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第 1 章 概説
IBM® InfoSphere™ Business Glossary は、制御された語彙を使用してビジネスおよび
組織概念の標準定義を作成および管理するための、Web ベースのツールをユーザー
に提供します。このツールはメタデータを複数のカテゴリーに分割し、それぞれの
カテゴリーには複数の用語が含まれます。用語を使用して、組織のニーズに基づい
てメタデータ・リポジトリー内の他のオブジェクトを分類できます。また、ユーザ
ーやグループをメタデータ・オブジェクトのスチュワードに指定することもできま
す。

ビジネス・グロッサリーの内容へのアクセス
メタデータ・リポジトリーに保管されているデータ資産には、さまざまなビジネ
ス・グロッサリー・インターフェースを使用してアクセスできます。
グロッサリー内容には、以下のインターフェースを使用してアクセスできます。
InfoSphere Business Glossary ブラウザー
InfoSphere Business Glossary ブラウザーを使用して、任意の Web ブラウザ
ーから InfoSphere Business Glossary にアクセスできます。このインターフ
ェースから、グロッサリーに関連したすべてのタスクを実行できます。指定
されたユーザーは、グロッサリーを管理し、グロッサリー内容を作成できま
す。また、すべての InfoSphere Business Glossary ユーザーはグロッサリー
を参照し、検索できます。
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
この検索ツールは、Microsoft Windows デスクトップからアクセスでき、こ
れを使用して、別の Web ブラウザー・ウィンドウを開かずに、他のテキス
ト・アプリケーション内からグロッサリー内容にアクセスできます。
InfoSphere Business Glossary REST API
REST (Representational State Transfer) API (アプリケーション・プログラミ
ング・インターフェース) は、InfoSphere Business Glossary Anywhere に付
属しています。この API を使用すると、クライアント・アプリケーション
はビジネス・グロッサリーの内容にアクセスしたり、これを作成したりでき
ます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
Eclipse プラグイン・コンポーネントを使用すると、他の Eclipse ベースの
アプリケーションのユーザーは Eclipse アプリケーション内で直接グロッサ
リー内容を参照できます。例えば、IBM Rational® Software Architect ファミ
リーの製品のユーザーや IBM InfoSphere Data Architect のユーザーは、用
語、カテゴリー、およびそれらのプロパティーを表示および検索できます。
物理データ・モデルと論理データ・モデルのエレメントに用語を割り当てる
ことができます。他の Eclipse ベースのアプリケーションを拡張して、同じ
ようにグロッサリーへのアクセスを組み込むこともできます。
次の表に、グロッサリーに関するアクセス方式の比較を示します。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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表 1. ビジネス・グロッサリーのアクセス方式の比較
InfoSphere Business
Glossary Client for
Eclipse

InfoSphere Business
Glossary ブラウザー

InfoSphere Business
Glossary Anywhere

InfoSphere Business
Glossary REST API

インターフ
ェースにど
のようにア
クセスする
か?

Web ブラウザー内

コンピューター上の
システム・トレイ内

プログラマチック・ 他の Eclipse ベース
インターフェース
のアプリケーション
(任意のプログラミン から
グ言語)

誰がインタ
ーフェース
を使用する
か ?

Business Glossary 基
本ユーザー以上のロ
ールを持つ
Information Server ユ
ーザー

Business Glossary ユ
ーザー以上のロール
を持つ Information
Server ユーザー

アプリケーション開
発者

v 物理データ・モデ
ル、論理データ・
モデル、または統
一モデリング言語
(UML) モデルを処
理する Eclipse ベ
ースのアプリケー
ションのユーザー
v Eclipse 開発者

何を実行で
きるか?

v カスタム属性、プ
ロパティー、およ
びフィルターの作
成を含む、ビジネ
ス・グロッサリー
の管理
v 用語、カテゴリ
ー、およびカスタ
ム属性の追加、削
除、編集、検索、
および表示
v 用語、カテゴリ
ー、スチュワー
ド、およびカスタ
ム属性の表示
v XML、XMI、また
は CSV ファイル
を使用した用語と
カテゴリーのエク
スポートとインポ
ート
v スチュワードが割
り当てられている
場合に、資産に関
するフィードバッ
クをスチュワード
に送信
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v デスクトップ上の
テキスト・ベース
文書または Web
ページから収集し
た用語をグロッサ
リーで検索
v グロッサリー・ブ
ラウザーを開いて
用語の詳細を表示

開発者は、カスタ
ム・クライアント内
からは実行できない
が、InfoSphere
Business Glossary の
管理インターフェー
スまたはブラウザ
ー・インターフェー
スから実行できる機
能の一部またはすべ
てをユーザーが実行
できるようにする、
クライアント・アプ
リケーションを開発
できます。

v グロッサリー用語
とカテゴリーの表
示と検索
v グロッサリー用語
とカテゴリーのプ
ロパティーの表示
v データ・モデル・
エレメントへの用
語の割り当て、ま
たはデータ・モデ
ル・エレメント名
を編集する際のグ
ロッサリーからの
オートコンプリー
トの候補の取得

表 1. ビジネス・グロッサリーのアクセス方式の比較 (続き)
InfoSphere Business
Glossary Client for
Eclipse

InfoSphere Business
Glossary ブラウザー

InfoSphere Business
Glossary Anywhere

InfoSphere Business
Glossary REST API

グロッサリ
ーでどんな
種類の検索
を実行でき
るか?

v グロッサリーのす
べての内容

v 用語とカテゴリー
の名前と説明 (略

カスタム・クライア v すべての用語、カ
ント内からは実行で
テゴリー、および
きないが、InfoSphere
それらの説明
Business Glossary の
v 検索結果をフィル
管理インターフェー
タリング可能
スまたはブラウザ
ー・インターフェー
スから実行できるす
べての検索。

検索結果を
エクスポー
トできるか?

はい。エクスポート
は CSV フォーマッ
トです。

いいえ

カスタム・クライア
ントの機能によって
異なります。

いいえ

グロッサリ
ーの構成部
分をエクス
ポートでき
るか?

はい。エクスポー
ト・フォーマットは
次のとおりです。

いいえ

カスタム・クライア
ントの機能によって
異なります。

いいえ

『ビジネス文書での
用語の検索』を参照
してください。

インストールされて
いるインフォメーシ
ョン・センターの
『IBM InfoSphere
Business Glossary
REST API を使用し
た開発』セクション
を参照してくださ
い。

『IBM InfoSphere
Business Glossary
Client for Eclipse』
を参照してくださ
い。

v 検索結果をフィル
タリング可能

記)
v 検索結果をフィル
タリング可能

v Comma-Separated
Value (CSV)
v Extended Markup
Language (XML)
v XML Metadata
Interchange (XMI)

詳細はどこ
で参照でき
るか?

『IBM InfoSphere
Business Glossary へ
のログイン』、『グ
ロッサリーの管
理』、『グロッサリ
ー内容のオーサリン
グ』、および『グロ
ッサリー内容の表
示』を参照してくだ
さい。

関連情報
グロッサリー内容の参照
ビジネス文書での用語の検索
Eclipse アプリケーションからのビジネス・グロッサリーの内容へのアクセス
IBM InfoSphere Business Glossary には、Eclipse ベースのアプリケーション内から
グロッサリー内容にアクセスするために、Eclipse プラグイン・コンポーネントが組
み込まれています。

ビジネス・シナリオ
ビジネスに関連のあるメタデータを容易に編成してアクセスし、ビジネスの意思決
定に役立てることができます。
IBM InfoSphere Business Glossary と IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
には、メタデータの管理と表示を行うためのビジネス・コンテキストが用意されて
第 1 章 概説
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います。以下のシナリオでは、異なる 2 つのビジネス環境で、ビジネス問題を解決
するためにどのようにメタデータを編成したかを示します。
保険: リスク情報
問題: 保険会社では、さまざまなパラメーター (年齢、事故による過去の請求、信用
度など) を使用してリスク・レベルを定義します。担当者は、保険金請求を正しく
処理するために、特定の会社のリスク・レベル定義方法を知る必要があります。
ソリューション: InfoSphere Business Glossary を使用して、保険会社のグロッサリ
ー・アドミニストレーターとビジネス・アナリストが、一緒にグロッサリー構造を
デザインします。グロッサリーはカテゴリー別に分けられ、それぞれのカテゴリー
には、ビジネス文書や会計報告書で使用される用語が含まれます。例えば、「リス
ク」、「補償範囲」、および「過去の請求」などの用語には、その会社固有の定義
が与えられます。各用語の定義と合わせて、ビジネス・アナリストは、各用語を会
社のデータベース内の特定の表または列などの資産に関連付けます。会社のニーズ
に従って用語定義を保守するために、スチュワードがさまざまな用語に割り当てら
れます。
会社の新しい請求担当者が、『免責後の割り当てリスク 3 の請求』の場合の処理に
ついて調べています。会社のポリシー・プランで「割り当てリスク 3」が何である
かが分からないため、 InfoSphere Business Glossary ブラウザーを使用してその定義
を調べます。さらに、この請求担当者は、関連する他のビジネス用語、それらの請
求の処理手順、『割り当てリスク 3 の保険料と免責金額』のデータが保管されてい
るデータベース内の場所も分かります。
製造: 生産情報
問題: 最高財務責任者が、固有の財務パラメーターを使用して生産ラインの収益性を
判別する必要があります。彼は、各生産段階を分析したいと考えています。
ソリューション: グロッサリー・アドミニストレーターとビジネス・アナリストが、
InfoSphere Business Glossary を使用してグロッサリー構造をデザインします。個別
のカテゴリーが定義され、それぞれが生産の各段階に対応します。財務チームのメ
ンバーが、各カテゴリー内の用語を特定のデータベース表および列に割り当てま
す。
別のビジネス・アナリストが、各生産段階の売り上げと運用コストに関するビジネ
ス・インテリジェンス・レポートの提出要求を受け取ります。このアナリストは、
InfoSphere Business Glossary ブラウザーを使用して、各カテゴリーを表示し、そこ
に含まれる用語の意味を確認して、レポートに必要な用語を選択します。アナリス
トは、データベース・チームに要求を送って、選択した用語に基づくレポートを作
成するように依頼します。データベース・チームは、それらの用語にどのデータベ
ース列が関連付けられているかをグロッサリー・ブラウザーで調べて、レポートを
作成します。
これらの用語の語義的な意味の理解に加え、このアナリストはビジネス・リネージ
ュを起動して、ビジネス・インテリジェンス・レポートのデータを設定するために
使用されたデータ・ソースを表示します。最高財務責任者は、レポートを表示しな
がら、InfoSphere Business Glossary Anywhere を使用して、レポートで使用されてい
るフィールドの定義を知ることができます。
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関連情報
グロッサリーの計画、デザイン、およびパブリッシュ
ビジネス・グロッサリーは、エンタープライズ全体で使用される用語と関係の正式
なディクショナリーです。適切にデザインされたビジネス・グロッサリーの主な効
果の 1 つは、エンタープライズ情報の信頼性と確実性が高まることです。
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第 2 章 他のソフトウェアとの統合
IBM InfoSphere Business Glossary は、他のソフトウェア製品やカスタム・アプリケ
ーションとも統合できます。
InfoSphere Business Glossary は、IBM InfoSphere Information Server スイート内とス
イート外の両方にある他のソフトウェア製品と連動するようデザインされていま
す。また、InfoSphere Business Glossary の機能や性能を取り込むように、カスタ
ム・アプリケーションを開発したり既存アプリケーションを拡張したりすることが
できます。
例えば、InfoSphere Business Glossary および IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhereに加え、次の InfoSphere Information Server コンポーネントを使用して、
グロッサリー内容と対話できます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere FastTrack
さらに、InfoSphere Business Glossary は、IBM Industry Models や、IBM Cognos®
製品と連動し、また InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を使用すれば、
Rational Software Architect や InfoSphere Data Architect などの Eclipse ベースの
IBM 製品とも連動します。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse Java API を使用して、他の Eclipse
ベースのアプリケーションを拡張できます。また、InfoSphere Business Glossary
REST API を使用して、カスタム・アプリケーションを作成したり既存アプリケー
ションを拡張したりすることができます。

IBM Cognos 製品との統合
IBM InfoSphere Business Glossary は、IBM Cognos Business Intelligence 製品と連動
可能です。
IBM Cognos Business Intelligence は、パフォーマンス管理のために企業が必要とす
る機能と情報を提供します。IBM Cognos Business Intelligence 8 または IBMCognos
Business Intelligence 10 および InfoSphere Business Glossary または InfoSphere
Business Glossary for Cognos がインストールされている場合は、IBM Cognos
Business Intelligence インターフェース内から直接グロッサリー内容を表示できま
す。
また、IBM Cognos Business Intelligence のレポート内で用語への参照を直接検索す
るよう InfoSphere Business Glossary を構成できます。用語プロパティーまたはカテ
ゴリー・プロパティーの InfoSphere Business Glossary 表示内から、ユーザーはリン
クをクリックして、IBM Cognos 8 Go! による検索の結果を表示できます。この製
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品は、IBM Cognos Business Intelligence 内の一連のレポートを検索します。IBM
Cognos 8 Go! と InfoSphere Business Glossary 間のネットワーク・アクセスが有効
でなければなりません。
bi2bg コマンドを使用して、IBM Cognos 製品または他のビジネス・インテリジェ
ンス・ツールのビジネス・インテリジェンス (BI) レポート内の情報を用語およびカ
テゴリーに変換することもできます。
関連情報
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容の生成

IBM Industry Models との統合
IBM InfoSphere Business Glossary Packs for IBM Industry Models は、業界固有の用
語セットを提供します。この用語セットを使用して、素早くビジネス・グロッサリ
ーに用語を追加できます。
通信、金融サービス、小売業、保険、医療などの業界向け IBM InfoSphere Business
Glossary Pack は、それらのビジネス領域に固有なビジネス用語のグロッサリー・ア
ーカイブ (XMI) ファイルを提供します。このファイルを InfoSphere Business
Glossary にインポートすると、お客様のビジネスに適用する用語を含むスタータ
ー・グロッサリーが作成されます。その後、InfoSphere Business Glossary で使用可
能なグロッサリー管理機能を使用して、組織の特定のニーズに合わせてグロッサリ
ーをカスタマイズできます。
IBM Industry Models Data Pack を使用している場合は、ビジネス用語とデータ・モ
デル・エレメント間に割り当てられた関係をインポートすることもできます。
関連情報
IBM Industry Models
カテゴリーと用語のソースの収集
エンタープライズに既に存在したり、外部ソースにあるカテゴリーと用語のデータ
をグロッサリーに設定することができます。

他の IBM InfoSphere Information Server 製品との統合
IBM InfoSphere Information Server スイートでは、いくつかの異なる製品を使用して
グロッサリー内容を対話操作できます。
InfoSphere Information Server スイートの以下のコンポーネントを使用して、グロッ
サリー内容を対話操作できます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Blueprint Director
IBM InfoSphere Discovery を使用して、グロッサリー内容を対話操作することも可
能です。
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以下に示す他の InfoSphere Information Server コンポーネントを使用して、グロッ
サリー内容をインポートおよびエクスポートできます。
v IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
v IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker®
v IBM Rational Data Architect MetaBroker
v IBM Rational Data Architect MetaBroker
関連情報
カテゴリーと用語のソースの収集
エンタープライズに既に存在したり、外部ソースにあるカテゴリーと用語のデータ
をグロッサリーに設定することができます。
IBM InfoSphere Information Analyzer
IBM InfoSphere Metadata Workbench
IBM InfoSphere FastTrack
IBM Categories and Terms MetaBroker

Eclipse ベースのアプリケーションとの統合
IBM InfoSphere Business Glossary には、Eclipse ベースのアプリケーション内から
グロッサリー内容にアクセスするために、Eclipse プラグイン・コンポーネントが組
み込まれています。
InfoSphere Business Glossary Core 機能は、どの Eclipse ベースのソフトウェアとも
一緒に使用できます。この機能を使用して、メタデータ・リポジトリー内のグロッ
サリー内容をローカル環境で表示できます。グロッサリーの参照、グロッサリー内
容の検索、および用語とカテゴリーのプロパティーの表示を行うこともできます。
IBM InfoSphere Business Glossary UML 統合および IBM InfoSphere Business
Glossary UML プロファイル機能を使用して、UML モデル・エレメントにグロッサ
リー用語を組み込むことができます。InfoSphere Business Glossary UML プロファイ
ル機能のみでは、既存モデル・エレメントに割り当てられている用語を表示できま
すが、編集機能は使用できません。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Data Architect と
一緒に使用すると、用語を物理データ・モデル・エレメントおよび論理データ・モ
デル・エレメントに割り当てることができます。これらの割り当ては、InfoSphere
Information Server スイートの他の製品で使用するために、メタデータ・リポジトリ
ーにエクスポートできます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Warehouse と一
緒に使用すると、SQL ウェアハウジング (SQW) ツール内で用語をデータ・フロ
ー・エレメントに割り当てることができます。これらの割り当ては、InfoSphere
Information Server スイートの他の製品で使用するために、メタデータ・リポジトリ
ーにエクスポートできます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Blueprint Director
と一緒に使用すると、用語を青写真内のエレメントに割り当てることができます。
第 2 章 他のソフトウェアとの統合
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InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse Java API を使用して、他の Eclipse
ベースのアプリケーションを拡張して同じ機能を利用することができます。
関連概念
93 ページの『第 9 章 Eclipse アプリケーションからのビジネス・グロッサリーの
内容へのアクセス』
IBM InfoSphere Business Glossary には、Eclipse ベースのアプリケーション内から
グロッサリー内容にアクセスするために、Eclipse プラグイン・コンポーネントが組
み込まれています。

カスタム・アプリケーション
IBM InfoSphere Business Glossary を活用するために、カスタム・アプリケーション
を作成したり既存アプリケーションを拡張したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary REST (Representational State Transfer) API (アプリケー
ション・プログラミング・インターフェース) を使用して InfoSphere Business
Glossary の機能を使用する、カスタム・ソフトウェア・アプリケーションを作成で
きます。 REST API を使用して、既存アプリケーションの機能を拡張することもで
きます。
InfoSphere Business Glossary Java API を使用することにより、Eclipse ベースのア
プリケーションを拡張して InfoSphere Business Glossary と統合させることができま
す。
関連概念
95 ページの『第 10 章 アプリケーションの開発および拡張』
IBM InfoSphere Business Glossary を活用するために、カスタム・アプリケーション
を作成したり既存アプリケーションを拡張したりすることができます。
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第 3 章 グロッサリー概念
IBM InfoSphere Business Glossary の使用を開始する前に、いくつかの概念をよく理
解する必要があります。

用語
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
グロッサリー内に用語を作成するときに、そのプロパティーを指定して用語を定義
します。用語のプロパティーは、用語に意味を付与し、その用語を他の用語と区別
します。
以下の用語のプロパティーは必須です。
v 固有の名前
v グロッサリー階層での場所を指定する親カテゴリー
v 「決定」または「非推奨」などのライフサイクル内の状況
用語の他のオプション・プロパティーを指定すると、さらに用語に説明が加えら
れ、他の用語と区別されます。例えば、説明 (すべて/略記)、使用例、同義語のリス
トと単一の優先される同義語、およびメタデータ・リポジトリー内の他の用語、カ
テゴリー、および他の資産との関係を入力できます。カスタム属性およびラベルの
2 種類のカスタム・プロパティーも定義できます。カスタム属性またはラベルをグ
ロッサリー全体に定義した後、それを個々の用語に適用できます。
ビジネス・グロッサリーの重要な側面は、情報技術資産を用語に割り当てることが
できることです。資産を用語に割り当てることによって、ビジネス・コンテキスト
をその資産に与えることができます。用語に割り当てられる資産には 2 つのタイプ
があります。IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内で示さ
れる資産とメタデータ・リポジトリー内にない資産で、それぞれ「資産」、「外部
資産」と呼ばれます。
他の種類の用語の関係も定義できます。例えば、用語を別の用語と関連させる、用
語をその親カテゴリー以外の 1 つ以上のカテゴリーによって参照する、用語を別の
用語によって置換するなどが可能です。

例
以下の例で、ユーザーが指定できるいくつかの用語のプロパティーを示します。
割り当て資産
BI レポートには、「アカウント ID」と呼ばれるセクションがあります。資
産である BI レポートを用語「アカウント ID」に割り当てます。これは、
グロッサリー内の用語の詳細定義で、組織に対して「アカウント ID」の意
味が説明されているからです。ビジネス・グロッサリー内のアカウント ID
の詳細定義は、用語、そのプロパティー、および用語「アカウント ID」に
関連した他のすべての情報で構成されます。この情報は、レポートを読む人
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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が「アカウント ID」セクションで言及されている内容を理解するのに役立
ちます。このケースでは、「修飾子」を「はい」に設定します。
同義語 「請求情報」という用語には、同義語として「請求住所」と「請求先」があ
ります。用語の「請求情報」を使用して「請求住所」のレポートを取得する
と、同義語属性によって、これら 2 つの用語が同義語であることが確認さ
れます。
関連用語
「請求情報」には、関連用語として「住所詳細」と「配送情報」が含まれま
す。これらの関連用語は、「請求情報」が住所に関連していることを示して
います。それに対して、「請求情報」に関連用語として「請求明細書」と
「領収書」がある場合、「請求情報」の概念は金銭的な料金に関連していま
す。
被参照用語
用語「請求情報」は「支払い詳細」カテゴリーに含まれます。「連絡先詳
細」カテゴリーを表示すると、「請求情報」が被参照用語として示されま
す。
関連概念
83 ページの『第 7 章 グロッサリー内容のオーサリング』
適切なセキュリティー・ロールを持つユーザーは、グロッサリーの用語およびカテ
ゴリーを作成し、変更できます。
17 ページの『関係』
いくつかの用語およびカテゴリーのプロパティーは、メタデータ・リポジトリー内
の用語、カテゴリー、および他の資産間の関係を定義します。
関連タスク
83 ページの『新規用語の作成』
認可済みユーザーは、新規用語を作成できます。
85 ページの『用語およびカテゴリーの編集』
認可済みユーザーは、既存の用語およびカテゴリーを編集できます。

用語状況
Business Glossary アドミニストレーターは、用語の完成度に基づいてグロッサリー
内に表示する用語のサブセットを指定できます。
用語を定義する場合、「標準」、「決定」、「候補」、「非推奨」のいずれかの用
語の状況レベルを指定する必要があります。 Business Glossary アドミニストレータ
ーは、これらのどの用語のセットをグロッサリーに表示するかを指定できます。デ
フォルトでは、すべての状況タイプが選択されるため、グロッサリーにはすべての
状況のすべての用語が表示されます。
例えば、別の用語によって既に置換されている用語は表示しないことを決定すると
します。「非推奨」の用語は表示しないように指定できます。用語が別の用語によ
って置換される場合に、用語作成者は置換される用語を編集して、それを「非推
奨」状況に指定できます。この変更を行うと、その用語はグロッサリーに表示され
なくなります。
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表示する用語の状況を指定するには、「管理」タブをクリックし、「オプション」
で「用語およびプロパティーの表示」を選択します。
関連概念
58 ページの『ワークフローが無効である場合のグロッサリー内容のデプロイ』
ワークフロー機能が無効である場合、グロッサリー内容への変更は即時に反映され
ます。

