

データ・ルールの実行が終了したときの不合
格のレコード数

percentPassed

すべてのレコードのうちのデータ・ルールに
合格したレコードのパーセンテージ

percentFailed

すべてのレコードのうちのデータ・ルールに
違反したレコードのパーセンテージ

ruleName

ルールの名前。この属性は、
<RuleExecutionResult> が
<RuleSetExecutionResult> の子の場合にのみ
使用されます。

<RuleSetExecutionResult>
データ・ルール・セットを実行後の結果を表します。
次の表に、<RuleSetExecutionResult> エレメントの属性を示します。
表 144. <RuleSetExecutionResult> エレメントの属性
属性

説明

id

実行しているデータ・ルール・セットのユニ
ーク ID。この ID は、コマンド GET
executableRule/outputTable の参照として機能
します。

状況

データ・ルール・セットの実行状況。指定可
能な値は、以下のとおりです。
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime

データ・ルール・セットの実行を開始した日
付と時刻。フォーマットは yyyy-mm-dd T
hh:mm:ss+hh:mm です。

endTime

データ・ルール・セットの実行を終了した日
付と時刻。フォーマットは yyyy-mm-dd T
hh:mm:ss+hh:mm です。

runBy

データ・ルール・セットを実行した個人の名
前

nbOfRecords

データ・ルール・セットの実行が終了したと
きの処理されたレコードの総数

nbRules

ルール・セット内のルールの数
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表 144. <RuleSetExecutionResult> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

meanNbFailedRulesPerRecord

レコードが違反したルールの平均数

stddevNbFailedRulesPerRecord

各レコードが違反したルール数の標準偏差

meanPercentFailedRulesPerRecord

各レコードが違反したルールの平均パーセン
テージ

stddevPercentFailedRulesPerRecord

各レコードが違反したルールのパーセンテー
ジの標準偏差

次の表に、<RuleSetExecutionResult> エレメントの子を示します。
表 145. <RuleSetExecutionResult> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<RuleExecutionResult>

0..*

ルール・セットを実行後の、
データ・ルール・セット内の
個々のルールの結果

<AbsoluteFailureDistribution>

0 または 1

ルール・セット内の 1 つの
ルール、2 つのルールなどに
違反したレコードの数および
パーセンテージの分布データ

<AbsoluteFailureDistribution>
ルール・セット内の 1 つのルール、2 つのルールなどに違反したレコードの数
およびパーセンテージの分布データを表します。
次の表に、<AbsoluteFailureDistribution> エレメントの子を示します。
表 146. <AbsoluteFailureDistribution> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<DiscreteDistributionItem>

0..*

属性値のいくつかのルールに
失敗したレコードの数とパー
センテージ

<DiscreteDistributionItem>
属性値のいくつかのルールに失敗したレコードの数とパーセンテージを表しま
す。
次の表に、<DiscreteDistributionItem> エレメントの属性を示します。
表 147. <DiscreteDistributionItem> エレメントの属性
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属性

説明

value

失敗したルールの数。

percentFrequency

属性値に指定されたいくつかのルールを違反
したレコードのパーセンテージ

absoluteFrequency

属性値に指定されたいくつかのルールを違反
したレコードの絶対数

<MetricExecutionResult>
メトリックの単一の実行結果が含まれます。
次の表に、<MetricExecutionResult> エレメントの子を示します。
表 148. <MetricExecutionResult> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<MetricBenchmarkResult>

0..1

メトリックに関連付けられた
ベンチマークの結果。

次の表に、<MetricExecutionResult> エレメントの属性を示します。
表 149. <MetricExecutionResult> エレメントの属性
属性

説明

id

実行のユニーク ID。

状況

実行の状況。指定可能な値は、以下のとおり
です。
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

timeStamp

メトリックの最後の実行の日付/時刻。フォー
マット: ’yyyy'-'mm''dd'T'hh':'mm':'ss'+'hh:mm’

runBy

実行したユーザーの名前。

value

メトリックの値。

<MetricBenchmarkResult>
メトリックに関連付けられたベンチマークの結果を指定します。
次の表に、<MetricBenchmarkResult> エレメントの子を示します。
表 150. <MetricBenchmarkResult> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<MetricBenchmark>

1

メトリックに関連付けられた
ベンチマーク。

次の表に、<MetricBenchmarkResult> エレメントの属性を示します。
表 151. <MetricBenchmarkResult> エレメントの属性
属性

説明

result

メトリック・ベンチマークの実行結果。指定
可能な値は、以下のとおりです。
v passed
v failed
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表 151. <MetricBenchmarkResult> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

variance

メトリックの値とベンチマークのしきい値と
の差。

データ・ルールの出力を取得するためのスキーマ・ファイル・エレ
メント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、データ・ルールの
出力を取得します。これは、データ・ルールの出力表を要求すると返される XML
文書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET executableRule/outputTable

GET executableRule/outputTable コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

XSD ファイル・エレメント
<OutputTable>
データ・ルールを実行したときに出力表に表示されるレコードを指定します。
次の表に、<OutputTable> エレメントの子を示します。
表 152. <OutputTable> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<OutputDefinition>

0 または 1

出力列と出力タイプ

<Rows>

0 または 1

出力定義に一致する出力レコ
ード

<OutputDefinition>
出力列と出力タイプを指定します。
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次の表に、<OutputDefinition> エレメントの属性を示します。
表 153. <OutputDefinition> エレメントの属性
属性

説明

type

出力のタイプ。指定可能な値は、以下のとお
りです。
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly
v undefined

次の表に、<OutputDefinition> エレメントの子を示します。
表 154. <OutputDefinition> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<OutputColumn>

0 またはアンバウンド

出力に含める列の名前、タイ
プ、および値

<OutputColumn>
出力に含める列を指定します。
次の表に、<OutputColumn> エレメントの属性を示します。
表 155. <OutputColumn> エレメントの属性
属性

説明

type

出力列のタイプ。このタイプには、データ・
ルールの変数、物理列、式、またはメトリッ
クを指定できます。指定可能な値は、以下の
とおりです。
v 列
v variable
v 式
v メトリック

name

列の名前
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表 155. <OutputColumn> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

value

列の値
v type=”variable”の場合、この値には、出力
に含まれるルール変数の名前が含まれてい
る必要があります。
v type=”column”の場合、この値には、出力に
含める列の完全修飾名
(datasource.schema.table.column) が含まれて
いる必要があります。
v type=”expression”の場合、この値には、出
力への式が含まれている必要があります。
v type=”metric”の場合、この値には、次のい
ずれかのメトリック名が含まれている必要
があります。
– METRIC_NB_PASSING_RULES
– METRIC_NB_VIOLATED_RULES
– METRIC_PERCENT_PASSING_
RULES
– METRIC_PERCENT_VIOLATED
_RULES
– METRIC_RECORD_ID
– METRIC_RULE_EXECUTABLE
_NAME
– METRIC_SYSTEM_DATE
– METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP
変数の論理データ・タイプ。指定可能な値
は、以下のとおりです。

dataType

v numeric
v string
v 日付
v time
v timestamp
v any

<Rows>
このエレメントは、出力レコードを表すために使用されます。
次の表に、<Rows> エレメントの子を示します。
表 156. <Rows> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Row>

0 またはアンバウンド

個々の出力レコード

<Row>
このエレメントは、個々の出力レコードを表すために使用されます。
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次の表に、<Row> エレメントの子を示します。
表 157. <Row> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Value>

0 またはアンバウンド

出力レコード内の個々のデー
タ値

<Value>
出力レコードの個々のデータ値を表します。
次の表に、<Value> エレメントのエレメントを示します。
表 158. <Value> エレメントのエレメント
エレメント

説明

<TEXT>

データ値

列分析の結果を取得するためのスキーマ・ファイル・エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、列分析の結果を要
求します。これは、列分析の結果を要求すると返される XML 文書のエレメントの
説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
GET columnAnalysis/results
GET columnAnalysis コマンドの XML 文書の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00” runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
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inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”
generalFormat=”AAAA” generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<Project name=”...”>
プロジェクトの名前を指定します。
次の表に、<Project> エレメントの属性を示します。
表 159. <Project> エレメントの属性
属性

説明

name

プロジェクトの名前

次の表に、<Project> エレメントの子を示します。
表 160. <Project> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<DataSources>

0 または 1

プロジェクト用に登録されて
いるデータ・ソースのリスト

<Column name=”...”>
プロジェクトに定義されている物理表または仮想表に登録する物理列を指定しま
す。
次の表に、<Column> エレメントの属性を示します。
表 161. <Column> エレメントの属性
属性

説明

name

列の名前

次の表に、<Column> エレメントの子を示します。
表 162. <Column> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<ColumnAnalysisResults>

0 または 1

この列の列分析の結果

次の表に、<ColumnAnalysisResults> エレメントの子を示します。
表 163. <ColumnAnalysisResults> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<RunTimeMetaData>

0 または 1

分析中に使用されたエレメン
トを示します。

<Cardinality>

0 または 1

検出された個別値の数と、レ
コードの総数に含まれる個別
値のパーセンテージを示しま
す。

<DataType>

0 または 1

定義、推論、および選択され
たデータ・タイプを示しま
す。

<DataClass>

0 または 1

推論されたデータ・クラスと
選択されたデータ・クラスを
示します。

<Format>

0 または 1

フォーマット分析に関する一
般情報を示します。

<CompletenessAnalysis>

0 または 1

この列の完全性分析の日付と
状況を示します。

<DomainAnalysis>

0 または 1

この列のドメイン分析の日付
と状況を示します。

<FrequencyAnalysis>

0 または 1

この列の頻度分析の日付と状
況を示します。

<Cardinality>
列に含まれる値の数を示します。
次の表に、<Cardinality> エレメントの属性を示します。
表 164. <Cardinality> エレメントの属性
属性

説明

count

列に含まれる個別値の数

percent

列の個別値の総数を、その同じ列に含まれる
値の総数で除算した値

inferredCardinalityType

列の実際のデータ・タイプに基づいた、推論
されるカーディナリティー・タイプ。指定可
能な値は、以下のとおりです。
v unique_and_constant
v unique
v 定数
v not_constrained
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表 164. <Cardinality> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

definedCardinalityType

データ・ソースに定義された、定義済みカー
ディナリティー・タイプ。指定可能な値は、
以下のとおりです。
v unique_and_constant
v unique
v 定数

selectedCardinalityType

この列に選択されたカーディナリティー・タ
イプ。指定可能な値は、以下のとおりです。
v unique_and_constant
v unique
v 定数

<DataType>
定義、推論、および選択されたデータ・タイプを示します。
次の表に、<DataType> エレメントの属性を示します。
表 165. <DataType> エレメントの属性
属性

説明

definedType

ソースに定義されたデータ・タイプ。指定可
能な値は、以下のとおりです。
v Boolean
v 日付
v datetime
v decimal
v dfloat
v int8
v int16
v int32
v int64
v sfloat
v qfloat
v time
v string
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inferredType

列の実際のデータから推論されたデータ・タ
イプ

selectedType

この列に選択されたデータ・タイプ

definedLength

ソースに定義されたデータ長

inferredLength

列の実際のデータから推論されたデータ長

selectedType

この列に選択されたデータ長

definedLength

ソースに定義されたデータ長

inferredLength

列の実際のデータから推論されたデータ長

表 165. <DataType> エレメントの属性 (続き)
属性

説明

selectedLength

この列に選択されたデータ長

definedPrecision

データ・ソースに定義されたデータ精度

inferredPrecision

列の実際のデータから推論されたデータ精度

selectedPrecision

この列に選択されたデータ精度

definedScale

データ・ソースに定義されたデータ・スケー
ル

InferredScale

列の実際のデータから推論されたデータ・ス
ケール

selectedScale

この列に選択されたデータ・スケール

definedNullability

データ・ソースに定義された NULL 可能性

inferredNullability

列の実際のデータから推論された NULL 可
能性

SelectedNullability

この列に選択された NULL 可能性

definedIsEmpty

データ・ソースに定義された未指定フラグ

inferredIsEmpty

列の実際のデータから推論された未指定フラ
グ

selectedIsEmpty

この列に選択された未指定フラグ

inferredIsConstant

列の実際のデータから推論された定数フラグ

selectedIsConstant

この列のユーザーによって選択された定数フ
ラグ

<DataClass>
推論されたデータ・クラスと選択されたデータ・クラスを示します。
次の表に、<DataClass> エレメントの属性を示します。
表 166. <DataClass> エレメントの属性
属性

説明

inferredClass

列のデータから IBM InfoSphere Information
Analyzer によって推論されたデータ・クラス

selectedClass

この列に選択されたデータ・クラス

classificationDate

データ分類の日付と時刻

classificationStatus

データ分類の状況。指定可能な値は、以下の
とおりです。
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review
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<Format>
最も多く推論される列のフォーマットを表します。
次の表に、<Format> エレメントの属性を示します。
表 167. <Format> エレメントの属性
属性

説明

generalFormat

最も一般的なフォーマット

generalFormatPercent

すべての列値のうちのフォーマットが一致す
る列値のパーセンテージ

analysisDate

分析の日付と時刻

analysisStatus

フォーマット分析の状況。指定可能な値は、
以下のとおりです。
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<CompletenessAnalysis>
最後に実行された完全性分析を示します。
次の表に、<CompletenessAnalysis> エレメントの属性を示します。
表 168. <CompletenessAnalysis> エレメントの属性
属性

説明

analysisDate

分析の日付と時刻

analysisStatus

完全性分析の状況。指定可能な値は、以下の
とおりです。
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<DomainAnalysis>
最後に実行されたドメイン分析を示します。
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次の表に、<DomainAnalysis> エレメントの属性を示します。
表 169. <DomainAnalysis> エレメントの属性
属性

説明

analysisDate

分析の日付と時刻

analysisStatus

ドメイン分析の状況。指定可能な値は、以下
のとおりです。
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<FrequencyDistribution>
列の各個別データ値の出現回数を示します。
次の表に、<FrequencyDistribution> エレメントの属性を示します。
表 170. <FrequencyDistribution> エレメントの属性
属性

説明

nbOfDistinctValues

列に出現した個別値の数

次の表に、<FrequencyDistribution> エレメントの子を示します。
表 171. <FrequencyDistribution> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Value>

0 またはアンバウンド

個別値とその出現数を示しま
す。

<Value>
特定の個別値の頻度およびパーセンテージを示します。
次の表に、<Value> エレメントの属性を示します。
表 172. <Value> エレメントの属性
属性

説明

頻度

列内の対応する個別値の絶対出現回数

percent

列内の値の総数に対する、特定の個別値のす
べての出現回数のパーセンテージ
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キー分析およびクロスドメイン分析の結果を取得するためのスキー
マ・ファイル・エレメント
XML スキーマ定義 (XSD) 文書内にあるエレメントを指定して、キー分析およびク
ロスドメイン分析の結果を要求します。これは、列分析の結果を要求すると返され
る XML 文書のエレメントの説明です。

エレメントが定義される XSD ファイルの名前
iaapi.xsd

これらのエレメントを使用するコマンド
Post executeTasks
Get keyAnalysis/results
Get crossDomainAnalysis/results
Get referentialIntegrityAnalysis/results

Get keyAnalysis/results コマンドの XML 文書の例:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BATYPESDB2">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="2.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="99.5" percentUnique="0.5">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

XSD ファイル・エレメント
<KeyAnalysisResult>
キー分析のアグリゲート結果を指定します。単一列キーと複数列キーの両方が含
まれます。
次の表に、<KeyAnalysisResult> エレメントの子を示します。
表 173. <KeyAnalysisResult> エレメントの子
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エレメント

カーディナリティー

説明

<SingleColumnKeys>

0 から 1

すべての単一列キー候補用の
コンテナー。

<MultiColumnKeys>

0 から 1

すべての複数列キー候補用の
コンテナー。

<SingleColumnKeys>
すべての単一列キー候補用のコンテナーを指定します。
次の表に、<SingleColumnKeys> エレメントの子を示します。
表 174. <SingleColumnKeys> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<SingleColumnKey>

0 またはアンバウンド

すべての単一列キー候補用の
コンテナー。

<SingleColumnKey>
すべての単一列キー候補用のコンテナーを指定します。
次の表に、<SingleColumnKey> エレメントの子を示します。
表 175. <SingleColumnKey> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

1

キーを構成する列。

次の表に、<SingleColumnKey> エレメントの属性を示します。
表 176. <SingleColumnKey> エレメントの属性
属性

説明

alias

キーの別名。

percentUnique

この列の固有値のパーセンテージ。

percentDuplicate

この列の重複値のパーセンテージ。

<MultiColumnKeys>
すべての複数列キー候補用のコンテナーを指定します。
次の表に、<MultiColumnKeys> エレメントの子を示します。
表 177. <MultiColumnKeys> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<MultiColumnKey>

0 またはアンバウンド

すべての単一列キー候補用の
コンテナー。

<MultiColumnKey>
すべての複数列キー候補用のコンテナーを指定します。
次の表に、<MultiColumnKey> エレメントの子を示します。
表 178. <MultiColumnKey> エレメントの子
エレメント

カーディナリティー

説明

<Column>

0 またはアンバウンド

複数列キーを構成する列。

次の表に、<MultiColumnKey> エレメントの属性を示します。
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表 179. <MultiColumnKey> エレメントの属性
属性

説明

nbOfColumns

複数列キーの列の数。

percentUnique

このキーがユニークな行のパーセンテージ。
値は 0 から 1 の範囲内です。

percentDuplicate

このキーが重複している行のパーセンテー
ジ。値は 0 から 1 の範囲内です。

<OverlapCandidate>
1 つまたは複数の表またはソースに存在する、オーバーラップまたは重複してい
るデータが含まれる列に対して実行されたキー分析およびクロスドメイン分析ジ
ョブの結果を指定します。
次の表に、<OverlapCandidate> エレメントの属性を示します。
表 180. <OverlapCandidate> エレメントの属性
属性

説明

baseColumn

外部キー関係またはオーバーラップ候補の主
キー列。

pairedColumn

外部キー関係またはオーバーラップ候補の外
部キー列。

absolutePairedToBase

ペア列のうち基本列内に対応するタプルを持
つタプルの数。

percentPairedToBase

ペア列のうち基本列内に対応するタプルを持
つタプルのパーセンテージ。

absoluteBaseToPaired

基本列のうちペア列内に対応するタプルを持
つタプルの数。

percentBaseToPaired

基本列のうちペア列内に対応するタプルを持
つタプルのパーセンテージ。

日付

分析結果の作成日。

HTTPS サポート
HTTP API のセキュリティーを強化するには、HTTPS プロトコルを使用する
Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化ポートを使用して作業します。
Java プログラムからの HTTPS 要求で HTTP API を使用するには、トラストスト
ア・ファイルを作成し、HTTP API サーバーから有効な証明書を取得してシステム
をセットアップする必要があります。システムをセットアップすると、スタンドア
ロン Java プログラムを使用して HTTPS 要求を HTTP API サーバーに送信し、
XML 結果を表示できます。

HTTPS 証明書のインストールとトラストストアの作成
Java プログラムから HTTPS 要求を送信するには、事前に HTTPS 証明書をインス
トールし、トラストストアを作成しておく必要があります。
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このタスクについて
任意のクライアントから HTTPS を使用するには、トラストストアを作成する必要
があります。トラストストア・ファイルは、公開鍵が含まれている鍵データベー
ス・ファイルです。公開鍵は、署名者証明書として保管されます。鍵は、認証やデ
ータ保全性などのさまざまな目的に使用されます。使用する HTTPS サーバーの有
効な証明書を格納するトラストストアを作成する必要があります。証明書は、Web
ブラウザーを使用してサーバーからダウンロードできます。証明書をダウンロード
すると、どの HTTPS 要求でも HTTP API で使用できるようになります。

手順
1. Web ブラウザーで HTTPS 接続を開きます。例えば、https://localhost:9443/
InformationAnalyzer/projects です。
注: localhost を、正しいホスト名または正しい IP アドレスで置換します。
ページが開き、メッセージ「この接続は信頼できません」が表示されています。
2. 「例外の追加」をクリックして、「セキュリティー例外の追加」ウィンドウを開
きます。
3. 「表示」ボタンをクリックして、証明書を表示します。
4. 「詳細」タブをクリックして「エクスポート」をクリックします。ファイル・タ
イプ X.509 証明書 (PEM) で証明書を保存します。

次のタスク
Java 2 SDK (J2SDK), Standard Edition コマンド・ライン・ツール keytool を使用し
て、ダウンロードした証明書から新規トラストストアを作成します。次のコマンド
を発行します。
keytool -import -file <CertificateFile> -keystore <TruststoreFile>

