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第 1 章 グロッサリー内容の表示
さまざまな方法でビジネス・グロッサリー内の情報を表示できます。
InfoSphere™ Business Glossary にログインした後、用語およびカテゴリーについての
情報を検索するために複数の手法を使用できます。
その名前が分かっている用語についての情報を表示する最も手っ取り早い方法は、
InfoSphere Business Glossary 画面の右上に表示される用語クイック・ファインダー
を使用することです。用語を検索するには、用語クイック・ファインダーのデータ
入力フィールドにその名前を入力します。
以下の方法も使用できます。

グロッサリー内容の検索
グロッサリー・ホーム・ページからグロッサリー内容を検索できます。検索オプシ
ョンを使用して、検索結果を絞り込みます。

このタスクについて
グロッサリー・ホーム・ページの「ビジネス・グロッサリーの検索」フィールドを
使用して、グロッサリー内容を検索できます。検索オプションを使用して、検索を
絞り込むことができます。ワークフローが有効であり、ワークフロー・ロールを持
っている場合は、パブリッシュ済みグロッサリーまたは開発グロッサリーのいずれ
かで検索できます。

手順
1. 検索フィールドにゼロ個以上の文字を入力します。 フィールドを空のままにす
ると、グロッサリー内のすべての用語が検索結果として表示されます。1 文字以
上のストリングを入力すると、入力したストリングを含むすべての用語が検索結
果として表示されます。
2. 「検索」をクリックします。
3. オプション: 検索を絞り込むには、「オプション」をクリックします。 検索に含
める資産のタイプを指定し、プロパティーを指定できます。グロッサリーでラベ
ルが定義されている場合は、特定のラベルを持つ資産に検索を絞り込むこともで
きます。あるいは、特定のスチュワードの資産または特定の期間内に変更された
資産に絞りこむこともできます。
a. プルダウン・メニューから選択することによって、検索対象の資産およびプ
ロパティーを選択します。 資産またはプロパティーを選択すると、それが適
切なプルダウン・メニューの上のリストに表示されます。リストから項目を
削除するには、その項目をクリックします。
b. オプション: ラベル、スチュワード、および変更期間を選択すると、検索結果
がさらに絞り込まれます。
c. オプション: 今後のセッション用に検索オプションを保存するには、「保存」
をクリックします。 前の IBM® InfoSphere Business Glossary セッションで
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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検索オプションを保存した場合は、「復元」をクリックすると、以前に保存
したオプションに戻ることができます。デフォルトの検索オプションに戻る
には、「リセット」をクリックします。

グロッサリーの参照
参照を使用して、用語、カテゴリー、およびその他の資産を検索できます。

このタスクについて
参照を使用すると、グロッサリーまたはメタデータ・リポジトリーの内容のリスト
または階層ツリーが表示されます。特定のタイプの資産を参照することを選択する
と、表示する内容のタイプを一度に絞ることができます。ラベルやスチュワードか
らでも参照できます。

手順
グロッサリーのホーム・ページで、見出し「参照」の下に表示される項目のリスト
から表示したいリストのタイプをクリックします。 「すべての資産」を選択した場
合、特定のタイプの資産から選択して、検索対象をさらに絞り込むことができま
す。

例
グロッサリー内のすべての用語のリストを表示するには、「用語」をクリックしま
す。結果のリストから特定の用語についての情報を調べるには、用語の名前をクリ
ックします。用語をクリックすると、用語の詳細ページが表示されます。詳細ペー
ジから、この用語に関連付けられた資産の名前をクリックすると、その関連資産の
詳細ページを表示できます。例えば、用語の親カテゴリーをクリックして、親カテ
ゴリーについての詳細情報を調べることができます。