カテゴリー
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
カテゴリーは、グロッサリー内の用語およびカテゴリーの間の関係を参照して理解
できるようにするための、グロッサリーの論理構造を提供します。
カテゴリーには他の複数のカテゴリーや用語を含めることができます。さらに、カ
テゴリーは、それに含まれない用語を参照することもできます。例えば、「顧客サ
マリー」というカテゴリーに、「顧客支出サマリー」というサブカテゴリーがあり
ます。このカテゴリーには、「クレジット・カード・リスク・スコア」という用語
があり、また、「クレジット・カード・リスク」という用語を参照します。
グロッサリー内容へのアクセスは、カテゴリーに基づく許可によって提供されま
す。Business Glossary アドミニストレーターは、特定のユーザーがどのカテゴリー
にアクセスできるかを指定できます。デフォルトでは、すべてのユーザーがすべて
のカテゴリーにアクセスできます。
関連概念
83 ページの『第 7 章 グロッサリー内容のオーサリング』
適切なセキュリティー・ロールを持つユーザーは、グロッサリーの用語およびカテ
ゴリーを作成し、変更できます。
関連タスク
84 ページの『新規カテゴリーの作成』
認可済みユーザーは、新規カテゴリーを作成できます。
85 ページの『用語およびカテゴリーの編集』
認可済みユーザーは、既存の用語およびカテゴリーを編集できます。

用語およびカテゴリーのプロパティー
ビジネス・グロッサリー内のそれぞれの用語とカテゴリーにプロパティーを指定し
て、グロッサリー用語に意味とコンテキストを定義します。
用語は、グロッサリー内でそのプロパティーの値によって特徴付けられます。プロ
パティーには、用語またはカテゴリーの作成者による使用の準備ができている標準
プロパティーと、最初に特定のグロッサリー用に構成される必要のあるカスタム・
プロパティーがあります。

第 3 章 グロッサリー概念
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関連タスク
85 ページの『用語およびカテゴリーの編集』
認可済みユーザーは、既存の用語およびカテゴリーを編集できます。

標準プロパティー
用語の意味は、プロパティーを指定することにより定義されます。IBM InfoSphere
Business Glossary は、一連の標準プロパティーを提供します。
用語は、グロッサリー内でそのプロパティーの値によって特徴付けられます。プロ
パティーには、用語またはカテゴリーの作成者による使用の準備ができている標準
プロパティーと、最初に特定のグロッサリー用に構成される必要のあるカスタム・
プロパティーがあります。
標準プロパティーは、用語作成者にすぐに使用可能であり、InfoSphere Business
Glossary への追加構成を必要としません。
Business Glossary アドミニストレーターは、カスタム・プロパティーと呼ばれる、
非標準のプロパティーも定義できます。
用語とカテゴリーは、以下の標準プロパティーを持つことができます。ここでは、
アルファベット順にリストします。
省略語 用語の省略語。
割り当て資産
用語に割り当てられた資産 (ジョブ、レポート、およびデータベース表な
ど)。複数の資産を 1 つの用語に割り当てることができます。1 つの資産を
複数の用語に割り当てることができます。
割り当て外部資産
用語に割り当てられた、InfoSphere Information Server メタデータ・リポジ
トリー外部の資産 (ビジネス・プロセス・モデルまたは Web サービスな
ど)。
含まれている用語
用語は、カテゴリーに含まれていなければなりません。用語は、1 つのカテ
ゴリーのみに含まれていなければなりません。
例

用語の使用法の例、または典型的なサンプル値。

修飾子 用語の基本目的が、資産の記述情報を提供することかどうかを表します。
いいえ 用語の基本目的は、資産の顕著な特性を識別することです。「いい
え」がデフォルト値です。
はい

用語の基本目的は、資産の記述情報を提供することです。

ラベル 資産をグループ化する別の方法として使用できる単純な短い記述子。
説明 (すべて)
用語の説明 (すべて) (最大 8000 文字)。
名前
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親カテゴリー
用語を含むカテゴリー。
優先される同義語
同義語のグループの中で優先される用語。状況が非推奨の用語は、優先され
る同義語にはできません。
被参照用語
カテゴリーは用語を参照できます。1 つの用語を複数のカテゴリーで参照で
きます。
関連用語
問題の用語と何らかの形で関連する用語。この関係は、類似しているが同一
ではない用語に対する関連項目 関係に使用できます。関係は対称です。用
語 A は関連用語として用語 B を持つと指定した場合、用語 B も関連用語
として用語 A を持つことになります。用語は複数の関連用語を持つことが
できます。
置換される用語
この用語と置換する用語。
置換

この用語で置換される用語。

説明 (略記)
用語の要旨 (最大 255 文字)。 説明 (略記) は検索に使用されます。
状況

組織内における用語の承認状況。
候補

新規用語のデフォルト値。

決定

この用語は、アドミニストレーターにより一般使用として受け入れ
られました。

標準

そのタイプの定義にとって標準とみなされています。

非推奨 この用語は、もう使用してはなりません。
スチュワード
用語のスチュワードであるユーザーまたはユーザー・グループ。
同義語 同じ意味を持つ用語。用語は複数の同義語を持つことができます。関係は対
称であり、推移的です。用語 A が用語 B の同義語で、用語 B が用語 C
の同義語であれば、それぞれの用語は、他の用語の同義語です。
タイプ 組織内での使用に基づいた用語の分類。
なし

タイプは宣言されていません。「なし」がデフォルト値です。

1 次

用語は、取引先または従業員といった主要な企業概念を表します。

2 次

用語は、識別番号といったビジネス概念の 2 次的な特徴を表しま
す。

使用法 用語の使用法についての情報、および、その使用を規定するビジネス・ルー
ル。

第 3 章 グロッサリー概念
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関連概念
『カスタム・プロパティー』
カスタム・プロパティーは、用語およびカテゴリーの作成者が使用できるように、
事前に構成しておく必要のあるプロパティーです。

カスタム・プロパティー
カスタム・プロパティーは、用語およびカテゴリーの作成者が使用できるように、
事前に構成しておく必要のあるプロパティーです。
定義できるカスタム・プロパティーのタイプは以下のとおりです。
v カスタム属性
v ラベル
これらのカスタム・プロパティーは、グロッサリー全体に対して定義されます。構
成は、Business Glossary アドミニストレーターが行う必要があります。カスタム・
プロパティーがグロッサリー用に構成されると、作成者はそのカスタム・プロパテ
ィーを任意の用語またはカテゴリーに割り当てできるようになります。
関連概念
14 ページの『標準プロパティー』
用語の意味は、プロパティーを指定することにより定義されます。IBM InfoSphere
Business Glossary は、一連の標準プロパティーを提供します。

カスタム属性
カスタム属性とは、標準プロパティーではニーズが満たされない場合に作成可能
な、カテゴリーと用語のプロパティーです。
カスタム属性を作成、変更、または削除するには、Business Glossary アドミニスト
レーターでなければなりません。
カスタム属性は、用語またはカテゴリー、あるいはその両方に適用されます。用語
とカテゴリーの両方にカスタム属性を適用する場合には、同じ名前で 2 つの別々の
カスタム属性が作成され、一方が用語に適用され、もう一方がカテゴリーに適用さ
れます。
それぞれのカスタム属性ごとに、名前、説明、属性タイプがあります。タイプに
は、ストリング、またはストリングの列挙型リストが可能です。いつでも、カスタ
ム属性を編集してタイプを変更できます。
v 列挙タイプからストリング・タイプへの変更の場合、値はストリング・タイプと
して保存されます。
v ストリング・タイプから列挙タイプへの変更の場合、ストリングの列挙型リスト
にその正確なストリングを入れない限り、ストリングの値は失われます。
用語またはカテゴリーの各カスタム属性の初期値は NULL です。用語またはカテゴ
リーを編集して、そのカスタム属性の値を割り当てることができます。

例
「データ機密性」というカスタム属性を作成し、次の説明 (略記) を指定します。
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データの機密性を示す 1 から 5 までの数値。機密性とは、無許可の顧客に用
語を公開することのインパクトを示す主観的尺度です。
「データ機密性」属性が用語にのみ適用されるように指定できます。列挙タイプを
選択し、1 から 5 までの数値を値として入力します。カスタム属性を作成したら、
利用者にリリースする各用語に、そのいずれかの値を割り当てます。
関連概念
『ラベル』
ラベルは、エンタープライズにとって意味のある何らかの共通点がある資産の単純
な短い記述子です。ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できます。

ラベル
ラベルは、エンタープライズにとって意味のある何らかの共通点がある資産の単純
な短い記述子です。ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できます。
ラベルは、メタデータ・リポジトリー内のどのタイプの資産にでも適用できます。
ラベルは、資産に適用するキーワードやタグとみなすことができます。さまざまな
タイプの資産に同じラベルを付けてもかまいません。
例えば、エンタープライズで広大な地理的地域が関心の対象になっている場合、
「アジア」、「米国」、「ヨーロッパ」というラベルを定義している可能性があり
ます。アジアに関連したすべての資産に、「アジア」ラベルを付けることができま
す。ヨーロッパに関連したすべての資産には、「ヨーロッパ」ラベルを付けるとい
う具合です。それぞれのケースにおいて、資産に複数のタイプがある可能性があり
ます。例えば、ラベル「アジア」は、用語、カテゴリー、BI レポート、ジョブ、お
よびデータベースに適用されるかもしれません。
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary 内か
らラベルを定義します。いったんラベルをグロッサリーに定義すると、用語を作成
または編集できるすべての InfoSphere Business Glossary ユーザーがメタデータ・リ
ポジトリー資産にラベルを割り当てることができるようになります。さらに、
Business Glossary 資産割り当て者は、Business Glossary 資産割り当て者ロールをサ
ポートしている IBM InfoSphere Information Server スイートの他のツール内からラ
ベルを割り当てることができます。
ラベルがグロッサリーに定義されている場合でも、それを資産に適用するかどうか
は任意です。
外部資産にはラベルを適用できません。
関連概念
16 ページの『カスタム属性』
カスタム属性とは、標準プロパティーではニーズが満たされない場合に作成可能
な、カテゴリーと用語のプロパティーです。

関係
いくつかの用語およびカテゴリーのプロパティーは、メタデータ・リポジトリー内
の用語、カテゴリー、および他の資産間の関係を定義します。
プロパティーを使用して、以下の種類の資産間の関係を定義できます。
第 3 章 グロッサリー概念
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v 用語間
v カテゴリーと用語間
v 用語と資産間

関係を定義するプロパティー
用語に以下のタイプの関係があることを指定できます。ここでは、アルファベット
順にリストします。これらは、指定可能なすべてのプロパティーの中の一部です。
割り当て資産
用語に割り当てられた資産 (ジョブ、レポート、およびデータベース表な
ど)。複数の資産を 1 つの用語に割り当てることができます。1 つの資産を
複数の用語に割り当てることができます。
割り当て外部資産
用語に割り当てられた、InfoSphere Information Server メタデータ・リポジ
トリー外部の資産 (ビジネス・プロセス・モデルまたは Web サービスな
ど)。
含まれている用語
用語は、カテゴリーに含まれていなければなりません。用語は、1 つのカテ
ゴリーのみに含まれていなければなりません。
優先される同義語
同義語のグループの中で優先される用語。状況が非推奨の用語は、優先され
る同義語にはできません。
被参照用語
カテゴリーは用語を参照できます。1 つの用語を複数のカテゴリーで参照で
きます。
置換される用語
この用語と置換する用語。
置換

この用語で置換される用語。

同義語 同じ意味を持つ用語。用語は複数の同義語を持つことができます。関係は対
称であり、推移的です。用語 A が用語 B の同義語で、用語 B が用語 C
の同義語であれば、それぞれの用語は、他の用語の同義語です。

例
以下の例で、関係を定義するためにユーザーが指定できるいくつかの用語のプロパ
ティーを示します。
割り当て資産
BI レポートには、「アカウント ID」と呼ばれるセクションがあります。資
産である BI レポートを用語「アカウント ID」に割り当てます。これは、
グロッサリー内の用語の詳細定義で、組織に対して「アカウント ID」の意
味が説明されているからです。ビジネス・グロッサリー内のアカウント ID
の詳細定義は、用語、そのプロパティー、および用語「アカウント ID」に
関連した他のすべての情報で構成されます。この情報は、レポートを読む人
が「アカウント ID」セクションで言及されている内容を理解するのに役立
ちます。このケースでは、「修飾子」プロパティーを「はい」に設定しま
す。
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同義語 「請求情報」という用語には、同義語として「請求住所」と「請求先」があ
ります。用語の「請求情報」を使用して「請求住所」のレポートを取得する
と、同義語属性によって、これら 2 つの用語が同義語であることが確認さ
れます。
関連用語
「請求情報」には、関連用語として「住所詳細」と「配送情報」が含まれま
す。これらの関連用語は、「請求情報」が住所に関連していることを示して
います。それに対して、「請求情報」に関連用語として「請求明細書」と
「領収書」がある場合、「請求情報」の概念は金銭的な料金に関連していま
す。
被参照用語
用語「請求情報」は「支払い詳細」カテゴリーに含まれます。「連絡先詳
細」カテゴリーを表示すると、「請求情報」が被参照用語として示されま
す。
関連概念
11 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。

資産
IBM InfoSphere Business Glossary は、ビジネス・グロッサリーの用語を情報資産と
関連付けます。
1 つの情報資産は、組織において価値を持つ情報の一片を指します。1 つの情報資
産は、他の情報資産と関係、従属性、またはその両方を持つことができます。
InfoSphere Business Glossary を使用して、資産をグロッサリー内の用語に割り当て
ることができます。資産を用語に割り当てることによって、エンタープライズにと
って意味のある、用語と資産間の関係があることを示します。
InfoSphere Business Glossary のユーザーが用語の詳細を表示すると、その用語に割
り当てられた資産のリストが表示されます。ユーザーは、InfoSphere Business
Glossary を使用して資産を検索することや、資産についての詳細を表示することも
できます。
グロッサリー用語に割り当てられる資産には、以下の 2 つのタイプがあります。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内の資産
v 外部資産と呼ばれる、メタデータ・リポジトリーの外部にある資産。

メタデータ・リポジトリー内の資産
IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーには、多くの異なるタ
イプの情報資産が含まれています。IBM InfoSphere Business Glossary 内からこれら
の資産をビジネス・グロッサリー内の用語に割り当てることができ、資産について
の情報を表示できます。

第 3 章 グロッサリー概念
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メタデータ・リポジトリーには、物理および論理モデル資産、実装済みのデータ・
リソース、およびビジネス・インテリジェンス (BI) 資産など、多くの異なるタイプ
の情報資産が含まれています。
InfoSphere Business Glossary を使用して、リポジトリー資産を検索でき、リポジト
リー資産について以下の種類の情報を表示できます。
v 用語に割り当てられている資産のリスト
v リポジトリー内にある特定のタイプのすべての資産のリスト
v 特定の資産についての詳細 (それ固有の資産情報ページに表示されます)
関連情報
共通メタデータ資産

外部資産
IBM InfoSphere Business Glossary を使用して、ビジネス用語から、IBM InfoSphere
Information Server メタデータ・リポジトリーの外部にあるエンティティーへの参照
を作成できます。これらのエンティティーは「割り当て外部資産」と呼ばれます。
割り当て外部資産には、資産管理システムに保管されているビジネス・プロセス・
モデルや UML モデル、Web サービス、共有ネットワーク・ドライブ上にある四半
期報告書などがあります。これらのタイプの資産にビジネス用語を割り当てる機能
により、次の点で InfoSphere Business Glossary の価値が高まります。
v グロッサリーにより、ビジネスに有益なすべての技術資産に、それらの資産がど
こに存在しているかにかかわらず、意味を与えることができます。
v ビジネス・ユーザーが、組織のプロセスで使用されるすべての技術資産の意味を
理解するのを助けます。
外部資産は、次の点でメタデータ・リポジトリー内の資産と異なります。
v 外部資産は、メタデータ・リポジトリーの外部にあるため、IBM InfoSphere
Business Glossary を使用して検索または参照できません。
v 外部資産にスチュワードを割り当てることはできません。
v 外部資産は用語との関係においてのみ存在します。用語を削除すると、外部資産
に関するすべての情報もメタデータ・リポジトリーから削除されます。
v 外部資産は、ビジネス・リネージュまたはデータ・リネージュの表示に含めるこ
とができません。外部資産についての情報をビジネス・リネージュの表示に含め
たい場合は、IBM InfoSphere Metadata Workbench 内から外部資産を拡張データ・
ソースとして定義できます。
外部資産を使用して、次のアクションを実行できます。
v 外部資産を用語に割り当てることができます。ビジネス・ユーザーが資産を識別
し、その場所を見つけ、それが関連性のある資産でさらなる調査に値するかどう
かを決定するのに十分な詳細情報によって資産を記述できます。
v 用語を表示する際に、用語の割り当て先の外部資産を表示できます。外部資産に
ついての基本情報も表示できます。
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InfoSphere Business GlossaryREST API を使用するか、あるいはインポートされる
XML ファイルで割り当てを指定して、用語に外部資産を割り当てることもできま
す。

例
組織における外部資産の使用例について考えてみましょう。
ある企業で、論理モデルや Web サービスなどのソフトウェア資産にビジネス用語
を割り当てることにより、ソフトウェア資産にビジネスでの意味を追加することを
検討しているとします。「カスタマー・アクティビティー」用語のビジネス・グロ
ッサリー作成者は、このサブジェクト・エリア内の主要ソフトウェア資産および関
連情報のいくつかを文書化するよう求められます。
ソフトウェア資産は、IBM Rational Asset Manager に保管されています。ソフトウ
ェア資産には、以下のものがあります。
v 「アカウント情報の変更」のための IBM WebSphere® Business Modeler モデル
v Web サービス「アドレスの変更」および「アドレスの追加」
v 論理モデル「カスタマー・アカウント情報」
また、アカウント情報を変更する際の企業規則を記述したテキスト文書は、コンテ
ンツ管理システムに保管されています。
用語を作成する際に、グロッサリー作成者は、Rational Asset Manager ページへのリ
ンクとコンテンツ管理システム内のテキスト文書の場所へのリンクを使用して、こ
れらの資産を用語に割り当てます。後でビジネス・アナリストが用語を調べるとき
に、関連 Web サービス、プロセス・モデル、論理モデル、企業規則を見つけるこ
とが可能となります。

グロッサリーのロールと許可
ユーザー・ロールとカテゴリー許可を組み合わせて、ユーザーがグロッサリーを使
用して実行できる機能を制御し、グロッサリー内容の観点からユーザー権限を定義
します。
IBM InfoSphere Business Glossary は、ロールに基づいたグロッサリーへのアクセス
をサポートしています。これらのロールおよびその組み合わせは、特定のユーザー
がグロッサリーと対話できる方法を制御します。ロールには以下の種類がありま
す。
v IBM InfoSphere Information Server セキュリティー・ロール
v InfoSphere Business Glossary ワークフロー・ロール
v IBM InfoSphere Information Server スチュワード
セキュリティー・ロールは、ユーザーがアクセスできるグロッサリー内の情報のタ
イプや、ユーザーがグロッサリーに対して行うことのできる変更の種類を決定しま
す。例えば、グロッサリーに対して構成変更を行うことができるのは、Business
Glossary アドミニストレーターのみです。別の例として、Business Glossary 基本ユ
ーザーは、データ・モデルまたは実装済みデータ・リソースについての情報を表示
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できません。 IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーター
は、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。
InfoSphere Business Glossary ワークフロー機能が有効である場合に限り、ワークフ
ロー・ロールが有効になります。編集者とパブリッシャーの 2 つのワークフロー・
ロールがあります。編集者ロールを持つユーザーは、グロッサリーを変更できま
す。パブリッシャー・ロールを持つユーザーは、グロッサリー内容を承認してパブ
リッシュできます。ワークフローが無効である場合、グロッサリー内容をパブリッ
シュするための編集者およびパブリッシャーのロールは必要ありません。
グロッサリーの用語とカテゴリー、およびその他のメタデータ・リポジトリー資産
は、スチュワードに割り当てることができます。スチュワードは、メタデータ・リ
ポジトリー内の資産の定義、目的、および使用について担当します。スチュワード
の能力は、セキュリティー・ロール、カテゴリー許可、およびワークフローが有効
である場合は、スチュワードに割り当てられたワークフロー・ロールによって決ま
ります。ユーザーをスチュワードに指定しても、そのユーザーにソフトウェア機能
が付与されるということではありません。
InfoSphere Business Glossary アドミニストレーターは、ワークフローとスチュワー
ドのロールを割り当てます。
InfoSphere Business Glossaryは、特定のカテゴリーのみへのアクセス権限を定義する
ことをサポートします。このアクセス権限は、「カテゴリー許可」と呼ばれます。
割り当てられているロールとカテゴリー許可を組み合わせて、ユーザーが対話可能
なグロッサリー内容を定義します。例えば、Business Glossary 作成者であるユーザ
ーは、カテゴリー許可を割り当てられたカテゴリー内の情報のみ編集できます。

セキュリティー・ロール
セキュリティー・ロールにより、Business Glossary ユーザーに、タスクを実行する
ためのさまざまなレベルの権限が与えられます。
次の表に、IBM InfoSphere Business Glossary セキュリティー・ロールをリストしま
す。各ロールは、表の後に詳しく説明します。
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ロール

説明

23 ページの『Business Glossary アドミニス
トレーター・ロール』

グロッサリーのセットアップおよび管理

23 ページの『Business Glossary 作成者ロー
ル』

用語とカテゴリーの作成および編集

24 ページの『Business Glossary ユーザー・
ロール』

メタデータ・リポジトリー内のすべてのタイ
プの資産に関する情報を含む、グロッサリー
内容の表示

24 ページの『Business Glossary 基本ユーザ
ー・ロール』

グロッサリー内容の表示 (メタデータ・リポ
ジトリー内の他のタイプの資産に関する情報
は表示不可)

25 ページの『Business Glossary 資産割り当
て者ロール』

InfoSphere Information Server スイート内の他
の製品から、メタデータ・リポジトリー内の
資産をグロッサリーの用語とカテゴリーに割
り当てる

管理およびオーサリング・ガイド

InfoSphere Business Glossary セキュリティー・ロールは、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールから割り当てます。
InfoSphere Business Glossary ユーザー・インターフェースのエレメントは、そのイ
ンターフェースによって提供されるタスクを実行する権限を持ったユーザーに表示
されます。例えば、「管理」タブを表示できるのは、Business Glossary アドミニス
トレーターのみです。