このコマンドで、トラストストア <TruststoreFile> が作成されます。

Java プログラムからの HTTPS 要求の送信
Java プログラムから HTTPS 要求を送信できます。
以下のスタンドアロン Java プログラムは、HTTPS 要求を HTTP API サーバーに
送信し、XML 結果を表示します。以下の実装例では、XML 文書
CreateNewProject.xml に指定された新規 IBM InfoSphere Information Analyzer プロ
ジェクトを作成します。この XML 文書は、プログラムが開始されるフォルダーに
存在する必要があります。
import java.net.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.io.*;
import javax.net.ssl.HostnameVerifier;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.net.ssl.SSLSession;
import sun.misc.BASE64Encoder;
/**
* Demonstrates usage of the REST Binding API with HTTPS.
* Creates a project according to a given XML file.
*/
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public class RESTBindingAPIExampleHTTPS {
public static class MyHostnameVerifier implements HostnameVerifier {
public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
// verification of hostname is switched off
return true;
}
}
public static void main(String[] args) throws Exception {
// connection and authentication
Map paramNameToValue = new HashMap(); // parameter name to value map
String URL_BASE = "https://";
String method = "POST";
String userName = "admin";
String password = "admin";
String authentication = userName + ’:’ + password;
String host = "localhost";
String port = "9443";
final String HTTP_MODE_POST = "POST";
// command
String xmlFile = "CreateNewProject.xml";
String command = "create";
// construct URL
StringBuffer params = new StringBuffer();
if (paramNameToValue.keySet().size() > 0) {
boolean isFirstParam = true;
for (Iterator paramIter =
paramNameToValue.keySet().iterator();paramIter.hasNext();) {
String paramStr = (String)paramIter.next();
if (isFirstParam) {
params.append("?" + paramStr);
isFirstParam = false;
} else {
params.append("&" + paramStr);
}
params.append("=" +
URLEncoder.encode((String)paramNameToValue.get(paramStr),"UTF-8"));
}
}
URL url = null;
if (method.equals(HTTP_MODE_POST))
url = new URL(URL_BASE + host + ’:’ + port + "/InformationAnalyzer/" + command);
else
url = new URL(URL_BASE + host + ’:’ + port +
"/InformationAnalyzer/" + command + params.toString());
// open HTTPS connection
HttpURLConnection connection = null;
connection = (HttpsURLConnection)url.openConnection();
((HttpsURLConnection) connection).setHostnameVerifier(new MyHostnameVerifier());
connection.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain; charset=\"utf8\"");
connection.setRequestMethod(method);
BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();
String encoded = encoder.encode((authentication).getBytes("UTF-8"));
connection.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + encoded);
// insert XML file
if (xmlFile != null)
{
connection.setDoOutput(true);
OutputStream out = connection.getOutputStream();
FileInputStream fileIn = new FileInputStream(xmlFile);
byte[] buffer = new byte[1024];
int nbRead;
do
{
nbRead = fileIn.read(buffer);
if (nbRead>0) {
out.write(buffer, 0, nbRead);
}
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} while (nbRead>=0);
out.close();
}
// execute HTTPS request
int returnCode = connection.getResponseCode();
InputStream connectionIn = null;
if (returnCode==200)
connectionIn = connection.getInputStream();
else
connectionIn = connection.getErrorStream();
// print resulting stream
BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionIn));
String inputLine;
while ((inputLine = buffer.readLine()) != null)
System.out.println(inputLine);
buffer.close();
}
}

注: HTTP API サーバーが Java コードと同じホスト上に存在しない場合は、Java
コード内の localhost を正しいホスト名または対応する IP アドレスで置換します。

プログラムのコンパイル
javac <JavaFileName> を使用して、プログラムをコンパイルします。変数
<JavaFileName> は、前述の例のコードを含む Java ファイルの名前です。プログラ
ムを実行するには、次のコマンドを発行します。
java -cp . -Djavax.net.ssl.trustStore=<TruststoreFile>
-Djavax.net.ssl.trustStoreType=JKS
RESTBindingAPIExampleHTTPS

コマンド・ラインからの HTTP API 要求
InfoSphere Information Analyzerクライアントにログインせずに、コマンド・ライ
ン・インターフェースを使用して HTTP API 要求を発行し、分析ジョブまたはデー
タ・ルール・ジョブを実行できます。
コマンド・ライン・インターフェースを使用すると、コマンドの出力のフォーマッ
トを制御でき、HTTP 要求を生成するためにプログラミング言語を使用する必要は
ありません。出力をファイルに書き込むかまたはコンソールに書き込むかを決定で
きます。可能な出力フォーマットは、以下のとおりです。
テキスト
コンソールでは、プレーン・テキストがデフォルトのフォーマットです。
XML

XML 出力フォーマットは、HTTP API を使用したときに生成される出力と
同じです。

CSV

コンマ区切り値 (CSV) 出力は、区切り文字としてタブを使用してフォーマ
ット設定されます。このフォーマットは、スプレッドシートに容易にコピ
ー/貼り付けすることができます。

カスタム
XSL 変換時に、カスタマイズした XSLT スタイル・シートを使用できま
す。これにより、優先使用するスタイルのフォーマットをカスタマイズでき
ます。例えば、HTML または PDF レポートの生成に、カスタマイズした
XSLT スタイル・シートを使用できます。
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HTTP API コマンド・ライン構文とパラメーター・オプション
コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用すると関数を実行でき、HTTP
要求を生成するためにプログラミング言語を使用する必要はありません。
コマンド・ラインから HTTP アプリケーション・プログラミング・インターフェー
ス (API) ジョブを実行する基本的な構文は、次のとおりです。
IAAdmin
-user <user name>
-password <password>
-host <host name>
[-port <port number>]
[-xml | -csv | -xsl <XSL file name>]
[-output <output file name>]
(
-listProjects |
-getProject -projectName <project name> |
-listRuleDefinitions -projectName <project name> |
-listExecutableRules -projectName <project name> |
-listGlobalVariables |
-getRuleDefinition -projectName <project name>
-ruleName <rule name 1> |
-getExecutableRule -projectName <project name>
-ruleName <rule name 2> |
-create -projectContent <XML file name> |
-update -projectContent <XML file name> |
-deleteProject -projectName <project name> |
-deleteRuleDefinition -projectName <project name>
-ruleName <rule name> |
-deleteExecutableRule -projectName <project name>
-ruleName <rule name> |
-deleteGlobalVariables -variable <variable name>
-runTasks -content <XML file name> |
-getColumnAnalysisResult -projectName <project name>
-columnName <column name> |
-getOutputTable -projectName <project name>
-ruleName <rule name>
-executionID <execution ID>
[-startIndex StartIndex
-nbOfRows <number of rows>] |
-getFrequencyDistribution -projectName <project name>
-columnName SingleColumnName
[-maxNbOfValues <maximum number of
values>]
[-startIndex <start index>]
[-ordering <ordering>] |
-getExecutionHistory -projectName <project name>
-ruleName <rule name>
-getMetrics -projectName <ProjectName>
[-metricName <MetricName>] |
-deleteMetric -projectName <ProjectName>
-metricName <MetricName> |
-getMetricExecutionHistory -projectName <ProjectName>
-metricName <MetricName> |
-publishResults -content <XMLFileName> |
-deletePublishedResults -projectName <ProjectName>
-tableName <FullyQualifiedTableName> |
-getPublishedResults -projectName <ProjectName> |
-getKeyAnalysisResults -projectName <ProjectName>
-tableName <TableName> |
-getCrossDomainAnalysisResults -projectName <ProjectName>
-columnName <columnName>
-percentOverlapThreshold
<percentOverlapThreshold> |
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-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName <ProjectName>
-baseColumnName <baseColumnName>
-pairedColumnName <pairedColumnName> |
-publishRule -projectName <ProjectName>
-ruleName <ruleName> |
-getPublicRules |
-getPublicRule -ruleName <ruleName> |
-deletePublicRule -ruleName <ruleName> |
-copyPublicRule -ruleName <ruleName>
-projectName <projectName>
[-newRuleName <newRuleName>]
)

パラメーター
表 181. HTTP API ジョブのコマンド・ライン・インターフェース・パラメーター
パラメーター

説明

-user <user name>

ユーザーの名前 (必須)

-password <password>

使用するパスワード (必須)

-host <host name>

サーバーのホスト名 (必須)

-port <port number>

サーバーのポート番号 (オプション)

-xml

XML フォーマットを指定します。このオプ
ションを使用すると、コマンド・ライン・イ
ンターフェースから REST API と同じ XML
フォーマットでデータが返されます。

-csv

コンマ区切り値 (CSV) フォーマットを指定
します。このオプションを使用すると、コマ
ンド・ライン・インターフェースから、スプ
レッドシートに容易にインポートできるコン
マ区切りフォーマットでデータが返されま
す。

-xsl <XSL file name>

XSLT スタイル・シートを使用することを指
定します。このオプションを使用すると、コ
マンド・ライン・インターフェースは XSLT
ファイルを使用して、HTTP API によって返
された XML 文書をカスタマイズされたフォ
ーマットに変換します。

-output <output name>

このオプションを使用すると、コマンド・ラ
イン・インターフェースによって返されたデ
ータが、パラメーターとして指定されたファ
イルに書き込まれます。このオプションを使
用しない場合、出力はコマンド・ライン・イ
ンターフェースの出力ストリームに生成され
ます。

重要: UNIX システムでは、HTTP API の CLI のパラメーターにドットまたはブラ
ンクが含まれる場合、パラメーターをエスケープ処理された二重引用符 ¥" で囲む
必要があります。二重引用符は、CLI のシェル・スクリプトによってインタープリ
ットされ、削除されるため、機能しません。例えば、次のコマンドは、プロジェク
ト myProject 内の anySchema.tableName という名前の列の列分析結果を取得しま
す。
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IAAdmin -user admin -password adminPW -host localhost -port 9443
-getColumnAnalysisResult -projectName myProject
-columnName \"anySchema.tableName\"

コマンド・オプション
表 182. HTTP API ジョブのコマンド・ライン・インターフェース・コマンド・オプション
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オプション

説明

-listProjects

既存プロジェクトのリストを返します。この
オプションは、HTTP API の「GET
projects」コマンドに相当します。

-getProject
-projectName <project name>

特定のプロジェクトの内容を返します。この
オプションは、HTTP API の「GET project」
コマンドに相当します。

-listRuleDefinitions
-projectName <project name>

指定されたプロジェクト内の既存のデータ・
ルール定義のリストを返します。このオプシ
ョンは、HTTP API の「GET
ruleDefinitions」コマンドに相当します。

-listExecutableRules
-projectName <project name>

指定されたプロジェクト内の既存のデータ・
ルール定義のリストを返します。このオプシ
ョンは、HTTP API の「GET
executableRules」コマンドに相当します。

-listGlobalVariables

システムに定義されているグローバル変数の
リストを返します。このオプションは、
HTTP API の「GET globalVariables」コマン
ドに相当します。

-getRuleDefinition
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>

ルール定義の内容を返します。このオプショ
ンは、HTTP API の「GET ruleDefinition」コ
マンドに相当します。

-getExecutableRule
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>

データ・ルールの内容を返します。このオプ
ションは、HTTP API の「GET
executableRules」コマンドに相当します。

-create
-projectContent <XML file name>

パラメーターとして指定されている XML フ
ァイルで定義された新規プロジェクト作成物
を作成します。このオプションは、HTTP
API の「POST create」コマンドに相当しま
す。

-update
-projectContent <XML file name>

パラメーターとして指定されている XML フ
ァイルで定義された新規プロジェクト作成物
を更新します。このオプションは、HTTP
API の「POST update」コマンドに相当しま
す。

-deleteProject
-projectName <project name>

1 つ以上のプロジェクトを削除します。この
オプションは、HTTP API の「DELETE
project」コマンドに相当します。

-deleteRuleDefinition
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>

1 つ以上のルール定義を削除します。このオ
プションは、HTTP API の「DELETE
ruleDefinition」コマンドに相当します。

表 182. HTTP API ジョブのコマンド・ライン・インターフェース・コマンド・オプション
(続き)
オプション

説明

-deleteExecutableRule
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>

1 つ以上の実行可能ルールを削除します。こ
のオプションは、HTTP API の「DELETE
executableRule」コマンドに相当します。

-deleteGlobalVariables
-variable <variable name>

1 つ以上のグローバル変数を削除します。こ
のオプションは、HTTP API の「DELETE
globalVariable」コマンドに相当します。

-runTasks
-content <XML file name>

XML に定義されているタスクを実行しま
す。このオプションは、HTTP API の
「POST runTasks」コマンドに相当します。

-getColumnAnalysisResult
-projectName <project name>
-columnName <column name>

プロジェクト内の列の列分析結果を取得しま
す。このオプションは、HTTP API の「GET
columnAnalysis/results」コマンドに相当しま
す。

-getOutputTable
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>
-executionID <execution ID>
-startIndex <start index>
-nbOfRows <number of rows>

ルールの出力表の内容を取得します。このオ
プションは、HTTP API の「GET
executableRule/outputTable」コマンドに相当し
ます。

-getFrequencyDistribution
-projectName <project name>
-columnName <column name>
-maxNbOfValues <maximum number of
values>
-startIndex <start index>
-ordering <ordering>

列の頻度分布を取得します。このオプション
は、HTTP API の「GET
columnAnalysis/frequencyDistribution」コマン
ドに相当します。

-getExecutionHistory
-projectName <project name>
-ruleName <rule name>

ルールの実行履歴を取得します。このオプシ
ョンは、HTTP API の「GET
executionRule/executionHistory」コマンドに相
当します。

-getMetrics
-projectName ProjectName
[-metricName MetricName]

指定されたプロジェクトのすべてまたは特定
のメトリックを取得します。パラメーター
metricName はオプションです。(HTTP API
の「GET metrics」に相当)

-deleteMetric
-projectName ProjectName
-metricName MetricName

メトリックを削除します。 (HTTP API の
「DELETE metric」に相当)

-getMetricExecutionHistory
-projectName ProjectName
-metricName MetricName

メトリックの実行履歴を取得します。(HTTP
API の「GET metric/executionHistory」に相
当)

-publishResults
-content XMLFileName

指定された XML ファイル内に指定されてい
る表の分析結果をパブリッシュします。
(HTTP API の「POST publishResults」に相
当)
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表 182. HTTP API ジョブのコマンド・ライン・インターフェース・コマンド・オプション
(続き)
オプション

説明

-deletePublishedResults
-projectName ProjectName
-tableName FullyQualifiedTableName

指定された表のパブリッシュ済み分析結果を
削除します。(HTTP API の「DELETE
publishedResults」に相当)

-getPublishedResults
-projectName ProjectName

パブリッシュ済み分析結果を持つ、指定され
たプロジェクトのすべての表を取得します。
(HTTP API の「GET publishedResults」に相
当)

-getKeyAnalysisResults
-projectName ProjectName
-tableName TableName

指定された表の主キー候補を取得します。
(HTTP API の「GET keyAnalysis/results」に
相当)

-getCrossDomainAnalysisResults
-projectName ProjectName
-columnName columnName
-percentOverlapThreshold
percentOverlapThreshold

外部キーおよびクロスドメイン分析結果を取
得します。(HTTP API の「GET
crossDomainAnalysis/results」に相当)

-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName ProjectName
-baseColumnName baseColumnName
-pairedColumnName pairedColumnName

参照整合性分析結果を取得します。(HTTP
API の「GET referentialIntegrityAnalysis/
results」に相当)

-publishRule
-projectName ProjectName
-ruleName ruleName

プロジェクトの特定のルールをパブリッシュ
します。(HTTP API の「GET publishRule」
に相当)

-getPublicRules

既存のパブリッシュ済みルールまたはルー
ル・セットのリストを取得します。(HTTP
API の「GET publishedRules」に相当)

-getPublicRule
-ruleName ruleName

特定のパブリッシュ済みルールまたはルー
ル・セットの内容を取得します。(HTTP API
の「GET publicRule」に相当)

-deletePublicRule
-ruleName ruleName

パブリッシュ済みルールまたはルール・セッ
トを削除します。(HTTP API の「DELETE
publicRule」に相当)

-copyPublicRule
-ruleName ruleName
-projectName projectName
[-newRuleName newRuleName]

パブリッシュ済みルールをプロジェクトにコ
ピーします。(HTTP API の「GET
copyPublicRule」に相当)

例
既存のプロジェクトのリストを取得します。
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -listProjects

プロジェクト「Project1」の既存のルールのリストを XML ファイルとして取得しま
す。
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -xml -output out.xml -list
RuleDefinitions -projectName Project1
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プロジェクト「Project1」内のデータ・ルール「nullCheck」の実行履歴のリストを
CSV ファイルとして取得します。
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -csv -output out.csv -get
ExecutionHistory -projectName Project1 -ruleName nullCheck

XML ファイルから新規プロジェクトを作成します。
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -create -projectContent in.xml
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第 17 章 情報分析のレポート
分析結果を要約し、プロジェクトに関する詳細を示すレポートを作成できます。レ
ポートはメタデータ・リポジトリーに保存され、レポートを表示できる権限を持っ
たユーザーがアクセスできます。
レポートは複数の方法で情報を示すことができます。例えば、分析結果を結果が参
照する実際のデータとして表示したり、グラフやチャートでも示すことができま
す。グラフとチャートには、データ・ソースで分析された列のパーセンテージなど
のオブジェクトに関する一般情報が表示されます。また、グラフとチャートでは、
標準レポートのテキストでは見つけることが困難な場合がある問題が強調表示され
ます。
レポートの作成と表示は、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールと
InfoSphere Information Server コンソールで行えます。両方の環境には、レポートの
生成に使用する定義済みパラメーターとテンプレートがあります。
コンソールでは、レポートを作成し、次のようにプロジェクトとレポートを関連付
けることができます。
v リポジトリーにレポートを保存することなくレポートを作成、実行、表示する
v レポートを特定のプロジェクトに関連付けるためにプロジェクト全体をフィルタ
ーに掛ける
Web コンソールでは、レポートを作成し、レポートの複数の局面を構成して、さら
に次の他のレポート作成タスクを完了します。
v 特定の時刻で実行するようにレポートをスケジュールする
v 結果の履歴を維持するようにレポートを構成する
v 特定の時刻で自動的に削除されるようにレポートをスケジュールする
v 指定、変更、削除が可能なフォルダーにレポートを作成する
v レポートにビジネス・ロゴを作成する
v レポートにセキュリティー・オプションを構成する
v 出力タイプの詳細を構成する
重要: ポップアップ・ブロッカーを使用している場合には、ポップアップ・ブロッ
カーを無効にするか、レポートが開くためのポップアップを許可するようにポップ
アップ・ブロッカーを構成する必要がある場合があります。

ベースライン分析レポート
ベースライン分析を使用すると、同じデータの 2 つのバージョン間でデータの構造
または内容が変更になっているかどうか判定することができます。ベースライン分
析ジョブが完了すると、このジョブの結果をまとめたレポートを作成し、ベースラ
イン・データからの結果と比較することができます。
ベースライン分析レポートには、次の 2 つのタイプがあります。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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ベースライン構造 - 現在から以前の差異レポート
データのベースライン・バージョンと、同じデータの別のバージョンとの間
にある構造上の差分のサマリーを示します。データの構造は、データ値とプ
ロパティーなどのデータのエレメントから構成されます。構造は、データの
編成方法によっても異なります。
ベースライン内容 - 現在から以前の差異レポート
同じデータ・ソースのベースライン・バージョンと、別のバージョンとの間
にある内容上の差分のサマリーを示します。内容は、名前、住所、日付など
の実際のデータです。

列分析サマリー統計レポート
列分析ジョブが完了すると、データ構造のサマリーを示すレポートを作成すること
ができます。データに関する構造情報は、列分析中に生成された分析結果から取得
したものです。
列分析サマリー統計レポートには、次の 3 つのタイプがあります。
列分析サマリー統計レポート
分析されたデータの構造の全般的なサマリーです。データ構造は、データ
値、データ・プロパティー、およびデータ・タイプなどのエレメントから構
成されます。データ・プロパティーはデータの特性を定義し、データ・タイ
プはデータが数値タイプ、英字タイプ、または未確定タイプであるかどうか
を記述するエレメントです。
列分析構造サマリー・レポート
分析されたデータの構造の簡潔なサマリーです。
推論データ・タイプを含む構造サマリー・レポート
推論データ・タイプを含む、分析されたデータの構造の簡潔なサマリーで
す。

列分類レポート
列分析ジョブが完了すると、データ分類のサマリーを示すレポートを作成すること
ができます。データ・クラスは、列に含まれるフィールドの用途を指定するために
使用される変数です。例えば、変数 Q は、何かの数量を示します。データ・クラス
に関する情報は、列分析中に生成された分析結果から取得したものです。
列分類レポートには、次の 4 つのタイプがあります。
列分類サマリー・レポート
選択した列について、推論されるデータ・クラス、サブクラス、およびユー
ザー・クラスを示します。サブクラスは、別のクラスから一部のプロパティ
ーを継承するクラスです。ユーザー・クラスは、ユーザーによって定義され
るコードです。ユーザー・クラスの例は、コード ADMIN で、これは、管
理者であるユーザーを示しています。
データ分類レポート
選択した列について推論されるデータ・クラスを示します。データ・クラス
は、レポートに英字順にリストされます。
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列ドメイン分析レポート
列分析ジョブが完了すると、無効値、最小値、最大値などの、データで検出された
ドメイン情報のサマリーを示すレポートを作成することができます。データに含ま
れる値に関する情報は、列分析中に生成された分析結果から取得したものです。
列ドメイン分析レポートには、次の 3 つのタイプがあります。
ドメイン値プロファイル・レポート
無効値、最大値、デフォルト値などのデータに含まれる値の分類を示しま
す。
ドメイン分析詳細レポート
データで選択する値の推論ドメイン状況を示します。
完全性と妥当性レポート
データの中で、完全で有効な値を示します。