リストのフィルタリング
フィルタリングを使用して、参照によって表示されたグロッサリー資産のリストの
結果を絞り込みます。

このタスクについて
グロッサリーを参照して得た資産のリストの結果を、フィルターを使用してさらに
絞り込むことができます。

手順
1. 用語、カテゴリー、または他の資産を参照して、リストを表示します。
2. フィルター・アイコン (
表示されます。

) をクリックします。 基本フィルターのリストが

3. オプション: 「すべてのフィルターの表示」を選択して、可能なすべてのフィル
ターを表示します。
4. 適用するフィルターをドロップダウン・メニューから選択するか、フィールドに
入力して選択します。
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5. 「適用」をクリックします。

タスクの結果
元のリストに適用したフィルターに基づいて、絞り込まれた資産のリストが表示さ
れます。

階層ツリーの参照
グロッサリー内容の階層ツリー・ビューを参照できます。ツリー・ビューは、ツリ
ー内の項目間の構造的関係を表示します。

このタスクについて
カテゴリー、論理データ・モデル資産、物理データ・モデル資産、および実装済み
データ・リソースのツリー・ビューを参照できます。

手順
1. パブリッシュ済みグロッサリーにナビゲートします。
2. 「参照」の見出しの下で、ツリーを表示したい資産のタイプに応じて、以下の項
目のいずれかをクリックします。
v カテゴリーの場合は、「カテゴリー・ツリー」をクリックします。
v 論理データ・モデル資産、物理データ・モデル資産、および実装済みデータ・
リソースの場合は、「すべての資産」をクリックします。次に、表示する資産
のタイプに対応する「論理データ・モデル」、「物理データ・モデル」、また
は「実装済みデータ・リソース」行の「ツリー・ビュー」アイコンをクリック
します。

ビジネス・リネージュの表示
資産間の情報のフローを表示したビジネス・リネージュ・レポートを表示できま
す。

始める前に
IBM InfoSphere Business Glossary インターフェース (グロッサリー・ブラウザーな
ど) に資産のビジネス・リネージュを表示するには、次の条件を満たしている必要
があります。
v IBM InfoSphere Metadata Workbench は、InfoSphere Business Glossary をホスト
する IBM InfoSphere Information Server と同じインスタンスの一部として インス
トールされている必要があります。
v ローカル・システムに、Adobe Flash Player がインストールされている必要があ
ります。使用するバージョンは、Adobe Flash Player 10.0.22 以降にする必要があ
ります。
v 資産は、ビジネス・リネージュの表示で利用できるように、InfoSphere Metadata
Workbench で構成されている必要があります。
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このタスクについて
ビジネス・リネージュ・レポートは読み取り専用レポートで、資産間の情報のフロ
ーを表示します。例えば、BI レポートのビジネス・リネージュ・レポートに、ある
データベース表から別のデータベース表へのデータ・フローが表示されることがあ
ります。2 番目のデータベース表から BI レポート・コレクション表にデータが流
れて、さらに BI レポートに流れます。このレポートには、データベース表と BI
レポート・コレクション表の内容が表示されます。

手順
1. 次のいずれかのタイプの資産を参照または検索します。拡張データ・ソース (ア
プリケーション、ファイル、ストアード・プロシージャー定義)、BI レポートと
レポート・モデル、データ・ファイル、およびスキーマ。
2. 資産の詳細ページから、「ビジネス・リネージュ」をクリックします。

タスクの結果
新しいウィンドウが開き、資産のビジネス・リネージュが表示されます。

ファイルへの結果の保存
グロッサリーを検索または参照した際に得られたリストをファイルに保存できま
す。

このタスクについて
IBM InfoSphere Business Glossary で表示した項目のリストは、コンマ区切り値
(CSV) ファイルに保存できます。リストのタイプの例として、用語、カテゴリー、
ラベル、スチュワード、または任意のタイプの資産のリストなどがあります。

手順
1. グロッサリーを参照または検索して、リストを表示します。
2. 「リスト・オプション」を選択します。
3. 「リストをファイルに保存」で、「CSV」を選択します。
4. Web ブラウザーに表示されるプロンプトに従って、ファイルを保存するか開き
ます。