Business Glossary アドミニストレーター・ロール
Business Glossary アドミニストレーター・ロールを持つユーザーは、他のユーザー
が必要な情報を検索して分析できるように、グロッサリーのセットアップと管理を
行えます。Business Glossary アドミニストレーターは、「管理」タブを含む、
InfoSphere Business Glossary ブラウザーで提供されるすべてのメニューとタブにア
クセスできます。ほとんどの管理タスクに「管理」タブからアクセスできます。
アドミニストレーターは、Business Glossary 作成者、Business Glossary ユーザー、
および Business Glossary 基本ユーザーが実行できるタスクに加えて、次のタスクを
実行できます。
v ビジネス・グロッサリーの表示および設定をカスタマイズする。これには、以下
の項目も含まれます。
– 用語の状況に基づいた用語の表示
– 用語に対する変更の記録を保管し、表示するかどうか
– IBM Cognos 8 Go! Search が使用可能な場合、グロッサリーをそれに接続する
かどうか
v グロッサリー内で次の項目を作成、編集、および削除する
– すべての用語とすべてのカテゴリー (作成者は問わない)
– カスタム属性定義
– 外部資産のタイプ
– ラベル
v スチュワードの管理: ユーザーとグループからのスチュワードの作成、スチュワ
ードの削除、およびスチュワードへの資産の割り当て
v 一部のユーザーが特定のカテゴリーとその内容を表示することを禁止する
v 一部のユーザーが特定のカテゴリーとその内容を編集することを禁止する
v グロッサリーの内容を外部ファイルからインポートしたり、外部ファイルにエク
スポートする
v ユーザーにワークフロー・ロールを割り当てる
Business Glossary アドミニストレーター・ロールは、最大の特権を持つ InfoSphere
Business Glossary ロールです。

Business Glossary 作成者ロール
Business Glossary 作成者ロールを持つユーザーは、用語とカテゴリーを作成および
編集し、これらに資産を割り当てることができます。
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作成者は、Business Glossary ユーザーと Business Glossary 基本ユーザーが実行でき
るタスクに加えて、次のタスクを実行できます。
v カテゴリーと用語の作成および編集
v カテゴリーと用語の削除
v 用語、カテゴリー、およびその他の資産にスチュワードを割り当てる
v 用語に情報資産を割り当てる。これらの資産には、メタデータ・リポジトリーに
保管されている実装済みのデータ・リソースなどの資産や外部資産が可能です。
Business Glossary 作成者ロールは、多くの場合、スチュワードに割り当てられま
す。

Business Glossary ユーザー・ロール
Business Glossary ユーザー・ロールを持つユーザーは、用語とカテゴリーに割り当
てられている資産を含め、グロッサリー内の用語、カテゴリー、およびスチュワー
ドを表示できます。このロールを持つユーザーは、グロッサリー管理インターフェ
ースを除き、InfoSphere Business Glossary にアクセスできる任意のインターフェー
スからグロッサリーの内容を表示できます。
このユーザーは、Business Glossary 基本ユーザーが実行できるタスクに加えて、次
のタスクをグロッサリー・ブラウザーで実行できます。
v 用語に関連付けられているデータ・ソースの構造を参照する
v 割り当て資産を含め、カテゴリーと用語の詳細を表示する
v メタデータ・リポジトリー内の資産を表示する (用語に割り当てられているかど
うかは問わない)
v 用語のビジネス・リネージュを表示する (構成によってサポートされている場合)
v 用語とカテゴリー以外の資産を含め、特定のスチュワードが管理する資産のリス
トを表示する
v 用語とカテゴリーに加え、その他の資産をグロッサリーで検索する

Business Glossary 基本ユーザー・ロール
Business Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーは、グロッサリー内の用
語、カテゴリー、およびスチュワードを表示できます。しかし、それ以外のタイプ
のメタデータ・リポジトリー資産に関する情報は使用できません。こうすること
で、用語およびカテゴリーのその他の資産に対する関係を知る必要がないユーザー
に、不要な情報が表示されないようになります。
例えば、Business Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーが用語詳細を表示
しても、用語に割り当てられている資産は表示されません。さらに、このロールを
持つユーザーが資産を検索するときは、用語およびカテゴリーの検索のみが可能
で、その他の種類の資産は検索できません。最後に、その他のユーザー・ロールが
使用可能なビューの一部をこのユーザー・ロールは使用できません。例えば、
Business Glossary 基本ユーザーは、データ・ソース・ツリーやビジネス・リネージ
ュを表示できません。
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このロールを持つユーザーは、グロッサリー管理インターフェースを除き、
InfoSphere Business Glossary にアクセスできる任意のインターフェースからグロッ
サリーの内容を表示できます。
Business Glossary 基本ユーザーは、グロッサリー・ブラウザーで次のタスクを実行
できます。
v カテゴリーと用語の構造を参照する
v グロッサリーでカテゴリーと用語を検索する
v カテゴリーと用語の詳細 (割り当て資産は除く) を表示する
v カテゴリーと用語についてアドミニストレーターにフィードバックを送る
v IBM Cognos 8 Business Intelligence で用語を検索する (構成によってサポートさ
れている場合)
v 特定のスチュワードが管理する資産 (用語とカテゴリー以外の資産は除く) のリス
トを表示する
Business Glossary 基本ユーザー・ロールは、最も特権が少ない InfoSphere Business
Glossary ロールです。

Business Glossary 資産割り当て者ロール
Business Glossary 資産割り当て者は、InfoSphere Information Server スイート内の他
の製品のユーザー用にデザインされたセキュリティー・ロールです。これらの製品
の中には、InfoSphere Business Glossary にログインする必要なく、ユーザーが別の
製品から直接ビジネス・グロッサリーの内容と対話できる機能が含まれているもの
があります。このような製品のユーザーに Business Glossary 資産割り当て者ロール
が割り当てられている場合、そのユーザーは別の製品のインターフェース内から情
報資産を用語に割り当てることができます。例えば、IBM InfoSphere Information
Analyzer のユーザーは、ビジネス・グロッサリーの用語とカテゴリーに資産を割り
当てることができます。
関連概念
『ワークフロー・ロール』
ワークフロー・ロールを IBM InfoSphere Business Glossary ユーザーに割り当てる
ことができます。ワークフロー機能が有効である場合、これらのロールはグロッサ
リーをデプロイするステージに関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。
関連情報
Web コンソールでのセキュリティー・ロールの割り当て

ワークフロー・ロール
ワークフロー・ロールを IBM InfoSphere Business Glossary ユーザーに割り当てる
ことができます。ワークフロー機能が有効である場合、これらのロールはグロッサ
リーをデプロイするステージに関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。
Business Glossary アドミニストレーターは、ワークフロー機能を有効または無効に
することができます。ワークフローが有効である場合、アドミニストレーターは 1
人以上の InfoSphere Business Glossary ユーザーにパブリッシャー・ロールを割り当
てることができます。ワークフローが有効である場合、編集特権を持たないユーザ
ーに対してグロッサリー内容を使用可能にできるのは、パブリッシャー・ロールを
第 3 章 グロッサリー概念
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持つユーザーのみです。ワークフローが無効である場合は、グロッサリーを編集す
る許可を持つユーザーによって行われた変更は即時に反映されます。
関連概念
22 ページの『セキュリティー・ロール』
セキュリティー・ロールにより、Business Glossary ユーザーに、タスクを実行する
ためのさまざまなレベルの権限が与えられます。
『カテゴリー許可』
Business Glossary アドミニストレーターは、特定のユーザーが特定のグロッサリ
ー・カテゴリーにアクセスをするのを制限できます。

スチュワード
スチュワードは、メタデータ・リポジトリー内の資産の定義、目的、および使用に
ついて担当するユーザーまたはユーザー・グループです。
グロッサリーを使用して作業するスチュワードは通常、Business Glossary 作成者ロ
ールを持ち、そのユーザーまたはグループが適切な連絡先となる資産に割り当てら
れます。
スチュワードシップをユーザーまたはユーザー・グループに割り当てることができ
ますが、割り当てられるスチュワードはグロッサリーのユーザーである必要はあり
ません。例えば、スチュワードは、ERwin からの物理モデルのスチュワードであっ
たり、IBM InfoSphere Information Analyzer または IBM InfoSphere DataStage® から
の資産のスチュワードであったりします。
1 つの資産に対して 1 つのスチュワードのみが可能です。
スチュワードを持つ資産の詳細ページを表示すると、そのスチュワードへのリンク
が表示されます。このリンクにより、そのスチュワードの詳細ページが開きます。
IBM InfoSphere Information Server に構成されているスチュワードの連絡先情報が含
まれています。

カテゴリー許可
Business Glossary アドミニストレーターは、特定のユーザーが特定のグロッサリ
ー・カテゴリーにアクセスをするのを制限できます。
デフォルトで、すべての IBM InfoSphere Business Glossary ユーザーは、グロッサ
リー内のすべてのカテゴリーと用語を表示できます。ただし、Business Glossary ア
ドミニストレーターは、特定のユーザーのみが表示を許可される一部のカテゴリー
を指定できます。このようにして、グロッサリー・アドミニストレーターは、特定
のカテゴリーとその関連内容へのアクセスを特定のグロッサリー・ユーザーに制限
できます。
InfoSphere Business Glossary は、ワークフロー機能が有効であるか無効であるかに
応じて、異なるタイプのカテゴリー許可をサポートします。ワークフロー機能が無
効である場合、Business Glossary アドミニストレーターは「グロッサリー許可」と
いう許可を設定できます。ワークフロー機能が有効である場合、Business Glossary
アドミニストレーターは開発グロッサリーの許可とパブリッシュ済みグロッサリー
の許可の 2 つのタイプの許可を設定できます。
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以下のセキュリティー・ロールを持つユーザーに対してカテゴリー許可を設定でき
ます。
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 資産割り当て者
Business Glossary アドミニストレーターには、開発グロッサリーとパブリッシュ済
みグロッサリーの両方のグロッサリー内のすべてのカテゴリーに対して無制限のア
クセス権限があり、これらのアクセス権限は制限できません。
各タイプの許可について以下の表で説明します。
表 2. カテゴリー許可のタイプ
許可タイプ

ワークフローが有効である
か無効であるか

グロッサリー許可

無効

説明

ユーザーに許可されていな
いカテゴリーの結果

ワークフロー機能が無効で v そのカテゴリーと関連内
ある場合、Business Glossary
容が検索結果に含まれま
アドミニストレーター以外
せん。
の任意のセキュリティー・
v そのカテゴリーと関連内
ロールを持っているユーザ
容が、カテゴリー・ツリ
ーが表示を許可されるカテ
ーやコンテキストなどの
ゴリーとカテゴリー内容を
他のグロッサリー表示に
決定します。Business
示されません。
Glossary 作成者ロールを持
つユーザーは、許可されて v ユーザーが Business
Glossary 作成者である場
いるカテゴリーに含まれる
合、そのユーザーはカテ
用語またはサブカテゴリー
ゴリーでの用語の作成ま
を作成したり編集したりす
たは編集、カテゴリーの
ることができます。Business
サブカテゴリーの作成、
Glossary 資産割り当て者ロ
またはカテゴリーとの用
ールを持つユーザーは、許
語や他の資産の関連付け
可を割り当てられているカ
を行うことができませ
テゴリーに含まれている用
ん。
語に資産を割り当てること
ができます。
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表 2. カテゴリー許可のタイプ (続き)
許可タイプ

ワークフローが有効である
か無効であるか

開発グロッサリーの許可

有効

説明
グロッサリー編集者または
パブリッシャーに指名され
たユーザーが開発グロッサ
リー内で表示、編集、およ
び変更可能なカテゴリーお
よびカテゴリー内容を決定
します。Business Glossary
作成者のみに開発グロッサ
リーでのカテゴリーに対す
る許可を割り当てることが
できます。

ユーザーに許可されていな
いカテゴリーの結果
v そのカテゴリーと関連内
容が検索結果に含まれま
せん。
v そのカテゴリーと関連付
内容は、カテゴリー・ツ
リーまたはコンテキスト
などの他のグロッサリー
表示や、ドラフト、承認
待ち、承認済みの用語の
表示に示されません。
v ユーザーは制限されたカ
テゴリー内の内容をまっ
たく表示できないため、
グロッサリー編集者であ
ったとしても、カテゴリ
ーでの用語の作成または
編集、カテゴリーのサブ
カテゴリーの作成、また
はカテゴリーとの用語お
よび他の資産の関連付け
を行うことはできませ
ん。
v ユーザーがパブリッシャ
ーである場合、そのユー
ザーは制限されたカテゴ
リーでの内容の承認、ド
ラフトへの差し戻し、ま
たはパブリッシュを行う
ことができません。

パブリッシュ済みグロッサ
リーの許可

有効

ワークフロー機能が有効で v そのカテゴリーと関連内
ある場合、Business Glossary
容が検索結果に含まれま
アドミニストレーター以外
せん。
の任意のセキュリティー・
v そのカテゴリーと関連内
ロールを持ったユーザーが
容が、カテゴリー・ツリ
パブリッシュ済みグロッサ
ーやコンテキストなどの
リー内で表示を許可される
他のグロッサリー表示に
カテゴリーとカテゴリー内
示されません。
容を決定します。

カテゴリー許可は個別ユーザーまたはユーザー・グループに設定できます。許可を
設定するには、InfoSphere Business Glossary「管理」ページから適切な許可タイプを
選択します。
カテゴリー許可は、親カテゴリーからサブカテゴリーおよびそれらの内容に継承さ
れます。したがって、ユーザーに対する許可が変更され、ユーザーの特定の親カテ
ゴリーへのアクセス権限がなくなった場合、そのユーザーはその親カテゴリーから
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始まるカテゴリー・ツリー内のどの場所でも下位にあるすべてのサブカテゴリーま
たは用語に対するアクセス権限もなくなります。また、グロッサリー作成者が用語
またはサブカテゴリーの親カテゴリーを変更すると、新しい親カテゴリーへのアク
セスを許可されたユーザーしか、その用語やサブカテゴリーにアクセスできなくな
ります。
カテゴリー許可は、InfoSphere Business Glossary ブラウザー、IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere、および InfoSphere Business Glossary REST API で施
行されます。
アクセス権限を定義できるユーザー・セットには、ユーザー・グループも含まれま
す。ユーザー・グループのメンバーのうち、特定の InfoSphere Business Glossary セ
キュリティー・ロールを割り当てられていない個々のユーザーには、そのグループ
に表示が許可されているカテゴリーと用語のみにアクセスする許可が与えられま
す。ユーザー・グループのメンバーに別のセキュリティー・ロールも割り当てられ
ている場合は、最も高い特権ロールによってカテゴリー許可が決定されます。ある
ユーザーが、Business Glossary 基本ユーザー・ロールまたは Business Glossary ユー
ザー・ロールを持つユーザー・グループに属し、かつ、それと同じロールをユーザ
ー個人としても割り当てられている場合、そのユーザーにはグループの許可とは異
なるカテゴリー許可を割り当てることができます。
カテゴリー許可を構成した後、次のグロッサリー・セッション以降、選択されたユ
ーザーがアクセスできるのは、アクセス権限を持つカテゴリーとそれに含まれる用
語のみです。カテゴリーがどのユーザーにも使用できないか、または一部のユーザ
ーしか使用できない場合は、各許可構成ページのカテゴリー・ツリーでカテゴリー
名変更の横にビジュアル・アイコンが表示されます。
関連概念
25 ページの『ワークフロー・ロール』
ワークフロー・ロールを IBM InfoSphere Business Glossary ユーザーに割り当てる
ことができます。ワークフロー機能が有効である場合、これらのロールはグロッサ
リーをデプロイするステージに関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。
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第 4 章 グロッサリーの計画、デザイン、およびデプロイ
ビジネス・グロッサリーは、エンタープライズ全体で使用される用語と関係の正式
なディクショナリーです。適切にデザインされたビジネス・グロッサリーの主な効
果の 1 つは、エンタープライズ情報の信頼性と確実性が高まることです。
ビジネス・グロッサリーの開発は、拡張が容易でかつフレキシブルです。 IBM
InfoSphere Business Glossary は、ビジネス言語およびそのビジネス言語と情報資産
との関係を記述する豊富な意味情報を収容し、表示できます。しかし、カテゴリー
と用語のみを持つ単純なグロッサリーをデプロイできます。グロッサリー内容をデ
プロイする便利なアプローチは、このような言語ベースの資産から始めて、後でグ
ロッサリー内容と関係を拡張することです。
InfoSphere Business Glossary を使用して、さまざまな方法およびフォーマットで用
語とカテゴリーをグロッサリーにインポートできます。さらに、IBM Industry
Models の IBM Business Glossary Pack コンポーネントを使用して、ユーザーの業
界に適したグロッサリー・モデルをインポートできます。メタデータ・リポジトリ
ーにインポートされた BI モデルおよび論理データ・モデル資産を用語とカテゴリ
ーに変換することもでき、メタデータ・リポジトリーにインポートされた IBM
InfoSphere Data Architect 命名モデル語を用語に変換できます。
技術顧問、データ設計者、およびビジネス・アナリストのチームで、グロッサリー
の開発およびメンテナンスを指導するガバナンス・チームを組織します。グロッサ
リー構造を計画する場合、チームは以下の質問を考慮します。
v どのカテゴリーと用語が必要か。どのカテゴリーにどの用語が含まれるか。
v グロッサリーにインポート可能な既存のカテゴリーと用語があるか
v どのカテゴリーがトップレベル・カテゴリーか。どれがサブカテゴリーか。
v どのグロッサリー・プロパティーを使用して、概念が互いに関連している状態を
表現するか。
v どのカスタム属性フィールドをグロッサリーで定義して、ユーザーの組織に関す
る追加の情報タイプを取り込むか。
グロッサリー構造を作成する前にこうした点を把握しておくと、ユーザーが理解し
やすいように単純で、エンタープライズの目標に対応した構造をビルドすることが
できます。
カテゴリーと用語に加えて、ビジネス・グロッサリーには、メタデータ・リポジト
リー内のデータベース表、ジョブ、レポートなどの他の資産に関する情報も含まれ
ています。どの資産がどの用語に関連するか、どの用語が他の用語に関連するか、
どの用語が他の用語を参照するかを、事前に決めておくことができます。あるい
は、グロッサリー構造のビルドが完了するまで待ってから、この決定を行うことも
できます。
グロッサリーを計画し、ビルドして、エンタープライズに使用可能にするには、次
の手順で行います。
1.

32 ページの『グロッサリー・ガバナンス・チームの確立』
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2.

35 ページの『グロッサリーのカテゴリー構造のデザイン』

3.

36 ページの『事前情報の収集』

4.

39 ページの『グロッサリー内容のデザインと開発』

5.

44 ページの『グロッサリー環境のカスタマイズ』

6.

44 ページの『カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する』

7.

46 ページの『他の資産のデータをメタデータ・リポジトリーに設定する』

8.

48 ページの『スチュワードの割り当て』

9.

49 ページの『グロッサリーをエンタープライズに使用可能にする』

関連情報
グロッサリー概念
IBM InfoSphere Business Glossary の使用を開始する前に、いくつかの概念をよく理
解する必要があります。

グロッサリー・ガバナンス・チームの確立
グロッサリー・ガバナンスとは、組織がグロッサリーの内容の監視および責務の維
持に使用する手順です。複数部門からのチームがグロッサリー・ガバナンスに対し
て責任を持ちます。
正しい用語およびカテゴリー内容をビジネス・グロッサリーに取り込むには、エン
タープライズ内のサブジェクト・エリアに関して最も理解している人を特定しま
す。
通常は、グロッサリーのデザインおよびメンテナンスには次のようなさまざまな人
が関係します。
v 用語のビジネス上の使用、その従属性、および他の用語との関係について理解し
ている技術顧問。この技術顧問が、新規の用語を作成し、定義します。
v ビジネス・エンティティーごとの用語のビジネス定義を理解しているビジネス・
アナリストで、ビジネス対象者に情報を配布するための要件を受け取っている
人。このビジネス・アナリストが技術顧問とともに作業して、レポート、アプリ
ケーション、および一般のコミュニケーションで使用される最も一般的な単語を
表す用語のリストを設定します。また、用語定義がエンタープライズの目標と整
合することも確認します。
v 用語が割り当てられる可能性のあるデータ・ソースの物理上および構造上の性質
を理解しているデータ設計者。このデータ設計者が、用語または、用語に割り当
てるデータベース表、ジョブなどの資産を見つけます。また、用語とその物理ス
トレージ・ロケーションとの間の関係も確立します。
v 組織内の準拠に関する問題の監視および管理を担当する準拠監視者。この準拠監
視者が、用語定義と、他の用語および資産に対する関係が、ビジネス・ポリシー
と法規制に準拠することを確認します。
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関連情報
グロッサリーのロールと許可
ユーザー・ロールとカテゴリー許可を組み合わせて、ユーザーがグロッサリーを使
用して実行できる機能を制御し、グロッサリー内容の観点からユーザー権限を定義
します。

グロッサリー・ワークフロー・ロールの定義
グロッサリー・ユーザーは、通常はグロッサリー・ガバナンス・チームのメンバー
であり、このユーザーにはグロッサリー内容の作成と編集、承認、およびパブリッ
シュのロールを割り当てることができます。
IBM InfoSphere Business Glossary は、ワークフロー機能を使用して、グロッサリー
内容の開発とデプロイの段階的なプロセスをサポートします。ワークフロー機能は
オプションです。ワークフロー機能が有効である場合、ビジネス・グロッサリーに
対する変更と追加は、反復プロセスの中の以下の個別のフェーズで行われます。
1. 作成
2. 承認
3. パブリッシュ
グロッサリー内容は、最初にパブリッシュされた後、エンタープライズのニーズに
基づいて継続的に改訂し、リパブリッシュすることができます。
ワークフロー機能が有効である場合、InfoSphere Business Glossary には、指定され
た許可を持つユーザーに対して以下の 2 つのバージョンのグロッサリーが表示され
ます。
開発グロッサリー
作成中または改訂中だがパブリッシュされていないグロッサリー内容を含む
グロッサリーのバージョン。Business Glossary 作成者または Business
Glossary アドミニストレーターのセキュリティー・ロールを持つユーザーの
みが開発グロッサリーを表示できます。ユーザーが表示できる固有の内容
は、開発グロッサリーの追加の許可によって決定されます。
パブリッシュ済みグロッサリー
いずれかの InfoSphere Business Glossary セキュリティー・ロールを持つす
べてのグロッサリー・ユーザーが表示可能なグロッサリーのバージョン。ユ
ーザーが表示できる固有の内容は、パブリッシュ済みグロッサリーの追加の
許可によって決定されます。
ワークフロー機能を使用する場合、ビジネス・ガバナンス・チームに属している特
定の Business Glossary ユーザーに、編集者とパブリッシャーのワークフロー・ロー
ルを割り当てます。ワークフローが有効である場合、少なくとも 1 名のユーザーが
グロッサリー編集者として指名され、少なくとも 1 名のユーザーがグロッサリー・
パブリッシャーとして指名される必要があります。これらのロールを割り当てるの
は、Business Glossary アドミニストレーターです。
ワークフロー編集者ロールを持つユーザーは、用語とカテゴリーを作成および編集
できます。用語またはカテゴリーの定義が完成したら、編集者は新規の内容と変更
された内容をパブリッシャーに送信します。パブリッシャーは、内容を承認する
か、あるいはそれをドラフト状態に戻すことによってリジェクトします。パブリッ
第 4 章 グロッサリーの計画、デザイン、およびデプロイ
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シャーに表示されている、開発グロッサリー内で検討中のすべての内容が承認され
たら、パブリッシャーはそれをパブリッシュできます。パブリッシュされると、以
前は開発グロッサリーでのみ表示可能であった内容がパブリッシュ済みグロッサリ
ーで表示できるようになります。新規または変更済みの内容がパブリッシュされる
と、影響を受けたカテゴリーへのアクセスが許可されているすべてのグロッサリ
ー・ユーザーが変更内容を表示できるようになります。