列の頻度レポート
列分析ジョブが完了すると、頻度分布に含まれる情報に関するサマリーまたは簡略
な詳細を示すレポートを作成することができます。頻度分布は、データ内の値のす
べてに関する情報を含み、分析される列ごとに生成されます。
列の頻度レポートには次の 3 つのタイプがあります。
最頻出値レポート
1 つの列の中で最もよく用いられる値を示します。
最頻出フォーマット・レポート
1 つの列の中で最もよく用いられるフォーマットを示します。フォーマット
は列の中で個別である値ごとのシンボルです。例えば、1 つの列の中のすべ
ての英字は、文字 A に置き換えられます。
頻度分布レポート
データに含まれるすべての値の分布を示します。

列プロパティー・レポート
列分析ジョブが完了すると、データ・プロパティーのサマリーを示すレポートを作
成することができます。データ・プロパティーは、データ・タイプや列の長さな
ど、データの特性を定義する変数です。データ・プロパティーに関する情報は、列
分析中に生成された分析サマリーから取得したものです。
列プロパティー・レポートには、次の 4 つのタイプがあります。
列プロパティー定義サマリー・レポート
選択した列に含まれるすべてのデータ・プロパティーのサマリーです。
すべてのデータ・タイプ・レポート
選択した列に含まれるすべてのデータ・タイプのサマリーです。データ・タ
イプは、整数、ストリング、日付などの特定のタイプのデータが列に含まれ
るかどうかを記述するエレメントです。
未確定データ・タイプ・レポート
選択した列に未確定データ・タイプが含まれるすべての列のサマリーです。
データ・タイプがあるべきタイプと異なる解釈を示す場合、データ・タイプ
は未確定と推論されます。例えば、列には、整数 123、ストリング
AB、11-17-07 などの日付タイプが入ります。
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列のストレージ使用率レポート
データの長さと、このデータが含まれる列の長さの比較です。この情報を使
用して、データの効率的な保管方法を判断することができます。

推論プロパティー・レポート
列分析ジョブが完了すると、分析中に推論されたプロパティーのサマリーを示すレ
ポートを作成することができます。データ・プロパティーは、データ・タイプや列
の長さなど、データの特性を定義する変数です。推論プロパティーに関する情報
は、列分析中に生成された分析結果から取得したものです。
推論プロパティー・レポートには、次の 8 つのタイプがあります。
「データ・タイプおよびデータ長」レポート
分析されたデータにおけるすべてのデータ・タイプ・プロパティーとデータ
長プロパティーとの差分を表示します。データ・タイプは、データが数値、
英字、または未確定であるかどうか記述するデータ・エレメントです。
「差分 (データ・タイプのみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済みデータ・タイプ間の
差分を示します。
「差分 (データ長のみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済みデータ長プロパティ
ー間の差分を示します。
「差分 (精度のみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済みデータの精度プロパ
ティー間の差分を示します。精度は、列の数値フィールドの合計長を示しま
す。
「定数、ユニーク、および NULL プロパティー」レポート
分析されたデータにおけるすべての NULL、定数、およびユニーク・プロパ
ティー間の差分を示します。
頻度分布の NULL 値のパーセンテージがシステム定義しきい値より大きい
場合、システムは NULL 値の使用を許可し、NULL プロパティーが推論さ
れます。システム定義しきい値は、データの分散を許可またはリジェクトす
る変数です。例えば、NULL 値のしきい値パーセンテージが 95% の場合、
データには、NULL 値の使用を許可するためには、96% 以上のパーセンテ
ージが必要です。
カーディナリティーがシステム定義しきい値より小さい場合、定数プロパテ
ィーが推論されます。カーディナリティーは、ブランクや NULL を含む、
列の中の個別値の数です。
カーディナリティーのパーセンテージがシステム定義しきい値より大きい場
合、ユニーク・プロパティーが推論されます。
「差分 (定数値のみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済み定数フラグ間の差分
を示します。定数フラグは、データにおける定数プロパティーの存在を知ら
せる属性です。
「差分 (固有性のみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済み固有性プロパティー
間の差分を示します。

358

ユーザー・ガイド

「差分 (NULL 可能性のみ)」レポート
分析されたデータにおける定義、推論、および選択済み NULL プロパティ
ー間の差分を示します。

列の推論レポート
列の推論レポートには、「列の推論 - 差分 (定数値のみ)」レポート、「列の推論 差分 (データ・タイプのみ)」レポート、「列の推論 - 差分 (データ長のみ)」レポー
ト、「列の推論 - 差分 (NULL 可能性のみ)」レポート、および「列の推論 - 差分
(精度のみ)」レポートがあります。

「列の推論 - 差分 (定数値のみ)」レポート
「列の推論 - 差分 (定数値のみ)」レポートには、推論済み、定義済み、および選択
済みの定数フラグが異なるすべての列が示されます。定数フラグは、データにおけ
る定数プロパティーの存在を知らせる属性です。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるメトリックが入ったプロジェクトの名前を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
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出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の推論 - 差分 (定数値のみ)
メイン・セクション
列レベル・サマリー
列名
データ・タイプ
定義
推論
選択
長さの合計
定義
推論
選択
精度の合計
定義
推論
選択
スケールの合計
定義
推論
選択
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レポート出力例

Column Inferences
Data Type Difference Only

Project :

Methodology

Report Name :

Data Type Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:09:18

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

QUALDT

Data Type

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

--

8

8

0

0

0
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「列の推論 - 差分 (データ・タイプのみ)」レポート
「列の推論 - 差分 (データ・タイプのみ)」レポートには、推論済み、定義済み、お
よび選択済みのデータ・タイプが異なるすべての列が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
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カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の推論 - 差分 (データ・タイプのみ)
メイン・セクション
列レベル・サマリー
列名
データ・タイプ
定義
推論
選択
長さの合計
定義
推論
選択
精度の合計
定義
推論
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選択
スケールの合計
定義
推論
選択

レポート出力例

Column Inferences
Data Type Difference Only

Project :

Methodology

Report Name :

Data Type Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:09:18

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

QUALDT

Data Type

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

--

8

8

0

0

0
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「列の推論 - 差分 (データ長のみ)」レポート
「列の推論 - 差分 (データ長のみ)」レポートには、推論済み、定義済み、および選
択済みの長さが異なるすべての列が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
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表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の推論 - 差分 (データ長のみ)
メイン・セクション
列レベル・サマリー
列名
データ・タイプ
定義
推論
選択
長さの合計
定義
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推論
選択
精度の合計
定義
推論
選択
スケールの合計
定義
推論
選択
注釈

レポート出力例

Column Inferences
Length Difference Only

Project :

hagrid

Report Name :

Length Difference Only

Report Generated :

2009-07-23

Time Zone :

UTC +05:30

10:47:03

User :

admin admin

Comments :

customer comments

Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

Data Type

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

address

String

String

au_fname

String

String

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

String

40

20

20

--

--

--

0

--

--

String

20

11

11

--

--

--

0

--

--

note for au_fname
Type :

Action

Creator :

admin

Status :

Opened

Created :

2009-07-23

Modified :

2009-07-23

the quick brown fox jumped over the lazy dogs
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「列の推論 - 差分 (NULL 可能性のみ)」レポート
「列の推論 - 差分 (NULL 可能性のみ)」レポートには、推論済み、定義済み、およ
び選択済み NULL 可能性フラグが異なるすべての列が示されます。
このレポートは、プロジェクトのデータ内の列に設定できる頻度パーセントに基づ
きます。列に NULL 可能性しきい値以上の頻度パーセントの NULL 値がある場
合、NULL 可能性フラグは「YES」であると推論されます。NULL が列に存在しな
いか、または頻度パーセントがしきい値より小さい場合、NULL 可能性フラグは
「NO」と推論されます。このレポートでは、NULL 可能性フラグが異なるすべての
列についてのデータが示されます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
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内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の推論 - 差分 (NULL 可能性のみ)
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
列レベル・サマリー
列名
定数フラグ
推論
選択
%
固有性フラグ
推論
選択
%
NULL 可能性フラグ
定義
推論
選択
%
データ・クラス
ユニーク値
非ユニーク値
実際の合計行数
行の合計
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レポート出力例

Column Inferences
Nullability Difference Only
Project :

Methodology

Report Name :

Nullability Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

14:01:28

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :
Defined

Column Level Summary
Column Name

Constant Flag

Uniqueness Flag
%

Nullability Flag

Data Class

Inferred

%

%

Chosen

Unique Values
Non-Unique Values
Total Actual Values
Total Rows

CARRID

N

N

5.556

Y

Y

100.000

Y

N

N

.000

Identifier

18
0
18
18

CARRNAME

N

N

5.556

Y

Y

100.000

Y

N

N

.000

Text

18
0
18
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「列の推論 - 差分 (精度のみ)」レポート
「列の推論 - 差分 (精度のみ)」レポートには、推論済み、定義済み、および選択済
みの精度値が異なるすべての列が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
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カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 「列の推論 - 差分 (精度のみ)」レポート
メイン・セクション
列レベル・サマリー
列名

直ちに
推論
選択

データ・タイプ
定義
推論
選択
長さの合計
定義
推論
選択
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精度の合計
定義
推論
選択
スケールの合計
定義
推論
選択

レポート出力例

Column Inferences
Precision Difference Only
Project :

Methodology

Report Name :

Precision Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

16:00:33

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

QUALDT

Data Type

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

0

8

8

0

0

0

IBM Information Server
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列サマリー・レポート
列サマリー・レポートには、「列の頻度 - フォーマット違反」レポート、「列の頻
度 - 頻度別頻度」レポート、「列プロファイル - 検討後」レポート、「列プロファ
イル - 事前検討プロファイル作成」レポート、「列サマリー - 列のプロファイル状
況」レポート、「列サマリー - 列構造サマリー」レポート、「列サマリー - 列構造
サマリー (推論データ・タイプ付き)」レポート、「列サマリー - サマリー統計」レ
ポートがあります。

列の頻度 - フォーマット違反レポート
列の頻度 - フォーマット違反レポートは、列で使用されているデータ値の汎用フォ
ーマットのサマリーを示します。サマリーには、フォーマットの検討時に選択した
情報に基づいて有効および無効と見なされるフォーマットの分布が示されます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める表の名前を選択します。
含める列
レポートに含める列の名前を選択します。
すべてのフォーマットを含める
表示する 1 列当たりのフォーマットの総数を選択します。
別名を含める
表または列の別名を表示するには、このオプションを選択します。
注釈を付ける
データベースに関連付けられているすべての注釈を表示するには、このオプ
ションを選択します。
フォーマットの例の数
表示するそれぞれのフォーマット当たりの例の数を選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の頻度 - フォーマット違反
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
列名
列別名
列レベル詳細
状況
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フォーマット
カウント
合計行数のパーセント
サンプル値

ソート順序
レポート出力は、表名を基準にアルファベットの昇順、さらに列名を基準にアルフ
ァベットの昇順で表示されます。
レポート・データは、それぞれのセクション内でフォーマット違反を基準にソート
されます。データは、フォーマット違反の頻度で降順にソートされてから、準拠の
頻度で降順にソートされます。

レポート出力例

Column Frequency
Format Violations
Project :

pubs

Report Name :

Format Violations 1

Report Generated :

2008-06-03

Time Zone :

UTC +05:30

User

admin admin

15:59:12

Comments :
Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

Data Store Alias :
Database :

dbo

Database Alias :

schema alias

Table :

authors

Table Alias :
Column :

address

Column Alias :

Column Level Details
Status

Format

Count

Total Rows %

Conform

99 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

67 Seventh Av.

Example Values

Conform

9999 Aaaaaa Aa.

4

8.33

3410 Blonde St.

Conform

9999 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

5420 College Av.

Conform

9999 Aaaaaaaaa Aa.

4

8.33

1956 Arlington Pl.

Conform

9 Aaaaaa Aa.

2

4.17

3 Silver Ct.

Conform

9 Aaaaaaa Aa.

2

4.17

3 Balding Pl.

Conform

99 Aaaaaa Aaa.

2

4.17

44 Upland Hts.

IBM Information Server
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「列の頻度 - 頻度別頻度」レポート
「頻度別列の頻度」レポートには、プロジェクト列に最も一般的に発生する値が示
されます。結果には、選択した列のデータ値の累積頻度合計が含まれています。
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「頻度別の列の頻度」レポートには、値、値の頻度、およびレポート内の値の累積
頻度が行ごとに含まれています。
累積パーセンテージには、レポートに表示される値全体の合計パーセントのみが含
まれています。サマリーには、合計レコード・カウントと、レポートに含まれる合
計レコード数が含まれます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める頻度値を検索する列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
頻度制限
生成される値を削減する、オプションの頻度カットオフ値を入力します。す
べての値を表示するには、0 を入力します。これは、選択した列に 0 個以
上発生した値を表示します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
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履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列の頻度 - 頻度別頻度
メイン・セクション
列レベル・サマリー
カーディナリティー・カウント
NULL カウント
実際の行カウント
頻度カットオフ
対象となった合計行数
対象となった行数 %
頻度分布データ
個別値
頻度数
頻度 (%)
累積 %
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レポート出力例

Column Frequency
Frequency By Frequency
Project:

Methodology

Report Name :

Frequency By Frequency

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:25:52

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :
Column Name :

CARRID

Column Alias :

Column Level Summary
Cardinality Count :

18

Null Count :

0

Actual Row Count :

18

Frequency Cut Off :

0

Total Rows Covered :

18

%Rows Covered :

100.00

Frequency Distribution Data
Distinct Value

Frequency Count

Frequency%

Cumulative %

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56

5.56
11.11
16.67
22.22
27.78
33.33
38.89
44.44
50.00
55.56
61.11
66.67
72.22
77.78
83.33
88.89

SWST
YELL
SOUT
PLNT
WWDE
EAST
STLG
MFGT
RDWY
USPS
BDSV
RPSX
PIEX
SKYH
FGTL
USAT

IBM Information Server
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「列プロファイル - 検討後」レポート
「列プロファイル - 検討後」レポートには、データ・アナリストの検討後に列に定
義されるプロファイル作成の詳細に基づいたサマリーが示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
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プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表の名前を選択します。

列名

レポートに含める列の名前を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
データ・クラスの選択
レポートに指定するデータ・クラスの 1 つをドロップダウン・メニューか
ら選択します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列プロファイル - 検討後
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メイン・セクション
列
推論されるデータ・クラス
定義
メタデータ
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
NULL 可能性
ドメインの強調表示
行の合計
カーディナリティー
カーディナリティー %
NULL
汎用フォーマット数
汎用フォーマット
データ品質
完全性
妥当性
フォーマット
ドメイン値
行
状況
データ値
#
%
頻度ゾーン
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レポート出力例
Host Name :

CD-DWEERAKOON

DataStore Name :

pubsDS

DataBase Name :

dbo

Table Name :

employee

Column

Inferred Data Class

EMP_ID

IDENTIFIER

Definition

Metadata

Data Type

Length

Precision

Scale

Nullability

Defined

String

9

9

0

N

Inferred

String

9

0

0

N

Domain Highlights
Total Rows

Cardinality

Cardinality %

Nulls

# General Formats

43

100.00

0

2

43
General Formats
A-A99999A
AAA99999A

Data Quality
Completeness
Complete

Validity

#

%

Distinct Values

43

100.00

Records

43

100.00

Incomplete

#

%

Distinct Values

0

Records

0

Valid

Format
#

%

Conform

#

%

Distinct Values

43

100.00

Formats

43

100.00

Records

43

100.00

Invalid

#

%

Violation

#

%

.00

Distinct Values

0

.00

Formats

0

.00

.00

Records

0

.00

IBM Information Server
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「列プロファイル - 事前検討プロファイル作成」レポート
「事前検討プロファイル作成」レポートには、データ・アナリストの検討に基づい
たデータのプロファイル作成の結果のサマリーが示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表の名前を選択します。

列名

レポートに含める列の名前を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。

378

ユーザー・ガイド

注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
データ・クラスの選択
レポートに指定するデータ・クラスの 1 つをドロップダウン・メニューか
ら選択します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列プロファイル - 事前検討
メイン・セクション
列
推論されるデータ・クラス
定義
メタデータ
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
NULL 可能性
ドメインの強調表示
行の合計
カーディナリティー
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カーディナリティー %
NULL
汎用フォーマット
最小値
中央値
最大値
最小頻出値
最頻出値
ドメイン値
行
状況
データ値
#
%
頻度ゾーン
列
頻度分布表

レポート出力例

Column Profile

0

Pre Review
Project:

nilakshi

Report Name:

Pre Review

Report Generated:

2009-07-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

16:25:04

Comments:

the quick brown fox ran over the lazy dogs

Host Name :

WB-HOST-APP

DataStore Name :

pubsDS

DataBase Name :

dbo

Table Name :

authors

Column

Inferred Data Class

address

Text

Definition
Nullability

Metadata

Data Type

Length

Precision

Scale

Defined

String

0

40

0

True

Inferred

String

20

0

0

False

Domain Highlights
Total Rows

Cardinality

23

Cardinality %

21

91.30

Lowest Value

Median Value

10 Mississippi Dr.

301 Putnam

IBM Information Server
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Nulls

General Formats

0

1

Highest Value
PO Box 792

1 / 14

列サマリー - 列のプロファイル状況
「列サマリー - 列のプロファイル状況」レポートには、表内の列のプロファイル作
成のサマリーが示されます。
「列のプロファイル状況」レポートには、表内の列のプロファイル作成実行の状況
が示されます。このレポートには、各データ・コレクション内の列のプロファイル
作成の状況の詳細が示されます。結果は、行ごとに表示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。

第 17 章 情報分析のレポート

381

レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列サマリー - 列のプロファイル状況
メイン・セクション
列名
別名
状況
プロファイル作成時間
プロファイル作成所要時間
レコード数
カーディナリティー
定義されたデータ・タイプ
推論されるデータ・タイプ

レポート出力例

Column Summary
Column Profile Status
Project :

Gandalf

Report Name :

Column Profile Status

Report Generated :

2009-06-01

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:36:57

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

BankDemo

Data Store Alias :
Database Name :

BANK1

Database Alias :
Table Name :

BANK_CLIENTS

Table Alias :
Definition :
Column

Alias

Status

Profiling Time

Profiling Duration

Number of
Records

ACCOUNT_ID

Analyzed

20-May-09 11:28:52 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

ACCOUNT_TYPE

Analyzed

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

ADDRESS

Analyzed

20-May-09 11:28:51 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

AGE

Analyzed

20-May-09 11:28:50 AM

AVERAGE_BALAN

Analyzed

BANKCARD

Inferred
Data Type
Int32

5,112

0.039 % String

String

5,112

67.078 % String

String

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

1.956 % SFloat

20-May-09 11:28:47 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

85.055 % Decimal

Analyzed

20-May-09 11:28:45 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % String

CLIENT_ID

Analyzed

20-May-09 11:28:46 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

75 % String

GENDER

Analyzed

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % String

WebSphere Information Analyzer
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Data Type
99.98 % Int32

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

382

Cardinality Defined

Int8
Decimal
String
Int16
String

1 / 27

列サマリー - 列構造サマリー
「列サマリー - 列構造サマリー」レポートには、各データ・コレクションの表内の
列の構造の詳細のサマリーが示されます。
「列構造サマリー」レポートには、表内の列についての統計の行構造サマリー別の
行が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める頻度値を検索する列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
内容パーセンテージの入力
パーセンテージ値を入力します。この値は、固有性のパーセンテージ、個別
フォーマットのパーセンテージ、NULL のパーセンテージ、および内容サマ
リー下のパーセンテージのしきい値です。
内容ドメイン・パーセントの指定
パーセンテージ値を入力します。この値は、不完全値のパーセンテージ、お
よびドメイン・サマリー下の無効値のパーセンテージのしきい値です。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
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出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列分析 - 構造サマリー
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
列名
列別名
合計レコード
内容
内容ドメイン
列レベル構造定義サマリー
主キー・フラグ
推論データ・タイプの数
長さ
精度
スケール
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列レベルの内容サマリー
固有性値
固有性 %
個別フォーマット・カウント
個別フォーマット %
NULL %
列レベルのドメイン・サマリー
不完全 %
無効 %
最小値
最大値
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レポート出力例

Column Analysis
Structural Summary
Project :

CLYDE

Report Name :

Column Structural Summary

Report Generated :

2009-06-09

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:29:54

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Datastore:

Chemco

DataStore Alias:
Database Name :

SORBUILD

Database Alias :
Table Name :

CLYDE1

Table Alias:
Column Name :

C1

Column Alias :
Total Records:

16

Content:

90.000

Content Domain:

10.000

Column Level Structure Definition Summary
Primary key Flag:

false

# Of Inferred Data Types:

1

Length:

50

Precision:

50

Scale:

0

Column Level Content Summary
Unique Values:

16

Uniqueness %:

