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ユーザー・ガイド

第 1 章 InfoSphere Metadata Workbench の概要
ビジネス・アナリスト、データ・アナリスト、ETL 開発者などの IT 専門家は、
IBM® InfoSphere™ Metadata Workbench を使用してメタデータ・リポジトリー内の
情報資産間の関係を探索して分析します。
InfoSphere Metadata Workbench により、IBM InfoSphere Information Server スイー
トによって生成および使用される資産を管理および把握し、スイート外の資産およ
びプロセスにも分析対象を拡張するためのデザイン時ツールが IT 専門家に提供さ
れます。
リネージュ・レポートにより、InfoSphere Metadata Workbench では、リネージュ情
報を必要とするコンプライアンスおよびガバナンスのイニシアチブ (例えば、
Sarbanes Oxley または Basel II の要件など) を担当する IT 専門家をサポートしま
す。 InfoSphere Metadata Workbench は、情報管理環境への変更の影響を示す影響
分析を提供することで、IT 専門家の効率的な作業を支援します。
InfoSphere Metadata Workbench は、以下のタスクをサポートします。
v 以下の機能を使用したメタデータ・リポジトリー内の情報資産の探索
– ジョブ、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート、データベース、デー
タ・ファイル、表、列、用語、スチュワード、サーバー、拡張データ・ソー
ス、およびその他の資産の関係に関する詳細
– 単純検索および拡張検索と強力な照会
– 情報資産のスイート間統合ビュー
– 外部データ・フローおよび資産について記述する拡張マッピングの詳細
– 資産関係のグラフィカル・ビュー
v 以下のタスクの実行による、主要な資産およびビジネス BI レポートの従属性と
関係の分析
– ジョブおよびデータベースを通って BI レポートに至るリネージュをトレース
します
– リネージュ分析を実行して、共有表の情報、ジョブ・デザインの情報、ジョブ
実行のオペレーショナル・メタデータ、および拡張マッピングを使用すること
により、データがどこから来て、どこに行くかを把握します
– 影響分析を実行して、IBM InfoSphere Information Server 内およびその先にお
ける、従属性と、列またはジョブへの変更の影響を把握します
– ジョブ実行のオペレーショナル・メタデータの表示
v 以下のタスクの実行による、詳細な分析レポートを取得するためのメタデータの
管理
– 情報資産の説明を作成および編集します
– 発生元が InfoSphere Information Server でない資産をインポートまたは作成し
ます
- 拡張データ・ソースとして定義されるアプリケーション、ストアード・プロ
シージャー、およびファイル
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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- 拡張マッピングとして定義される ETL プロセス
– 情報資産に用語、スチュワード、ラベル、および注釈を割り当てます
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第 2 章 Metadata Workbench へのアクセス
IBM InfoSphere Metadata Workbench には、Web ブラウザーを使用してアクセスし
ます。

始める前に
v サポートされる Web ブラウザーは、Microsoft Internet Explorer バージョン 6 お
よび 7 と、Mozilla Firefox バージョン 2 です。
v グラフィカル・レポートを表示するには、Adobe® Flash Player がインストールさ
れている必要があります。このバージョンは、10.0.22 以降でなければなりませ
ん。Player は、http://www.adobe.com/ からダウンロードできます。
v Metadata Workbench にアクセスするには、「Metadata Workbench アドミニスト
レーター」または「Metadata Workbench ユーザー」ロールが必要です。ビジネ
ス・リネージュ・レポートを表示するには、「Business Glossary ユーザー」ロー
ルが必要です。 IBM InfoSphere Information Server のスイート・アドミニストレ
ーターが、スイート・ユーザーをロールに割り当てます。
v ブラウザーで JavaScript を有効にします。
v Microsoft Internet Explorer ブラウザーで HTTP 1.1 を有効にします。
v サイトの Cookie を使用可能にします。
v 画面解像度は、1024 x 768 またはそれ以上に設定する必要があります。
InfoSphere Metadata Workbench ウィンドウを最大化してください。
v 詳細なシステム要件については、 http://www.ibm.com/software/data/infosphere/infoserver/overview/requirements.html を参照してください。

手順
1. Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。protocol://
host_server:port/workbench
メタデータ・ワークベンチにアクセスするための URL は、HTTP および、IBM
WebSphere® Application Server 用にセットアップされたクラスター構成に基づい
ています。
Protocol には、HTTP (Hypertext Transfer Protocol) または HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure) のいずれかの通信プロトコルが入ります。
Host_server および port は、通信プロトコルおよび WebSphere Application
Server 構成 (クラスターか、あるいは、非クラスターか) によって異なります。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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表 1. さまざまな構成に対するホストとポートの値
WebSphere
Application Server ク
ラスター構成
Host_server の値
クラスタリングがセ
ットアップされてい
る場合