図 1. ワークフロー・プロセス

1 名のユーザーに編集者とパブリッシャーの両方のロールを割り当てることができ
ます。複数のユーザーに編集者とパブリッシャーの両方のロールを割り当てること
もできます。ビジネス・グロッサリーの特定のサブセットを担当してもらうよう、
編集者ロールまたはパブリッシャー・ロールを持つ別々のユーザーに異なる開発グ
ロッサリー・カテゴリー許可を割り当てることができます。
ワークフロー機能が無効である場合、グロッサリー内容に対する変更内容および追
加内容は、保存またはインポートされるとすぐに、状況プロパティーの値に基づい
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てユーザーに使用可能になります。まだ改訂中の内容は、このプロパティーを使用
してユーザーに対して非表示にすることができます。
関連情報
ワークフロー・ロール
ワークフロー・ロールを IBM InfoSphere Business Glossary ユーザーに割り当てる
ことができます。ワークフロー機能が有効である場合、これらのロールはグロッサ
リーをデプロイするステージに関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。
ワークフローが有効である場合のグロッサリー内容のデプロイ
ワークフローが有効である場合、グロッサリー内容をユーザーに対して使用可能に
するには、承認およびパブリッシュのプロセスを経る必要があります。

グロッサリーのカテゴリー構造のデザイン
データ設計者および技術顧問が、ユーザーがビジネスに関する情報を直観的に探す
方法を反映した、カテゴリーの階層を確立します。
一般的な方式は、ビジネスを顧客や製品などのサブジェクト・エリアで分割しま
す。この方法は、エンタープライズ全体のデータ・ガバナンス、カスタマー・デー
タ統合 (CDI)、またはマスター・データ管理 (MDM) プロジェクトを実施する組織
には効果的です。2 つめの方式としては、マーケティング、財務、および人事など
の部門によって、トップレベル・カテゴリーを分割します。独立したビジネス単位
のある大企業の場合、この方式では、そのビジネス単位をトップレベル・カテゴリ
ーに編成できます。
カテゴリーと用語が複数の言語である場合、それぞれの国または言語をトップレベ
ル・カテゴリーとします。このデザインによって、ユーザーの言語に該当するトッ
プレベル・カテゴリー内を検索できるようになります。各言語のサブカテゴリー構
造は、パラレルにします。
サブカテゴリーの編成は、ビジネス領域と、その用語がどのカテゴリーに属すると
ユーザーが考えるかに応じて行います。
IBM InfoSphere Business Glossary のブラウザー・インターフェースに用語が表示さ
れるときに、用語のコンテキスト、つまりパスによって、用語の意味に関する重要
な情報を示すことができます。例えば、用語「財務サービス返済金タイプ」のコン
テキストは、「マーケティング」>>「地域」>>「NE 地域」です。コンテキスト
で、用語が、カテゴリー「マーケティング」のサブカテゴリーである、カテゴリー
「地域」に含まれていることを示します。
特定のカテゴリーに含まれるものとして用語を定義することに加え、特定の用語が
それを含むカテゴリー以外のカテゴリーによって参照されることを指定することも
できます。これは、用語をカテゴリーに関連付けるもう 1 つの方法です。例えば、
用語に対して複数の関係を持つ 2 つのカテゴリーがある場合に、一方のカテゴリー
は用語の親カテゴリーで、もう一方は参照カテゴリーである場合があります。
ラベルも、カテゴリー構造以外に、用語とカテゴリーを 1 つのグループにする別の
方法を提供します。
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関連概念
44 ページの『カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する』
カテゴリー構造と各カテゴリーに含める用語を決定したら、カテゴリーと用語を作
成するかまたはグロッサリーにインポートします。
43 ページの『用語、カテゴリー、およびその他の資産に対するラベルの定義』
メタデータ・リポジトリー内のあらゆるタイプの資産をカテゴリー化する方法をユ
ーザーに提供したい場合にラベルを定義します。ラベルは、検索およびフィルタリ
ングに使用できます。
関連情報
グロッサリー・ブラウザーへのアクセス
カテゴリー
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。

事前情報の収集
グロッサリーの作業を開始するのに既存の内容を活用すると、グロッサリーのデプ
ロイメントを早めることができます。グロッサリー内容のソースとグロッサリー内
容に関連した情報資産のソースを決定します。

カテゴリーと用語のソースの収集
エンタープライズに既に存在したり、外部ソースにあるカテゴリーと用語のデータ
をグロッサリーに設定することができます。
カテゴリーと用語には、説明、親カテゴリー、関連用語、およびラベルやカスタム
属性などのカスタム・プロパティーなど、関連付けられているプロパティーが多数
あります。
カテゴリー、用語、およびそれらのプロパティーは、以下のソースからインポート
できます。
v カテゴリー、用語、およびカスタム属性の既存のリスト、または既存のデータ・
ディクショナリー
既存のリストまたは既存のデータ・ディクショナリーからのカテゴリーと用語
は、ビジネス・グロッサリーにインポートできるフォーマットでなければなりま
せん。フォーマットは、Extensible Markup Language (XML) でもコンマ区切り値
(CSV) でもかまいません。XML または CSV フォーマットのインポート・テン
プレートを IBM InfoSphere Business Glossary からダウンロードできます。
この 2 つのフォーマットの相違点は、以下のとおりです。
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XML

XML フォーマットは、CSV フォーマットよりも包括的で堅固です。こ
のフォーマットでは、カスタム属性、スチュワードへのリンク、および資
産へのリンクを作成できます。

CSV

CSV フォーマットは、XML 言語の使用経験のないユーザーに適してい
ます。
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CSV ファイルへのデータ設定をしやすくするために、トップレベル・カ
テゴリーと 1 レベルのサブカテゴリーのみのカテゴリー構造から始めま
す。
IBM InfoSphere DataStage で、データ・ソースから用語とカテゴリーを抽出し、
InfoSphere Business Glossary と互換性がある CSV または XML フォーマットの
ファイルを作成するジョブをデザインすることができます。
v IBM Industry Models
エンタープライズで以前に用語とカテゴリーを作成していなかった場合は、IBM
Industry Models を使用できます。これは、金融、銀行、医療、および保険など
の、さまざまな業界の準備済みグロッサリー・モデルのコレクションです。この
モデルには通常、以下の機能が組み込まれています。
– ビジネス用の用語とその定義の総合的なリスト
– カテゴリーと用語を持つグロッサリーへの依存関係がある資産を含むデータウ
ェアハウス・モデル
用語とカテゴリーは、メタデータ・リポジトリーに直接インポート可能な命名モ
デル (.ndm) または XML ファイルとして提供されます。 IBM InfoSphere
Business Glossary インポート・ウィザード (XML ファイルの場合) または
glossary import コマンド (XML または .ndm ファイルの場合) を使用して、イン
ポートできます。
注: IBM Industry Models は大容量であり、多くの場合エンタープライズに必要な
資産を選択する必要があります。インポートする前に、エンタープライズでは通
常、モデル・コンサルタントとともに作業してモデルを編集し、エンタープライ
ズに必要な資産のみが含まれるようにします。インポート前の編集によって、グ
ロッサリーにインポートする資産の管理が容易になります。
v 論理データ・モデル
論理データ・モデル資産は、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して
メタデータ・リポジトリーにインポートできます。その後、資産管理 CLI で
ldm2bg コマンドを使用すると、論理データ・モデル資産を用語に変換できます。
このコマンドを使用すると、用語への資産の割り当てが生成済みの用語と論理モ
デル・エレメント間で自動的に生成されます。
v ビジネス・インテリジェンス (BI) モデル
BI モデルは、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager またはインポート・エク
スポート・マネージャーを使用してメタデータ・リポジトリーにインポートでき
ます。その後、資産管理 CLI で bi2bg コマンドを使用すると、BI モデル資産を
カテゴリーと用語に変換できます。
v 資産管理 CLI で glossary import コマンドを使用して、InfoSphere Data
Architect 命名モデル (.ndm files) をメタデータ・リポジトリーにインポートし、
命名モデル語を用語に変換できます。
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関連概念
カテゴリー
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
用語
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
グロッサリー資産の import コマンド
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容の生成
44 ページの『カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する』
カテゴリー構造と各カテゴリーに含める用語を決定したら、カテゴリーと用語を作
成するかまたはグロッサリーにインポートします。
関連資料
グロッサリー内容のインポートとエクスポート
グロッサリー・アドミニストレーターは、外部ファイルとの間でグロッサリー内容
をインポートおよびエクスポートできます。外部ファイルを使用すると、グロッサ
リー内容の編集、他のソースからグロッサリーへの内容の取り込み、あるグロッサ
リーから別のグロッサリーへの内容の転送をおこなうことができます。
グロッサリー内容のインポートとエクスポート

他の資産のソースの収集
技術情報資産を用語に割り当てて、資産にビジネスでの意味を付与することができ
ます。これらの資産のソースを識別します。
資産を用語に割り当てるには、事前に資産を電子的にアクセス可能にする必要があ
ります。これは、資産を IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジト
リー内に置くか、外部資産である場合は、ローカル・ファイルからアクセス可能に
するか、ネットワーク接続を介してアクセス可能にすることによって実現します。
資産がリポジトリー内にある場合は、IBM InfoSphere Business Glossary 内からそれ
らを表示および選択できます。外部資産の場合は、資産へのリンクを提供できるよ
うに電子的に資産にアクセスする方法 (ネットワーク・パスや URL) を特定する必
要があります。
メタデータ・リポジトリー内の資産は、以下のソースから取得できます。
v IBM InfoSphere Data Architect 内の IBM Industry Models
このモデルには通常、データウェアハウス・モデルが組み込まれています。この
ようなデータウェアハウス・モデルには、論理データ・モデル、物理データ・モ
デル、および実装済みデータ・リソースに関連付けられた資産を含めることがで
きます。データウェアハウス・モデルには、それらの資産に割り当てられた用語
とカテゴリーを持つグロッサリーも既に含まれている場合があります。
v 独立系ソフトウェア・ベンダーのメタデータ
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IBM InfoSphere Metadata Asset Manager および適切なブリッジを使用して、資産
をメタデータ・リポジトリーにインポートできます。以下のタイプの資産につい
てのメタデータをインポートできます。
– ドメインおよびパッケージなどの論理データ・モデル・エンティティー
– デザイン表、物理ストアード・プロシージャー、および物理ドメインなどの物
理データ・モデル資産
– データベース表および列などの実装済みデータ・リソース
– BI モデルなどのビジネス・インテリジェンス (BI) メタデータ
例えば、ODBC 3.0 Metabroker を使用して、ODBC 3.0 プロトコルをサポートし
ているデータベースからメタデータをインポートできます。
v IBM InfoSphere Information Server スイートのツールによって生成またはインポー
トされたメタデータ。
メタデータは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage™、IBM InfoSphere
FastTrack、IBM InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere Metadata
Workbench、IBM InfoSphere Data Architect および IBM InfoSphere Discovery な
どのツールで生成できます。
多くの場合、このメタデータは、生成された結果としてメタデータ・リポジトリ
ー内にあるため、追加のインポート処理を行う必要はありません。一部のケース
において、適切な IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges および IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してデータをインポートする必要があ
ります。例えば、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager および IBM InfoSphere
Data Architect Metabroker ブリッジを使用して、ETL ジョブ用のデータ・モデル
とそれに対応するビジネス・グロッサリーを作成できます。
外部資産は、InfoSphere Information Server 以外の資産管理システムとデータベー
ス、Web サイト、および共有ネットワーク・ドライブなど、多数のソースから取得
できます。
関連概念
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートとエクス
ポート
46 ページの『他の資産のデータをメタデータ・リポジトリーに設定する』
資産を用語に割り当てるには、事前に資産がメタデータ・リポジトリーに存在して
いる必要があります。

グロッサリー内容のデザインと開発
新規にビジネス・グロッサリーをデザインする場合でも、エンタープライズ全体に
存在する 1 つ以上のグロッサリーからグロッサリーをデザインする場合でも、プロ
セスは同様です。カテゴリー、用語、およびそれらの関係を作成するときに、用語
に必要なカスタム・プロパティーと、適切なスチュワードも計画します。
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用語の定義
エンタープライズ全体の用語を定義して、部門、プロジェクト、または製品間の明
瞭性と互換性を確実にします。ガイドラインに従って、明瞭かつ意味のある用語を
作成するようにしてください。
用語の作成に関するヒントを次に示します。
v 用語名が長い場合は、名前の分割にアンダースコアーやハイフンでなくスペース
を使用します。こうしないと、長い名前が結果表に表示されたときに、名前が折
り返されず、隣接の列が狭められます。例えば、
『Northeast_Office_Billing_Address』 ではなく、『Northeast Office Billing
Address』 を使用します。
v International Organization for Standardization and the International Electrotechnical
Commission (InterISO/IEC 11179–4) で決定された標準に従って用語を定義しま
す。
– 用語名は単数形で記述する
– 説明は、句、または数個のセンテンスで述べる
– その用語の基になる概念は説明から除外し、他の用語の定義も含めないように
する
– 用語の概念を記述するようにし、その用語の反対概念のみの記述にしない
– 説明には一般的に理解される省略形のみを使用する
v さらに、ISO/IEC 11179–4 によれば、用語の説明は以下のようにする必要があり
ます。
– 概念の本質的な意味を述べる
– 正確に、曖昧性がなく、簡潔にする
– 独立型であるようにする
– 根拠、機能の使用法、または手順情報を含めないで説明する
– 他の用語定義を使用する定義は避ける
– 関連定義には、同じ用語と一貫性のある論理構造を使用する
– 定義するメタデータ項目のタイプに適切なものとする
同じ用語について部門、プロジェクト、または製品ラインで異なる意味を持つ場合
は、すべての定義をまとめて検討し、技術顧問に共通定義を提示させるようにしま
す。共通定義が得られない場合は、単一用語から複数の用語を作成し、用語名の中
に用語のコンテキストを明示します。
複数の用語の名前を同じにできるのは、これらが異なるカテゴリーにある場合のみ
です。このシナリオでは、用語を含むカテゴリーによって、用語に関する追加情報
が示されます。
例えば、用語「住所」は、配送では『出荷住所』、会計では『請求先住所』、販売
では『連絡先住所』を意味します。以下のいずれかの方法でこれらを定義すること
ができます。
v 異なる用語を持つ単一カテゴリーを作成します。
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同じカテゴリーに、用語「出荷住所」、「請求先住所」、および「連絡先住所」
を作成します。各用語の「説明 (略記)」と「説明 (すべて)」フィールドに、関連
部門に固有の定義を指定します。
この方式で、固有の定義を持つ用語を作成できます。
v 各カテゴリーに同じ名前の用語が含まれる、別々のカテゴリーを作成します。
配送、会計、および販売カテゴリーに、用語「住所」を作成します。用語はそれ
ぞれ異なるカテゴリーに含まれ、用語定義は各部門に固有であることを示しま
す。
この方式では、いくつかの用語定義を単一定義に結合します。用語の意味を理解
するには、それを含むカテゴリーを参照する必要があります。
また、用語名を作成する際は、ユーザーがグロッサリー・ツールで用語を検索およ
び表示する方法をよく理解してください。例えば、ストリング「口座番号」の検索
結果の上位に表示されるのは、「振込先口座番号」と「口座番号」などの 2 つの用
語であるとします。ユーザーが用語にどのようにアクセスしているかが分かると、
用語名に修飾語を追加する必要のある場合と複数の説明を用語の説明として含めた
方がよい場合を判別するのに役立ちます。
関連概念
35 ページの『グロッサリーのカテゴリー構造のデザイン』
データ設計者および技術顧問が、ユーザーがビジネスに関する情報を直観的に探す
方法を反映した、カテゴリーの階層を確立します。
用語
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
関連情報
ISO 規格に従った、適切および不適切な用語定義の例

用語と用語の関連付け
ある用語を別の用語に関連付けて、追加情報を示すことのある他の用語をユーザー
に提供します。
他の用語との用語の関係は、以下のように定義できます。
v 同じ意味を持つ異なる用語は同義語として定義できます。
v 同義語ではないが、何か別の点で関連する用語を関連用語として定義できます。
v 用語は用語に割り当てできます。
v もはや使用しない用語に、非推奨状況になっている別の用語との「置換される用
語」関係を提供できます。
通常は、グロッサリーについて全体的な知識を持つ技術顧問が、どの用語を他の用
語に関連付けるかを決定します。
IBM InfoSphere Business Glossary 内またはインポート対象のグロッサリー・ファイ
ル内に用語を作成するときに、関係を定義できます。
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インポート・ツールとして IBM Rational Data Architect を使用する計画の場合は、
このツールを使用して用語を関連付けしてからビジネス・グロッサリーにインポー
トできます。用語間の関係は、ビジネス・グロッサリー内で持続します。
関連情報
関係
いくつかの用語およびカテゴリーのプロパティーは、メタデータ・リポジトリー内
の用語、カテゴリー、および他の資産間の関係を定義します。

カスタム・プロパティーの定義
用語とカテゴリーに対してカスタム・プロパティーを定義できます。カスタム・プ
ロパティーには、カスタム属性とラベルがあります。
IBM InfoSphere Business Glossary には、作成した用語およびカテゴリーを記述する
ために使用可能な一連の標準プロパティーが用意されています。これらの標準プロ
パティーではニーズを満たさない場合、カスタム・プロパティーを定義できます。
カスタム・プロパティーには、次の種類があります。
v カスタム属性
v ラベル
カスタム属性はユーザーが定義できる追加のプロパティーで、用語やカテゴリーを
記述するのに役立ちます。ラベルはユーザーが定義できるキーワードで、メタデー
タ・リポジトリー内のどのタイプの資産でも記述することができます。ユーザー
は、カスタム属性とラベルの両方を使用して、ビジネス・グロッサリー内での検索
を絞り込むことができます。また、ユーザーはラベルのリストを参照し、ドリルダ
ウンしてどの資産に特定のラベルが適用されているかを検索できます。
関連情報
カスタム・プロパティー
カスタム・プロパティーは、用語およびカテゴリーの作成者が使用できるように、
事前に構成しておく必要のあるプロパティーです。

用語とカテゴリーのカスタム属性の定義
用語またはカテゴリーを説明する追加プロパティーを作成する場合に、カスタム属
性を定義します。
カスタム属性とは、用語とカテゴリーの意味を名前、親カテゴリー、および説明な
どの標準グロッサリー属性で定義可能なものを超えて拡張する場合に作成する、カ
テゴリーと用語のプロパティーです。例えば、事前定義の列挙値が 1 から 5 で、5
が最高のデータ機密性で最大のセキュリティー影響度である、「データ機密性」と
呼ばれるカスタム属性を作成することがあります。列挙値の代わりにストリング値
を受け入れるカスタム属性を作成することもでき、それらは用語の作成者が指定で
きます。
カスタム属性を用語、またはカテゴリー、あるいはその両方用に定義するかどうか
を指定できます。
カスタム属性は、定義済みの場合、作成者が用語やカテゴリーを作成または編集す
る場合に指定しなければならないプロパティーとして表示されます。
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関連概念
カスタム属性
カスタム属性とは、標準プロパティーではニーズが満たされない場合に作成可能
な、カテゴリーと用語のプロパティーです。

用語、カテゴリー、およびその他の資産に対するラベルの定義
メタデータ・リポジトリー内のあらゆるタイプの資産をカテゴリー化する方法をユ
ーザーに提供したい場合にラベルを定義します。ラベルは、検索およびフィルタリ
ングに使用できます。
ラベルは、すべてのタイプのメタデータ・リポジトリー資産をカテゴリー化できる
方法を提供します。例えば、地域、業務の種類、プロジェクト名、またはアプリケ
ーションに対応したラベルを定義したい場合があります。多くの異なるタイプの資
産を 1 つのグループにしたい場合にラベルを定義します。1 つの資産に複数のラベ
ルを割り当てることができます。
グロッサリー・ユーザーは、特定のラベルが付いているすべての資産のリストを表
示できます。
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary 内か
らグロッサリー全体に対してラベルを定義できます。または、XML ファイルからラ
ベルをインポートして定義することも可能です。グロッサリー内でラベルが定義さ
れると、適切なロールを持つユーザーは定義済みのどのラベルでも資産に割り当て
ることができます。IBM InfoSphere Business Glossary 内からラベルを資産に割り当
てることに加え、Business Glossary 資産割り当て者ロールを持つユーザーは、IBM
InfoSphere Information Server スイートの他のツール内からラベルを資産に割り当て
ることができます。
インポートする XML または CSV ファイル内でラベルを割り当てることもできま
す。
関連情報
ラベル
ラベルは、エンタープライズにとって意味のある何らかの共通点がある資産の単純
な短い記述子です。ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できます。

スチュワードとするユーザーの選択
用語、カテゴリー、またはメタデータ・リポジトリー内の他の資産のスチュワード
とするユーザーまたはユーザー・グループを選択します。スチュワードは、資産の
定義、目的、および使用について担当します。
通常、用語、カテゴリー、またはメタデータ・リポジトリー内の他の資産のスチュ
ワードとなるユーザーを決定するのは、データ設計者です。
用語、カテゴリー、または他の資産のサブジェクト・エリアに関する専門知識を持
ったスチュワードを選択します。
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関連概念
スチュワード
スチュワードは、メタデータ・リポジトリー内の資産の定義、目的、および使用に
ついて担当するユーザーまたはユーザー・グループです。

グロッサリー環境のカスタマイズ
エンタープライズに合わせてカスタマイズするように IBM InfoSphere Business
Glossary を構成できます。
Business Glossary アドミニストレーターは、エンタープライズのニーズに合わせて
ビジネス・グロッサリーがセットアップされるように設定を構成できます。これら
の設定により、ユーザーに対するグロッサリーの表示方法や、それぞれのグロッサ
リー機能および内容にアクセスできるユーザーが制御されます。例えば、以下の項
目を構成できます。
v ログイン時にすべてのユーザーに表示されるウェルカム・テキストおよびグラフ
ィック、および名前の順序などの表示設定
v 標準または非推奨などの状況に基づいて、どの用語を表示するか
v グロッサリー・フィードバックの送信先メール・アドレス
v 双方向テキスト (右から左に読む言語) を表示するかどうか
v 用語に対する変更履歴を表示するかどうか
v カスタム属性やラベルなどのカスタム・プロパティー
v ユーザーのロールと許可
v ワークフロー機能が有効であるかどうか
v IBM Cognos Go! Search など他の製品との統合
関連情報
グロッサリーの構成
組織のニーズに合わせて IBM InfoSphere Business Glossary を構成できます。

カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する
カテゴリー構造と各カテゴリーに含める用語を決定したら、カテゴリーと用語を作
成するかまたはグロッサリーにインポートします。
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関連概念
グロッサリー資産の import コマンド
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートとエクス
ポート
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容の生成
関連資料
グロッサリー内容のインポートとエクスポート
グロッサリー・アドミニストレーターは、外部ファイルとの間でグロッサリー内容
をインポートおよびエクスポートできます。外部ファイルを使用すると、グロッサ
リー内容の編集、他のソースからグロッサリーへの内容の取り込み、あるグロッサ
リーから別のグロッサリーへの内容の転送をおこなうことができます。