100.000

Distinct Format Count:

16

Distinct Format %:

100.000

Null %:

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete %:

0

Invalid %:

.000

Minimum Value:

"

Maximum Value:

middle'squote

IBM Information Server

1 / 58
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列サマリー - 列構造サマリー (推論データ・タイプ付き)
「列サマリー - 列構造サマリー (推論データ・タイプ付き)」レポートには、各デー
タ・コレクションの表内の列の構造の詳細のサマリーが示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
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プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
内容パーセントの指定
パーセンテージ値を入力します。この値は、固有性のパーセンテージ、個別
フォーマットのパーセンテージ、NULL のパーセンテージ、および内容サマ
リー下のパーセンテージのしきい値です。
内容ドメイン・パーセントの指定
パーセンテージ値を入力します。この値は、不完全値のパーセンテージ、お
よびドメイン・サマリー下の無効値のパーセンテージのしきい値です。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
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レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 列分析 - 構造サマリー (推論データ・タイプ付き)
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
列名
列別名
合計行カウント
内容 %
内容ドメイン %
列レベルの構造定義サマリー・セクション
定義済み主キー
推論データ・タイプの数
長さ (最小)
長さ (最大)
長さ (平均)
列レベルの内容サマリー・セクション
ユニーク値
固有性 %
列レベルのドメイン・サマリー・セクション
不完全 %
無効 %
最小値
最大値
推論データ・タイプのサマリー・セクション
データ・タイプ
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レポート出力例

Column Analysis
Structural Summary With Inferred Data Types
Project :

FredTest

Report Name :

Column Structural Summary with Inferred Data Types

Report Generated :

2009-06-17

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

15:29:00

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pantherpubs

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Alias :
Column Name :

address

Column Alias :
Total Row Count:

23

Content %:

90.000

Content Domain %:

10.000

Column Level Structure Definition Summary
Defined Primary Key:

false

Precision (Min):

0
0

# Of Inferred Data Types:

1

Precision (Max):

Length (Min):

10

Scale (Min):

0

Length (Max):

20

Scale (Max):

0

Length (Avg):

15.435

Column Level Content Summary
Unique Values:

19

Distinct Format Count:

19

Uniqueness %:

82.609

Distinct Format %:

82.609

Null %:

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete %:

0

Invalid %:

.000

Minimum Value:

10932 Bigge Rd.

Maximum Value:

PO Box 792

Inferred Data Type Summary
Data Type

# of Values per Data Type

IBM Information Server

1/3
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列サマリー - サマリー統計
「列サマリー - サマリー統計」レポートには、選択した表および列について列ごと
を基本として提供された分析済みデータの構造の全般サマリーが示されます。この
レポートには、個々のセクションの列の内容、ドメイン評価、定義済み構造、およ
び推論済み構造のサマリーの明細が示されます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
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見出し 列分析 - サマリー統計
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表の別名
列名
列別名
値サマリー
クラス・コード
列レベルの内容サマリー
実際の行カウントの合計
固有性カウント
固有性 %
個別値
個別値 (%)
個別フォーマット・カウント
個別フォーマット %
NULL 可能性フラグの選択
NULL カウント
NULL %
列レベルのドメイン・サマリー
不完全カウント
不完全 %
無効カウント
無効カウント (%)
最小値
最大値
最頻出値
頻度数
頻度パーセント
列レベル構造定義サマリー
主キー・フラグ
タイプ・コード
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長さ
精度
スケール
列レベルの推論構造サマリー
長さ (最小)
長さ (平均)
長さ (最大)
スケール (最小)
スケール (最大)
精度 (最小)
精度 (最大)
推論データ・タイプのサマリー・セクション
データ・タイプ
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レポート出力例

Column Analysis
Summary Statistics
Project :

hagrid

Report Name :

Summary Statistics

Report Generated :

2009-07-23 11:12:05

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

customer comments

Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Name Alias :
Column Name :

address

Column Alias :
Value Summary :

True

Class Code :

Text

Column Level Content Summary
Total Actual Row Count :

23

Uniqueness Count :

19

Uniqueness % :

82.609

Distinct Value :

21

Distinct Value % :

91.304

Distinct Format Count :

19

Distinct Format % :

82.609

Nullability Flag Chosen :

False

Null Count :

0

Null % :

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete Count :

0

Incomplete% :

0

Invalid Count :

0

Invalid Count % :

.000

Minimum Value :

10 Mississippi Dr.

Maximum Value :

PO Box 792

IBM Information Server

1/6
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クロスドメイン分析レポート
クロスドメイン分析ジョブが完了すると、データに含まれる共通データを共有する
列のサマリーを示すレポートを作成することができます。共通ドメインを共有する
列には、重複値が含まれている可能性があります。データに含まれる共通ドメイン
に関する情報は、列分析中に生成された頻度分布から取得したものです。
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クロスドメイン分析レポートには、次の 2 つのタイプがあります。
しきい値超過レポート
共通ドメインしきい値を超えたとみなされるオーバーラップ値が含まれる列
のサマリーを示します。共通ドメインしきい値は、列に含まれる重複値の量
を定義するために構成する設定です。
重複値詳細レポート
データに含まれる重複値のサマリーを示します。

「クロスドメイン分析 - クロスドメインの値の共有性の詳細」レ
ポート
「クロスドメイン分析 - クロスドメインの値の共有性の詳細」レポートには、指定
した共有性のパーセンテージと等しいかそれを超えるすべてのクロスドメイン分析
の列のペアについての、列の詳細の比較が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める基本表
レポートに含める基本表を選択します。選択する基本表は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
含める基本列
レポートに含める基本列を選択します。選択する基本列は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
オーバーラップのしきい値 (%)
レポートに含まれる列のペアで、基本列とそのペアの列との間の共有性のパ
ーセンテージを定義します。
注釈を付ける
基本列またはペアの列に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し クロスドメイン分析 - クロスドメインの値の共有性の詳細
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
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データ・ストア別名
データベース名
データ・ストア名
共有性サマリー
基本表名
ペアの表名
基本列名
ペアの列名
基本カーディナリティー
ペアのカーディナリティー
共通な値の数
基本列レベル詳細
主キー
外部キー
データ・クラス
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
ペアの列レベル詳細
主キー
外部キー
データ・クラス
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
カーディナリティー詳細
共通レコード・カウント
共通個別値カウント
重複状況
基本合計レコード
基本合計個別値
ペアに対する基本値のオーバーラップ (%)
基本ユニーク・フラグ
基本定数フラグ
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ソート順序
レポート出力は、表または列名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。

レポート出力例
Cross Domain Analysis
Cross Domain Value Commonality Details
Project:

pubs

Report Name:

Cross Domain Value Commonality Details

Report Generated:

2008-01-21

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

10:13:03

Comments:
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Commonality Summary
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

pub_info

publishers

pub_id

pub_id

Base Cardinality

Paired Cardinality

Intersection Count

8

8

8

Base Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

No

Identifier

Int16

Length

Precision

Scale

4

4

0

Length

Precision

Scale

4

4

0

Paired Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

No

Identifier

Int16

Cardinality Details
Common Record Count
Common Distinct Value Count
Redundant Status

8
8
No

Base Total Records

8

Paired Total Records

Base Total Distinct Values

8

Paired Total Distinct Values

Base-to-Paired Value Overlap %
Base Unique Flag

100.00%
Yes

Base Constant Flag

No

Paired-to-Base Value Overlap %
Paired Unique Flag
Paired Constant Flag

IBM Information Server

8
8
100.00%
Yes
No
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「クロスドメイン分析 - 同じ名前の列の値の共有性の詳細」レポ
ート
「クロスドメイン分析 - 同じ名前の列の値の共有性の詳細」レポートには、基本列
とそのペアの列の列名が同じであるすべてのクロスドメイン分析の列のペアについ
ての、列の詳細の比較が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
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含める表
レポートに含める基本表を選択します。選択する基本表は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
含める列
レポートに含める列を選択します。選択する基本列は、クロスドメイン分析
のドライバーになります。
オーバーラップのしきい値 (%)
レポートに含まれる列のペアで、基本列とそのペアの列との間の共有性のパ
ーセンテージを定義します。
注釈を付ける
基本列またはペアの列に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し クロスドメイン分析 - 同じ名前の列の値の共有性の詳細
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表別名
共有性サマリー
基本表名
ペアの表名
基本列名
ペアの列名
基本カーディナリティー
ペアのカーディナリティー
共通な値の数
基本列レベル詳細
主キー
外部キー
データ・クラス
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
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ペアの列レベル詳細
主キー
外部キー
データ・クラス
データ・タイプ
長さ
精度
スケール
カーディナリティー詳細
共通レコード・カウント
共通個別値カウント
重複状況
基本合計レコード
ペアの合計レコード

ソート順序
レポート出力は、表または列名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。

レポート出力例
Cross Domain Analysis
Same Name Value Commonality Details
Project:

nil

Report Name:

Cross Domain - Same Name Value Commonality Details

Report Generated:

2008-06-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

dfdfsfsfd

Host Name:

CD-DWEERAKOON

Data Store:

Hippogriff

17:07:09

Data Store Alias:
Database:

dbo

Database Alias:
Table Alias:

Commonality Summary
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

authors

titleauthor

au_id

au_id

Base Cardinality

Paired Cardinality

Intersection Count

23

19

19

Base Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

Yes

No

Identifier

String

Length

Precision

Scale

11

0

0

Length

Precision

Scale

11

0

0

Paired Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

Yes

Text

String

Cardinality Details
Common Record Count:

19

Common Distinct Value Count:

19

Redundant Status:

No

Base Total Records:

23

Paired Total Records:

Base Total Distinct Values:

23

Paired Total Distinct Values:

Base-to-Paired Value Overlap %:

82.61%

Paired-to-Base Value Overlap %:

No

Paired Unique Flag:

No

Base Constant Flag:

No

Paired Constant Flag:

No

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.
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Base Unique Flag:
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「クロスドメインの値の相違の詳細」レポート
「クロスドメインの値の相違の詳細」レポートは、クロスドメイン分析に基づい
て、基本列またはペアの列のいずれかに存在しているデータの相違が詳細に示され
ます。この表示には、両方の列に共通なデータ値は一切含まれません。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める基本表を選択します。選択する基本表は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
含める列
レポートに含める列を選択します。選択する基本列は、クロスドメイン分析
のドライバーになります。
オーバーラップのしきい値 (%)
レポートに含まれる列のペアで、基本列とそのペアの列との間に存在する必
要のある、共有性のパーセンテージを定義します。
基本列での相違の最大数
表示される基本列のデータ値の最大数を指定します。
ペアの列での相違の最大数
表示されるペアの列のデータ値の最大数を指定します。
注釈を付ける
基本列またはペアの列に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し クロスドメインの値の相違の詳細
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
第 17 章 情報分析のレポート
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値の相違の詳細
基本表名
ペアの表名
基本列名
ペアの列名
基本値
頻度数
ペアの値
頻度数

ソート順序
レポート出力は、表または列名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。
レポート出力は、ドメイン値を基準にアルファベットの昇順で表示されます。

レポート出力例
Cross Domain Analysis
Cross Domain Detail Value Discrepancies
Project:

pubs

Report Name:

Cross Domain Detail Value Discrepancies

Report Generated:

2008-01-18

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

17:11:08

Comments:
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Table:

employee

No cross table analysis exists for this table
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Detail Value Discrepancies
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

Base Value

titleauthor

authors

au_ord

contract

2

7

titleauthor

authors

au_ord

contract

3

1

titleauthor

authors

au_ord

contract

0

4

titleauthor

titles

title_id

title_id

MC3026

1

IBM Information Server

Freq Count

Paired Value

Freq Count

1/2
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複数表間のドメイン分析 - クロスドメインの重複した列の値の共
有性の詳細レポート
クロスドメインの重複した列の値の共有性の詳細レポートは、クロスドメイン分析
の検討中に重複のマークを付けたすべてのクロスドメイン分析の列のペアについ
て、列のメタデータの比較を示します。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める基本表を選択します。選択する基本表は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
含める列
レポートに含める列を選択します。選択する基本列は、クロスドメイン分析
のドライバーになります。
注釈を付ける
基本列またはペアの列に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 複数表間のドメイン分析 - クロスドメインの重複した列の値の共有性の詳
細
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
列の比較
列名
表名
主キー
外部キー
データ・クラス
データ・タイプ
長さ
精度
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スケール
カーディナリティー
ユニーク・フラグ
定数フラグ
定義
重複状況
合計レコード
個別値の合計
共通値
個別列値

ソート順序
レポート出力は、表名または列名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。
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レポート出力例

Cross-Table Domain Analysis
Cross Domain - Redundant Column Value Commonality Details
Project :

nil

Report Name :

Cross Domain - Redundant Column Value Commonality Details

Report Generated :

2008-06-17

Time Zone :

UTC +05:30

16:35:43

User :

admin admin

Comments :

gdgdf

Host Name :

CD-DWEERAKOON

Data Store :

Hippogriff

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :

Column Comparison
Base Column Name

Paired Column Name

Column Name :

job_id

job_id

Table Name :

employee

jobs

Primary Key :

No

Yes

Foreign Key :

Yes

No

Data Class :

Quantity

Identifier

Data Type :

Int8

Int8

Length :

2

2

Precision :

2

2

Scale :

0

0

Cardinality :

13

14

Unique Flag :

False

True

Constant Flag :

False

False

Definition :

No

No

Redundant Status :

False

True

Total Records :

43

14

Total Distinct Values :

13

14

Common Records :

0

Common Distinct Values :

0

IBM Information Server
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複数表間のドメイン分析 - 同じ名前の列の値の相違の詳細レポー
ト
複数表間のドメイン分析 - 同じ名前の列の値の相違の詳細レポートは、列名が同じ
基本列とペアの列のクロスドメイン分析に基づいて、基本列またはペアの列のいず
れかに存在しているデータ値相違を詳細に示します。この表示には、両方の列に共
通なデータ値は一切含まれません。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
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データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める基本表を選択します。選択する基本表は、クロスドメイン
分析のドライバーになります。
含める列
レポートに含める列を選択します。選択する基本列は、クロスドメイン分析
のドライバーになります。
オーバーラップのしきい値 (%)
レポートに含まれる列のペアで、基本列とそのペアの列との間に存在する必
要のある、共有性のパーセンテージを定義します。
基本列での相違の最大数
表示される基本列のデータ値の最大数を指定します。
ペアの列での相違の最大数
表示されるペアの列のデータ値の最大数を指定します。
注釈を付ける
基本列またはペアの列に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 同じ名前の列の値の相違の詳細
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
同じ名前の列の値の相違の詳細
基本表名
ペアの表名
基本列名
ペアの列名
基本値
基本値頻度数
ペアの値
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ペアの値頻度数

ソート順序
レポート出力は、次のように表または列名を基準にアルファベットの昇順で表示さ
れます。
v 表または列名を昇順に表示
v ドメイン値を昇順に表示

レポート出力例
Cross-Table Domain Analysis
Same Name Detail Value Discrepancies
Project :

pubs

Report Name :

Same Name Detail Value Discrepancies

Report Generated :

2008-01-21

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

11:15:49

Comments :
Host Name :

CD-SPATABENDIGE

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database :

dbo

Same Name Detail Value Discrepancies
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

Base Value

titles

roysched

royalty

royalty

[

Freq Count Paired Value

titles

roysched

royalty

royalty

18

9

titles

roysched

royalty

royalty

20

7

titles

roysched

royalty

royalty

22

6

titles

roysched

title_id

title_id

MC3026

1

titles

roysched

title_id

title_id

PC9999

1

titles

titleauthor

title_id

title_id

MC3026

1

IBM Information Server

Freq Count

2
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データ品質レポート
データ・ルール定義、データ・ルール、およびメトリックを処理した後に、実行し
たデータ品質作業に関する情報を収集するレポートを生成できます。
レポートには、データ・ルール定義、データ・ルール、およびメトリックの作成日
時、実行日時、実行回数をベンチマーク情報と共に含めることができます。

データ・ルール実行履歴サマリー・レポート
データ・ルール実行履歴サマリー・レポートは、選択したデータ・ルールおよびル
ール・セットの実行トレンドの履歴を表示します。
データ・ルールおよびルール・セットのすべての実行トレンドを表示する特定のプ
ロジェクトを選択し、レポートに含める各種パラメーターを選択することができま
す。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
フォルダー名
特定のフォルダー名を指定します。指定したフォルダーに関連付けられたデ
ータ・ルールおよびルール・セットがレポートに含められます。
データ・ルール名
レポートに含めるルール定義およびデータ・ルールの名前を選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
最古ルール日付
最も古い作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に作成さ
れたデータ・ルールのみがレポートに表示されます。
最新ルール日付
最新の作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の前に作成され
たデータ・ルールのみがレポートに表示されます。
トレンド・チャートの基準値
トレンド・チャートの基準にするレコード出力を選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含める例外表の言語および人口統計学的地域を選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール・サマリー - データ・ルール実行サマリー - 実行履歴
メイン・セクション
実行開始日
実行終了日
実行の合計
フォルダー・カテゴリー
データ・ルール履歴サマリー
データ・ルール定義名
データ・ルールの説明
データ・ルール名
データ・ルール実行履歴詳細
実行日
実行タイプ
合計テスト行数
該当行数
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該当行 %
非該当行数
非該当行 %
ベンチマーク設定
ベンチマーク値
差異
問題フラグ
実行日
実行タイプ
合計テスト行数
実行履歴のトレンド・チャート
大きさ/パーセンテージを実行のトレンド (該当レコード) にチャー
トで示します。

ソート順序
レポート出力は、ルール名の昇順、さらにパラメーターに基づいて、実行日の昇順
または降順で表示されます。
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レポート出力例

Data Rule Summary
Data Rule Summary - Execution History
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Execution History Summary

Report Generated:

2009-02-20 10:05:04

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a Test Comment

Execution Start Date:

2008-02-20

Execution End Date:

2010-02-20

Total Executions:

2

Folder Categories
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Data Rule History Summary
Data Rule Definition Name:

Description

Rule One

Rule One Short Desc.

Data Rule Name:

Rule One Exe

Data Rule Execution History Detail
Execution Date:

2009-02-20 09:35:18

Execution Type:

Deploy

Total Rows Tested:

10

Rows Met #

Rows Met %

1
Benchmark Setting

10.0000%
Benchmark Value

PASS

Rows Not Met #
9
Variance

# Met <= 6

--

Rows Not Met %
90.0000%
Issue Flag
N

Rule one Exe note
Type :

Action

Creator :

iauser

Status :

Opened

Created :

2009-02-20

Created :

2009-02-20

Modified :

2009-02-20

This is a note added from the view output screen

Rule One EXE note
Type :

Action

Creator :

iauser

Status :

Opened

Modified :

2009-02-20

This is a Test Note for Rule One EXE

IBM Information Server
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データ・ルール例外レポート
データ・ルール例外レポートは、特定の例外表とその基礎になっている列に関連付
けられた行の出力を示します。

408

ユーザー・ガイド

このレポートについて、例外を表示する特定の列を選択して、レポートに含める各
種パラメーターを選択することができます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったプロジェクトを選択します。
フォルダー名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったフォルダーの名前を選択します。
データ・ルール名
レポートに含めるデータ・ルールを選択します。
列名

レポートに含めるデータ・ルールに関連付けられた列の名前を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
選択した列名の値に基づいて、データ・コレクション・パラメーターを選択
します。
ルール定義名
レポートに含めるルール定義を選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
カスタム定義の表示
処理のために選択した例外表に関連付けられている、自分で作成した定義を
レポートに表示する場合には、このオプションを選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含める例外表の言語および人口統計学的地域を選択します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
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内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール例外レポート - 詳細
メイン・セクション
ルール定義名
ルール定義
データ・ルール名
データ・ルール定義
最終実行日
行フィルター条件
合計処理行数
例外の合計
例外の合計行数
例外表詳細
行 ID
列名
行 ID の値
列の値
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レポート出力例

Data Rule Exception
Data Rule Exception Report - Detail
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Exception Report

Report Generated:

2009-02-20

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a Test Comment

Data Rule Definition Name:

Rule One

Description:

Rule One Short Desc.