4

IBM InfoSphere Business Glossary ユーザー・ガイド

第 2 章 ビジネス文書での用語の検索
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere により、デスクトップ・アプリケーシ
ョンで作業しながら、用語またはカテゴリーのビジネス定義を入手することができ
ます。
InfoSphere Business Glossary Anywhere により、 IBM InfoSphere Information Server
にログオンしてから IBM InfoSphere Business Glossary に進んで検索パラメーター
を定義しなくても、用語またはカテゴリーのビジネス定義が表示されます。
代わりに、InfoSphere Business Glossary Anywhere では、コンピューター上のテキス
ト・ベースの文書からキャプチャーした単一のワードまたは句をより迅速にグロッ
サリーで検索することができます。語をキャプチャーすると、小さなウィンドウが
開き、そこに、名前または説明にそのワードを含む用語またはカテゴリーがリスト
されます。このウィンドウが、コンピューター上の他の作業を妨げることはありま
せん。
キーボード・キーとマウスを使用するか、またはキーボード・キーのみを使用する
ように、テキスト・キャプチャー方式を構成することができます。拡張検索を行っ
てさらに用語を検索したり、用語またはカテゴリーの名前をクリックしてその追加
情報を取得したりできます。情報には、コンテキスト、状況、省略語、関連用語、
同義語、割り当て資産、およびその他の属性が含まれます。新しいウィンドウを開
いて、 InfoSphere Business Glossary のグロッサリー・ブラウザーで用語またはカテ
ゴリーの「詳細」ページを表示できます。
IBM InfoSphere Business Glossary のインスタンスが、それらの機能をサポートする
ように構成されている場合は、IBM Cognos® 8 Business Intelligence 内の用語への参
照を検索して、特定の資産のビジネス・リネージュを表示することもできます。
以下に、ビジネス・ユーザーが、用語に関する会社のビジネス定義をどのように取
得するかを例で示します。
保険の外交員が、リスクに関して、コンピューターにある会社の文書を読んでいま
す。請求を正しく処理するために、「Assigned Risk 3 (割り当てリスク 3)」を会社
でどのように定義しているかを知る必要があります。文書で「Assigned Risk 3」と
いう句を選択し、テキスト・キャプチャーを使用してその句をキャプチャーしま
す。 InfoSphere Business Glossary Anywhere は、InfoSphere Information Server 上の
グロッサリー内の用語とカテゴリーの名前と説明の中から、「Assigned Risk 3」と
いう句を検索します。検索結果は外交員のコンピューター上に開いたウィンドウの
中に表示されます。外交員は、リストから特定の用語を選択し、その用語の詳細を
入手します。新しいウィンドウを使用して、グロッサリー・ブラウザーでその用語
の「詳細」ページを表示できます。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

5

デスクトップ・ブラウザー入門
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere のツアーを表示できます。
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere のビデオ・ツアー
このツアーは Adobe Flash 6 ビデオを使用しています。推奨される画面解像度は
1280x1024 です。ビデオを表示するには、Flash プレイヤーがインストールされた
Web ブラウザーが必要です。Flash プレイヤーをダウンロードするには、
http://www.adobe.com を参照してください。
Flash ビデオはアクセス可能ではありません。Business Glossary Anywhere ツアーを
ビデオで表示できない場合、あるいはビデオでは見たくない場合には、次のトピッ
クを参照してください。Flash ビデオで表示される情報と同等の情報が提供されま
す。

入門ツアー: 設定の構成
初めて IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere を使用する際には、テキスト・
キャプチャー方式、ネットワーク接続設定、および検索範囲を構成する必要があり
ます。設定は、いつでも変更可能です。