カテゴリーと用語の作成またはインポート
チームがカテゴリーと用語を承認したら、該当するツールを使用して、これらをグ
ロッサリーに作成するかインポートします。

カテゴリーと用語をインポートするツール
次の表に、カテゴリーと用語をグロッサリーにインポートまたは作成するために使
用できるツールをリストします。使用するツールは、カテゴリーと用語のソースに
よって異なります。
表 3. カテゴリーと用語をグロッサリーにインポートするツール
カテゴリーと用語のソース

ツール

InfoSphere Business Glossary サ
ンプルのコンマ区切り値 (CSV)
ファイルで示されているフォー
マットに準拠した CSV フォー
マットのファイル

InfoSphere Business Glossary

InfoSphere Business Glossary ス
キーマに準拠した Extensible
Markup Language (XML) フォー
マットのファイル

InfoSphere Business Glossary

XML ファイルの使用

glossary import コマンド (資産交換 CLI)
注: XML ファイル・フォーマットには、CSV ファ
イルに比べ、用語に関連するより多くの情報が含ま
れています。

コマンド・ラインを使用した資産管理

論理データ・モデル

CSV ファイルの使用
glossary import コマンド (資産交換 CLI)
コマンド・ラインを使用した資産管理
グロッサリー資産の import コマンド

グロッサリー資産の import コマンド

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
資産交換 CLI からの ldm2bg コマンド

ビジネス・インテリジェンス
(BI) モデル

参照情報

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のイ
ンポートと管理

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
資産交換 CLI からの bi2bg コマンド

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のイ
ンポートと管理
コマンド・ラインを使用した資産管理
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容
の生成

IBM InfoSphere Data Architect
命名モデル・フォーマット
(.ndm) のファイル

glossary import コマンド (資産交換 CLI)

InfoSphere Business Glossary バ
ージョン 8.1 以降からのメタデ
ータ交換フォーマットでのグロ
ッサリー・アーカイブ・ファイ
ル

InfoSphere Business Glossary

コマンド・ラインを使用した資産管理

コマンド・ラインを使用した資産管理
glossary import コマンド (資産交換 CLI)
グロッサリー資産の import コマンド
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カテゴリーと用語を作成するツール
表 4. カテゴリーと用語を作成するツール
ツール

参照情報

IBM InfoSphere Business Glossary

グロッサリー内容のオーサリング

IBM InfoSphere FastTrack

InfoSphere FastTrack

用語を作成するために、InfoSphere FastTrack 内から InfoSphere
Business Glossary を呼び出すことができます。
IBM InfoSphere Information Analyzer

InfoSphere Information Analyzer

用語を作成するために、InfoSphere Information Analyzer 内から
InfoSphere Business Glossary を呼び出すことができます。

関連概念
カテゴリー
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
用語
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
グロッサリー資産の import コマンド
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容の生成
関連資料
グロッサリー内容のインポートとエクスポート
グロッサリー・アドミニストレーターは、外部ファイルとの間でグロッサリー内容
をインポートおよびエクスポートできます。外部ファイルを使用すると、グロッサ
リー内容の編集、他のソースからグロッサリーへの内容の取り込み、あるグロッサ
リーから別のグロッサリーへの内容の転送をおこなうことができます。
グロッサリー内容のインポートとエクスポート

グロッサリー構造の検討と改訂
チームがグロッサリーを開発する際に、カテゴリー構造、各カテゴリーに含まれる
用語、およびその用語と他の資産との関係を表示できます。
IBM InfoSphere Business Glossary を使用して、グロッサリー内のカテゴリー、用
語、およびその他の資産を参照し、編集します。カテゴリー・ツリーの構造内の変
更、用語関係の変更、およびスチュワード割り当ての確認を行うことができます。

他の資産のデータをメタデータ・リポジトリーに設定する
資産を用語に割り当てるには、事前に資産がメタデータ・リポジトリーに存在して
いる必要があります。
通常は、データ設計者が資産をメタデータ・リポジトリーにインポートします。
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さまざまなツールを使用して、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート、ジョ
ブ、論理モデル資産、物理モデル資産、および実装済みデータ・リソースなどの資
産をインポートできます。
資産のソースに基づいて、資産をインポートするツールを選択します。例えば、
IBM InfoSphere Data Architect からの物理データ・モデル資産(.dbm ファイル) また
は論理データ・モデル資産 (.ldm ファイル) をインポートするには、IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager および IBM InfoSphere Data Architect
MetaBroker を使用できます。 IBM Cognos BI レポートをインポートする場合は、
Cognos BI 8 Reporting-Content Manager ブリッジを使用できます。その後、bi2bg
コマンドを使用すると、BI モデル・エンティティーをカテゴリーと用語に変換でき
ます (資産交換コマンド・ラインから使用できます)。
注: メタデータ・リポジトリー内に存在しない資産である外部資産は、用語に割り
当てる前にインポートしておく必要はありません。
関連概念
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートとエクス
ポート
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容の生成

資産への用語の関連付け
資産を用語と関連付けると、用語に関連した実装済みデータ・リソース、論理デー
タ・モデル資産、物理データ・モデル資産、およびビジネス・インテリジェンス資
産を識別することができます。
資産を用語に関連付けるには、資産を用語に割り当てます。資産には、保管場所に
応じて以下の 2 つのタイプがあります。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にある資産。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にない資産。これ
らの資産は「外部資産」と呼ばれます。
関連情報
関係
いくつかの用語およびカテゴリーのプロパティーは、メタデータ・リポジトリー内
の用語、カテゴリー、および他の資産間の関係を定義します。

用語へのメタデータ・リポジトリー資産の割り当て
用語に資産を割り当てると、用語に関連付けられた正しいデータ・ソースがビジネ
ス・アナリストに提供されます。
通常、データ設計者またはデータ・アナリストが、ビジネス・アナリストとともに
作業して、用語に割り当てるメタデータ・リポジトリー資産を決定します。
資産のソースとして IBM InfoSphere Data Architect を使用する計画の場合は、IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してモデルをインポートする必要があり
ます。その後、InfoSphere Data Architect を使用してデータ・モデル資産を用語に割
り当てることができます。
第 4 章 グロッサリーの計画、デザイン、およびデプロイ
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他のツールを使用して資産をビジネス・グロッサリーにインポートする場合は、
IBM InfoSphere Business Glossary、IBM InfoSphere Metadata Workbench、IBM
InfoSphere FastTrack、または IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して資産
を用語に割り当てることができます。通常、多数の資産を用語に割り当てるには、
InfoSphere Business Glossary が使用されます。
次の表に、用語に資産を割り当てできるツールをリストします。
表 5. 用語に資産を割り当てるツール
ツール

参照情報

InfoSphere Business Glossary

用語およびカテゴリーの編集

IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse

93 ページの『第 9 章 Eclipse アプリケーションからのビジネス・グロッサリー
の内容へのアクセス』

InfoSphere Metadata Workbench

IBM InfoSphere Metadata Workbench

IBM InfoSphere FastTrack

メタデータのメタデータ・リポジトリーへのインポート

IBM InfoSphere Information Analyzer

インポート済みメタデータとプロジェクトとの関連付け

インポートする XML または CSV ファイルで割り当てを定義することもできま
す。
関連情報
InfoSphere Metadata Workbench の情報資産に対するアクション

用語への外部資産の割り当て
用語を定義するときに外部資産を用語に割り当てます。
IBM InfoSphere Business Glossary 内から用語を定義するときに、外部資産を用語に
割り当てます。インポートする XML または CSV ファイルで割り当てを定義する
こともできます。
関連情報
外部資産
IBM InfoSphere Business Glossary を使用して、ビジネス用語から、IBM InfoSphere
Information Server メタデータ・リポジトリーの外部にあるエンティティーへの参照
を作成できます。これらのエンティティーは「割り当て外部資産」と呼ばれます。

スチュワードの割り当て
IBM InfoSphere Information Server のユーザーを、用語、カテゴリー、またはメタデ
ータ・リポジトリー内の他の資産の定義、目的、および使用について担当するスチ
ュワードに割り当てます。
通常、スチュワードは、IBM InfoSphere Business Glossary 内から割り当てます。
IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用してスチュワードを割り当てることもで
きます。割り当てるスチュワードの数が多い場合は、IBM InfoSphere Business
Glossary を使用するのが最も効率的です。
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ユーザーをスチュワードとして割り当てるには、事前にそのユーザーが IBM
InfoSphere Information Server に存在している必要があります。ユーザーがまだ存在
していない場合、そのスチュワードは資産に割り当てられません。
ユーザーを InfoSphere Information Server に作成するか、または User Information
MetaBroker ブリッジを使用してユーザーとその連絡先情報のリストをインポートし
ます。このブリッジを使用する場合は、InfoSphere Information Server での特別なア
ドミニストレーター・ロールまたはセキュリティー・ロールは必要ありません。
関連概念
スチュワード
スチュワードは、メタデータ・リポジトリー内の資産の定義、目的、および使用に
ついて担当するユーザーまたはユーザー・グループです。
スチュワード
InfoSphere Metadata Workbench の情報資産に対するアクション
関連情報
Web コンソールでのユーザーの作成
Web コンソールでのユーザーの作成

グロッサリーをエンタープライズに使用可能にする
グロッサリーを使用する準備ができたことをチームが決定したら、グロッサリーを
エンタープライズに使用可能にします。

このタスクについて
グロッサリーの開発の最後のステップは、エンタープライズで使用可能にすること
です。

手順
1. ワークフロー機能が有効であるか無効であるかに応じて、IBM InfoSphere
Business Glossary で以下の手順を実行して、グロッサリーをユーザーに使用可能
にします。
オプション

説明

ワークフロー機能が有効である場合

グロッサリー・パブリッシャーは、グロッサ
リー全体をパブリッシュします。

ワークフロー機能が無効である場合

Business Glossary アドミニストレーターは、
標準および決定されたグロッサリーの用語と
カテゴリーを表示するように表示設定を構成
します。

2. InfoSphere Business Glossary ブラウザーを使用するかまたは IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere を使用して、新規のカテゴリーおよび用語がグロッ
サリーに表示されることを確認します。

第 4 章 グロッサリーの計画、デザイン、およびデプロイ
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関連情報
ワークフローが有効である場合のグロッサリー内容のデプロイ
ワークフローが有効である場合、グロッサリー内容をユーザーに対して使用可能に
するには、承認およびパブリッシュのプロセスを経る必要があります。
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第 5 章 IBM InfoSphere Business Glossary へのログイン
Web ブラウザーでビジネス・グロッサリーを管理、オーサリング、および表示する
ために、IBM InfoSphere Business Glossary を開きます。

始める前に
v 基本ユーザー、ユーザー、アドミニストレーター、または作成者のいずれかの
Business Glossary ユーザー・ロールを持っている必要があります。
v InfoSphere Business Glossary のインストール済み環境のホスト・サーバー名とポ
ートを知っている必要があります。また、 IBM InfoSphere Information Server の
インストール済み環境で HTTPS を使用するかどうかも知っている必要がありま
す。この情報については、InfoSphere Business Glossary アドミニストレーター、
または InfoSphere Information Server アドミニストレーターに問い合わせてくだ
さい。

手順
1. Web ブラウザーを開き、URL を次のフォーマットで入力します。
protocol://host_server:port/bg
ここで、
protocol は、次のいずれかです。
オプション

説明

https

これは、IBM WebSphere® Application Server
が HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure) を使用するように構成されている場
合に使用します。

http

これは、WebSphere Application Server が
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) を使用す
るように構成されている場合に使用します。

host_server:port の値は、WebSphere Application Server クラスタリングがサービ
ス層の構成内にセットアップされているかどうかによって異なります。
オプション

説明

クラスタリングが、セットアップされている
場合

host_server:port は、フロントエンド・ディス
パッチャー (Web サーバーまたはロード・バ
ランサーのいずれか) の名前または IP アド
レスと、ポートになります。
特定のクラスター・メンバーのホスト名やポ
ートは使用しないでください。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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オプション

説明

クラスタリングがセットアップされていない
場合

host_server:port は、WebSphere Application
Server がインストールされているコンピュー
ターのホスト名または IP アドレスと、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソー
ル に割り当てられたポートになります。

HTTPS が、接続先の IBM InfoSphere Information Server ポート上で有効になっ
ている場合、初めて グロッサリー・ブラウザー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、セキュリティー証明書に関してメッセージが
表示されます。ブラウザーのプロンプトにしたがって、証明書を受諾して、ログ
イン・ページに進んでください。
2. InfoSphere Information Server のユーザー名とパスワードを使用して、グロッサ
リー・ブラウザーにログオンします。

例
以下の例は、デフォルトの IBM InfoSphere Information Server ポート値を使用して
います。
HTTPS もクラスタリングもセットアップされていない場合、URL は、次のように
なる可能性があります。http://myhost:9080/bg
HTTPS がセットアップされていて、クラスタリングがセットアップされていない場
合、URL は次のようになる可能性があります。https://myhost:9443/bg
HTTPS がセットアップされていなくて、クラスタリングがセットアップされている
場合、URL は次のようになる可能性があります。http://myhost:80/bg
HTTPS とクラスタリングがセットアップされている場合、URL は次のようになる
可能性があります。https://myhost:443/bg
注: HTTPS を使用するクラスター環境でポートが 80 (デフォルト) の場合、ポート
番号を省略することができます。自動的に 80 が使用されます。 HTTPS を使用す
る非クラスター環境で、ポートが 443 (デフォルト) の場合、ポート番号を省略する
ことができます。自動的に 443 が使用されます。
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第 6 章 グロッサリーの管理
管理タスクの柱は、エンタープライズのニーズを満たすグロッサリーを構成するこ
とと、グロッサリー内容をユーザーに使用可能にすることです。ほとんどの IBM
InfoSphere Business Glossary 管理タスクは、「管理」タブから実行します。ワーク
フロー機能が有効である場合は、「開発グロッサリー」タブからグロッサリー内容
を使用可能にすることに関連したタスクを実行します。
「管理」タブから、グロッサリーの構成やグロッサリー内容のインポートとエクス
ポートなどのタスクを実行できます。
ワークフロー機能を使用している場合は、「開発グロッサリー」タブを使用して、
グロッサリー内容を監視、承認、およびパブリッシュします。
タブが表示されるのは、IBM InfoSphere Business Glossary にログインした後です。
タブをクリックすると、そのタブからアクセス可能なタスクのリストが表示されま
す。
テキストの表示方向を構成するために、IBM WebSphere Application Server を使用
する場合もあります。

グロッサリーの構成
組織のニーズに合わせて IBM InfoSphere Business Glossary を構成できます。
InfoSphere Business Glossary のほとんどの特性は、「管理」タブから構成します。
グロッサリー用語およびカテゴリーの意味を定義し、拡張するのに役立つ以下の項
目を構成できます。
v ラベル
v カスタム属性
v 外部資産のタイプ
v IBM Cognos 8 Go! との統合
グロッサリー内容のユーザーに対する表示方法に影響する以下の設定を構成できま
す。
v ログイン時にユーザーに表示されるウェルカム・テキストおよびグラフィック
v グロッサリーのフィードバックのためのメール・アドレス
v ユーザー名の部分の表示順序
v 状況 (標準、決定、候補、または非推奨) に基づいて表示される用語のセット
v 未定義プロパティーを表示するかどうか
v それぞれの用語への変更履歴を表示するかどうか
ユーザーの能力に影響する以下の項目を構成できます。
v グロッサリーへの全般的なアクセス権限を定義するセキュリティー・ロール
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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v ワークフロー機能が有効である場合に、選択されたユーザーに承認およびパブリ
ッシュ能力を付与するワークフロー・ロール
v 特定のユーザーのアクセスを特定の一部のグロッサリー・カテゴリーおよび用語
に制限するために使用できる内容許可
ロケール設定および IBM InfoSphere WebSphere Application Server での設定を構成
することにより、右から左に読む言語のサポートも構成できます。
関連タスク
51 ページの『第 5 章 IBM InfoSphere Business Glossary へのログイン』
Web ブラウザーでビジネス・グロッサリーを管理、オーサリング、および表示する
ために、IBM InfoSphere Business Glossary を開きます。

言語サポート
IBM InfoSphere Business Glossary は、各国語のサポートを提供します。
InfoSphere Business Glossary ユーザー・インターフェースは、各ユーザーに対して
ユーザーの Web ブラウザーで定義された言語で表示されます。ブラウザーで言語
が定義されていない、あるいは、ブラウザーで定義された言語がサポートされてい
ない場合、ユーザー・インターフェースのテキストは、IBM InfoSphere Information
Server のインストール中に選択された言語で表示されます。
オプションで ブラウザーの言語設定や InfoSphere Information Server のインストー
ル中に指定した言語設定と関係なく、特定のサポートされる言語を表示するように
InfoSphere Business Glossary を構成することができます。この設定は、IBM
WebSphere Application Server 管理コンソールから構成します。
InfoSphere Business Glossary には、右から左に表記される言語へのサポートが含ま
れています。ヘブライ語やアラビア語が構成済みの場合、ユーザー・インターフェ
ースのレイアウトは自動的に右から左に調整されます。グロッサリー内容も、表示
されている項目のテキスト内の表記方向が認識可能な最初の文字に基づいて、自動
的に右から左または左から右に調整されます。

固有のロケールの構成
IBM InfoSphere Business Glossary ロケールの設定を変更するには、IBM WebSphere
Application Server 管理コンソールで構成します。

始める前に
WebSphere Application Server アドミニストレーターでなければなりません。

このタスクについて
InfoSphere Business Glossary ユーザー専用のロケールを設定できます。他の IBM
InfoSphere Information Server 製品のユーザーは影響を受けません。この設定は、ユ
ーザーのブラウザーで構成された設定や InfoSphere Information Server のインスト
ール時に構成された設定に優先します。
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手順
1. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 「サーバー」を展開します。
3. 「アプリケーション・サーバー」をクリックします。
4. InfoSphere Business Glossary をホストするサーバーの名前をクリックします。
5. 「サーバー・インフラストラクチャー」見出しの下の「Java およびプロセス管
理」を展開します。
6. 「プロセス定義」 > 「Java 仮想計算機」 > 「カスタム・プロパティー」をク
リックします。
7. 「新規」をクリックして、以下の情報を入力します。
a. 「名前」フィールドに、user.iis.bg.locale と入力します。
b. 「値」フィールドに、言語と国を指定する値を入力します。値は、以下の表
に示されたいずれかの値になります。
値

言語

ar

アラビア語

en-US

英語 (米国)

de-DE

ドイツ語

es-ES

スペイン語

fr-FR

フランス語

he-IL

ヘブライ語

it-IT

イタリア語

ja-JP

日本語

ko-KR

韓国語

pt-BR

ポルトガル語 (ブラジル)

ru-RU

ロシア語

zh-CN

中国語 (簡体字)

zh-TW

中国語 (繁体字)

8. オプション: 説明を入力します。
9. 「適用」または「OK」をクリックして、変更内容をローカル構成に保存しま
す。
10. 「保存」をクリックして、この変更内容をマスター構成に適用します。
11. WebSphere Application Server を再始動します。
注: 設定を有効にするには、WebSphere Application Server を再始動する必要が
あります。

タスクの結果
ユーザーが InfoSphere Business Glossary にログインすると、構成したロケールで定
義された言語でユーザー・インターフェースが表示されます。
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グロッサリー内容のデプロイ
グロッサリー内容をデプロイするために使用する方法は、ワークフロー機能が有効
か無効かによって異なります。
ワークフロー機能が有効である場合、グロッサリー・パブリッシャーであるユーザ
ーが開発グロッサリー内の内容をパブリッシュして、それをエンタープライズに対
して使用可能にする必要があります。ワークフロー機能が無効である場合は、グロ
ッサリーの変更が保存されたかグロッサリー内容がインポートされたときは常に、
グロッサリーへの変更がすぐにエンタープライズに対して使用可能になります。

ワークフローが有効である場合のグロッサリー内容のデプロイ
ワークフローが有効である場合、グロッサリー内容をユーザーに対して使用可能に
するには、承認およびパブリッシュのプロセスを経る必要があります。
ワークフロー機能が有効である場合、パブリッシャーであるユーザーがグロッサリ
ー内容を承認し、明示的にパブリッシュしないと、他のグロッサリー・ユーザーは
そのグロッサリー内容を表示できません。例外として、影響されるカテゴリーに対
する開発グロッサリーの許可が付与されているユーザーは、変更内容も表示するこ
とができます。
例えば、新規用語「計算済み」がカテゴリー「リスク」に追加され、承認およびパ
ブリッシュのためにパブリッシャーに送信されている場合、Business Glossary 基本
ユーザーおよび Business Glossary ユーザーはパブリッシャーが用語「計算済み」を
パブリッシュするまでこの新規用語を表示できません。また、Business Glossary 作
成者であるがカテゴリー「リスク」への開発グロッサリーの許可を持っていないユ
ーザーも、パブリッシュされるまで新規用語を表示できません。ただし、Business
Glossary 作成者で、カテゴリー「リスク」への開発グロッサリーの許可が付与され
ているユーザーは、開発グロッサリー内に限られますが、パブリッシュされる前に
この新規用語を表示できます。
ワークフロー・プロセスは、以下のステップから構成されています。
1. Business Glossary 編集者が開発グロッサリー内の内容を変更します。この変更に
は、用語またはカテゴリーの作成、既存の用語またはカテゴリーの変更、および
用語またはカテゴリーへの削除のマーク付けがあります。変更が保存されると、
新規または変更済みの用語またはカテゴリーはドラフト状態になります。
2. 編集者が承認のためにドラフトをパブリッシャーに送信します。
3. パブリッシャーは、ドラフトを承認するか、追加の改訂のために作成者に送り返
します。
4. すべてのドラフトおよび承認待ちの内容が承認されたら、パブリッシャーはそれ
をパブリッシュします。その結果、パブリッシュ済みグロッサリーに変更内容が
表示されます。
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関連情報
グロッサリー・ワークフロー・ロールの定義
グロッサリー・ユーザーは、通常はグロッサリー・ガバナンス・チームのメンバー
であり、このユーザーにはグロッサリー内容の作成と編集、承認、およびパブリッ
シュのロールを割り当てることができます。

グロッサリー内容の承認
ワークフローが有効である場合、パブリッシャー・ロールを割り当てられているユ
ーザーは、開発グロッサリー内のドラフトの内容を承認できます。

始める前に
編集者は、承認のためにドラフトの内容をパブリッシャーに送信している必要があ
ります。

このタスクについて
グロッサリー編集者であるユーザーが用語またはカテゴリーに変更を加えて保存す
ると、変更内容は用語またはカテゴリーのドラフト・バージョンとして開発グロッ
サリーに表示されます。編集者は、承認のためにドラフト・バージョンをパブリッ
シャーに送信する必要があります。ワークフロー・プロセスの次のステップでは、
パブリッシャーが承認待ちのバージョンを承認します。パブリッシャーは、内容を
承認しないことを決定することもできます。その場合は、編集者が追加の変更を行
うことができるように用語またはカテゴリーをドラフトに差し戻します。