10:12:26

Data Rule Name:

Rule One Exe

Description:

Rule One Exe Short Desc

Last Executed Date:

2009-02-20

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

10

Total Exceptions:

9

Total Exception Rows:

9

Exception Table Details
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cola
1
2
3
4
6
7
8
9
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「データ・ルール例外 - ルール・セット例外」レポート
「データ・ルール例外 - ルール・セット例外」レポートには、特定のルール・セッ
ト例外に関連付けられた出力行が表示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるルール・セットが入ったプロジェクト名を選択します。
フォルダー名
レポートに含めるルール・セットが入ったフォルダー名を選択します。
ルール・セット名
レポートに含めるルール・セット名を選択します。
列名

レポートに含める列名を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含めるルール・セットを選択します。
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注釈の表示
ルール・セットに関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプシ
ョンを選択します。
カスタム定義の表示
ルール・セット用に作成したカスタム定義をレポートに含める場合にこのオ
プションを選択します。
ユーザー・コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール例外 - ルール・セット例外 - 詳細
メイン・セクション
ルール・セット定義名
説明
ルール・セット名
説明
最終実行日
行フィルター条件
合計処理行数
例外の合計
例外の合計行数
例外表詳細
失敗したルール数
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行 ID
名前
説明

レポート出力例

Rule Set Definition Name:

ruleset1

Description:
Rule Set Name:

myruleset1

Description:
Last Execution Date:

08/07/09 11:44:42

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

5112

Total Exceptions:

5095

Total Exception Rows:

5095

Exception Table Details
Number of Failed Rule:

Row ID

a

2

1

-2765967.00
Failed Rule Name:

2

2

Failed Rule Name:

2

3

4

5

Description:

datarule1
rules2
-159086.00
Failed Rule Name:

2

Description:

datarule1
rules2
-159086.00
Failed Rule Name:

2

Description:

datarule1
rules2
-2765967.00

Description:

datarule1
rules2
-157652.00
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データ・ルール例外表チャート・レポート
データ・ルール例外表チャート・レポートは、特定の例外表と列に関連付けられた
行のグラフィカルな出力を示します。
このレポートでは、特定の例外表とその基礎になっている列に関連付けられた行を
表示します。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったプロジェクトを選択します。
フォルダー名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったフォルダーの名前を選択します。
列名

レポートに含めるデータ・ルール定義またはデータ・ルールに関連付けられ
た列の名前を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
選択した列名の値に基づいて、データ・コレクション・パラメーターを選択
します。
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データ・ルール名
レポートに含めるデータ・ルールを選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
カスタム定義の表示
処理のために選択した例外表に関連付けられている、自分で作成した定義を
レポートに表示する場合には、このオプションを選択します。
チャート・タイプ
希望のチャート・タイプを選択します。棒グラフ、円グラフ、または横棒グ
ラフを選択できます。
チャートに組み込む最大値
チャートに組み込む値の最大数を選択します。デフォルト値は 30 です。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含める例外表の言語および人口統計学的地域を選択します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール実行 - データ・ルール例外表チャート・レポート - サマリ
ー
メイン・セクション
ルール定義名
ルール定義
データ・ルール名
データ・ルール定義
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最終実行日
行フィルター条件
合計処理行数
例外の合計
例外の合計行数
例外表チャート
大きさ/パーセンテージを実行のトレンド (該当レコード) に示します。

レポート出力例

Data Rule Definition Name:

aruledef

Description:
Data Rule Name:

aruleedffdlklk

Description:
Last Executed Date:

2009-08-07

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

5112

Total Exceptions:

847

Total Exception Rows:

847

Exception Table Details
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
-2765967.00
-159086.00
-157652.00
-155006.00
-136917.34
-130178.00
-79248.00
-77716.00
-72835.75
-61392.00
-51641.00
-50640.66
-47926.69
-44605.19
-43266.36
-42568.00
-40582.15
-38338.00
-37282.00
-32591.57
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データ・ルール・サマリー - プロジェクト・フォルダー・デー
タ・ルール検証リスト
「データ・ルール・サマリー - プロジェクト・フォルダー・データ・ルール検証リ
スト」レポートには、選択したプロジェクト・フォルダーに存在する各データ・ル
ールの詳細が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
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プロジェクト名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったプロジェクトの名前を選択しま
す。
フォルダー名
レポートに含めるデータ・ルールが入ったフォルダーの名前を選択します。
データ・コレクション・パラメーター
レポートに含めるデータ・ルールを選択します。
名前によるルールのソート
データ・ルール名別に特定の順序でレポート出力を表示するには、「昇順」
または「降順」を選択します。デフォルトのソート順序は、データ・ルール
名の昇順です。
注釈の表示
データ・ルールに関連付けられている注釈をレポートに含める場合には、こ
のオプションを選択します。
実際の実行のみを表示
このオプションは、実行されたデータ・ルールをレポートに含める場合にの
み選択します。
開始日 特定の開始日を選択します。その日付より後に実行されたデータ・ルールの
みがレポートに表示されます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール・サマリー - プロジェクト・フォルダー・データ・ルール
検証リスト
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フォルダー・データ・ルール・サマリー
フォルダー名
フォルダーの説明
データ・ルール
データ・ルール名
データ・ルールの説明
最終実行日
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レポート出力例

Data Rule Summary
Project Folder Data Rule Validation List — Summary
Project:

project

Report Name:

Project Folder Data Rule Validation List

Report Generated:

2009-05-12 05:59:36

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

All

Folder Category
project/All

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

CalmRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-24 12:18:33

Total Rows Tested:

0

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

GameRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-24 10:23:28

Total Rows Tested:

28

Rules Met #

Rules Met %

Rules Not Met #

Rules Not Met %

26

92.8571%

2

7.1429%

Benchmark Setting

Benchmark Value

Varience

Issue Flag

FAIL

% Not Met <= 4.0000%

3.1429%

Y

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

GoodRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-07 09:43:51

Total Rows Tested:

28

Rules Met #

Rules Met %

Rules Not Met #

Rules Not Met %

26

92.8571%

2

7.1429%

Benchmark Setting

Benchmark Value

Varience

Issue Flag

FAIL

% Met <=

82.8571%

Y

10.0000%
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「データ・ルール・サマリー - プロジェクト・リスト」レポート
「データ・ルール・サマリー - プロジェクト・リスト」レポートは、特定のプロジ
ェクトに関連付けられたすべてのデータ・ルールのリストを表示します。
すべてのデータ・ルールを表示する特定のプロジェクトを選択し、レポートに含め
る各種パラメーターを選択することができます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるデータ・ルール定義またはデータ・ルールが入ったプロジ
ェクトを選択します。
フォルダー名
レポートに含めるデータ・ルール定義またはデータ・ルールが入ったフォル
ダーの名前を選択します。
データ・コレクション・パラメーターの指定
選択した列名の値に基づいて、データ・コレクション・パラメーターを選択
します。
注釈の表示
レポートに含めるプロジェクト・データに関連付けられている注釈が必要な
場合には、このオプションを選択します。
最古ルール作成日
最も古い作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に作成さ
れたデータ・ルール定義またはデータ・ルールのみがレポートに表示されま
す。
最古ルール変更日
最も古い変更日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に変更さ
れたデータ・ルール定義またはデータ・ルールのみがレポートに表示されま
す。
表示出力の選択
レポートに含めるデータに応じて、「データ・ルール定義のみ」、「デー
タ・ルールのみ」、または「両方」を選択します。
実際の実行のみを表示
実行されたデータ・ルールのみをレポートに表示する場合には、このオプシ
ョンを選択します。実行されなかったデータ・ルールは、レポートから除外
されます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
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有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール・サマリー - データ・ルール・サマリー - プロジェクト・
リスト
メイン・セクション
データ・ルール定義サマリー
ルール定義/データ・ルール・インジケーター
ルール定義名
ルール定義
データ・ルール詳細
作成日
作成ユーザー ID
最終変更日
最終変更ユーザー ID
フォルダー・カテゴリー
ユーザー定義のフォルダー・カテゴリーをリストします
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レポート出力例

Data Rule Summary
Data Rule Summary - Project List
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Summary Project List

Report Generated:

2009-02-20 10:10:52

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a test comment

Data Rule Definition Summary
Rule Indicator:

Data Rule Definition

Name:

Rule One

Description:

Rule One Short Desc.

Data Rule Definition Details
Creation Date:

02/20/09

Creator User ID:

iauser

Last Modifiied Date:

02/20/09

Last Modified User ID:

iauser

Folder Categories
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Data Rule Definition Summary
Rule Indicator:

Data Rule Definition

Name:

Rule Two

Description:

Rule Two Short Desc.

Data Rule Definition Details
Creation Date:

02/20/09

Creator User ID:

iauser

Last Modifiied Date:

02/20/09

Last Modified User ID:

iauser

Folder Categories
Reports_Proj/All

IBM Information Server
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「メトリック・サマリー - 実行履歴」レポート
「メトリック・サマリー - 実行履歴」レポートは、選択したメトリックの実行の履
歴を示します。
メトリック実行履歴を表示する特定のプロジェクトを選択し、レポートに含める各
種パラメーターを選択することができます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるメトリックが入ったプロジェクトの名前を選択します。
フォルダー名
レポートに含めるメトリックが入ったフォルダーの名前を選択します。
メトリック名
レポートに含めるメトリックを選択します。
データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含めるメトリックを選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
最古ルール日付
最も古いルール日付の値として特定の日付を選択します。この日付の前に実
行されたメトリックのみがレポートに表示されます。
最新ルール日付
最新のルール日付の値として特定の日付を選択します。この日付の後に実行
されたメトリックのみがレポートに表示されます。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
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を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し メトリック・サマリー - 実行履歴
メイン・セクション
メトリック履歴サマリー
メトリック名
データ・ルールの説明
メトリック実行履歴
実行日
ユーザー ID
実行タイプ
メトリック・スコア
ベンチマーク設定
ベンチマーク値
差異
問題フラグ
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レポート出力例

Metric Summary
Metric Summary — Execution History
Project:

SQLSERver

Report Name:

Metric Execution History Summary 3

Report Generated:

2009-03-03 09:41:57

Time Zone:

UTC -05:00

User:

admin admin

Description:

metric

Start Execution Date:

2008-03-02

End Execution Date:

2009-03-02

Total Executions:

6

Folder Category:

All

Metric History Summary
Metric Name

Description

my_datarule_metric

my description

Metric Execution History
Execution Date:

2009-03-02 11:31:56

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
PASS

Benchmark Value
# Met >

1.00

Execution Date:

2009-03-02 11:31:23

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
PASS

Benchmark Value
# Met >

2.00

Execution Date:

2009-03-02 11:32:21

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
FAIL

Benchmark Value
# Met >

5.00

Execution Date:

2009-03-02 11:31:40

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting

Benchmark Value

IBM Information Server
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Variance

Issue Flag

--

N

Variance

Issue Flag

--

N

Variance

Issue Flag

2.00

Y

Variance

Issue Flag

1/2

「メトリック・サマリー - プロジェクト・フォルダー・メトリッ
ク・リスト」レポート
「メトリック・サマリー - プロジェクト・フォルダー・メトリック・リスト」レポ
ートには、選択したプロジェクト・フォルダーに存在する各メトリックの詳細が示
されます。
メトリックの詳細を表示する対象のプロジェクトの特定のフォルダーを選択できま
す。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
メトリックの詳細を表示する対象のフォルダーを含むプロジェクトの名前を
選択します。
フォルダー名
レポートに含めるメトリックが入ったフォルダーの名前を選択します。
データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含めるメトリックを選択します。
注釈の表示
メトリックに関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプション
を選択します。
最古ルール作成日
最も古いルール作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に
作成されたメトリックのみがレポートに表示されます。
実際の実行のみを表示
このオプションは、実行されたメトリックのみをレポートに含める場合に選
択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
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を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し メトリック・サマリー - プロジェクト・フォルダー・メトリック・リス
ト・レポート - サマリー
フォルダー・カテゴリー
メトリック・サマリー詳細
メトリック名
説明
実行日
ユーザー ID
実行タイプ
メトリック・スコア
ベンチマーク設定
ベンチマーク値
差異
メトリック詳細
作成日
作成者のユーザー ID
最終変更日
最終変更ユーザー ID
最終実行日
フォルダー・カテゴリー
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レポート出力例

Metric Summary
Project Folder Metric List Report - Summary
Project:

TestProject

Report Name:

Project Folder Metric List Report 1

Report Generated:

2009-08-04

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

Description:

project folder metric report

Total Project Metrics

6

05:22:50

Folder Categories
TestProject/All

Metric Summary Details
Metric Name

Description

Metric5
Execution Date:

2009-07-29 01:25:11

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

4.00

Benchmark Setting

Benchmark Value

Variance

Issue Flag

MET Count

# Met <=

2.00

N

Metric Name

2.00
Description

metric2

metric2 without benchmark

Execution Date:

2009-07-10 12:14:02

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

IBM Information Server
IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

「メトリック・サマリー・プロジェクト・リスト」レポート
「メトリック・サマリー・プロジェクト・リスト」レポートには、特定のプロジェ
クトのメトリックのリストが示されます。
特定のプロジェクトの「データ品質」ワークスペースに作成したすべてのメトリッ
クを表示できます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるメトリックが入ったプロジェクトの名前を選択します。
データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含めるメトリックを選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
最古ルール作成日
最も古いルール作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に
作成されたルールのみがレポートに表示されます。
最古ルール変更日
最も古いルール変更日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に
変更されたルールのみがレポートに表示されます。
実際の実行のみを表示
このオプションは、実行されたメトリックのみをレポートに含める場合に選
択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し メトリック・サマリー - メトリック・サマリー・プロジェクト・リスト

428

ユーザー・ガイド

メトリック・サマリー
名前
説明
メトリック詳細
作成日
作成者のユーザー ID
最終変更日
最終変更ユーザー ID
最終実行日
フォルダー・カテゴリー
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レポート出力例

Metric Summary
Metric Summary - Project List
Project:

proc

Report Name:

Metric Summary Project List

Report Generated:

2009-09-02

Time Zone:

UTC +01:00

User:

admin

07:14:54

Description:

Metric Summary
allmetric

Name:
Description:
Metric Details
Creation Date:

08/13/09 09:36:21

Creator User ID:

admin

Last Modifiied Date:

08/13/09 09:57:37

Last Modified User ID:

admin

Last Execution Date:

08/13/09 09:57:37

Folder Categories
proc/All
proc/folder1
proc/folder2
proc/folder2/infolder1/infold
proc/folder2/infolder1

Metric Summary
ametric

Name:
Description:
Metric Details
Creation Date:

08/12/09 03:55:27

Creator User ID:

admin

Last Modifiied Date:

08/12/09 03:55:40

Last Modified User ID:

admin

Last Execution Date:

08/12/09 03:55:40

Folder Categories
proc/All

IBM Information Server

1/4

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

「ルール・セット実行履歴統計」レポート
「ルール・セット実行履歴統計」は、選択したルール・セットの実行履歴を示しま
す。
すべてのルール・セット定義およびルール・セットを表示する特定のプロジェクト
を選択し、レポートに含める各種パラメーターを選択することができます。

430

ユーザー・ガイド

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるルール・セット定義またはルール・セットが入ったプロジ
ェクトの名前を選択します。
フォルダー名
レポートに含めるルール・セット定義またはルール・セットが入ったフォル
ダーの名前を選択します。
ルール・セット名
レポートに含めるルール・セットを選択します。
データ・コレクション・パラメーター
レポートに含めるルール・セットを選択します。
注釈の表示
レポートに含める例外表に関連付けられている注釈が必要な場合には、この
オプションを選択します。
これより前のルール・セットを除外 (日付)
特定の日付を指定すると、この日付の前に作成されたルール・セット定義お
よびルール・セットがレポートに含まれません。
これより後のルール・セットを除外 (日付):
特定の日付を指定すると、この日付の後に作成されたルール・セット定義お
よびルール・セットがレポートに含まれません。
ルール・セット履歴を日付でソート
実行日の昇順または降順でデータをソートする場合に選択します。
チャート・タイプ
希望のチャート・タイプを選択します。棒グラフ、円グラフ、または横棒グ
ラフを選択できます。
座標基準
大きさまたはパーセンテージを選択します。座標基準は、すべてのルールに
該当した行の絶対値を基準にするか、またはすべてのルールに該当した行の
(合計行数に対する) パーセンテージを基準にします。
テスト出力を含める
レポートにテスト出力を表示するには、このオプションを選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー

第 17 章 情報分析のレポート

431

の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 「ルール・セット・サマリー - 実行履歴統計」レポート
メイン・セクション
ルール・セット・サマリー
ルール・セット名
ルール・セット定義名
実行点の合計数
フォルダー・カテゴリー
ルール・セット履歴サマリー
実行日
実行ユーザー ID
実行タイプ
サマリー統計
合計テスト行数
すべてのルールに該当のカウント
すべてのルールに該当の %
非該当カウント
非該当 %
平均ルール非該当 %
標準偏差ルール非該当 %
妥当性メジャー
信頼性メジャー
信頼性標準
信頼性ベンチマーク
標準を超えるレコード・カウント
標準を超えるレコード %
標準未満レコード・カウント
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標準未満レコード %
ベンチマークからの差異
問題フラグ
ベースライン・メジャー
ベースライン日付
ベースライン・ベンチマークに対する差分
現行とベースラインの類似メジャー
現行とベースラインの差分メジャー
ベンチマークからの差分の差異
問題フラグ
ルール・セット・トレンド・チャート
妥当性メジャー、信頼性メジャー、およびベースライン比較メジャ
ーのトレンドまたはチャートを表示します。

ソート順序
レポート出力のソート順序は、選択したパラメーターに応じて、昇順または降順に
なります。

「ルール・セット・サマリー - プロジェクト・フォルダー・ルー
ル・セット検証リスト・サマリー」レポート
「ルール・セット・サマリー - プロジェクト・フォルダー・ルール・セット検証リ
スト・サマリー」レポートには、指定したフォルダー内の実行されたすべてのルー
ル・セットのリストと、そのルール・セットに関する詳細が示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるルール・セットが入ったプロジェクト名を選択します。
フォルダー名
レポートに含めるルール・セットが入ったフォルダー名を選択します。
データ・コレクション・パラメーター
レポートに含めるルール・セットを選択します。
注釈の表示
ルール・セットに関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプシ
ョンを選択します。
カスタム定義の表示
ルール・セット用に作成したカスタム定義をレポートに含める場合にこのオ
プションを選択します。
これより前のルール・セットを除外
特定の日付を選択します。この日付より後に作成されたルール・セットのみ
がレポートに表示されます。
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名前によるルール・セットのソート
ルール・セット名別に特定の順序でレポート出力を表示するには、「昇順」
または「降順」を選択します。デフォルトのソート順序は、ルール・セット
名の昇順です。
実際の実行のみを含める
このオプションは、実行されたルール・セットのみをレポートに含める場合
に選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し ルール・セット・サマリー - プロジェクト・フォルダー・ルール・セット
検証リスト - サマリー
フォルダー・ルール・セット・サマリー
フォルダー名
フォルダーの説明
ルール・セット・サマリー
ルール・セット名
ルール・セットの説明
最終実行日
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レポート出力例

Rule Set Summary
Project Folder Rule Set Validation List —Summary
Project:

project

Report Name:

Project Folder Rule Set Validation List - Summary

Report Generated:

2009-05-12 05:55:54

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

All RuleSets

Total Rule Sets:

13

Folder Rule Set Summary
Folder Name:

project/All

Folder Description:

Global category for all QualityComponents

Rule Set Executables
Rule Set Name:

goodRuleSet_EXEC

Rule Set Description:
Last Execution Date

Rule Set Executables
Rule Set Name:

ruleSet2_EXEC2

Rule Set Description:
Last Execution Date

2009-03-12 11:34:12

Summary Statistics
Total Rows Tested

28

Met All Rules Count

26

Met All Rules %

92.8571%

Did Not Meet Count

2

Did Not Meet %

7.1429%

Average Rules Not Met %

7.1429%

Standard Deviation Rules
Not Met %
Validity Measures

25.7539%

Benchmark Setting

NOT MET %

Benchmark Value

<= .0000%

Varience From Benchmark

7.1429%

Issue Flag

Y

Confidence Measures
Confidence Standard

10.0000%

Confidence Benchmark

10.0000%

Records above Standard
Count
Records above Standard %

2
7.1429%

IBM Information Server
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「ルール・セット・サマリー・プロジェクト・リスト」レポート
「ルール・セット・サマリー・プロジェクト・リスト」レポートは、プロジェクト
のすべてのルール・セット定義およびルール・セットをリストします。
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パラメーター
すべてのルール・セット定義およびルール・セットを表示する特定のプロジェクト
を選択し、レポートに含める各種パラメーターを選択することができます。
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるルール・セット定義またはルール・セットが入ったプロジ
ェクトの名前を選択します。
フォルダー名
レポートに含めるルール定義またはデータ・ルールが入ったフォルダーの名
前を選択します。
データ・コレクション・パラメーター
レポートに含めるルール・セットを選択します。
最古ルール作成日
最も古い作成日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に作成さ
れたルール・セット定義およびルール・セットのみがレポートに表示されま
す。
最古ルール変更日
最も古い変更日の値として特定の日付を選択します。この日付の後に変更さ
れたルール・セット定義およびルール・セットのみがレポートに表示されま
す。
表示オプションの選択
レポートに含めるデータに応じて、「ルール・セット定義のみ」、「ルー
ル・セットのみ」、または「両方」を選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
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内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し データ・ルール・サマリー - データ・ルール・サマリー - プロジェクト・
リスト
ルール・セット・サマリー
ルール・セット定義/ルール・セット・インジケーター
ルール・セット定義名
ルール・セット定義
ルール・セット詳細
作成日
作成ユーザー ID
最終変更日
最終変更ユーザー ID
最終実行日
フォルダー・カテゴリー
ユーザー定義のフォルダー・カテゴリーをリストします。
注釈