始める前に
ビジネス・グロッサリーにアクセスするには、Business Glossary 基本ユーザー・ロ
ールまたはそれ以上のロールが必要です。

このタスクについて
手順
設定を構成するには、次のようにします。

手順
1. システム・トレイにある本のアイコン
す。

を右クリックし、「設定」を選択しま

2. 「テキスト・キャプチャー」タブで、ビジネス・グロッサリー検索用にワードを
キャプチャーする方式を選択します。キーボードおよびマウスのテキスト・キャ
プチャー設定がデフォルトの方式です。複数のキャプチャー方式を選択可能で
す。
キャプチャー設定に関して、以下に注意してください。
v 選択するキーボード・ショートカットは、他のプログラムに構成されていた
り、デフォルトのキーボード・ショートカット (Ctrl+C) であったりしてはな
りません。
v 選択するマウス・ボタンは、マウス上の物理的な場所を参照します。 1 次マ
ウス・ボタンまたは 2 次マウス・ボタンを参照するものではありません。
3. 「ホスト構成」タブで、 IBM InfoSphere Business Glossary に接続するホスト名
とポート番号を入力します。ホスト名およびポートの情報については、
InfoSphere Business Glossary アドミニストレーターに問い合わせてください。
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IBM InfoSphere Information Server で、以下の InfoSphere Business Glossary ロー
ルの一つに割り当てられているユーザーの、ユーザー名とパスワードを入力して
ください。
v Business Glossary 基本ユーザー
v Business Glossary ユーザー
v Business Glossary 作成者
v Business Glossary アドミニストレーター
4. 「ユーザー設定」タブでは、1 つの画面に表示する検索結果の数を選択したり、
最初の「ようこそ」の画面を無効化したり、および各画面のヘルプ・テキストを
非表示にすることを選択したりできます。
5. 「検索項目」タブで、検索したい項目のタイプ (資産など) を選択できます。 デ
フォルトで「用語」と「カテゴリー」が選択されています。
6. 「OK」をクリックして構成設定を保存します。
7. (HTTPS が有効になっている場合は必須。) 接続先の IBM InfoSphere
Information Server ポートが HTTPS を使用する場合、初めて InfoSphere
Business Glossary Anywhere にアクセスするときに、サーバーからの証明書が信
頼されないと、HTTPS に関してメッセージが表示されます。そのようなメッセ
ージを受信した場合、セキュリティー証明書をインストールする必要がありま
す。これを行うには、Microsoft Windows Internet Explorer の Web ブラウザーで
次の手順を実行する方法があります。
a. Windows Internet Explorer を開きます。アドレス・フィールドに IBM
InfoSphere Business Glossary ブラウザーに接続するための接続情報を入力し
ます。 次のフォーマットを使用します。
https://host_server:port/bgここで、host_server には ホスト名、port に
はポート番号を、InfoSphere Business Glossary Anywhere 設定画面の「ホスト
構成」タブで構成されているとおりに指定します。
注: 以下のステップは、Windows Internet Explorer 7.0 を使用した場合の手順
を示しています。 Internet Explorer の他のバージョンでは、必要な手順が少
し異なる可能性があります。
b. セキュリティー証明書の問題について警告するページで、「このサイトの閲
覧を続行する (推奨されません)。」をクリックします。
c. ウィンドウの上部の「証明書のエラー」をクリックし、次に「証明書の表
示」をクリックします。
d. 「証明のパス」タブをクリックします。
e. 「証明のパス」ウィンドウの上部に表示されるルート・パスをクリックしま
す。
f. 「証明書の表示」をクリックします。
g. 「証明書のインストール」をクリックして、「証明書のインポート ウィザー
ド」を起動します。
h. 「証明書のインポート ウィザード」のプロンプトに従って進み、「完了」を
クリックします。 これで、証明書を任意のセキュリティー・ストアに保管で
きます。

第 2 章 ビジネス文書での用語の検索
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i. 「セキュリティ警告」画面で、「はい」をクリックして証明書をインストール
します。
j. 開いた本を示すアイコンをダブルクリックして、InfoSphere Business Glossary
Anywhere を再オープンし、ビジネス・グロッサリーに接続します。