手順
1. 「開発グロッサリー」タブをクリックして、開発グロッサリーにナビゲートしま
す。
2. 「承認待ち」をクリックすると、承認待ちの用語とカテゴリーのリストが表示さ
れます。
3. 1 つ以上の用語またはカテゴリーを選択して、承認するか、あるいはドラフト状
態に戻します。
4. 用語またはカテゴリーを承認する場合は、「承認」をクリックし、編集者に追加
の変更を行ってもらいたい場合は、「ドラフトに戻る」をクリックします。

タスクの結果
承認されると、選択された用語およびカテゴリーは「承認済み」状態に移行しま
す。開発グロッサリーのナビゲーション・ペインで「承認済み」をクリックする
と、承認済みの状態にある用語とカテゴリーのリストを表示できます。ドラフトに
戻されると、選択された用語およびカテゴリーは「ドラフト」状態に戻ります。開
発グロッサリーのナビゲーション・ペインで「ドラフト」をクリックすると、ドラ
フト状態にある用語およびカテゴリーのリストを表示できます。

グロッサリー内容のパブリッシュ
ワークフローが有効である場合、グロッサリー・パブリッシャーが明示的に新規ま
たは変更済みのグロッサリー内容をパブリッシュしないと、その内容はパブリッシ
ュ済みグロッサリーに表示されません。
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始める前に
グロッサリー・パブリッシャーでなければなりません。パブリッシュされる内容は
既に承認されている必要があります。また、開発グロッサリー内にドラフトまたは
承認待ちの内容があってはいけません。

このタスクについて
新規または変更済みの内容をパブリッシュすると、影響されたカテゴリーにアクセ
スする許可を持っているすべてのグロッサリー・ユーザーが、パブリッシュ済みグ
ロッサリーでその内容を表示できるようになります。変更されたカテゴリーおよび
用語をパブリッシュすると、パブリッシュ済みグロッサリーにあるそれらの既存の
バージョンが上書きされます。また、用語またはカテゴリーに削除のマークが付い
ている場合、パブリッシュするとそれらはグロッサリーから削除されます。

手順
1. 「開発グロッサリー」タブをクリックして、開発グロッサリーにナビゲートしま
す。
2. 開発グロッサリーのナビゲーション・ペインで「パブリッシュ」をクリックしま
す。
3. 「パブリッシュ」をクリックします。

タスクの結果
変更内容でパブリッシュ済みグロッサリーが更新されます。

ワークフローが無効である場合のグロッサリー内容のデプロイ
ワークフロー機能が無効である場合、グロッサリー内容への変更は即時に反映され
ます。
ワークフロー機能を使用していない場合、グロッサリー作成者が用語およびカテゴ
リーに対する変更を追加して保存するとすぐに、その変更内容がビジネス・グロッ
サリーに表示されます。内容変更を含むファイルをインポートする場合は、インポ
ート処理が完了するとすぐに変更が有効になります。
Business Glossary アドミニストレーターは、特定の状況にある用語のサブセットの
みを表示することを選択できます。この方法を使用して、使用準備が整っていない
場合に用語をグロッサリー・ユーザーから隠蔽できます。例えば、「標準」または
「決定」状況にある用語のみを表示するようにグロッサリーを構成できます。その
結果、「候補」および「非推奨」状況にある用語は、Business Glossary アドミニス
トレーター以外には表示されません。「候補」状況にある用語またはカテゴリーを
広く使用する準備が整ったときに、Business Glossary アドミニストレーターはその
状況を「標準」または「決定」に変更できます。すると、その用語またはカテゴリ
ーは、影響を受けたカテゴリー内の内容にアクセスする許可が与えられているすべ
てのグロッサリー・ユーザーに対して表示可能になります。
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関連概念
12 ページの『用語状況』
Business Glossary アドミニストレーターは、用語の完成度に基づいてグロッサリー
内に表示する用語のサブセットを指定できます。

グロッサリー内容のインポートとエクスポート
グロッサリー・アドミニストレーターは、外部ファイルとの間でグロッサリー内容
をインポートおよびエクスポートできます。外部ファイルを使用すると、グロッサ
リー内容の編集、他のソースからグロッサリーへの内容の取り込み、あるグロッサ
リーから別のグロッサリーへの内容の転送をおこなうことができます。
インポートおよびエクスポートの方式とファイル・フォーマットにはそれぞれさま
ざまな機能があり、それらを考慮してからどれを使用するかを決定する必要があり
ます。
インポートおよびエクスポート機能を使用すると、以下のことを実行できます。
v 新規グロッサリーをインポートする。
v グロッサリーを部分的にインポートして既存のグロッサリーに追加する。例え
ば、いくつかの用語が含まれている新規サブカテゴリーを追加する場合がありま
す。
v 外部システムからの継続的な更新でグロッサリーを更新する。グロッサリーがこ
のようにして定期的に更新される一方、アドミニストレーターによって定常的に
手動で更新される場合は、あるソースからの変更内容が他のソースからの変更内
容を間違って上書きしないようにするための手順を設定する必要があります。
v 大規模グロッサリーの更新またはメンテナンスを実行する。グロッサリーの一部
をエクスポートし、作成されたファイルを編集して、この変更されたファイルを
インポートし、グロッサリーを更新することがあります。
v IBM InfoSphere Information Server の別のインスタンスにデプロイされるグロッサ
リーのアーカイブを作成する。
ワークフロー機能が有効である場合、インポートされた内容は開発グロッサリー内
のドラフト内容となります。

インポート方式とエクスポート方式
グロッサリー・アドミニストレーターは、グロッサリーの迅速な開発を可能にした
り、異なる IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境間でグロッサ
リーを転送したりするために、いくつかの方式を使用してグロッサリー内容をイン
ポートおよびエクスポートできます。
インポート・タスクまたはエクスポート・タスクは、IBM InfoSphere Business
Glossary ブラウザーまたはコマンド・ラインから実行できます。コマンド・ライン
を使用するには、IBM InfoSphere Information Server CLI (istool) を使用します。
グロッサリー内容は InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに
保管されるため、次の InfoSphere Information Server コンポーネントでグロッサリ
ー内容を対話操作することもできます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer
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v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
v IBM InfoSphere Blueprint Director
関連タスク
81 ページの『ファイルのエクスポート』
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary ブラ
ウザーからグロッサリー内容をエクスポートできます。
82 ページの『ファイルのインポート』
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary ブラ
ウザーからグロッサリー内容をインポートできます。
関連情報
カテゴリーと用語の作成またはインポート
チームがカテゴリーと用語を承認したら、該当するツールを使用して、これらをグ
ロッサリーに作成するかインポートします。
コマンド・ラインからのインポートとエクスポート

インポート・ファイルとエクスポート・ファイルのバージョンの互
換性
IBM InfoSphere Business Glossary の現行バージョンからエクスポートされたグロッ
サリー内容のインポートは、IBM InfoSphere Business Glossary の特定のバージョン
でのみサポートされています。サポートされるバージョンはファイルのフォーマッ
トにより異なります。
表 6. 現行バージョンからエクスポートされたファイルをインポートできる InfoSphere
Business Glossary のバージョン
ファイル・フォーマット

現行バージョン

旧バージョン

XML

はい

いいえ

XMI (グロッサリー・アー
カイブ)

はい

いいえ

CSV

はい

はい

例えば、InfoSphere Business Glossary バージョン 8.7 から XML ファイルをエクス
ポートした場合、InfoSphere Business Glossary スキーマに従ってファイルの内容を
変更し、結果のファイルを InfoSphere Business Glossary バージョン 8.7 の同じま
たは別のインスタンスにインポートできます。ただし、結果のファイルを
InfoSphere Business Glossary バージョン 8.5.0 またはそれ以前のバージョンの
InfoSphere Business Glossary のインスタンスにインポートすることはできません。
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関連資料
『インポートとエクスポートのファイル・フォーマット』
グロッサリー・アドミニストレーターは、エクスポートおよびインポートする理由
やインポートする必要のある内容のタイプに基づいて、IBM InfoSphere Business
Glossary エクスポートおよびインポートで使用するファイル・フォーマットを決定
することができます。

インポートとエクスポートのファイル・フォーマット
グロッサリー・アドミニストレーターは、エクスポートおよびインポートする理由
やインポートする必要のある内容のタイプに基づいて、IBM InfoSphere Business
Glossary エクスポートおよびインポートで使用するファイル・フォーマットを決定
することができます。
カテゴリーと用語のエクスポートとインポートは、CSV、XML、またはグロッサリ
ー・アーカイブ (XMI) のどのファイル・フォーマットを使用しても実行できます。
表 7. InfoSphere Business Glossary でのインポートとエクスポートに使用可能なファイル・フォーマット
ファイル・フォ
ーマット

使用する場合

ファイルに定義可能な項目

CSV ファイル
(コンマ区切り
値)

CSV ファイルを使用して、スプレッドシート・プ
ログラムなどの他のソフトウェア・アプリケーショ
ンから生成された CSV ファイルからグロッサリー
内容をインポートしたり、スプレッドシート・プロ
グラムで編集できるようにグロッサリー内容をコン
マ区切り値の行としてエクスポートしたりすること
ができます。CSV ファイル・フォーマットは、フ
ァイルに定義可能なグロッサリー内容のタイプに制
限があります。

このファイルで、カテゴリー、用語、スチュ
ワードへの参照、およびカテゴリーと用語の
カスタム属性の値を定義できます。カスタム
属性の定義またはいくつかの関係はこのファ
イルでは定義できません。用語およびカテゴ
リーのほとんどのプロパティーの値を変更で
きますが、変更できないものもあります。

XML ファイル
(Extensible
Markup
Language)

XML ファイルを使用して、IBM InfoSphere
Business Glossary の実行中のインスタンスの外部
でグロッサリーを変更できるようにグロッサリーの
すべてまたは一部をインポートまたはエクスポート
します。インポート用の XML ファイルは、
InfoSphere Business Glossary XML スキーマに準拠
している限り、他のソフトウェア・ツールで生成で
きます。XML ファイル・フォーマットは、IBM
InfoSphere Business Glossary エクスポートおよびイ
ンポートに使用するすべてのファイル・フォーマッ
トの中で最も汎用性があります。

このファイルでは、どの種類のグロッサリー
内容も定義でき、新規または既存の用語、カ
テゴリー、そのプロパティー、カスタム属
性、および関係を含めることができます。

XMI ファイル
(XML Metadata
Interchange)

XMI ファイル (グロッサリー・アーカイブ・ファ
イル) を使用して、InfoSphere Business Glossary の
異なるインスタンス間でグロッサリー内容を転送し
ます。

ファイルは、すべてのグロッサリー内容を含
みますが、新規の用語やカテゴリーを定義す
るためには使用できません。XMI ファイルを
付属のマッピング・ファイルと一緒に使用す
ると、既存の用語やカテゴリーのプロパティ
ーを変更できます。

次の表に、各方式でインポートできるカテゴリーと用語のプロパティーを示しま
す。
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表 8. インポート方式別の追加または変更できるカテゴリーのプロパティー
カテゴリーの
プロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規カテゴリーに対しての
み追加する場合は、はい。
既存カテゴリーの名前は変
更できません。

はい

はい

説明 (すべて)

はい

はい

はい

説明 (略記)

はい

はい

はい

サブカテゴリー

はい

はい

はい

親カテゴリー

新規カテゴリーに対しての
み追加する場合は、はい。
既存の用語またはカテゴリ
ーの親カテゴリーは変更で
きません。

はい

はい

被参照用語

いいえ

はい

はい

含まれている用語

はい

はい

はい

カスタム属性

カテゴリーに割り当て可能
だが、定義できません。

はい。カテゴリーに割り
当て可能で、定義も可能
です。

はい。カテゴリーに割り
当て可能で、定義も可能
です。

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・メタデータ・リポジト
リーに既に存在している場
合は、はい。カスタム属性
が存在しない場合、インポ
ートは失敗します。

はい

はい

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・メ
タデータ・リポジトリーに
既に存在している場合は、
はい。ユーザーまたはユー
ザー・グループが存在しな
い場合、インポートは失敗
します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・メタデータ・リポジ
トリーに既に存在してい
る場合は、はい。ユーザ
ーまたはユーザー・グル
ープが存在しない場合、
スチュワード関係は作成
されませんが、その他の
内容は正常にインポート
されます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・メタデータ・リポジ
トリーに既に存在してい
る場合は、はい。ユーザ
ーまたはユーザー・グル
ープが存在しない場合、
スチュワード関係は作成
されませんが、その他の
内容は正常にインポート
されます。

ラベル

ラベルがターゲット・メタ
データ・リポジトリーに既
に存在している場合は、は
い。カテゴリーに割り当て
ることができます。ラベル
が存在しない場合、インポ
ートは失敗します。

はい。定義可能で、カテ
ゴリーに割り当てること
もできます。

はい。定義可能で、カテ
ゴリーに割り当てること
もできます。
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表 9. インポート方式別の追加または変更できる用語のプロパティー
用語のプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規用語に対してのみ追加
する場合は、はい。既存用
語の名前は変更できませ
ん。

はい

はい

説明 (すべて)

はい

はい

はい

説明 (略記)

はい

はい

はい

省略語

はい

はい

はい

使用法

はい

はい

はい

例

はい

はい

はい

状況

はい

はい

はい

関連用語

いいえ

はい

はい

属性 IsModifier

はい

はい

はい

属性タイプ

はい

はい

はい

同義語

いいえ

はい

はい

含む (親) カテゴリー

新規用語に対してのみ追加
する場合は、はい。既存の
用語またはカテゴリーの親
カテゴリーは変更できませ
ん。

はい

はい

カスタム属性

いいえ

はい

はい

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・メタデータ・リポジト
リーに既に存在している場
合は、はい。カスタム属性
が存在しない場合、インポ
ートは失敗します。

はい

はい

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・メ
タデータ・リポジトリーに
既に存在している場合は、
はい。ユーザーまたはユー
ザー・グループが存在しな
い場合、インポートは失敗
します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・メタデータ・リポジ
トリーに既に存在してい
る場合は、はい。ユーザ
ーまたはユーザー・グル
ープが存在しない場合、
スチュワード関係は作成
されませんが、その他の
内容は正常にインポート
されます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・メタデータ・リポジ
トリーに既に存在してい
る場合は、はい。ユーザ
ーまたはユーザー・グル
ープが存在しない場合、
スチュワード関係は作成
されませんが、その他の
内容は正常にインポート
されます。

割り当て資産 (列、ジョブ、表
など) への参照

いいえ

資産がターゲット・メタ
データ・リポジトリーに
既に存在している場合
は、はい。資産が存在し
ない場合、関係は作成さ
れませんが、その他の内
容は正常にインポートさ
れます。

資産がターゲット・メタ
データ・リポジトリーに
既に存在している場合
は、はい。資産が存在し
ない場合、関係は作成さ
れませんが、その他の内
容は正常にインポートさ
れます。
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表 9. インポート方式別の追加または変更できる用語のプロパティー (続き)
用語のプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

割り当て外部資産 (ビジネス・
プロセス・モデルや Web サー
ビス) への参照

いいえ

はい

はい

ラベル

ラベルがターゲット・メタ
データ・リポジトリーに既
に存在している場合は、は
い。用語に割り当てること
ができます。ラベルが存在
しない場合、インポートは
失敗します。

はい。定義可能で、用語
に割り当てることもでき
ます。

はい。定義可能で、用語
に割り当てることもでき
ます。

関連資料
60 ページの『インポート・ファイルとエクスポート・ファイルのバージョンの互換
性』
IBM InfoSphere Business Glossary の現行バージョンからエクスポートされたグロッ
サリー内容のインポートは、IBM InfoSphere Business Glossary の特定のバージョン
でのみサポートされています。サポートされるバージョンはファイルのフォーマッ
トにより異なります。

インポートおよびエクスポート・シナリオ
IBM InfoSphere Business Glossary のインポートおよびエクスポート機能は、さまざ
まなシチュエーションで役立ちます。選択するファイル・フォーマットは、シナリ
オによって決まります。

不特定タイプのグロッサリー内容の追加または変更
XML ファイル・フォーマットを使用すると、用語またはカテゴリーのプロパティー
はどれも変更可能であり、テキスト・ファイルに変更を加えることができるあらゆ
るプログラムを使用して変更を指定できます。XML ファイルを使用して、他のシス
テムから InfoSphere Business Glossary に情報を転送することもできます。以下に例
を示します。
テキスト・エディターまたは XML エディターを使用したグロッサリー内容の変更
ビジネス・グロッサリーまたはその一部を XML ファイルにエクスポート
し、テキスト・エディターまたは XML エディターを使用してグロッサリ
ー内容を変更し、次にその変更内容をインポートします。多くの変更を素早
く追加するために、エディターの検索や置換およびその他の拡張機能を利用
できます。
初期におけるグロッサリーへの外部システムの内容の追加
エンタープライズの専有データベースに内容がある場合、プログラマーが専
有データベースから内容を取り出すプログラムを作成し、それを InfoSphere
Business Glossary スキーマに準拠した XML ファイルに書き込みます。
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スプレッドシートからの特定タイプのグロッサリー内容の追加または変更
表示をしたり作業するのに簡単なファイル・フォーマットを必要としているが、す
べてのタイプのプロパティーを変更する必要がない場合は、CSV ファイル・フォー
マットを使用します。CSV ファイルは、スプレッドシート・プログラムで表示でき
ます。以下に例を示します。
グロッサリーへの初期データの追加
テンプレートとして提供されたサンプルの CSV ファイルを使用し、スプレ
ッドシートに用語とカテゴリーを入力します。ファイルを InfoSphere
Business Glossary にインポートして、グロッサリーに用語とカテゴリーを追
加します。InfoSphere Business Glossary グラフィカル・ユーザー・インター
フェースを使用すると、より多くのプロパティーを用語とカテゴリーに追加
できます。
グロッサリー内容の変更
既存のグロッサリー内容を CSV ファイルにエクスポートした場合は、スプ
レッドシート・プログラムでファイルを開き、用語、カテゴリー、およびそ
れらのプロパティーをスプレッドシートの行と列に表示できます。このファ
イルを編集して変更を加え、インポートして InfoSphere Business Glossary
に戻すことができます。
注: 一部のプロパティーは、CSV ファイルから変更できません。CSV ファイルを使
用して変更できるプロパティーのリストについては、 61 ページの『インポートとエ
クスポートのファイル・フォーマット』を参照してください。

ある InfoSphere Business Glossary 環境から別の環境へのグロッサリー
の転送
グロッサリー・アーカイブ・ファイル・フォーマットを使用して、グロッサリーを
保存して、異なるコンピューター環境間で転送します。以下に例を示します。
実稼働へリリースする前に、テスト環境でビジネス・グロッサリーを変更する
実稼働に IBM InfoSphere Information Server の 1 つのインスタンスと、テ
スト用に 2 つめのインスタンスがあります。ビジネス・グロッサリー内の
重要なデータに変更を行い、その変更内容を実稼働環境にデプロイする前に
テストする必要があります。実動サーバーからビジネス・グロッサリー・メ
タデータをエクスポートして、テスト・サーバーにインポートできます。テ
スト・サーバー上のメタデータにすべての変更を行ったら、変更内容をグロ
ッサリー・アーカイブ・ファイルにエクスポートして、そのファイルを実動
グロッサリーにインポートします。
システムの移動またはアップグレード
InfoSphere Information Server を別の物理サーバーに移動したり、既存のサ
ーバーのオペレーティング・システムをアップグレードする場合は、グロッ
サリー・アーカイブのエクスポートおよびインポート処理を使用して、ビジ
ネス・グロッサリー・メタデータをグロッサリーの新規インスタンスに移動
することができます。インポートおよびエクスポート・プロセスは、異なる
オペレーティング・システム間および異なるデータベース・タイプやバージ
ョン間でサポートされます。
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グロッサリー・アーカイブ・フォーマットを使用して、あるコンピューター
環境から別のコンピューター環境にグロッサリー内容を転送することもでき
ます。

CSV ファイルの使用
グロッサリー・アドミニストレーターは、ビジネス・グロッサリーの外部でグロッ
サリー内容を変更するために、CSV (コンマ区切り値 ) ファイルとの間でインポー
トおよびエクスポートすることができます。
グロッサリー内容は、スプレッドシート・プログラムなどの別のソフトウェア・ア
プリケーションから生成された CSV ファイルからインポートできます。あるい
は、元々は InfoSphere Business Glossary からエクスポートされ、その後インポート
したいグロッサリー内容を含むように編集された CSV ファイルからインポートで
きます。

CSV ファイル内容
CSV ファイル・フォーマットを使用して、カテゴリー、用語、スチュワードへのリ
ンク、およびカテゴリーと用語のカスタム属性の値を定義できます。カスタム属性
の定義または関係は定義できません。用語およびカテゴリーのほとんどのプロパテ
ィーの値を変更できますが、変更できないものもあります。CSV ファイルを使用し
て変更できるプロパティーのリストについては、 61 ページの『インポートとエクス
ポートのファイル・フォーマット』を参照してください。
インポートする CSV ファイルは、CSV サンプル・ファイルで示されているのと同
じ方法でフォーマットされている必要があります。サンプル・ファイルは、インポ
ート・ウィザードからダウンロードできます。
CSV インポートおよびエクスポート機能を使用する前に、以下の点を確認してくだ
さい。
v グロッサリーに既に存在している用語とカテゴリーをインポートすると、インポ
ートした用語とカテゴリーが既存のものに取って代わります。
v カスタム属性の値をインポートする場合、そのカスタム属性の定義が、ターゲッ
トのメタデータ・リポジトリーに既に存在していなければなりません。
v カテゴリー、サブカテゴリー、および用語の間の関係以外の関係は割り当てるこ
とができません。例えば、同義語を指定したり、資産を用語に割り当てることは
できません。
v カテゴリーおよび用語の名前にはどの文字でも使用できますが、ブランク・スペ
ースを先頭または末尾に使用することはできません。スペースで区切った複数の
語から成る名前を使用できます。名前は最大 255 文字です。
v インポートされるファイルの文字エンコード形式 (UTF-8 または特定のロケール)
は、インポート処理によって変更されません。
v 元々、グロッサリー内容を CSV ファイルにエクスポートしてファイルを作成し
た場合、CSV ファイルのインポート先のビジネス・グロッサリーをホストしてい
る IBM InfoSphere Information Server は、CSV ファイルを最初に作成した
InfoSphere Information Server のインスタンスで有効であったのと同じロケールに
設定されている必要があります。
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CSV ファイルにエクスポートする場合の考慮事項
CSV ファイルにエクスポートする前に、以下の点を確認してください。
v サブカテゴリーを含む親カテゴリーは、そのサブカテゴリーのすべてがエクスポ
ートされる場合のみエクスポートできます。
v IBM InfoSphere Business Glossary エクスポート・ウィザードからエクスポートす
る場合:
– UTF-8 エンコードとロケール・エンコードのいずれかを選択できます (UTF-8
がデフォルトです)。結果の CSV ファイルを開く際に Microsoft Excel などの
UTF-8 をサポートしていないアプリケーションを使用する予定でない限りは、
UTF-8 エンコードを使用します。UTF-8 をサポートしていないアプリケーショ
ンを使用してファイルを開く計画がある場合は、エクスポート・フォーマット
で「自動エンコード - サーバー・ロケールに準拠」を選択します。このオプシ
ョンを選択する場合は、エクスポートされた CSV ファイルを開くために使用
するアプリケーションを実行しているクライアント・コンピューターに、
InfoSphere Information Server をホスティングしているコンピューターと同じロ
ケール設定が指定されていることを確認してください。ロケール設定が一致し
ていないと、ファイルを開いたときに壊れているように見える場合がありま
す。
– グロッサリー全体をエクスポートするには、「グロッサリー」チェック・ボッ
クスを選択します。
関連資料
64 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Business Glossary のインポートおよびエクスポート機能は、さまざ
まなシチュエーションで役立ちます。選択するファイル・フォーマットは、シナリ
オによって決まります。