ルール・セットに関連付けられた注釈を表示します。

外部キー分析レポート
列分析ジョブが完了すると、定義済み外部キーのサマリーと、データに含まれる外
部キー候補を示すレポートを作成することができます。定義済み外部キーは、分析
を実行する前に、既にデータに定義されているキーです。外部キー候補は、分析中
に推論されたキーです。
外部キー分析レポートには、次の 5 つのタイプがあります。
定義済み外部キー・サマリー・レポート
データに含まれる定義済み外部キーのサマリーを示します。
参照整合性例外レポート
データに含まれる外部キーで、関連する主キーの値と一致しない外部キーの
サマリーを示します。
定義済み、候補、および選択された外部キー・レポート
データに含まれる定義済み、候補、および選択された外部キーのサマリーを
示します。
参照整合性詳細レポート
データに含まれる外部キーと関連する主キーとの間の参照整合性のサマリー
を示します。
子の詳細のない主キー・レポート
データに外部キーと関連するレコードが含まれていない主キーのサマリーを
示します。
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メタデータ・サマリー・レポート
メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートした後、メタデータに関する
情報を収集したレポートを生成できます。
レポートには、表の説明、連絡先、ポリシー、用語、スキーマ、ディレクトリー、
ファイル、データ・フィールドなどの情報を含めることができます。

メタデータ・サマリー - データベース・プロファイル・レポート
メタデータ・サマリー - データベース・プロファイル・レポートは、選択した一連
のデータ・スキーマ内のすべての表および重要な統計のサマリーを提供します。レ
ポートには、データベース内のそれぞれの表、データベースでの別名、および選択
した表の列数と行数がリストされます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める表の名前を選択します。
スキーマの説明を含める
スキーマの説明 (略記) を表示するには、このオプションを選択します。
表の説明を含める
表の説明 (略記) を表示するには、このオプションを選択します。
用語を含める
レポートに含めるデータベースまたは表に関連付けられているすべての用語
を含めるには、このオプションを選択します。用語は、ビジネスで特定の意
味を持つ語です。
ポリシーを含める
レポートに含めるデータベースまたは表に関連付けられているすべてのポリ
シーを含めるには、このオプションを選択します。
連絡先を含める
データベースまたは表に関連付けられているすべての連絡先を含めるには、
このオプションを選択します。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユ
ーザーの個人情報が含まれています。
注釈を付ける
データベースまたは表に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

438

ユーザー・ガイド

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し メタデータ・サマリー - データベース・プロファイル
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
スキーマ詳細
スキーマ名
スキーマ別名
スキーマ定義
データベースまたはファイルのタイプ
データ接続 DSN
所有者名
表の総数
列の総数
表詳細 表番号
表名
表別名
列の数
行の数
表定義

ソート順序
レポート出力は、表名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。
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レポート出力例

Metadata Summary
Database Profile Report
Project :

pubs

Report Name :

Database Profile 1

Report Generated :

2008-07-02

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

my comment

Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

10:20:24

Schema Details
Schema Name :

dbo

Schema Alias :

data schema alias

Schema Definition :

data schema short desc

DB/File Type

Data Base

Data Connection DSN

pubs

Owner

dbo

Total # Tables

12

Total # Columns

73

Table Details
Table #

Table Name

# of Columns

# of Rows

9

4

10

48

7

5

category

4

5

employeeEx

8

3

jobs

4

0

1

authorEx

2

authors

3

car

4
5
6

Table Alias

table alias

IBM Information Server

Table Definition

1/2

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

メタデータ・サマリー - 表プロファイル・レポート
メタデータ・サマリー - 表プロファイル・レポートは、選択した一連のデータ・ス
キーマ内のすべての表およびそれらのメタデータ定義のサマリーです。レポートに
は、データベース内のそれぞれの列と別名、およびカーディナリティーやプロパテ
ィーが、選択した列で、定義済みのものと選択されたものの両方がリストされま
す。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める表の名前を選択します。
スキーマの説明を含める
スキーマの説明 (略記) を表示するには、このオプションを選択します。
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表の説明を含める
表の説明 (略記) を表示するには、このオプションを選択します。
列説明を含める
列の説明 (略記) を表示するには、このオプションを選択します。
用語を含める
レポートに含めるデータベースまたは表に関連付けられているすべての用語
を含めるには、このオプションを選択します。用語は、ビジネスで特定の意
味を持つ語です。
ポリシーを含める
レポートに含めるデータベースまたは表に関連付けられているすべてのポリ
シーを含めるには、このオプションを選択します。
連絡先を含める
データベースまたは表に関連付けられているすべての連絡先を含めるには、
このオプションを選択します。連絡先には、名前、住所、電話番号など、ユ
ーザーの個人情報が含まれています。
注釈を付ける
データベースまたは表に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し メタデータ・サマリー - 表プロファイル
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
スキーマ詳細
スキーマ名
スキーマ別名
スキーマ定義
表詳細 表名
表別名
表定義
列の数
行の数

ソート順序
レポート出力は、表名を基準にアルファベットの昇順、さらに列名を基準にアルフ
ァベットの昇順で表示されます。
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レポート出力例

Metadata Summary
Table Profile
Project :

pubs

Report Name :

Table Profile 2

Report Generated :

2008-07-02

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

my comment

Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

10:56:59

Schema Details
Schema Name :

dbo

Schema Alias :

data schema alias

Schema Definition :

data schema short desc

Table Details
Table Name :

authorEx

Table Alias :
Table Definition :
# of Columns :

9

# of Rows :

4

Defined Primary Key(s)

Accepted Primary Key(s)

Defined Foreign Key(s)

Accepted Foreign Key(s)

au_id

IBM Information Server

1 / 81

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

主キー・レポート
単一列の主キーまたは複数列の主キーについて、列分析ジョブが完了すると、定義
済み主キーのサマリーと、データに含まれる主キー候補を示すレポートを作成する
ことができます。定義済み主キーは、分析を実行する前に、既にデータに定義され
ているキーです。主キー候補は、分析中に推論されたキーです。
主キー分析レポートには、次の 4 つのタイプがあります。
定義済み主キー・サマリー・レポート
データに含まれる定義済み主キーのサマリーを示します。
定義済み主キー重複例外レポート
データで重複している定義済み主キーのサマリーを示します。
定義値と候補値のサマリー・レポート
データに含まれる定義済み主キーと主キー候補のサマリーを示します。主キ
ー候補は、分析中に推論されます。
主キー候補重複例外レポート
データで重複している主キー候補のサマリーを示します。

主キー分析 - 複数列キー評価サマリー
主キー分析 - 複数列キー評価サマリー・レポートには、複数列の組み合わせとそれ
らの結果 (ユニーク値のパーセンテージや重複値のパーセンテージなど) が示される
ため、表内での主キーとしての適合性を判別できます。この表示は、主キー複数列
分析結果のユーザー・インターフェースでのオンライン表示を複製したものです。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
表

レポートに含める表の名前を選択します。主キー複数列分析を実行した表の
データのみがレポートに含まれます。

含める固有性のパーセント
レポートに含まれるために必要な、複数列の組み合わせでの固有性の最小パ
ーセンテージを定義します。
注釈を付ける
レポートに含めるデータベース、表、または列に関連付けられているすべて
の注釈を表示するには、このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 主キー分析 - 複数列キー評価サマリー
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
表サマリー
行の数
列の数
定義済み主キー
選択済み主キー
列評価サマリー
この特定の列の組み合わせの列数
この列の組み合わせのキー列 (最大 7 まで)
ユニーク値のパーセント
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重複値のパーセント
主キー: 定義済み、候補、選択されたマーク
サンプル方式およびサンプル・サイズ (ある場合)

ソート順序
レポート出力は、表を基準にアルファベット順で表示されます。
列の組み合わせは、固有性のパーセンテージを基準に降順、および 1 番目の列の名
前を基準に昇順でソートされます。

レポート出力例
Primary Key Analysis
Multi Column Key Assessment Summary
Project :

EndToEndRFT001_DB2

Report Name :

Multi Column Key Assessment Summary

Report Generated :

2008-06-17 17:04:41

Time Zone :

UTC +05:30

User :

iauser iauser

Comments :
Host Name :

EndToEndRFThost1_DB2

Data Store :

EndToEndRFTds1_DB2

Data Store Alias :
Database Name :

ADMINISTRATOR

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :

Table Summary
Number of Rows

1,000

Number of Columns

14

Defined Primary Key
Selected Primary Key

PASSWORD_FIRSTNAME_LASTNAME

Column Assessment Summary
Number of
Columns
2
2

Key Columns
1

2

3

4

Unique
5

6

7

FIRSTNAM PASSWOR
E
D
FIRSTNAM
ID
E

%

Duplicate

Primary Key

% Candidate Selected Defined

Sample
Size

Method

100.00%

.00%

1,000

Sequential

100.00%

.00%

1,000

Sequential

IBM Information Server

1/3

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

主キー分析 - 単一列キー評価サマリー
主キー分析 - 単一列キー評価サマリー・レポートには、ユニーク値のパーセンテー
ジや重複値のパーセンテージなど個々の列結果が示されるため、表内での主キーと
しての適合性を判別できます。この表示は、主キー単一列分析結果のユーザー・イ
ンターフェースでのオンライン表示を複製したものです。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
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データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
表

レポートに含める表の名前を選択します。

含める固有性のパーセント
レポートに含まれるために必要な、個々の列の固有性の、ユーザー定義の最
小パーセンテージ。
注釈を付ける
データベース、表、または列に関連付けられているすべての注釈を表示する
には、このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 主キー分析 - 単一列キー評価サマリー
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
表サマリー
行の数
列の数
定義済み主キー
選択済み主キー
列評価サマリー
列名
列別名
主キー: 定義済み、候補、および選択されたマーク
外部キー: 定義済みおよび選択されたマーク
データ・クラス
データ・タイプ
データ長
ユニーク値のパーセンテージ
NULL 値のパーセンテージ
重複値のパーセンテージ
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ソート順序
レポート出力は、表を基準にアルファベット順で表示されます。
また、出力は、固有性のパーセントの列をキーにして降順でもソートされます。

レポート出力例
Primary Key Analysis
Single Column Key Assessment Summary
Project :

pubs

Report Name :

Single Column Key Assessment Summary 1

Report Generated :

2008-06-03 16:12:46

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :
Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :

schema alias

Table Name :

authors

Table Alias :

Table Summary
Number of Rows

48

Number of Columns

9

Defined Primary Key
Selected Primary Key

Column Assessment Summary
Column

Column Alias

Primary Key
Candidate Selected

Foreign Key
Defined

Selected

Data Class

Data Type

Length

Unique %

Null %

Duplicate %

Defined

au_fname

Text

String

11

4.17%

.00%

95.83%

au_id

Text

String

11

4.17%

.00%

95.83%

phone

Text

String

12

4.17%

.00%

95.83%

IBM Information Server
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IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

プロジェクト・サマリー・レポート
データ・ソースとその分析状況、およびプロジェクトに割り当てられているユーザ
ーなどの、選択したプロジェクトの有効範囲の概要に関するプロジェクト・サマリ
ー・レポートを実行できます。

分析のパブリッシング・レポート
分析のパブリッシング・レポートは、選択したデータ・スキーマ内でパブリッシュ
済みのすべての表の概要を提供します。レポートには、最終パブリッシング日およ
びパブリッシャーが表ごとに示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
ホスト レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
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データ・スキーマ
レポートに含める、ホスト・コンピューター上にあるスキーマを選択しま
す。
含める表
レポートに含める表の名前を選択します。
スキーマ定義を含む
レポートでスキーマ定義を表示するには、このオプションを選択します。
表別名を含む
表の別名を表示するには、このオプションを選択します。
注釈を付ける
データベースおよび表に関連付けられているすべての注釈を表示するには、
このオプションを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 分析のパブリッシング - パブリッシング・サマリー
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア名
スキーマ詳細
スキーマ名
スキーマ別名
スキーマ定義
データベースまたはファイルのタイプ
所有者名
行の総数
列の総数
表詳細 表名
表別名
列の数
行の数
最終列分析日
最終パブリッシング日
パブリッシャーのシステム・ユーザー ID

ソート順序
レポート出力は、表名を基準にアルファベットの昇順で表示されます。
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レポート出力例

Analysis Publication
Publication Summary
Project:

pubs

Report Name:

Publication Summary 1

Report Generated:

2008-06-03

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

16:16:24

Comments:
Host Name:

pubshs

Data Store:

pubsds

Schema details
Schema Name:

dbo

Schema Alias:

schema alias

Schema definition:

schema short desc

DB/File Type:

Data Base

Owner:

dbo

Total # Tables:

9

Total # Columns:

64

Table details
Table Name

# of Columns

# of Rows

Last Column Analysis Date

authors

Table Alias

9

48

2008-05-26 04:22:53

--

car

7

5

2008-05-26 04:20:17

--

--

category

4

5

2008-05-26 04:22:35

--

---

employeeEx
jobs

jobs alias

stores

Last Publication Date

Publisher
--

8

3

2008-05-26 04:21:48

--

4

28

2008-05-26 04:22:15

--

--

6

12

2008-05-26 04:21:03

--

--

IBM Information Server

1/2

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

「ドメイン品質サマリー - 列品質評価サマリー」レポート
「ドメイン品質サマリー - 列品質評価サマリー」レポートには、レコードの合計
数、完全または不完全なレコードのパーセント、NULL または定数値を持つレコー
ドの合計数、割り振り合計バイト数、および使用された平均バイト数などの、プロ
ジェクトの列に含まれるデータの全般品質のサマリーが示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める列が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーに対する接続詳細を含む仮想エンテ
ィティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

列名

レポートに含める列を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
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注釈の表示
列に関連付けられた注釈をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し ドメイン品質サマリー - 列品質評価 - サマリー
メイン・セクション
ホスト名
データ・ストア
データ・ストア別名
データベース名
データベース別名
表名
表別名
列名
品質サマリー
レコード合計数
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不完全/無効なレコード
完全/有効なレコードの割合 (%)
不完全/無効なレコードの割合 (%)
プロファイル・サマリー
NULL (%)
合計 NULL バイト数
定数 (%)
合計定数バイト数
合計割り振りバイト数
最大使用文字数
平均使用文字数
グラフィックス・サマリー
有効 % 対無効 %
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レポート出力例

Domain Quality Summary
Column Quality Assessment – Summary
Project :

TestProject

Report Name :

Domain Column Quality Assessment - Summary

Report Generated:

2009-06-23

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:59:35

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

t40store

Data Store Alias :
Database Name :

DB2SRC

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :
Column Name :

QUANTITY

Quality Summary
Total Records count :

5

Incomplete/Invalid Records :
% of Complete/Valid Records :
% of Incomplete/Invalid Records :

0
100.0000%
.0000%

Profile Summary
% Null :

40.0000%

Total Null Bytes :

16

% Constant :

60.0000%

Total Constant Bytes :

24.00

Total Bytes Allocated :

40

Maximum Characters Used :

5

Average Characters Used :

3.00

Graphics Summary
Valid % vs Invalid %

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%

IBM Information Server

1 of 1

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

「ドメイン品質サマリー - 表品質評価サマリー」レポート
「ドメイン品質サマリー - 表品質評価サマリー」レポートには、レコードの合計
数、完全または不完全なレコードのパーセント、NULL または未確定 (混合デー
タ・タイプ) データを持つすべての列の合計フィールド数、割り振りおよび推論さ
れたバイト単位の合計レコード長などの、プロジェクトの表に含まれるデータの全
般品質のサマリーが示されます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含める表が入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
注釈の表示
このオプションは、表に関連付けられた注釈をレポートに含める場合に選択
します。
カスタム定義の表示
作成した別名および定義をレポートに含める場合にこのオプションを選択し
ます。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。
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内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し ドメイン品質サマリー - 表品質評価 - サマリー
メイン・セクション
品質サマリー
レコード合計数
不完全/無効なレコード
完全/有効なレコードの割合 (%)
不完全/無効なレコードの割合 (%)
プロファイル・サマリー
プロファイル処理されたフィールドの数
NULL フィールドの数
合計 NULL バイト数
NULL の割り振り済みバイト (%)
未確定フィールド数
合計割り振りバイト数
合計推論バイト数
グラフィックス・サマリー
有効 % 対無効 %
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レポート出力例

Domain Quality Summary
Table Quality Assessment – Summary
Project :

TestProject

Report Name :

Domain Table Quality Assessment - Summary

Report Generated :

2009-06-23

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:57:02

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

t40store

Data Store Alias :
Database Name :

DB2SRC

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :

Quality Summary
Total Records count :

5

Incomplete/Invalid Records :

0

% of Complete/Valid Records :
% of Incomplete/Invalid Records :

100.0000%
.0000%

Profile Summary
# Fields Profiled :

13

# Null Fields :

19

Total Null Bytes :

200

% Allocated Bytes Null :

27.0270%

# Ambiguous Fields :

65

Total Bytes Allocated :

740

Total Bytes Inferred :

138

Graphics Summary
Valid % vs Invalid %

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%

IBM Information Server
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IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

プロジェクト状況 - 注釈タイプ別プロジェクト状況
「注釈タイプ別プロジェクト状況」レポートには、所定のプロジェクトおよび選択
した表の注釈のサマリーが示されます。レポートには、合計列数、注釈なしの合計
列数、注釈タイプ別の注釈の明細、および注釈のサマリーが示されます。
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パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるメトリックが入ったプロジェクトの名前を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 注釈状況別プロジェクト・サマリー
プロジェクト・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
第 17 章 情報分析のレポート
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注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
ホスト・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
データ・ストア・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数

456

ユーザー・ガイド

クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
データ・スキーマ・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
表レベル詳細統計
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
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レポート出力例

Project Status
Project Summary by Notes Status
Project:

FredTest

Report Name:

Project Summary by Notes Status

Report Generated:

2009-06-26

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

14:32:47

Comments:

Project level Summary
#Columns
Project
FredTest

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

127

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Average Notes per
annotated column
0

Host Level Summary
#Columns
Host
WB-HOST-APP

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

DataStore Level Summary
#Columns
Data Store
Chemco

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

Data Schema Level Summary
#Columns

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations

IBM Information Server

1/3

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

プロジェクト状況 - 注釈状況別プロジェクト・サマリー
「注釈状況別プロジェクト状況」レポートには、所定のプロジェクトおよび選択し
た表の注釈のサマリーが示されます。このレポートには、合計列数、注釈なしの合
計列数、注釈状況別の注釈の明細、および注釈のサマリーが示されます。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクト名
レポートに含めるプロジェクトが入ったプロジェクト名を選択します。
ホスト名
レポートに含める列が入ったホスト名を選択します。
データ・ストア名
選択したホスト・コンピューター上にあるデータ・ストアを選択します。デ
ータ・ストアは、ソース・リポジトリーへの接続の詳細を含む仮想エンティ
ティーです。
データベース名
レポートに含めるデータベース名を選択します。
表名

レポートに含める表を選択します。

データ・コレクション・パラメーターの指定
レポートに含める列を選択します。
コメント
レポート出力に組み込むコメントがあれば、入力します。
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ロケール仕様 [言語、地域]
レポートに含めるデータの言語および人口統計学的地域を選択します。
出力フォーマット
レポートのフォーマットを指定します。HTML、XML、RTF、PDF、または
TXT を選択できます。
有効期限
レポートの有効期限を指定します。
履歴ポリシー
実行のたびに古いレポート・データを置き換えるか、または、実行する個別
の各レポートを保存するかを指定します。
レポート名
レポートの名前を指定します。
レポートの保存
このレポートを後で再実行できるように保存する場合には、このオプション
を選択します。レポートを保存する場合は、レポートを保存するフォルダー
の選択が必要です。お気に入りフォルダーにレポートを追加したり、処理の
完了後にレポートを表示したりすることができます。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し 注釈状況別プロジェクト・サマリー
プロジェクト・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
ホスト・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
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オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
データ・ストア・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
データ・スキーマ・レベル・サマリー
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
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注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数
表レベル詳細統計
プロジェクト名
列の合計数
注釈なしの列
オープン数
オープンの割合
保留数
保留の割合
その他の数
その他の割合
クローズ数
クローズの割合
注釈数: 合計
注釈数: 注釈付き列ごとの平均注釈数

レポート出力例

Project Status
Project Summary by Notes Status
Project:

FredTest

Report Name:

Project Summary by Notes Status

Report Generated:

2009-06-26

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

14:32:47

Comments:

Project level Summary
#Columns
Project
FredTest

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

127

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Average Notes per
annotated column
0

Host Level Summary
#Columns
Host
WB-HOST-APP

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

DataStore Level Summary
#Columns
Data Store
Chemco

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

Data Schema Level Summary
#Columns

Open

Pending

IBM Information Server

Other

Closed

#Annotations

1/3

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.
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プロジェクト・サマリー・レポート
プロジェクト・サマリー・レポートは、データ・ソースおよびそれらの分析状況、
プロジェクトに割り当てられているユーザーなど、選択したプロジェクトの有効範
囲の概要を提供します。