タスクの結果
アプリケーションの右下隅に緑色の円のアイコン
が表示されている場合は、
InfoSphere Business Glossary Anywhere がビジネス・グロッサリー・サーバーに接続
されていることを示します。 用語とカテゴリーの検索を開始できます。
設定は、いつでも表示可能です。アプリケーションの右上隅にあるメニュー・アイ
コン

をクリックし、「設定」を選択します。

開いている他のすべてのウィンドウの上に Business Glossary Anywhere ブラウザ
ー・ウィンドウを表示しておくには、アプリケーションの右上隅にある「常に前面
に表示」アイコン

をクリックします。

入門ツアー: 用語、カテゴリー、およびビジネス資産の検索
デスクトップ・コンピューターにある任意のテキスト・ベースの文書で、用語、カ
テゴリー、およびビジネス資産のビジネス上の意味を検索できます。

始める前に
v ビジネス・グロッサリーにアクセスするには、Business Glossary 基本ユーザー・
ロールまたはそれ以上のロールが必要です。
v デスクトップの IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere は、 IBM
InfoSphere Business Glossary がインストールされているサーバーに接続されてい
が表
なければなりません。アプリケーションの右下隅に緑色の円のアイコン
示されている場合は、 InfoSphere Business Glossary Anywhere が InfoSphere
Business Glossary サーバーに接続されていることを示します。

このタスクについて
手順
用語とカテゴリーを検索するには、次のようにします。

手順
1. 選択したテキスト・キャプチャー方式を使用して、文書内のワードまたは句を強
調表示します。テキスト・キャプチャー方式を表示するには、システム・トレイ
の上に移動します。例えば、キーボードとマウスのキャ
にある本のアイコン
プチャー方式を選択している場合には、キーを押してからマウス・ボタンを押し
たままでカーソルをドラッグします。例えば、次のようにします。
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InfoSphere Business Glossary Anywhere が自動的に開き、キャプチャーしたワー
ドに一致したものが表示されます。
強調表示に代わる方法として、システム・トレイから InfoSphere Business
Glossary Anywhere を開き、上部のテキスト・ボックスに、検索するワードを入
力します。

テキストを入力していくと、一致する用語が自動的に表示されます。自動検索結
果から用語を選択するか、テキストの入力を続けて「検索」をクリックします。
複数のワードを検索すると、InfoSphere Business Glossary Anywhere は、入力と
正確に一致するワードを検索します。例えば、「User Account」という句を検索
すると、「名前」プロパティーに「User」または「Account」というワードを含む
用語とカテゴリーが表示されます。検索で大/小文字は区別されません。
2. オプション: 結果がない場合、または「説明 (略記)」プロパティーも検索する場
合は、最後の検索結果の下にある「拡張検索の試行」リンクをクリックします。
用語とカテゴリーの「名前」プロパティーでは、テキスト・ストリング内の個々
のすべてのワードが検索されます。「説明 (略記)」プロパティーでは、テキス
ト・ストリング全体として検索されます。
第 2 章 ビジネス文書での用語の検索
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3. 検索結果リストで結果の名前をクリックすると、用語またはカテゴリーに割り当
てられている、コンテキスト・パス、スチュワード、および用語などの詳細情報
が表示されます。詳細情報は、 InfoSphere Business Glossary Anywhere ウィンド
ウ、または IBM InfoSphere Information Server のグロッサリー・ブラウザーに表
示できます。
v 用語またはカテゴリーの名前を左クリックすると、 InfoSphere Business
Glossary Anywhere ウィンドウにいくつかの詳細が表示されます。

InfoSphere Business Glossary のグロッサリー・ブラウザーに用語またはカテゴ
リーの「詳細」ページを表示するには、「ブラウザーで開く」ボタンをクリッ
クします。
v 名前を右クリックすると、 InfoSphere Information Server のグロッサリー・ブ
ラウザーの完全な「詳細」ページへのリンクが表示されます。