XML ファイルの使用
XML ファイルを使用して、実行中の InfoSphere Business Glossary の外部でグロッ
サリー内容を変更します。
実行中の InfoSphere Business Glossary の外部でグロッサリー内容を変更するため
に、グロッサリーを XML (Extensible Markup Language) ファイルにエクスポートし
て編集し、それをインポートできます。ファイルを変更するには、テキスト・エデ
ィターまたは XML エディターを使用して編集します。

XML ファイル内容
グロッサリー内容のすべての特性 (用語、カテゴリー、およびこれらのプロパティ
ー、カスタム属性とその値、注釈、スチュワードシップ、同義語、および
InfoSphere Business Glossary で使用可能なすべてのタイプの関係) を XML ファイ
ルで定義できます。関係には、カテゴリー、サブカテゴリー、および用語の間の関
係、用語への資産の割り当て、カスタム・タイプの割り当て、およびラベルを含め
ることができます。
このファイルの必要な構造と構文は、InfoSphere Business Glossary XML スキーマで
定義されます。XML スキーマとサンプル XML ファイルは、インポート・ウィザ
ードからダウンロードできます。
第 6 章 グロッサリーの管理

67

割り当て資産自体は XML ファイルからインポートできませんが、資産が既にメタ
データ・リポジトリーに存在している場合は、その資産に対する用語の割り当てを
XML ファイルに含めることができます。XML ファイルを使用して変更できるプロ
パティーのリストについては、 61 ページの『インポートとエクスポートのファイ
ル・フォーマット』を参照してください。
エクスポートするカテゴリーを選択すると、選択したカテゴリー、そのサブカテゴ
リー、およびカテゴリーまたはサブカテゴリーに含まれている用語がファイルにエ
クスポートされます。

XML ファイルからインポートする場合の考慮事項
XML ファイルをインポートする前に、以下の点を確認してください。
v XML ファイルからインポートする場合は、既存のグロッサリー資産とインポー
トされたグロッサリー資産の間の矛盾を解決するためのマージ方式を指定する必
要があります。
選択したマージ・オプションに従うことに加え、以下のルールに従って、関係が
インポート処理時に確立されます。
– 割り当て資産がメタデータ・リポジトリーに存在する場合は、資産と用語また
はカテゴリーとの間の割り当て関係が確立されます。
– 定義による割り当て外部資産は、その名の通りメタデータ・リポジトリー内に
は存在しないため、関係が確立されることはありません。
– メタデータ・リポジトリーの中に、スチュワードとして割り当てられたユーザ
ーまたはユーザー・グループが存在する場合、スチュワードの関係が確立され
ます。
– ユーザー、ユーザー・グループ、または割り当て資産がメタデータ・リポジト
リーに存在しない場合は、用語またはカテゴリーと資産またはスチュワードと
の間の関係は確立されません。
– 同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーお
よび用語との間の競合が、選択したマージ方式によって解決された後でのみ確
立されます。
v 割り当て資産またはスチュワードがターゲット・メタデータ・リポジトリーに存
在しない場合、それらへのインポートされた参照は廃棄されます。したがって、
資産またはスチュワードへの割り当てを含むファイルをインポートする前に、以
下のことを行ってください。
– 資産がメタデータ・リポジトリーに必ず存在するようにします。それらをリポ
ジトリーにインポートするか、あるいは何か別の方法で作成します。
– 存在しないユーザーとユーザー・グループを作成し、それらをスチュワードと
して定義します。
関連資料
64 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Business Glossary のインポートおよびエクスポート機能は、さまざ
まなシチュエーションで役立ちます。選択するファイル・フォーマットは、シナリ
オによって決まります。
スキーマの概念:
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グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
ビジネス・グロッサリーの XML スキーマで、リポジトリー、つまり RID と、グ
ロッサリー ID の 2 つの方法のいずれかでカテゴリーと用語を定義します。
リポジトリー識別子 (RID) は、カテゴリーまたは用語を固有に識別するメタデー
タ・リポジトリーによって生成されるストリングです。グロッサリー内容を XML
ファイルにエクスポートすると、そのファイルには、グロッサリー内のカテゴリー
と用語ごとに RID が組み込まれます。
グロッサリー ID は、用語またはカテゴリーの、トップレベル・カテゴリーから
の、名前とフル・コンテキスト、つまりパスで構成されます。各カテゴリーと用語
のコンテキストは、XML ファイルに定義されます。
XML ファイルを既存のビジネス・グロッサリーにインポートすると、インポートさ
れるファイルに定義されている内容と既存のビジネス・グロッサリーの内容との調
整処理が行われます。
調整
調整とは、インポートされるファイルと既存のビジネス・グロッサリーとの間の内
容の相違を判別するプロセスです。インポート・ユーティリティーは、新しい内容
を既存の内容とマージしようとして、まずインポート・ファイル内の RID と一致す
る RID を既存のグロッサリーから検索します。一致する RID が見つからない場合
は、一致する ID を検索します。
調整は、用語、カテゴリー、および関係に使用されます。例として、XML ファイル
からの以下の断片を取り上げます。
<category name="Category1" rid="reww">
<referencedTerms>
<termRef identity="Category2::Term2" rid="asdf"/>
</referencedTerms>
</category>

このケースでは、次の 2 つに対して調整プロセスが使用されます。つまり、既存の
グロッサリーからのカテゴリー Category1 の検索と、既存のグロッサリーからの、
親カテゴリーが Category2 である、被参照用語 Term2 の検索です。
マージ
調整プロセスで、インポートされるファイルと既存のグロッサリーとの間の内容に
相違がないかどうかが判別されます。調整後、ファイル内のグロッサリー内容と既
存のグロッサリー内のグロッサリー内容が結合、つまりマージされます。マージと
は、ファイルに定義されている内容と既存のグロッサリーに定義されている内容に
違いがある場合に、更新グロッサリーに使用する資産および資産属性 (またはプロ
パティー) を選択して、実際に結合するプロセスです。前に概説した例では、調整
プロセスで既存のグロッサリーにカテゴリー Category1 が見つからなかった場合
は、Category1 がインポート処理中に既存のグロッサリーに追加されます。
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マージ・オプション
ファイルをインポートするときに、いくつかのマージ・オプションから選択できま
す。マージ・オプションで、インポート時点にインポート・ファイルと既存のグロ
ッサリーの両方に存在する用語およびカテゴリーについて、この両方の情報の矛盾
をどのようにして解決するかを判別します。
関係
ビジネス・グロッサリー内で、用語およびカテゴリーの間の特定の関係を定義でき
ます。ある用語が別の用語に対する「関連用語」である場合があり、あるいはある
用語がカテゴリーに関して「被参照用語」や「含まれている用語」である場合があ
ります。さらに、用語またはカテゴリーへのスチュワードの割り当てが関係を構成
し、また相互に同義語である用語には関係もあります。
インポートされるファイルに既存のグロッサリーに見つからない RID または識別子
が含まれている場合、関係はドロップされます。つまり、現行グロッサリーにこの
ような関係が存在していても、インポートが行われると、この関係は存在しなくな
ります。
前に概説した例を使用して説明すると、調整プロセスで親カテゴリーが Category2
の被参照用語 Term2 が既存のグロッサリーから見つからなかった場合、Category1
と Term2 との間の被参照用語関係はドロップされます。
関連概念
『マージ・オプション』
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
72 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
関連資料
73 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
マージ・オプション:
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
選択したマージ・オプションにより、IBM InfoSphere Business Glossary がインポー
トされた値と既存の値との間の矛盾を解決するために使用する方式が指定されま
す。
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選択したマージ・オプションは、インポート・プロセス全体に適用されます。一般
的に、インポートするファイル内に定義された用語またはカテゴリーがリポジトリ
ーに存在しない場合は、選択したマージ・オプションに関係なく、インポート処理
中に既存のグロッサリーに追加されます。属性には、用語とカテゴリーのプロパテ
ィー、カスタム属性、ラベルなどがあります。
以下のマージ・オプションの中から選択してください。
インポート資産を無視して既存の資産を保持する
インポートでは、既存の資産の値を変更しません。
インポート資産で既存の資産を上書きする
インポートでは、インポートされた資産の値を使用します。
資産をマージしてマージできないインポート済みの属性を無視する
1 つの値しか持てない属性の場合、既存の値が
v NULL の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
v NULL 以外の場合、インポートで、既存の値は変更されません。
その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。
資産をマージしてマージできない既存の属性を上書きする
1 つの値しか持てない属性の場合、インポートされた値が
v NULL の場合、インポートで、既存の値は変更されません。
v NULL 以外の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。
例
次の例では、各マージ・オプションによって、2 つのタイプの属性を持つ用語がど
のようにインポートされるかを示しています。説明 (略記) 属性には値は 1 つのみ
ですが、カテゴリーの含まれている用語には複数の値があります。
次の表に、既存のビジネス・グロッサリー内の属性とインポート・ファイル内の属
性を示します。
表 10. 属性の既存値とインポートされた値
属性
説明 (略記)
1 つの値しか持つこ
とができません。
カテゴリーの含まれている用
語
複数の値を持つこと
ができます。

既存値

インポートされた値

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3

用語 2、用語 3、用語 4

次の表は、各マージ方式による結果を示しています。
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表 11. 各マージ方式による結果
選択したマージ方式

説明 (略記) の内容

含まれている用語

インポート資産を無視して既
存の資産を保持する

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3

インポート資産で既存の資産
を上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 2、用語 3、用語 4

資産をマージしてマージでき
ないインポート済みの属性を
無視する

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4

資産をマージしてマージでき
ない既存の属性を上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4

関連概念
68 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
関連資料
73 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
インポート後の同義語関係:
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーおよび
用語との間の矛盾が、選択したマージ方式で解決された後でのみ作成されます。同
義語関係を作成するルールは、すべてのマージ方式で同一です。
次の表で、それぞれの文字は用語を表しています。互いに同義語である用語が、括
弧で囲まれています。
表 12. 同義語のマージ結果

72

インポートするファイル内の
同義語

既存の同義語

インポート後の同義語

(A B) C

A B C

(A B) C

同義語を持つ用語がない

(A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E
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表 12. 同義語のマージ結果 (続き)
インポートするファイル内の
同義語

既存の同義語

インポート後の同義語

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)

関連概念
68 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
70 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
関連資料
『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
76 ページの『マッピング・ファイル』
グロッサリー・アーカイブ・ファイルをインポートする場合に、付属のマッピン
グ・ファイルを使用してグロッサリー内容を変更できます。
XML スキーマとサンプル・ファイル:
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
概要
IBM InfoSphere Business Glossary XML スキーマで、各種グロッサリー内容相互の
間の関係を定義します。グロッサリーにインポートされる XML ファイルはスキー
マに準拠している必要があり、XML ファイルにエクスポートすると、作成されるフ
ァイルはスキーマに準拠します。「XML のインポート」ペインから、XML スキー
マ・ファイルとサンプルの XML ファイルをダウンロードできます。サンプル・フ
ァイルは、スキーマに準拠しています。ファイル・フォーマットはグロッサリーの
すべての要素 (例えば、カテゴリー、用語、同義語、注釈、カスタム属性、スチュ
ワード、および割り当て資産) をサポートします。
サンプル・ファイルの理解
サンプルの XML ファイルを「XML のインポート」ペインの「サンプルの XML
ファイルをダウンロード」リンクからダウンロードします。サンプルの XML ファ
イルを使用して、次のカテゴリー、用語、およびカスタム属性をグロッサリーにイ
ンポートできます。
v 属性
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– オーナー
– レガシー名
v カテゴリー
– Category1
– Category2
v 用語
– Term1
– Term2
属性
「オーナー」属性はカテゴリーに適用されます。「レガシー名」属性は用語に適用
されます。「レガシー名」属性は、ストリング値を持つことができます。「オーナ
ー」属性は、ストリング値 HR、FINANCE、または BUS DEVELOPMENT を持つことがで
きます。
カテゴリー
サンプルでは、Category1 は Term1 を含み、Term2 を参照します。Category1 に
は、「オーナー」属性の値として FINANCE が割り当てられています。Category2 は
Term2 を含み、Term1 を参照します。 Category2 には、「オーナー」属性の値とし
て HR が割り当てられています。
用語
Term1 の親カテゴリーは Category1 です。 Term2 の親カテゴリーは Category2 で
す。 Term1 と Term2 は同義語です。
関連概念
68 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
70 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
72 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。

グロッサリー・アーカイブ (XMI) ファイルの使用
XML Metadata Interchange (XMI) ファイルを使用して、ある IBM InfoSphere
Information Server 環境から別の環境にビジネス・グロッサリーのすべてまたは一部
を転送するか、グロッサリーのバックアップ・コピーを保存します。
グロッサリーのすべてまたは一部の内容を、XML Metadata Interchange (XMI) フォ
ーマットでアーカイブ・ファイルにエクスポートできます。その後、 InfoSphere
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Information Server の別のインスタンスのメタデータ・リポジトリーにそのアーカイ
ブ・ファイルをインポートすることができます。

グロッサリー・アーカイブ・ファイル内容
グロッサリー内容のすべての特性 (用語、カテゴリー、およびこれらのプロパティ
ー、カスタム属性とその値、注釈、スチュワードシップ、同義語、および
InfoSphere Business Glossary で使用可能なすべてのタイプの関係) をグロッサリ
ー・アーカイブ・ファイルで定義できます。関係には、カテゴリー、サブカテゴリ
ー、および用語の間の関係、用語への資産の割り当て、カスタム・タイプの割り当
て、およびラベルを含めることができます。アーカイブ・ファイル自体は編集また
は変更できませんが、付属のマッピング・ファイルを使用して用語またはカテゴリ
ーのプロパティーを変更できます。また、既存のグロッサリー資産とインポートさ
れたグロッサリー資産の間の矛盾を解決するためのマージ方式を選択することもで
きます。
グロッサリー・アーカイブでは、すべての関係が保存されます。エクスポートする
カテゴリーを選択すると、選択したカテゴリー、そのサブカテゴリー、およびカテ
ゴリーまたはサブカテゴリーに含まれている用語がファイルにエクスポートされま
す。割り当て資産自体はエクスポートまたはインポートされません。ただし、資産
がメタデータ・リポジトリー内に既に存在している場合は、マッピング・ファイル
を使用して用語やカテゴリーをその資産に割り当てることができます。グロッサリ
ー・アーカイブ・ファイルとマッピング・ファイルを一緒に使用して変更できるプ
ロパティーのリストについては、 61 ページの『インポートとエクスポートのファイ
ル・フォーマット』を参照してください。

グロッサリー・アーカイブ・ファイルからインポートする場合の考慮事項
グロッサリー・アーカイブ・ファイルをインポートする前に、以下の点を確認して
ください。
v アーカイブ・ファイル内の資産の値を変更する必要がある場合には、マッピン
グ・ファイルを使用してその変更を行ってください。
v XMI ファイルからインポートする場合は、既存のグロッサリー資産とインポート
されたグロッサリー資産の間の矛盾を解決するためのマージ方式を指定する必要
があります。
選択したマージ・オプションに従うことに加え、以下のルールに従って、関係が
インポート処理時に確立されます。
– 割り当て資産がメタデータ・リポジトリーに存在する場合は、資産と用語また
はカテゴリーとの間の割り当て関係が確立されます。
– 定義による割り当て外部資産は、その名の通りメタデータ・リポジトリー内に
は存在しないため、関係が確立されることはありません。
– メタデータ・リポジトリーの中に、スチュワードとして割り当てられたユーザ
ーまたはユーザー・グループが存在する場合、スチュワードの関係が確立され
ます。
– ユーザー、ユーザー・グループ、または割り当て資産がメタデータ・リポジト
リーに存在しない場合は、用語またはカテゴリーと資産またはスチュワードと
の間の関係は確立されません。
第 6 章 グロッサリーの管理

75

– 同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーお
よび用語との間の競合が、選択したマージ方式によって解決された後でのみ確
立されます。
関連資料
64 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Business Glossary のインポートおよびエクスポート機能は、さまざ
まなシチュエーションで役立ちます。選択するファイル・フォーマットは、シナリ
オによって決まります。
マッピング・ファイル:
グロッサリー・アーカイブ・ファイルをインポートする場合に、付属のマッピン
グ・ファイルを使用してグロッサリー内容を変更できます。
目的
ビジネス・グロッサリー間で資産を移動したときに、エクスポートされた属性がタ
ーゲット・グロッサリー内で適合しない場合があります。例えば、エクスポートさ
れたアーカイブ・ファイルで、用語に割り当てられた資産がデータベース名である
とします。その資産は、アーカイブ・ファイルをインポートする前に、ターゲット
環境に存在するデータベースに再割り当てされている必要があります。エクスポー
トされたデータベース名を参照する属性は、ターゲット・データベース名にマップ
することができます。
マッピング・ファイルについて
マッピング・ファイルは、インポート・ウィザードでグロッサリー・アーカイブ・
ファイルをインポートしたときに同時にインポートされます。マッピング・ファイ
ルに関する以下の点に注意してください。
v マッピング・ファイル内の変更では、大/小文字が区別されます。マッピング・フ
ァイルに変更を入力する際には、ターゲット・グロッサリーに入力されたときと
同じ大/小文字を使用してください。
v 割り当て資産またはスチュワードがターゲット・メタデータ・リポジトリーに存
在しない場合、それらへのインポートされた参照は廃棄されます。したがって、
資産またはスチュワードへの変更済みの割り当てを含むマッピング・ファイルを
使用する前に、以下のことを行ってください。
– 資産がメタデータ・リポジトリーに必ず存在するようにします。
– 存在しないユーザーとユーザー・グループを作成し、それらをスチュワードと
して定義します。
サンプルのマッピング・ファイル
マッピング・ファイルは、Extensible Markup Language (XML) フォーマットです。
以下の XML コードによって、エクスポートされたアーカイブ・ファイルで次の変
更を行うことができます。
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表 13. エクスポートされたアーカイブ・ファイルでの変更
エクスポートされたアーカイ
ブ・ファイルでの元の値

インポートされたビジネス・
グロッサリーで変更された値

割り当て資産 (データベー
ス・サーバー)

server_a

server_b

プロジェクト名 (例えば、
IBM InfoSphere DataStage プ
ロジェクトの名前) である関
連資産

Year_End

Northwest_Year_End

用語の状況

CANDIDATE

ACCEPTED

用語またはカテゴリーの説明
(略記)

Indicates whether the customer Indicates whether the customer
participates in a frequent flyer is a member of an airline
hospitality club.
program.

プロパティー

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- =================================================================== -->
<!-- Business Glossary Mapping File
-->
<!-- =================================================================== -->
<Mapping xsi:schemaLocation="MappingFile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE THE STATUS OF A TERM FROM CANDIDATE TO ACCEPTED
-->
<!-- =================================================================== -->
<!-- <TermStatusMappings>
<TermStatusMapping>
<CurrentStatus literal="CANDIDATE" />
<!-- can use a ’*’ as a wildcard -->
<NewStatus literal="ACCEPTED" />
</TermStatusMapping>
</TermStatusMappings>
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (DATABASE SERVER) FROM server_a TO server_b
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMappings>
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="HostSystem"
attrname="name"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="server_a" />
<NewValue val="server_b" />
</ObjectMapping >
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (PROJECT) FROM Year_End TO Northwest_Year_End
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///1.1/DataStageX.ecore" classname="DSProject"
attrname="Name"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="Year_End" />
<NewValue val="Northwest_Year_End" />
</ObjectMapping
<!-- =================================================================== -->
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<!-- CHANGES A SHORT DESCRIPTION
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="BusinessTerm"
attrname="shortDescription"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="Indicates whether the customer participates in a frequent
flyer program." />
<NewValue val="Indicates whether the customer is a member of an airline
hospitality club."/>
</ObjectMapping>
</ObjectMappings>
</Mapping>

関連概念
70 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
72 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
マージ・オプション:
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
選択したマージ・オプションにより、IBM InfoSphere Business Glossary がインポー
トされた値と既存の値との間の矛盾を解決するために使用する方式が指定されま
す。
選択したマージ・オプションは、インポート・プロセス全体に適用されます。一般
的に、インポートするファイル内に定義された用語またはカテゴリーがリポジトリ
ーに存在しない場合は、選択したマージ・オプションに関係なく、インポート処理
中に既存のグロッサリーに追加されます。属性には、用語とカテゴリーのプロパテ
ィー、カスタム属性、ラベルなどがあります。
以下のマージ・オプションの中から選択してください。
インポート資産を無視して既存の資産を保持する
インポートでは、既存の資産の値を変更しません。
インポート資産で既存の資産を上書きする
インポートでは、インポートされた資産の値を使用します。
資産をマージしてマージできないインポート済みの属性を無視する
1 つの値しか持てない属性の場合、既存の値が
v NULL の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
v NULL 以外の場合、インポートで、既存の値は変更されません。

78

管理およびオーサリング・ガイド

その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。
資産をマージしてマージできない既存の属性を上書きする
1 つの値しか持てない属性の場合、インポートされた値が
v NULL の場合、インポートで、既存の値は変更されません。
v NULL 以外の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。
例
次の例では、各マージ・オプションによって、2 つのタイプの属性を持つ用語がど
のようにインポートされるかを示しています。説明 (略記) 属性には値は 1 つのみ
ですが、カテゴリーの含まれている用語には複数の値があります。
次の表に、既存のビジネス・グロッサリー内の属性とインポート・ファイル内の属
性を示します。
表 14. 属性の既存値とインポートされた値
属性
説明 (略記)
1 つの値しか持つこ
とができません。
カテゴリーの含まれている用
語
複数の値を持つこと
ができます。

既存値

インポートされた値

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3

用語 2、用語 3、用語 4

次の表は、各マージ方式による結果を示しています。
表 15. 各マージ方式による結果
選択したマージ方式

説明 (略記) の内容

含まれている用語

インポート資産を無視して既
存の資産を保持する

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3

インポート資産で既存の資産
を上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 2、用語 3、用語 4

資産をマージしてマージでき
ないインポート済みの属性を
無視する

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4

資産をマージしてマージでき
ない既存の属性を上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4
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関連概念
68 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
72 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
関連資料
73 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
インポート後の同義語関係:
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とビジネス・グロッサリーに既に存
在している内容に応じて、固有の方法で調整されます。
同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーおよび
用語との間の矛盾が、選択したマージ方式で解決された後でのみ作成されます。同
義語関係を作成するルールは、すべてのマージ方式で同一です。
次の表で、それぞれの文字は用語を表しています。互いに同義語である用語が、括
弧で囲まれています。
表 16. 同義語のマージ結果
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インポートするファイル内の
同義語