フロントエンド・デ
ィスパッチャー
(HTTP サーバーまた
はロード・バランサ
ーのいずれか) のホス
ト名または IP アド
レス、およびポート

Port の値 (HTTP 使
用時)

Port の値 (HTTPS
使用時)

フロントエンド・デ
ィスパッチャーの
HTTP ポート (例、
80)

HTTPS セキュア・ポ
ート (例、443)

HTTP 転送ポート
(WebSphere
Application Server で
WC_defaulthost とし
て構成されている)。

HTTPS 転送セキュ
ア・ポート
(WebSphere
Application Server で
WC_defaulthost_secure
として構成されてい
る)。

特定のクラスター・
メンバーのホスト名
は使用しないでくだ
さい。
クラスタリングがセ
ットアップされてい
ない場合

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

デフォルト: 9080

デフォルト: 9443

2. HTTPS が有効になっている場合、初めてメタデータ・ワークベンチにアクセス
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。このようなメッセージが表示された場合は、
ブラウザーから出されたプロンプトに従って証明書を受け入れ、スイート・ユー
ザー名とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

次のタスク
デフォルトの HTTP セッション・タイムアウトは 30 分です。その結果として、非
アクティブのままで 30 分を超えた Web セッションは終了されます。デフォルト
のタイムアウト値は、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール (「管
理」タブ > 「セッション管理」タブ > 「グローバル・セッション・プロパティ
ー」) で変更できます。
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第 3 章 InfoSphere Metadata Workbench ロール
スイート・アドミニストレーターが、IBM InfoSphere Metadata Workbench のユーザ
ーが実行できるタスクを定義するロールを割り当てます。
IBM InfoSphere Metadata Workbench には、次のロールがあります。
Metadata Workbench アドミニストレーター
自動および手動の分析サービスを実行し、照会をパブリッシュし、メタデー
タ・モデルを探索します。 IBM InfoSphere Metadata Workbench のユーザ
ーが実行できるすべてのタスクを実行します。
Metadata Workbench アドミニストレーターは、リポジトリーにインポート
されるエンタープライズ・データベースのメタデータやデータ・ファイルの
メタデータを理解している必要があります。また、アドミニストレーター
は、ジョブで使用されるメタデータも理解している必要があります。
Metadata Workbench ユーザー
情報資産を検索および探索し、分析レポートを実行し、照会を作成、保存、
および実行します。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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第 4 章 メタデータ資産の探索
Metadata Workbench のユーザーは、メタデータ・リポジトリーの情報資産につい
て、そのプロパティーと関連資産を表示したり、それを通るデータ・フローのレポ
ートを作成したりするために、検索と照会を行うことができます。

Metadata Workbench のナビゲートに関するヒント
ナビゲートして、メタデータ・リポジトリーの資産を表示したり、資産とその関係
に関するレポートを作成したりします。
Metadata Workbench の中では、アプリケーションのハイパーリンクとボタンをクリ
ックして移動します。
以下のヒントを利用してください。
v アクセスしたページに戻るために、Web ブラウザーの「戻る」および「進む」の
機能を使用しないでください。
v 「参照」、「検出」、または「拡張」のいずれかのナビゲーション・タブから任
意のタスクを開始できます。
v 資産のコンテキスト情報を表示するには、結果リストまたは資産情報ページにあ
る資産へのリンクの上にマウス・ポインターを移動します。吹き出しヘルプに、
そのオブジェクトを含む資産が表示されます。例えば、あるジョブへのリンク上
にマウス・ポインターを移動すると、そのジョブを含むプロジェクトとエンジン
の名前が表示されます。いずれかの名前をクリックすると、その資産の資産情報
ページが開きます。
v 資産について可能なタスクのリストから選択するには、結果リストで資産名を右
クリックするか、資産名をクリックして資産情報ページを表示します。
v ウェルカム・ページに戻るには、ウィンドウの左上隅の「ワークベンチ」タブを
クリックします。
v アクセスした資産情報ページに戻るには、「お気に入りに追加」をクリックし
て、ご使用の Web ブラウザーのブックマークまたはお気に入りのリストにペー
ジを追加します。
v アクセスしていたページをそのままにして資産情報ページを開くには、資産名を
右クリックして「新規ウィンドウで開く」をクリックします。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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関連タスク
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。
39 ページの『メタデータ・リポジトリーの照会』
照会を使用して、メタデータ・リポジトリーのオブジェクトを検索し、そのレポー
トを作成することができます。
49 ページの『第 5 章 Metadata Workbench でのデータ・リネージュ・レポート、
ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートの作成』
Metadata Workbench のユーザーは、データ・ソースから、ジョブとステージを通っ
て、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジェンス・レポ
ートに入るデータ・フローを分析するレポートを作成できます。特定タイプの資産
間の従属性についてレポートすることができます。さらに、詳細なデータ・リネー
ジュ・レポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レ
ポートを作成できます。