4. IBM InfoSphere Business Glossary のインスタンスが IBM Cognos と連携するよ
うに構成されている場合は、 IBM Cognos 8 Business Intelligence 内の用語への
参照も検索できます。次の図に示すように、InfoSphere Business Glossary
Anywhere の用語詳細のウィンドウで、「IBM Cognos® 8 Go! Search 」をクリ
ックします。
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検索によって、その中に用語名が含まれるレポートが検出されます。次の図に示
すように IBM Cognos がサポートするすべてのビジネス・インテリジェンスの
成果物が返されます。

5. IBM InfoSphere Business Glossary のインスタンスがビジネス・リネージュをサ
ポートするように構成されている場合は、「ビジネス・リネージュ」をクリック

第 2 章 ビジネス文書での用語の検索
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すると、BI レポート、レポート・モデル、アプリケーションといった、サポー
トされる資産のビジネス・リネージュを表示できます。

ビジネス・リネージュ・レポートは読み取り専用レポートで、資産間の情報のフ
ローを表示します。 例えば、BI レポートのビジネス・リネージュ・レポート
に、あるデータベース表から別のデータベース表へのデータ・フローが表示され
ることがあります。 2 番目のデータベース表から BI レポート・コレクション
表にデータが流れて、さらに BI レポートに流れます。 このレポートには、デ
ータベース表と BI レポート・コレクション表の内容が表示されます。

タスクの結果
アプリケーションの右下隅に緑色の円のアイコン
が表示されている場合は、
InfoSphere Business Glossary Anywhere がビジネス・グロッサリー・サーバーに接続
されていることを示します。 用語とカテゴリーの検索を開始できます。
設定は、いつでも表示可能です。アプリケーションの右上隅にあるメニュー・アイ
コン

をクリックし、「設定」を選択します。

開いている他のすべてのウィンドウの上に Business Glossary Anywhere ブラウザ
ー・ウィンドウを表示しておくには、アプリケーションの右上隅にある「常に前面
に表示」アイコン
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をクリックします。
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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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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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。

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 1. IBM リソース
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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。

IBM InfoSphere Business Glossary ユーザー・ガイド

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 2. 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。

製品資料
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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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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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。

［ハ行］
ビジネス・リネージュ

ファイル、保存

14

用語、表示

階層、参照 3
概要、Business Glossary Anywhere

5, 6

カテゴリー、表示 1
グロッサリー、検索 1

1

［ラ行］
リネージュ、資産の

グロッサリー、ファイル 4
グロッサリー情報 1
グロッサリー内容、フィルタリング
検索、グロッサリー内
検索、グロッサリーの
検索、資産の 2

2

［ヤ行］

［カ行］

検索、カテゴリーの

4

4

フィルタリング、グロッサリー内容

［ア行］
お客様サポート

3

表示、グロッサリーの 1
ファイル、ビジネス・グロッサリー

B
2

2
1
1

検索、用語の 2
検索、Business Glossary Anywhere

3

Business Glossary Anywhere ツアー、「よ
うこそ」と設定 6
Business Glossary Anywhere ツアー、用語
とカテゴリーの検索 8
Business Glossary Anywhere、概要 5, 6
Business Glossary Anywhere、検索 8
Business Glossary Anywhere、ツアー 5,

8

6, 8

［サ行］

Business Glossary Anywhere、入門

5, 6

サポート
お客様 14
参照、階層の 3
参照、用語、カテゴリー、および資産の
2
資産、フィルタリング 2
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 17
ソフトウェア・サービス 14

［タ行］
ツアー、Business Glossary Anywhere
6
「ようこそ」と設定 6
用語とカテゴリーの検索 8
ツリー・ビュー 3
特記事項 19

5,

［ナ行］
入門、Business Glossary Anywhere
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