パラメーター
次のパラメーターをレポートに指定します。
プロジェクトの選択
レポートを実行するプロジェクトを選択します。

内容
レポートの構造は、次で定義します。
見出し プロジェクト・サマリー - プロジェクト・サマリー・レポート
メイン・セクション
プロジェクト名
プロジェクトの説明
プロジェクト・オーナー
1 次連絡先
データ・ソース・サマリー
ホスト名
データ・ストア名
スキーマ詳細
データ・スキーマ名
表の数
分析済みの表の数
分析済みの表のパーセント
列の数
分析済みの列の数
分析済みの列のパーセント
ユーザー・サマリー
ユーザー名
ユーザー・ロール
グループ・サマリー
グループ名
グループ・ロール
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レポート出力例

Project Summary
Project Summary Report
Project :

pubs

Report Name :

Project Summary

Report Generated :

2008-06-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

14:42:26

Comments:
Project Name:

pubs

Project Description:

pubs

Project Owner:
Primary Contact:

Data Source Summary
Host Name:

pubshs

Data Store:

pubsds

Schema details
Data Schema:

dbo

# of Tables:

9

# of Tables Analyzed:

0

% of Tables Analyzed:

.00

# of Columns:

64

# of Columns Analyzed:

38

% of Columns Analyzed:

59.38

User Summary
User

Role

admin
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

Group Summary
Group

Role

analyzer group
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

IBM Information Server

1/1

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.
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第 18 章 IBM InfoSphere Information Analyzer についてのよ
くある質問
IBM InfoSphere Information Analyzer は、整合性と品質について、データの内容と構
造を評価します。以下のトピックには、InfoSphere Information Analyzer のインスト
ール、構成、および実行についてのよくある質問に対する回答が掲載されていま
す。

InfoSphere Information Analyzer のインストールおよび構成
以下に、インストール・タスクおよび構成タスクについてのよくある質問に対する
回答を紹介します。
インストール
構成
アンインストール

InfoSphere Information Analyzer の実行
次の情報分析タスクについてのよくある質問に対する回答を紹介します。
471 ページの『IBM InfoSphere Information Analyzer の実行』
リソースの構成
メタデータのインポート
分析設定の指定
列の分析
分析結果のパブリッシング
表の分析
表間分析
メタデータの管理
注釈の操作
レポート

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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InfoSphere Information Analyzer のインストールについてのよくある質
問
不足しているスペースについてのエラーを修正する方法やログ・ファイルへのアク
セス方法など、IBM InfoSphere Information Analyzer のインストールについてのよく
ある質問に対する回答を紹介します。
『インストール・ログ・ファイルはどこにありますか?』
『インストール中、IBM InfoSphere DataStage プロジェクトにはどのような名前を
付けますか?』
『インストール後、IBM InfoSphere DataStage ディレクター・クライアントにログ
インできないのですが、なぜですか?』

インストール・ログ・ファイルはどこにありますか?
インストール・ログ・ファイルは、次のディレクトリー内にあります。
v <install_drive>¥IBM¥InformationServer¥logs
v %TEMP%¥ibm_is_logs

インストール中、IBM InfoSphere DataStage プロジェクトにはどの
ような名前を付けますか?
インストール中は、デフォルトのプロジェクト名を受け入れるか、標準文字を含む
プロジェクト名を指定します。ただし、プロジェクトに「ANALYZERPROJECT」という
名前を付けることはできません。

インストール後、IBM InfoSphere DataStage ディレクター・クライ
アントにログインできないのですが、なぜですか?
InfoSphere DataStage では、ログインするユーザーが有効なオペレーティング・シス
テム・ユーザーである必要があります。ログイン・ユーザーと有効なオペレーティ
ング・システム・ユーザーとの間で証明情報のマッピングを構成する必要がありま
す。詳しくは、『ユーザー証明情報のマップ』を参照してください。

IBM InfoSphere Information Analyzer の構成についてのよくある質問
インストール後にどの手動ステップを完了する必要があるか、どのように ODBC
DSN を設定するかなど、IBM InfoSphere Information Analyzer の構成についてのよ
くある質問に対する回答を紹介します。
467 ページの『UNIX または Linux プラットフォームでは、どのように InfoSphere
Information Server を開始しますか?』
467 ページの『インストーラーが終了しました。インストールを完了するために、
何か手動ステップを実行する必要がありますか?』
467 ページの『UNIX または Linux では、どのように ODBC DSN を設定します
か?』
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469 ページの『どのようにして ASBAgent を開始または再開しますか?』
469 ページの『どのようにして DB2 が実行中であることを確認しますか?』
469 ページの『UNIX または Linux 上の DB2 は、どのようにして停止または始動
しますか?』
469 ページの『UNIX または Linux サーバーのロケールは、どのようにして変更し
ますか?』
469 ページの『IBM InfoSphere DataStage サーバーが InfoSphere Information Server
のサーバーと同じマシン上にインストールされている場合、UNIX または Linux サ
ーバー上で作成された DSN をどのようにテストしますか?』

UNIX または Linux プラットフォームでは、どのように InfoSphere
Information Server を開始しますか?
UNIX または Linux 上の InfoSphere Information Server を開始するには、次のコマ
ンドを入力します。
/opt/IBM/Websphere/AppServer/profiles/default/bin/startServer.sh
server1 –username<user> -password<password>
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh start

インストーラーが終了しました。インストールを完了するために、何
か手動ステップを実行する必要がありますか?
はい。次のステップを実行してインストールを完了する必要があります。それぞれ
のステップについて詳しくは、関連タスクを参照してください。
1. 情報分析データベースの DSN を追加します。
2. InfoSphere Information Server クライアントで、分析設定を構成します。

UNIX または Linux では、どのように ODBC DSN を設定しますか
?
UNIX または Linux 上で ODBC DSN を設定するには、ファイル
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/.odbc.ini を編集します。ファイル
の最初のセクションには、定義済み DSN がリストされています。2 番目の部分に
は、それぞれの接続の詳細が含まれています。
DSN を追加するには、それぞれのセクションを変更する必要があります。
1. odbc.ini ファイルを開きます。
2. 詳細セクション内のテンプレートの 1 つをコピーします。編集が簡単になるよ
うに、使用したいドライバーを用いているテンプレートを選択します。
3. ファイル内のテンプレートをコピーし、貼り付けます。
4. DSN の名前を変更します。名前は、大括弧で囲んで 1 行目に置きます。
5. ログオン ID およびパスワードなどの値が設定されていない行に値を入力しま
す。
6. 最初のセクションに 1 行追加します。DSN=<description> の名前を使用します。
次のコードは、odbc.ini ファイルの例です。
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[ODBC Data Sources]
IADBDB2=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
IADBOracle =DataDirect Oracle Wire Protocol Driver
IADBSQLServer =DataDirect SQL Server Wire Protocol Driver
[IADBDB2]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMdb222.so
Description=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=IADB
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=db2hostname
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=uid
Password=pwd
Package=DB2 package name
PackageOwner=
TcpPort=50000
WithHold=1
[IADBOracle]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMora22.so
Description=DataDirect Oracle Wire Protocol driver
ApplicationUsingThreads=1
ArraySize=60000
CachedCursorLimit=32
CachedDescLimit=0
CatalogIncludesSynonyms=1
CatalogOptions=0
DefaultLongDataBuffLen=1024
DescribeAtPrepare=0
EnableDescribeParam=0
EnableNcharSupport=1
EnableScrollableCursors=1
EnableStaticCursorsForLongData=0
EnableTimestampWithTimeZone=1
HostName=Oracle server
LocalTimeZoneOffset=
LockTimeOut=-1
LogonID=
Password=
PortNumber=Oracle server port
ProcedureRetResults=0
SID=OracleSID
UseCurrentSchema=1
[IADBSQLServer]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMmsss22.so
Description=DataDirect SQL Server Wire Protocol driver
Database=iadb
LogonID=uid
Password=pwd
Address= sqlserverhost,1433
QuotedId=No
AnsiNPW=No
[ODBC]
IANAAppCodePage=4
InstallDir=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc
Trace=0
TraceDll=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/odbctrac.so
TraceFile=odbctrace.out
UseCursorLib=0
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どのようにして ASBAgent を開始または再開しますか?
特権アカウントでコンピューターにログインします。
Microsoft Windows の場合は、コマンド net start asbagent または net stop
asbagent を入力します。
UNIX または Linux の場合は、コマンド /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/
bin/NodeAgents start または /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/
NodeAgents stop を入力します。

どのようにして DB2 が実行中であることを確認しますか?
Windows の場合、コマンド db2cmd を入力して DB2 コマンド・ウィンドウを開
き、db2 connect to xmeta と入力します。
UNIX の場合、コマンド db2 connect to xmeta を入力します。

UNIX または Linux 上の DB2 は、どのようにして停止または始動
しますか?
UNIX または Linux で、db2inst1 ユーザーとしてログインし、次のコマンドを入力
します。
v DB2 を停止するには、- db2 terminate を使用します。
v DB2 を始動するには、- db2start を使用します。

UNIX または Linux サーバーのロケールは、どのようにして変更し
ますか?
/etc/sysconfig/i18n ファイルを編集してロケールを変更できます。例えば、サーバー
をフランス語ロケールに設定するには、次の行を変更します。
LANG="french"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
SUPPORTED="en_US.UTF-8:en_US:en"

IBM InfoSphere DataStage サーバーが InfoSphere Information
Server のサーバーと同じマシン上にインストールされている場合、
UNIX または Linux サーバー上で作成された DSN をどのようにテ
ストしますか?
DSN をテストするには、次のコマンドを入力します。
#cd $DSHOME
#. ./dsenv
#cd ../IBM/InformationServer/Server
#cd branded_odbc/examples
#. /examples
enter the datasource name : <name of the DSN in the odbc.ini file>
enter the username : <username of the DSN>
enter the password : <DSN password>
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IBM InfoSphere Information Server のアンインストールについてのよく
ある質問
アンインストールが失敗した場合の対処方法など、IBM InfoSphere Information
Server のアンインストールについてのよくある質問に対する回答を紹介します。
『InfoSphere Information Server はどのようにアンインストールするのですか?』
『アンインストールが失敗しました。どうすればいいですか?』

InfoSphere Information Server はどのようにアンインストールする
のですか?
Microsoft Windows の場合、「コントロール パネル」 > 「プログラムの追加と削
除」 > 「IBM Information Server」の順に選択します。
UNIX または Linux の場合、コマンド pt/IBM/InformationServer/_uninstall/
suite/uninstall を実行します。

アンインストールが失敗しました。どうすればいいですか?
以前のインストールのファイルおよび情報がコンピューター上にまだあるために、
アンインストールが失敗した可能性があります。次のステップを完了してからアン
インストールを再試行してください。
1. コマンド・プロンプトから、次のコマンドを入力して指定したサービスを停止
し、削除します。
net
net
net
net
net
sc
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop
stop
delete
delete
delete
delete
delete

asbagent
loggingagent
DSEngine
dsrpc
dstelnet
asbagent
loggingagent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

2. regedit を実行し、次のレジストリー・キーを削除します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER¥SOFTWARE¥Ascential Software

3. 「コントロール パネル」 > 「プログラムの追加と削除」ウィンドウから、次の
プログラムをアンインストールします。
v IBM WebSphere Application Server
v IBM InfoSphere Federation Server リレーショナル・ラッパー
v IBM InfoSphere Federation Server 非リレーショナル・ラッパー
v DB2
v MKS ツールキット
4. 次のディレクトリーを削除して、残っているファイルをクリーンアップします。
v InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー。デフォルト
で、このディレクトリーは C:¥IBM¥InformationServer 内にあります。
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v IBM WebSphere Application Server インストール・ディレクトリー。デフォル
トで、このディレクトリーは C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer 内にあります。
v インストーラー一時ログ・ファイル。デフォルトで、このファイルは
%TEMP%¥ibm_is_logs 内にあります。
v スタート・メニューのショートカット。デフォルトで、これらのショートカッ
トは C:¥Documents and Settings¥All Users¥Start Menu¥Programs¥IBM
Information Server 内にあります。
v デスクトップ・ショートカットを作成した場合は、次の場所からそれらを削除
します。
– C:¥Documents and Settings¥All Users¥Desktop¥Administrator Client.lnk
– C:¥Documents and Settings¥All Users¥Desktop¥Designer Client.lnk
– C:¥Documents and Settings¥All Users¥Desktop¥Director Client.lnk
– C:¥Documents and Settings¥All Users¥Desktop¥Console for IBM Information
Server.lnk
– C:¥Documents and Settings¥All Users¥Desktop¥Web Console for IBM
Information Server.lnk
5. InstallShield レジストリーを削除するために、ディレクトリー C:¥Program
Files¥Common Files¥InstallShield¥Universal¥IBM¥InformationServer を削除しま
す。
6. システムを再始動します。Windows では、システムを再起動しないと、いくつ
かのファイルおよびサービスを削除できない場合があります。再始動する前にイ
ンストールを試行すると、新しくインストールしたいくつかのファイルおよびサ
ービスは、後でシステムを再始動したときに削除される場合があります。

IBM InfoSphere Information Analyzer の実行
IBM InfoSphere Information Analyzer の実行についてのよくある一般的な質問に対す
る回答を紹介します。
472 ページの『クライアント・キャッシュ・フォルダーは、どこにありますか?』
472 ページの『コンピューターのロケール (地域設定) を変更し、クライアントを始
動したところ、ログイン・ページが異常終了しました。どうすればいいですか?』
472 ページの『InfoSphere Information Analyzer で、表示する列、列の順序、列幅な
ど、デフォルトのグリッドのカスタマイズを復元するには、どうしたらよいです
か?』
472 ページの『MicrosoftWindows ディレクトリー内のログ・ファイルには、どのよ
うにアクセスすればよいですか?』
472 ページの『IBM InfoSphere Information Server コンソールからログ・ファイルに
はどのようにアクセスすればよいですか?』
472 ページの『次のエラーをトラブルシューティングするにはどうすればいいでし
ょうか。「aborted. verify of the px job RT_SC6 is needednull?」』

第 18 章 InfoSphere Information Analyzer についてのよくある質問

471

クライアント・キャッシュ・フォルダーは、どこにありますか?
MicrosoftWindows の場合、クライアント・キャッシュ・フォルダーは、ディレクト
リー C:¥Documents and Settings¥<username>¥Local Settings¥Application
Data¥IBM¥IBM Information Server console にあります。

コンピューターのロケール (地域設定) を変更し、クライアントを始
動したところ、ログイン・ページが異常終了しました。どうすればい
いですか?
クライアント・キャッシュを削除し、クライアントを再始動します。

InfoSphere Information Analyzer で、表示する列、列の順序、列幅
など、デフォルトのグリッドのカスタマイズを復元するには、どうし
たらよいですか?
クライアント・キャッシュを削除し、クライアントを再始動します。

MicrosoftWindows ディレクトリー内のログ・ファイルには、どのよ
うにアクセスすればよいですか?
ログ・ファイルは、次のディレクトリー内にあります。
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/iasServer.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/iasHandler.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/logs/server1/SystemOut.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/logs/server1/SystemErr.log
クライアントのログ・ファイルは、次のディレクトリーにあります。 C:¥Documents
and Settings¥<username>¥Local Settings¥Application Data¥IBM¥IBM Information
Server console¥isc.log.

IBM InfoSphere Information Server コンソールからログ・ファイ
ルにはどのようにアクセスすればよいですか?
ログ・ファイルにアクセスするには、『ログ・イベント・ビューの作成』を参照し
てください。

次のエラーをトラブルシューティングするにはどうすればいいでしょ
うか。「aborted. verify of the px job RT_SC6 is needednull?」
多くの場合、このエラー・メッセージは、エンジン上の InfoSphere Information
Analyzer データベース DSN が正しく構成されていないことを意味します。IBM
InfoSphere Information Server コンソールの「分析設定」ワークスペースで、IADB
DSN を定義します。DSN 情報は Metadata Server に保管されます。ジョブが実行
されると、その情報が PX エンジンに渡されます。エンジンがリモート・コンピュ
ーター上にある場合は、そのコンピューター上でも DSN を定義する必要がありま
す。
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リソースの構成についてのよくある質問
どのようにホストの変更を保存するか、使用可能なデータ・ストア・タイプは何
か、どのようにホストを削除するかなど、リソースの構成についてのよくある質問
に対する回答を紹介します。
『「新規ホスト」ペインでホスト情報を入力した後にホストの変更を保存するに
は、「データ・ストア」ペインで「追加」をクリックしたらよいのですか?』
『データ・ストアの作成に使用できるデータ・ストア・タイプはどれですか?』
『ホストを削除すると、それに関連付けられているすべてのデータ・ストアも削除
されますか?』

「新規ホスト」ペインでホスト情報を入力した後にホストの変更を保
存するには、「データ・ストア」ペインで「追加」をクリックしたら
よいのですか?
はい、「追加」をクリックすると、ホストが保存され、「新規データ・ストア」ペ
インが表示されます。

データ・ストアの作成に使用できるデータ・ストア・タイプはどれで
すか?
8.0.1 リリースでは、データベースとデータ・ファイルの 2 つのデータ・ストア・
タイプを用意しています。新規データ・ストアを作成すると、自動的にデータ・ス
トア・タイプが示唆されます。保存する前に示唆されたデータ・ストア・タイプを
変更できます。ただし、データ・ストアの保存後は、データ・ストア・タイプを変
更できません。

ホストを削除すると、それに関連付けられているすべてのデータ・ス
トアも削除されますか?
はい。

メタデータのインポートについてのよくある質問
なぜ一部のタスクがワークスペースで使用できないのかなど、メタデータのインポ
ートについてのよくある質問に対する回答を紹介します。
474 ページの『DB2 で、SYS で開始したデータ・スキーマを識別できないのはなぜ
ですか?』
474 ページの『オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「すべてのレ
ベルを識別」タスクを使用できないのはなぜですか?』
474 ページの『オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「インポー
ト」タスクを使用できないのはなぜですか?』
474 ページの『オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「表示」タス
クを使用できないのはなぜですか?』
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475 ページの『ホストがオブジェクト・リストで省略されている場合にタスクが使
用できないのはなぜですか?』
475 ページの『データ・ストアを選択し、「次のレベルを識別」をクリックしまし
た。なぜ表内の列は識別されないのですか?』
475 ページの『オブジェクト・リストでのスキーマ内の表の総数の表示を実行中に
その操作をキャンセルした後でも、総数が表示されるのはなぜですか?』
475 ページの『なぜデータ・ストア・タイプをデータベースからデータ・ファイル
に変更できないのですか?』
475 ページの『メタデータのインポートを選択すると、なぜ確認ウィンドウが表示
されるのですか?』
475 ページの『次のレベルのみを識別するべきですか、それともすべてのレベルを
識別するべきですか?』
475 ページの『メタデータがインポートされた後、どのようにデータ・プロファイ
ルを開始しますか?』

DB2 で、SYS で開始したデータ・スキーマを識別できないのはなぜ
ですか?
IBM InfoSphere Information Analyzer は、SYS で開始したスキーマをフィルターア
ウトします。

オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「すべてのレベ
ルを識別」タスクを使用できないのはなぜですか?
「すべてのレベルを識別」タスクは、データ・ストア項目でしか使用可能になりま
せん。選択した項目がデータ・ストア項目でない場合は、このタスクを使用できま
せん。

オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「インポート」
タスクを使用できないのはなぜですか?
「インポート」タスクは、確実に最新データ・ソースがリポジトリーにインポート
されるように、項目が列レベルまで識別されてから使用可能になります。表を選択
した場合、「インポート」タスクは、列がその表内で検出されてからしか使用可能
になりません。

オブジェクト・リストで選択したいくつかの項目で、「表示」タスク
を使用できないのはなぜですか?
「表示」タスクは、選択した項目が表レベルまで識別された後に使用可能になりま
す。表を選択し、その表で列を識別済みの場合は、その列のメタデータを表示でき
ます。スキーマを選択した場合は、「表示」タスクによりビューに表名のみが表示
されます。
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ホストがオブジェクト・リストで省略されている場合にタスクが使用
できないのはなぜですか?
データ・ストア、表、および列など、ホストによって含まれるオブジェクトに対し
てのみタスクを実行できます。ホストで使用可能なタスクはありません。

データ・ストアを選択し、「次のレベルを識別」をクリックしまし
た。なぜ表内の列は識別されないのですか?
データベースのデータ・ストア・レベルで「次のレベルを識別」を選択すると、列
ではなくそのデータベースに含まれるスキーマのみが識別されます。

オブジェクト・リストでのスキーマ内の表の総数の表示を実行中にそ
の操作をキャンセルした後でも、総数が表示されるのはなぜですか?
これは、意図された動作です。スキーマ内の表の数を表示する処理をキャンセルし
たとしても、システムは表の数を示します。

なぜデータ・ストア・タイプをデータベースからデータ・ファイルに
変更できないのですか?
DB2 接続を指定すると、システムは自動的にデータ・ストア・タイプがデータベー
スであることを示唆します。システムは、データベースとは異なる方法でデータ・
ファイルを扱います。データ・ストア・タイプをシステムが示唆したデータベース
からデータ・ファイルに変更した場合、「メタデータのインポート」タスクはスキ
ーマ検出ステップをスキップします。