既存の同義語

インポート後の同義語

(A B) C

A B C

(A B) C

同義語を持つ用語がない

(A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)
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関連概念
68 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
70 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションを使用すると、XML またはグロッサリー・アーカイブ・ファイ
ルからグロッサリー内容をインポートするときに、インポートされたビジネス・グ
ロッサリー資産と既存のビジネス・グロッサリー資産との間の矛盾をどのように管
理するかを制御できます。
関連資料
73 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、ビジ
ネス・グロッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解で
きます。
76 ページの『マッピング・ファイル』
グロッサリー・アーカイブ・ファイルをインポートする場合に、付属のマッピン
グ・ファイルを使用してグロッサリー内容を変更できます。

ファイルのエクスポート
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary ブラ
ウザーからグロッサリー内容をエクスポートできます。

始める前に
Business Glossary アドミニストレーター・ロールが必要です。
変更内容が失われないようにするために、エクスポート処理中にエクスポート対象
のビジネス・グロッサリーの部分を他の人が変更していないことを確認してくださ
い。
エクスポートまたはインポートが失敗した場合、ビジネス・グロッサリーの内容が
変更されることはありません。

このタスクについて
注: istool コマンド・ライン・インターフェースを使用すると、グロッサリー内容を
コマンド・ラインからインポートまたはエクスポートすることもできます。

手順
1. 「管理」タブにナビゲートします。
2. 「エクスポート」をクリックします。
3. プロンプトに従って、エクスポート処理を完了します。
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関連概念
59 ページの『インポート方式とエクスポート方式』
グロッサリー・アドミニストレーターは、グロッサリーの迅速な開発を可能にした
り、異なる IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境間でグロッサ
リーを転送したりするために、いくつかの方式を使用してグロッサリー内容をイン
ポートおよびエクスポートできます。

ファイルのインポート
Business Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Business Glossary ブラ
ウザーからグロッサリー内容をインポートできます。

始める前に
Business Glossary アドミニストレーター・ロールが必要です。
変更内容が失われないようにするために、インポート処理中にインポート対象のビ
ジネス・グロッサリーの部分を他の人が変更していないことを確認してください。
エクスポートまたはインポートが失敗した場合、ビジネス・グロッサリーの内容が
変更されることはありません。

このタスクについて
ワークフロー機能が有効である場合、インポートされた内容は開発グロッサリー内
のドラフト内容となります。
注: istool コマンド・ライン・インターフェースを使用すると、グロッサリー内容を
コマンド・ラインからインポートすることもできます。

手順
1. 「管理」タブにナビゲートします。
2. 「インポート」をクリックします。
3. プロンプトに従って、インポート処理を完了します。
関連概念
59 ページの『インポート方式とエクスポート方式』
グロッサリー・アドミニストレーターは、グロッサリーの迅速な開発を可能にした
り、異なる IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境間でグロッサ
リーを転送したりするために、いくつかの方式を使用してグロッサリー内容をイン
ポートおよびエクスポートできます。
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第 7 章 グロッサリー内容のオーサリング
適切なセキュリティー・ロールを持つユーザーは、グロッサリーの用語およびカテ
ゴリーを作成し、変更できます。
Business Glossary アドミニストレーターまたは Business Glossary 作成者のセキュリ
ティー・ロールを持つユーザーは、用語およびカテゴリーを作成したり、既存の用
語およびカテゴリーを変更できます。Business Glossary 作成者であるユーザーの場
合、作成または変更する用語とカテゴリーは、カテゴリー許可が付与されているカ
テゴリー内にあるものでなければなりません。
Business Glossary アドミニストレーターは、すべてのカテゴリーへのアクセス権限
を持っています。
グロッサリー内容を作成するには、ワークフロー機能が有効であるかどうかに応じ
て、2 とおりの方法があります。
v ワークフロー機能が有効である場合は、開発グロッサリーで作業します。
v ワークフロー機能が無効である場合は、グロッサリーで作業します。
用語およびカテゴリーを作成および変更する手順は、これら 2 つのグロッサリーで
同じです。
関連概念
13 ページの『カテゴリー』
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
11 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
関連タスク
51 ページの『第 5 章 IBM InfoSphere Business Glossary へのログイン』
Web ブラウザーでビジネス・グロッサリーを管理、オーサリング、および表示する
ために、IBM InfoSphere Business Glossary を開きます。

新規用語の作成
認可済みユーザーは、新規用語を作成できます。

このタスクについて
Business Glossary アドミニストレーターまたは Business Glossary 作成者でなければ
なりません。Business Glossary 作成者である場合は、用語の親カテゴリーに対する
許可が必要です。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

83

手順
1. ワークフローが有効である場合は、「開発グロッサリー」タブをクリックしま
す。ワークフローが無効である場合は、「グロッサリー」タブをクリックしま
す。
2. 「新規用語の作成」をクリックします。
3. 必須フィールドと含めたい他のフィールドに情報を入力します。
4. 「保存」をクリックし、メニューから次のステップを選択します。

タスクの結果
基本情報を使用して用語が作成されます。ワークフローが有効である場合、用語は
開発グロッサリー内でドラフト・モードになります。ワークフローが無効である場
合、用語はグロッサリー内にあり、適切なカテゴリー許可を持つすべてのユーザー
に対して使用可能になります。

次のタスク
用語を編集して情報を追加し、その意味を拡張します。
関連概念
11 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
関連タスク
86 ページの『ハイパーテキスト・リンクを含める』
用語またはカテゴリーに関する詳細にハイパーテキスト・リンクを含めることがで
きます。

新規カテゴリーの作成
認可済みユーザーは、新規カテゴリーを作成できます。

このタスクについて
Business Glossary アドミニストレーターまたは Business Glossary 作成者でなければ
なりません。Business Glossary 作成者である場合は、作成しようとしているカテゴ
リーの親カテゴリーに対する許可が必要です。

手順
1. ワークフローが有効である場合は、「開発グロッサリー」タブをクリックしま
す。ワークフローが無効である場合は、「グロッサリー」タブをクリックしま
す。
2. 「新規カテゴリーの作成」をクリックします。
3. 必須フィールドと含めたい他のフィールドに情報を入力します。
4. 「保存」をクリックし、メニューから次のステップを選択します。
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タスクの結果
基本情報を使用してカテゴリーが作成されます。ワークフローが有効である場合、
カテゴリーは開発グロッサリー内でドラフト・モードになります。ワークフローが
無効である場合、カテゴリーはグロッサリー内にあり、適切なカテゴリー許可を持
つすべてのユーザーに対して使用可能になります。

次のタスク
カテゴリーを編集して情報を追加し、その意味を拡張します。
関連概念
13 ページの『カテゴリー』
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
関連タスク
86 ページの『ハイパーテキスト・リンクを含める』
用語またはカテゴリーに関する詳細にハイパーテキスト・リンクを含めることがで
きます。

用語およびカテゴリーの編集
認可済みユーザーは、既存の用語およびカテゴリーを編集できます。

このタスクについて
Business Glossary アドミニストレーターまたは Business Glossary 作成者でなければ
なりません。Business Glossary 作成者である場合は、編集する用語またはサブカテ
ゴリーの親カテゴリーに対する許可が必要です。

手順
1. ワークフローが有効である場合は、「開発グロッサリー」タブをクリックしま
す。ワークフローが無効である場合は、「グロッサリー」タブをクリックしま
す。
2. 編集する用語またはカテゴリーの詳細ページにナビゲートします。 用語または
カテゴリーは、参照または検索して見つけることができます。「用語クイック・
ファインダー」を使用して用語を検索することもできます。
3. 「編集」をクリックします。 これで変更モードになり、用語またはカテゴリー
のすべてのプロパティーを変更できるようになります。
4. プロパティーを変更し、変更内容を保存します。

タスクの結果
ワークフローが有効である場合、編集された用語またはカテゴリーは開発グロッサ
リー内でドラフト・モードになります。ワークフローが無効である場合、用語また
はカテゴリーはグロッサリー内にあり、適切なカテゴリー許可を持つすべてのユー
ザーによって表示できるようになります。
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次のタスク
ワークフローが有効である場合、承認のために変更した用語やカテゴリーをパブリ
ッシャーに送信できます。
関連概念
13 ページの『カテゴリー』
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
11 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。用語は、ビジ
ネス・グロッサリーの基本的な構成要素です。
13 ページの『用語およびカテゴリーのプロパティー』
ビジネス・グロッサリー内のそれぞれの用語とカテゴリーにプロパティーを指定し
て、グロッサリー用語に意味とコンテキストを定義します。
関連タスク
『ハイパーテキスト・リンクを含める』
用語またはカテゴリーに関する詳細にハイパーテキスト・リンクを含めることがで
きます。

ハイパーテキスト・リンクを含める
用語またはカテゴリーに関する詳細にハイパーテキスト・リンクを含めることがで
きます。

始める前に
Business Glossary アドミニストレーター・ユーザーか作成者ユーザーでなければな
りません。

このタスクについて
用語またはカテゴリーを定義するどのテキスト入力フィールドにも、ハイパーテキ
スト・リンクを追加できます。例えば、用語またはカテゴリーに関する説明、カス
タム属性値、または注釈にリンクを追加することができます。
リンク・テキストは、リンク先と同じとすることも、別のテキストを選択すること
もできます。ファイルまたはディレクトリーのロケーション、あるいはメール・ア
ドレスへのリンクを作成することもできます。
注: セキュリティー上の予防措置のため、一部の Web ブラウザーはインターネット
からファイルへの直接アクセスを制限しています。IBM InfoSphere Business
Glossary には Web ブラウザーからアクセスするため、この制限が適用され、ファ
イルにアクセスできない場合があります。

手順
1. 宛先テキストと同一のリンクを追加するには、URL を入力します。 例えば、
http://www.example.com と入力します。 リンクは、InfoSphere Business
Glossary ブラウザーまたは IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere に
http://www.example.com と表示されます。
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2. 表示されるリンク・テキストが宛先テキストとは異なり、ファイル名、メール・
アドレス、または URL にリンクできるハイパーテキスト・リンクを追加するに
は、次の構文を使用します。
[destination | linktext]
ここで、
destination
リンク先の宛先です。Web アドレス、ファイルまたはディレクトリーの
ロケーション、またはメール・アドレスのいずれかです。
linktext
destination で指定された宛先にリンクされる、グロッサリー・ユーザ
ーに表示するテキストです。
linktext のみが、InfoSphere Business Glossary ブラウザーまたは InfoSphere
Business Glossary Anywhere に表示されます。
注: ハイパーテキスト・リンクは、説明 (すべて) または説明 (略記) の切り捨て
バージョンでは有効なリンクとして機能しません。処理中のリンクを表示するに
は、ユーザーが説明を展開する必要があります。

例
ブラウザーに句「company home page」を http://www.example.com へのリンクとし
て表示するには、次のテキストを入力します。
[http://www.example.com | company home page]

ブラウザーにハイパーリンクとして「Joe Smith」と表示し、選択されたら、受信者
としてメール・アドレス「joe@example.com」が入力されたメール・プログラムを開
くようにするには、次のテキストを入力します。
[joe@example.com | Joe Smith]

サーバー「server1」に存在する同じ名前のファイルへのリンクとして語「File1」を
ブラウザーに表示するには、次のテキストを入力します。
[file://server1/file1.txt | File 1]
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第 8 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。
関連タスク
51 ページの『第 5 章 IBM InfoSphere Business Glossary へのログイン』
Web ブラウザーでビジネス・グロッサリーを管理、オーサリング、および表示する
ために、IBM InfoSphere Business Glossary を開きます。

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。 この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。 検索の対
象として、資産のタイプおよび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。
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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。
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) 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。
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。
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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。

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。
関連情報
InfoSphere Metadata Workbench でのビジネス・リネージュ・レポートの実行

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。
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第 9 章 Eclipse アプリケーションからのビジネス・グロッサリ
ーの内容へのアクセス
IBM InfoSphere Business Glossary には、Eclipse ベースのアプリケーション内から
グロッサリー内容にアクセスするために、Eclipse プラグイン・コンポーネントが組
み込まれています。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse Core 機能を使用して、Eclipse アプ
リケーション内からグロッサリー内容を表示できます。グロッサリー・エクスプロ
ーラー・ビューは、グロッサリー内の用語とカテゴリーのナビゲーション・ツリー
を提供します。用語やカテゴリーのテキスト検索を実行したり、「プロパティー」
ビューでそれらの詳細情報を表示したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse UML プロファイル機能を使用し
て、既存モデルに適用されている用語を表示できますが、編集機能は使用できませ
ん。UML プロファイル機能に加えて、InfoSphere Business Glossary Client for
Eclipse UML 統合もインストールすれば、モデル・エレメントにグロッサリー用語
を組み込むことができます。既存モデル・エレメントに用語を割り当てたり、新規
モデル・エレメントを、それらに用語を割り当てて作成したり、モデル・エレメン
トの名前として用語名を使用したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Data Architect と
一緒に使用すると、用語を物理データ・モデル・エレメントおよび論理データ・モ
デル・エレメントに割り当てることができます。これらの割り当ては、InfoSphere
Information Server スイートの他の製品で使用するために、メタデータ・リポジトリ
ーにエクスポートできます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Warehouse と一
緒に使用すると、SQL ウェアハウジング (SQW) ツール内で用語をデータ・フロ
ー・エレメントと関連付けることができます。これらのアソシエーションは、
InfoSphere Information Server スイートのその他の製品で使用するために、メタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。
サポートされる IBM Rational Software Architect 製品と InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse を使用することで、ビジネス・プロセスのソフトウェ
ア・モデルを開発しているときにグロッサリー内容を表示できます。グロッサリー
用語をすぐに使用できる状態にしておくことで、モデル内のエレメントに割り当て
る正しい用語を簡単に選択できるようになります。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Blueprint Director
と一緒に使用すると、用語を青写真内のエレメントに割り当てることができます。
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Eclipse アプリケーションからのビジネス・グロッサリーの内容へのアクセ
ス
IBM InfoSphere Business Glossary には、Eclipse ベースのアプリケーション内から
グロッサリー内容にアクセスするために、Eclipse プラグイン・コンポーネントが組
み込まれています。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse Core 機能を使用して、Eclipse アプ
リケーション内からグロッサリー内容を表示できます。グロッサリー・エクスプロ
ーラー・ビューは、グロッサリー内の用語とカテゴリーのナビゲーション・ツリー
を提供します。用語やカテゴリーのテキスト検索を実行したり、「プロパティー」
ビューでそれらの詳細情報を表示したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse UML プロファイル機能を使用し
て、既存モデルに適用されている用語を表示できますが、編集機能は使用できませ
ん。UML プロファイル機能に加えて、InfoSphere Business Glossary Client for
Eclipse UML 統合もインストールすれば、モデル・エレメントにグロッサリー用語
を組み込むことができます。既存モデル・エレメントに用語を割り当てたり、新規
モデル・エレメントを、それらに用語を割り当てて作成したり、モデル・エレメン
トの名前として用語名を使用したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Data Architect と
一緒に使用すると、用語を物理データ・モデル・エレメントおよび論理データ・モ
デル・エレメントに割り当てることができます。これらの割り当ては、InfoSphere
Information Server スイートの他の製品で使用するために、メタデータ・リポジトリ
ーにエクスポートできます。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Warehouse と一
緒に使用すると、SQL ウェアハウジング (SQW) ツール内で用語をデータ・フロ
ー・エレメントと関連付けることができます。これらのアソシエーションは、
InfoSphere Information Server スイートのその他の製品で使用するために、メタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。
サポートされる IBM Rational Software Architect 製品と InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse を使用することで、ビジネス・プロセスのソフトウェ
ア・モデルを開発しているときにグロッサリー内容を表示できます。グロッサリー
用語をすぐに使用できる状態にしておくことで、モデル内のエレメントに割り当て
る正しい用語を簡単に選択できるようになります。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を IBM InfoSphere Blueprint Director
と一緒に使用すると、用語を青写真内のエレメントに割り当てることができます。
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第 10 章 アプリケーションの開発および拡張
IBM InfoSphere Business Glossary を活用するために、カスタム・アプリケーション
を作成したり既存アプリケーションを拡張したりすることができます。
InfoSphere Business Glossary REST (Representational State Transfer) API (アプリケー
ション・プログラミング・インターフェース) を使用して InfoSphere Business
Glossary の機能を使用する、カスタム・ソフトウェア・アプリケーションを作成で
きます。 REST API を使用して、既存アプリケーションの機能を拡張することもで
きます。
InfoSphere Business Glossary Java API を使用することにより、Eclipse ベースのア
プリケーションを拡張して InfoSphere Business Glossary と統合させることができま
す。

Eclipse ベースのアプリケーションとの統合
IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse Java API を使用して、IBM
InfoSphere Business Glossary の機能を既存の Eclipse ベースのアプリケーションに
追加できます。
Java API ドキュメントは、Eclipse ベースのアプリケーションを拡張して、
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse によって提供される多くの機能を組
み込みます。 Java API ドキュメントは、以下の InfoSphere Business Glossary
Client for Eclipse 機能をサポートします。
IBM InfoSphere Business Glossary Core
この機能は、どの Eclipse アプリケーションにも追加できます。
Core API を使用して、ローカル・グロッサリーを参照し、その内容を検索
できます。
IBM InfoSphere Business Glossary UML プロファイル
この機能は、統一モデリング言語 (UML) サポートを含むどの Eclipse アプ
リケーションにも追加できます。
UML プロファイル API を使用して、Business Glossary プロファイルとそ
の関連ステレオタイプをモデルに適用できます。モデル・エレメントの用語
の割り当てを追加、削除、および読み取ることもできます。
IBM InfoSphere Business Glossary データ・モデル統合
この機能は、IBM InfoSphere Data Architect に追加できます。
データ・モデル API を使用して、データ・モデル・エレメントの用語の割
り当てを追加、削除、および読み取ることができます。
IBM InfoSphere Business Glossary 物理モデル統合
この機能は、物理データ・モデル・インフラストラクチャーをサポートする
どの Eclipse アプリケーションにも追加できます。
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物理モデル API を使用して、物理データ・モデル・エレメントの用語の割
り当てを追加、削除、および読み取ることができます。
Java API およびその解説ドキュメントは、IBM InfoSphere Business Glossary Client
for Eclipse で提供されます。
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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。

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 17. IBM リソース
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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。
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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 18. 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。
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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。

グロッサリー、検索

用語へ割り当て 48
カスタム属性 16, 42

グロッサリー、構成 53
グロッサリー、ファイル

値

グロッサリー許可

16

作成

カスタム・プロパティー

アドミニストレーター

カテゴリー
インポート

22
22

作成

アプリケーション、開発および拡張

95

10

16, 42

グロッサリーの管理

53

グロッサリーの構成

53

メンバー

36

32

アプリケーション、カスタム 10
アプリケーションの開発 95
アプリケーションの拡張 95

定義 13
カテゴリー、作成

84

カテゴリー、新規

84

ロール 32
グロッサリー・モデル
データウェアハウス

アラビア語

カテゴリー、表示
カテゴリー、変更
カテゴリー、編集

89
85
85

言語、構成 54
言語サポート 54
言語サポート、双方向

54

インポート
カテゴリー
マージ方式

45
70, 78

カテゴリー許可 26
カテゴリーのプロパティー
ガバナンス

マッピング・ルール 76
用語 45
CSV フォーマット 36
XML フォーマット

インポート、InfoSphere Business Glossary
バージョン 60
インポート、XMI への 74
インポート、XML の 67
インポートおよびエクスポート・シナリオ
シナリオ 64
インポートとエクスポート、同義語 72,
80
インポート方式
それぞれによってインポートされる資
産 61
比較 59
エクスポート、InfoSphere Business
Glossary バージョン 60
エクスポート、XMI への 74
エクスポート、XML の 67
オーサリング、グロッサリー内容の 83
お客様サポート 98

［カ行］
階層、参照 91
概念、グロッサリー 11
概念、InfoSphere Business Glossary
開発グロッサリー 56
開発グロッサリーの許可 26
外部資産
定義 48
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

検索、カテゴリーの

11

53

関連資産
定義 11
関連用語
定義 11
技術顧問 32
業界 8
許可、カテゴリー 26
クライアント、Eclipse 9, 93, 94
グロッサリー
アクセス 51
インポート方式
比較 59
インポート方式とエクスポート方式
61
環境 44
計画の手順 31
構造 35
構造の計画 31
使用可能にする 49
承認プロセス 33
組織 35
デザイン 35
開く 51
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HTTPS 51
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ソース
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グロッサリー内容、スキーマでの定義 69
グロッサリー内容、フィルタリング 90
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定義 16
カスタム・アプリケーション

［ア行］
タスク
ロール

外部資産 (続き)

検索、用語の 90
構造
グロッサリーの計画

89
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［サ行］
作成、カテゴリーの 83, 84
作成、用語の 83
作成者
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資産、およびビジネス・グロッサリー 19
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資産、フィルタリング 90
資産、メタデータ・リポジトリー 20
資産、割り当て 47
資産の割り当て 47
準拠監視者 32
状況、用語 12
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承認プロセス

パブリッシュ済みグロッサリーの許可

定義 33
情報資産 19

パブリッシュ・プロセス
定義

新規カテゴリー
新規用語 83
垂直業界

43

26

双方向言語サポート

8

表示許可

値 16
定義 16

7

91
89

26

ファイルのエクスポート 81
ファイルのエクスポート方法

81

ファイル・フォーマット 61
フィルタリング、グロッサリー内容

タグ 42
タスク

作成者 22
ユーザー 22
他の InfoSphere 製品とグロッサリー

90

フォーマット、インポートされるファイル
の 61
フォーマット、エクスポートされるファイ

22

ルの 61
物理スキーマ
8

置換
マージ方式 70, 78
ツリー・ビュー 91
データ設計者 32
デプロイ、グロッサリーの 56
デプロイ、グロッサリーの、ワークフロ
ー、オフ 58
同義語
定義 11
同義語、インポートとエクスポート 72,
80
統合、ビジネス・グロッサリー 7
統合、Eclipse ベースのソフトウェア 9,
93, 94
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バージョンの互換性、インポートとエクス
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パブリケーション 58
パブリッシュ 58
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ソース 38
物理モデル 36
プラグイン、Eclipse
プログラミング

［ヤ行］
ユーザー
タスク
ロール

22
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優先用語
定義

関係
92
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9, 93, 94

プロパティー、カスタム 16, 42
プロパティー、用語とカテゴリーの
ヘブライ語 54
変更、カテゴリーの 83, 85
変更、ビジネス・グロッサリー 53
変更、用語の 83, 85
編集、カテゴリーの 85
編集、用語の 85
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マージ方式
置換 70, 78
マージ使用のソース 70, 78
マージ使用のターゲット 70, 78
無視 70, 78
マージ・オプション 69
マッピング・ルール
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例 76
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作成 45
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用語、ライフサイクル
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命名標準 40
用語、作成 83
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用語、表示
用語、変更
用語、編集
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用語
インポート
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ファイル、保存 92
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［タ行］
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ビジネス・グロッサリーと他の製品
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表示、グロッサリーの

属性、カスタム
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基本ユーザー 22
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ビジネス・グロッサリー・ロール、ワーク
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アクセシビリティー

論理モデル

11
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ビジネス・グロッサリー、ワークフロー・
ロール 25

8

スチュワード
スチュワードの選択
定義
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ビジネス・グロッサリー、構成
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ソース 38
データウェアハウス・モデル
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