メタデータのインポートを選択すると、なぜ確認ウィンドウが表示さ
れるのですか?
大規模メタデータ・セットのインポートは、非常に時間のかかる処理となる場合が
あります。システムは、ユーザーが選択したオブジェクト・セットのメタデータを
インポートしたいかを確認します。

次のレベルのみを識別するべきですか、それともすべてのレベルを識
別するべきですか?
「次のレベルを識別」タスクを選択した方がよい場合があります。このタスクによ
り、データ・ストア内に含まれているデータ・スキーマおよび表を選択的に識別で
きます。ラージ・データ・セットを含むデータ・ストアで「すべてのレベルを識
別」を選択すると、処理が完了するのに長時間かかる場合があります。

メタデータがインポートされた後、どのようにデータ・プロファイル
を開始しますか?
InfoSphere Information Analyzerは、プロジェクトの概念を使用してプロファイル作
成を完了します。プロジェクトを作成し、プロジェクトにデータ・ソースを追加す
る必要があります。詳しくは、関連トピックを参照してください。
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分析設定の指定についてのよくある質問
分析設定についてのよくある質問に対する回答を紹介します。
『「分析設定」メニューが使用できないのですが、なぜですか?』
477 ページの『「設定の検証」をクリックせずに「すべて保存」をクリックした場
合、入力した情報はシステムによって検証されますか?』
477 ページの『システム・レベルの設定に変更があった場合、これはプロジェク
ト・レベルの現行設定に反映されますか?』

「分析設定」メニューが使用できないのですが、なぜですか?
次の図に示されている「分析設定」メニューがアクティブでない場合は、ユーザー
が正しい許可を使用してログインしたか確認してください。

ユーザーに正しい許可を付与するには、次のようにします。
1. アドミニストレーター特権で InfoSphere Information Server コンソールにログイ
ンします。
2. 「ホーム」 > 「構成」 > 「ユーザー」を選択します。
3. 許可を割り当てるユーザーを選択し、「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインの「スイート」リストで、「スイート・アドミニストレータ
ー」または「スイート・ユーザー」のいずれかを選択します。
5. 「ロール」ペインの「スイート・コンポーネント」リストで、次のロールを選択
します。
v DataStage and QualityStage アドミニストレーター
v DataStage and QualityStage ユーザー
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v Information Analyzer データ管理者
v Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター
v Information Analyzer ユーザー
6. 「保存」をクリックします。
7. コンソールを終了し、更新されたユーザー名で再度ログインするようにユーザー
に伝えます。

「設定の検証」をクリックせずに「すべて保存」をクリックした場
合、入力した情報はシステムによって検証されますか?
大部分の設定は、「すべて保存」をクリックすると検証されます。8.0.1 リリースで
は、分析 ODBC DSN はシステムによって検証されません。(「データベース名」フ
ィールドと同じデータベースに接続する) 有効な DSN 名を入力する必要がありま
す。対応するフィールドに指定されたユーザー名とパスワードの証明情報を使用し
て、この DSN 接続を手動で検証してください。

システム・レベルの設定に変更があった場合、これはプロジェクト・
レベルの現行設定に反映されますか?
いいえ、現行プロジェクト設定は変わりません。新規プロジェクトのみが影響を受
けます。

列の分析についてのよくある質問
列分析ジョブの失敗に対するトラブルシューティングの方法など、列の分析につい
てのよくある質問に対する回答を紹介します。
『列分析ジョブを実行し、失敗しました。 何をチェックするべきですか? また、何
が誤っていたのかについてどこで詳細情報を得ることができますか?』
479 ページの『列分析ジョブを開始した後に、ディレクター・クライアント・ジョ
ブ・ビューにジョブが表示されないのはなぜですか?』
479 ページの『Microsoft Excel または Microsoft Access ソースのプロファイルを作
成するには、どのような特殊設定が必要ですか?』
479 ページの『「頻度分布」のデータ値に、頻度数および頻度パーセンテージで 0
の値があるのはなぜですか?』
480 ページの『一部の列の推論プロパティーが空なのはなぜですか?』

列分析ジョブを実行し、失敗しました。何をチェックするべきです
か? また、何が誤っていたのかについてどこで詳細情報を得ることが
できますか?
IBM InfoSphere Information Analyzer データベース DSN が正しく設定されているこ
とを確認してください。DSN が存在していることを確認し、DSN が DataDirect
ODBC ドライバーを使用していることを検証します。また、接続設定が有効になっ
ていることを確認します。最後に、「分析設定」ワークスペース内の「分析 ODBC
DSN」がこの DSN を参照していることを確認します。
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追加情報を入手するには、次のようにします。
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、「オペレーター」 > 「ログ・
ビュー」を選択します。
2. 「新規ログ・ビュー」を選択して、ログ・ビューを作成します。
3. iasHandler 情報のログを表示します。
4. そのログ・ビューに関連情報が含まれていない場合は、ログ・ファイル
IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/iasHandler.log を参照します。
IBM InfoSphere DataStage がインストールされている場合は、IBM InfoSphere
DataStage ディレクター・クライアントを開いて、ジョブについての追加情報を表示
できます。ディレクター・クライアントで情報を表示するには、「スクリプトの保
存」オプションを選択してから分析ジョブを実行します。
1. ディレクター・クライアントを開始し、分析サーバーに接続して正しい証明情報
を提供します。

2. リストからプロジェクトを選択します。
ディレクター・クライアントに、1 つ以上のジョブが表示されます。最も一般的
なジョブは BaseProfile と BaseProfileLoad# で、これらが列分析ジョブを実行し
ます。
3. ジョブの状況を表示し、「異常終了しました」の状況になっているものを見つけ
ます。そのジョブを選択し、「ログ」をクリックします。
4. ログ・メッセージのリストが表示されます。リスト内をスクロールして、「状
況」列の最初の「致命的」値を探します。そのメッセージを選択します。たいて
い、このエラーが分析ジョブの実行を停止したエラーです。
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5. ログ全体をファイルに保存するには、「プロジェクト」 > 「印刷」を選択し、
「ファイルへ出力」オプションを選択します。

列分析ジョブを開始した後に、ディレクター・クライアント・ジョ
ブ・ビューにジョブが表示されないのはなぜですか?
サーバー上の ASBAgent サービスが実行されていません。ASBAgent を再開し、列
分析ジョブのサブミットを再試行してください。

Microsoft Excel または Microsoft Access ソースのプロファイル
を作成するには、どのような特殊設定が必要ですか?
Microsoft Excel および Microsoft Access は、並行アクセスをサポートしません。
Excel または Access ソースに対して分析を実行する前に、他のアプリケーションで
そのソース・ファイルが開かれていないことを確認してください。
Excel または Access ソースのプロファイルを作成する場合は、「分析」 > 「列分
析」 > 「列分析の実行」ペインで次のオプションを変更します。
配列サイズ
デフォルトは 2000 です。1 に変更します。
自動コミット
デフォルトは「いいえ」です。「はい」に変更します。

「頻度分布」のデータ値に、頻度数および頻度パーセンテージで 0
の値があるのはなぜですか?
値が 0 になっている理由として 2 つの可能性が考えられます。まず、頻度分布へ
の追加として、データ値が手動で入力された可能性があります。これは、列分析結
果サマリーの「頻度分布」タブを表示して確認できます。データ値が手動で入力さ
れた場合は、表内のデータ値のソースが「手動」になります。
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データ値の頻度数および頻度パーセンテージが 0 になる可能性がある 2 番目の理
由は、列の頻度分布が更新されたことです。データ・ソースにはもう含まれていな
いオリジナルの頻度分布からのデータ値がある場合、それは更新済みの頻度分布で
0 の頻度数および頻度パーセンテージでまだ保持されています。これは、列分析結
果サマリーの「頻度分布」タブを表示して確認できます。データ値のソースは「デ
ータ」になります。

一部の列の推論プロパティーが空なのはなぜですか?
問題の列に対して列分析が実行されていない場合は、その列の定義プロパティーの
みが表示されます。

分析結果のパブリッシュについてのよくある質問
なぜオプションが使用できないのか、またはパブリッシュ・ビューで項目はどのよ
うに表示されるかなど、分析結果のパブリッシュについてのよくある質問に対する
回答を紹介します。
『「注釈を付ける」オプションが使用できないのですが、なぜですか?』
『定義済み、推論される、または選択された主キーおよび外部キーは、「分析結果
サマリーの表示」ペインにどのように表示されますか?』

「分析結果のパブリッシュ」ワークスペースでタスク・リストが使用
不可になっているのですが、なぜですか?
タスク・リストは、「列分析検討状況」が「検討が完了しました」になっている表
を選択した後に使用可能になります。「検討が完了しました」の状況になっている
表がない場合は、まず表に対して列分析を実行し、ベースライン分析を設定して分
析結果をパブリッシュする必要があります。

「注釈を付ける」オプションが使用できないのですが、なぜですか?
「分析結果のパブリッシュ」ウィンドウで、注釈がその表または列で存在しない場
合に「注釈を付ける」オプションが使用できない場合があります。選択した表また
はそれに対応する列に注釈を追加する必要があります。

定義済み、推論される、または選択された主キーおよび外部キーは、
「分析結果サマリーの表示」ペインにどのように表示されますか?
選択済み主キーまたは外部キーは、主キー分析または外部キー分析のときに選択済
みとして指定されたもののみです。キーを選択しなかった場合は、推論される主キ
ーまたは外部キーが表示されます。キーを選択しなかった、またはキーを推論する
ための分析を実行しなかった場合は、定義済みキーが表示されます。

表分析についてのよくある質問
分析統計データとデータの完全ボリューム重複チェックとの違いは何かなど、表分
析についてのよくある質問に対する回答を紹介します。
481 ページの『分析統計データとデータの完全ボリューム重複チェックとの違いは
何ですか?』
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『「MCPK をすべて削除」をクリックしました。 複数列分析結果ビューに表示さ
れているレコードがすべて削除されなかったのですが、なぜですか?』
『「重複チェックの実行」で列シーケンスを変更すると、重複チェック分析の結果
にどのように影響しますか?』
482 ページの『「表管理」ワークスペースで参照表をエクスポートしています。
「固定幅ファイル」オプションとは何ですか?』

分析統計データとデータの完全ボリューム重複チェックとの違いは何
ですか?
分析統計データは、選択した分析セットに基づいています。データは、データ・サ
ンプルまたは表全体のいずれかに基づいています。完全ボリューム重複チェック
は、常に表全体に基づいています。

「MCPK をすべて削除」をクリックしました。複数列分析結果ビュー
に表示されているレコードがすべて削除されなかったのですが、なぜ
ですか?
「MCPK をすべて削除」ボタンは、複数列に対する列分析を通じて作成された複数
列の組み合わせのみを削除します。仮想列や定義済みの複合主キーなど、複数列主
キー分析以外で作成された組み合わせは削除されません。

「重複チェックの実行」で列シーケンスを変更すると、重複チェック
分析の結果にどのように影響しますか?
列シーケンス・オブジェクト・リスト内の列の順序を変更しても、重複チェックの
結果にまったく影響はありません。
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「表管理」ワークスペースで参照表をエクスポートしています。「固
定幅ファイル」オプションとは何ですか?
参照表をエクスポートした場合、エクスポート後のファイル内の 2 つの列値間の幅
は列の表示幅によって決まります。この幅は既に定義されているので、「固定幅」
と呼ばれます。参照表メタデータを表示するには、「タスク」ペインから「メタデ
ータの表示」タスクを選択します。

表間分析についてのよくある質問
どのようにしてシステムは互換ペアと非互換ペアを区別するのか、列分析は外部キ
ー分析の前提条件かどうかなど、表間分析についてのよくある質問に対する回答を
紹介します。
『どのようにしてシステムは互換ペアと非互換ペアを区別しているのですか?』
『ある表内のいくつかの列に対して基本プロファイルを実行していない場合に、そ
の表を含む外部キー分析ジョブでそれらの列を分析できますか?』
483 ページの『外部キー分析ジョブやクロスドメイン分析ジョブで使用するペアを
選択できますか?』
483 ページの『「クロスドメイン分析の表示」ペインで、「超えたらフラグを立て
るパーセンテージ」フィールドの値はどこからきているのですか?』
483 ページの『「超えたらフラグを立てるパーセンテージ」フィールドに新規値を
入力すると、再度このペインを開いたときに値は保存され、表示されますか?』
483 ページの『「クロスドメイン分析」ペインで、「列分析」列内の異なるバーは
何を示しているのですか?』
483 ページの『クロスドメイン分析ジョブを実行するには、選択した表のいずれか
またはすべてに主キーがある必要がありますか?』
483 ページの『クロスドメイン分析詳細ペインで、フラグは何を示していますか?フ
ラグが含まれていない行があるとどうなりますか?』

どのようにしてシステムは互換ペアと非互換ペアを区別しているので
すか?
ペアになっている 2 つの列のデータ・タイプ、長さ、およびその他のプロパティー
が同じ場合、システムはペアに互換性があると結論付けます。

ある表内のいくつかの列に対して基本プロファイルを実行していない
場合に、その表を含む外部キー分析ジョブでそれらの列を分析できま
すか?
いいえ。列分析ジョブでプロファイルを作成した列のみを外部キー分析ジョブで使
用できます。
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外部キー分析ジョブやクロスドメイン分析ジョブで使用するペアを選
択できますか?
いいえ、オブジェクト・リスト内の可能なすべてのペアが分析されます。

「クロスドメイン分析の表示」ペインで、「超えたらフラグを立てる
パーセンテージ」フィールドの値はどこからきているのですか?
値は、プロジェクト・レベルの分析設定に指定されています。コンソールでこの値
を変更するには、「概要」 > 「プロジェクト・プロパティー」 > 「分析設定」の
順に選択します。プロジェクト・レベルの設定がこのフィールドで使用されていま
す。

「超えたらフラグを立てるパーセンテージ」フィールドに新規値を入
力すると、再度このペインを開いたときに値は保存され、表示されま
すか?
いいえ、値を保持するには、「プロジェクト・プロパティー」ペインで設定を変更
する必要があります。「適用」をクリックすることによってのみ、オブジェクト・
リストが更新されます。

「クロスドメイン分析」ペインで、「列分析」列内の異なるバーは何
を示しているのですか?
バーは列分析状況を示しており、次の状況のいずれかです。
v 空のバーは、列分析が表内のいずれかの列でまだ実行されていないことを意味し
ています。
v 塗りつぶされたバーは、列分析が表内のすべての列で実行済みであることを意味
しています。
v 半分塗りつぶされた棒は、列分析が表内の一部の列で実行済みであることを意味
しています。

クロスドメイン分析ジョブを実行するには、選択した表のいずれかま
たはすべてに主キーがある必要がありますか?
いいえ、唯一の前提条件は、表内の選択した列に対して列分析ジョブが実行済みで
あることです。

クロスドメイン分析詳細ペインで、フラグは何を示していますか?フ
ラグが含まれていない行があるとどうなりますか?
フラグは、値がユニークであることを示しています。値は、基本列またはペアの列
のいずれかに存在しています。フラグのない行は、特定の値が両方の列で検出でき
ることを意味しています。

メタデータの管理についてのよくある質問
いくつかのタスクがワークスペースで使用できないのはなぜかなど、メタデータの
管理についてのよくある質問に対する回答を紹介します。
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『用語、ポリシー、および連絡先がデータ・ストア、表、ファイル、または列など
の他のオブジェクトに関連付けられているときに、削除に通常以上に時間がかかる
のはなぜですか?』
『オブジェクト・リスト内の省略されている項目に対し、「詳細を開く」タスクを
使用できないのはなぜですか?』
『データ・ストア、表、ファイル、または列に対して「新規」および「削除」タス
クを使用できないのはなぜですか?』
『データ・ストア、表、ファイル、または列から用語、ポリシー、および連絡先を
削除するときに、削除の確認がないのはなぜですか?』

用語、ポリシー、および連絡先がデータ・ストア、表、ファイル、ま
たは列などの他のオブジェクトに関連付けられているときに、削除に
通常以上に時間がかかるのはなぜですか?
システムは、用語、ポリシー、または連絡先の削除の他にアソシエーションを削除
する必要があります。アソシエーションを削除するには追加の時間が必要となりま
す。

オブジェクト・リスト内の省略されている項目に対し、「詳細を開
く」タスクを使用できないのはなぜですか?
これは、意図された動作です。オブジェクトの詳細を開くには、項目を展開して選
択する必要があります。

データ・ストア、表、ファイル、または列に対して「新規」および
「削除」タスクを使用できないのはなぜですか?
これらのオブジェクトの追加および削除は、「メタデータの管理」ワークスペース
の外側で処理されます。「メタデータの管理」ワークスペースでは、オブジェクト
およびラベルをデータ・ストア、表、ファイル、または列と関連付けることができ
ます。

データ・ストア、表、ファイル、または列から用語、ポリシー、およ
び連絡先を削除するときに、削除の確認がないのはなぜですか?
システムは、用語、ポリシー、または連絡先のいずれも削除しません。システム
は、データ・ストア、表、ファイル、または列から用語、ポリシー、または連絡先
のアソシエーションのみを削除します。

注釈の操作についてのよくある質問
表および列で注釈を作成する方法など、注釈の操作についてのよくある質問に対す
る回答を紹介します。
485 ページの『「注釈を付ける」オプションが使用できないのですが、なぜです
か?』
485 ページの『どのように表の注釈を作成するのですか?』
485 ページの『どのように列の注釈を作成するのですか?』
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「注釈を付ける」オプションが使用できないのですが、なぜですか?
「分析結果のパブリッシュ」ウィンドウで、注釈がその表または列で存在しない場
合に「注釈を付ける」オプションが使用できない場合があります。選択した表また
はそれに対応する列に注釈を追加する必要があります。

どのように表の注釈を作成するのですか?
表の注釈を作成するには、次のようにします。
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、「ホーム」 > 「メタデータ管
理」 > 「表またはファイル」の順に選択します。
2. 注釈を追加する表を選択して、「開く」をクリックします。
3. 「注釈」アイコン (
ます。

) をクリックして、注釈パレットを開き、注釈を作成し

どのように列の注釈を作成するのですか?
列の注釈を作成するには、次のようにします。
1. 「列分析」ワークスペースで、列を選択します。
2. 「列分析を開く」をクリックします。
3. 「注釈」アイコン (
ます。

) をクリックして、注釈パレットを開き、注釈を作成し

レポート作成についてのよくある質問
どのレポートに注釈が表示されるか、レポート・オプションとは何かなど、レポー
ト作成についてのよくある質問に対する回答を紹介します。
486 ページの『どのレポートに注釈が表示されるんですか?』
486 ページの『私のレポートに部分的にブランク・ページがあるのはなぜですか?』
486 ページの『私のレポートに示されている日付または時間が、私のコンピュータ
ー上の時間と異なるのはなぜですか?』
486 ページの『レポートに別名を含めるにはどうしたらよいですか?』
486 ページの『「ドメイン分析詳細」レポートおよび「ドメイン値プロファイル」
レポートにある「排他インジケーター」パラメーターの目的は何ですか?』
486 ページの『私の主キー・レポートで、残りのデータは表示されるのに重複値、
合計行数、固有性値、および個別値が空なのはなぜですか?』
486 ページの『いくつかのレポートで、「ソースの選択」画面で列を選択できない
のはなぜですか?』

第 18 章 InfoSphere Information Analyzer についてのよくある質問
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どのレポートに注釈が表示されるんですか?
すべての IBM InfoSphere Information Analyzer レポートに注釈が表示されます。ま
た、「列サマリー」セクション内の「注釈サマリー」レポートには、注釈のみが表
示されます。

私のレポートに部分的にブランク・ページがあるのはなぜですか?
ブランク・ページはチャートを含むレポートで発生する可能性があり、チャートを
ページにわたって分割できないために起こります。チャートが次のページに移動す
ることがあり、そのため、前のページにブランク・スペースが残ります。

私のレポートに示されている日付または時間が、私のコンピューター
上の時間と異なるのはなぜですか?
「日付」および「時間」フィールドは、レポートが実行されたときのサーバー時間
を示します。

レポートに別名を含めるにはどうしたらよいですか?
「レポート・パラメーターの指定」ペインで「カスタム定義の表示」を選択しま
す。

「ドメイン分析詳細」レポートおよび「ドメイン値プロファイル」レ
ポートにある「排他インジケーター」パラメーターの目的は何ですか
?
このパラメーターは、選択されたドメイン・インジケーター・タイプをレポートか
ら除外することを指定します。

私の主キー・レポートで、残りのデータは表示されるのに重複値、合
計行数、固有性値、および個別値が空なのはなぜですか?
主キー・レポートにそれらの値を含めるには、「主キー分析」ペインで「重複チェ
ックの表示」を選択してからレポートを実行します。

いくつかのレポートで、「ソースの選択」画面で列を選択できないの
はなぜですか?
表レベルのレポートでは列を選択できません。レポートは、表内のすべての列に対
して実行されます。表レベルのレポートは、「推論列」、「複数表間のドメイン分
析」、「外部キー分析」、および「表の主キー分析」レポートです。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 183. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/software/sw-training/
にアクセスしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 184. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。XHTML により、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
います。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
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とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。IBM は、お客様の当該サンプル・プロ
グラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。
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