拡張データ・リネージュ
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用するか、またはそのメタデータがメタ
データ・リポジトリーに保存されないツール、スクリプト、または他のプログラム
を使用する場合でも、エンタープライズ全体のデータ・フローを追跡できます。
メタデータ・リポジトリーには、IBM InfoSphere Information Server スイートのツー
ルからの情報が保管されます。 Metadata Workbench は、この情報を使用して、デ
ータ・ソースから IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage™ アドミニストレー
ター ジョブを介し、ターゲット・データ構造への情報のフローを表示します。
ただし、次のケースのような、メタデータ・リポジトリーに存在しないデータ・フ
ローを含むデータ・リネージュを表示する必要がある場合があります。
v エンタープライズでは、情報が自動的にメタデータ・リポジトリーに格納されな
い、別のベンダーの抽出、変換処理、およびロード (ETL) ツールを使用してい
る。
v InfoSphere DataStage ジョブは、ストアード・プロシージャーからの情報によって
異なります。
v 他の場所に存在する Web サービスを使用する。
v COBOL 抽出などの、メインフレーム・アプリケーションおよびプログラムから
リネージュを追跡する。
v 外部ソースからフラット・ファイルまたはその他のタイプのフィードを受け取
る。
v 多くの場合、オペレーティング・システム・レベルでスクリプトを実行して、フ
ァイルをジョブで処理する前にコピーまたは再構成する。
上記のケースなどでは、表および列を介したデータ・フローは、メタデータ・リポ
ジトリー以外に拡張できます。Metadata Workbench アドミニストレーターは、拡張

8

ユーザー・ガイド

マッピングおよび拡張データ・ソースを Metadata Workbench で作成することがで
きます。これにより、そのフローを追跡し、フロー内の資産のデータ・リネージ
ュ・レポートを作成できます。

拡張マッピング
拡張マッピングは、1 つ以上のソースから 1 つ以上のターゲットへの外部データ・
フローを表す、ソースとターゲットとのマッピングです。ソースまたはターゲット
は、データベースかデータ・ファイル・メタデータまたは拡張データ・ソースのコ
ンポーネントのいずれかとして、メタデータ・リポジトリー内に存在している必要
があります。
Metadata Workbench で拡張マッピングを使用すると、以下のタイプのフローのデー
タ・リネージュ・レポートを作成できます。
v 完全に IBM InfoSphere Information Server の外部で行われるデータ・フロー
v InfoSphere Information Server の外部および内部の両方で行われるデータ・フロー

拡張データ・ソース
Web サービスやストアード・プロシージャーなどの一部の外部プロセスでは、その
データをディスクに書き込みません。 このプロセスでのデータ構造に関する情報を
レポートして、変換処理プロセスの各ステップを明確に理解する必要がある場合
は、Metadata Workbench アドミニストレーターは、拡張データ・ソースを作成して
Metadata Workbench にインポートすることにより、この情報を取り込むことができ
ます。
拡張データ・ソース資産には、次の 3 つの主要タイプがあります。
v アプリケーション
v ストアード・プロシージャー定義
v ファイル
アプリケーション
ユーザーに対して、またある場合には別のアプリケーションに対して特定の
関数を直接に実行するプログラムを表します。
例えば、アプリケーションは、企業のデータベースと対話処理するデータベ
ース・プログラム、通信プログラム、または SAP プログラムの場合があり
ます。アプリケーション拡張データ・ソースを使用して、SAP などのデー
タ・プログラムを大まかにモデル化することができます。
オブジェクト・タイプ
単一アプリケーション内の入力および出力構造を特徴付ける、方式
のグループ化または定義済みデータ・フォーマット。例えば、オブ
ジェクト・タイプは、アプリケーション内の共通機能またはビジネ
ス・プロセスを表すことがあります。
方式
オペレーションを実行する、オブジェクト・タイプ内に定義された
関数または手順。オペレーションは、情報を入力パラメーターまた
第 4 章 メタデータ資産の探索
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は出力値として渡したり受け取ったりします。例えば、方式は、ア
プリケーションおよびオブジェクト・タイプを介してデータを読み
取りまたは書き込む、特定のオペレーションまたはプロシージャ
ー・コールの場合があります。方式は、データベース表に相当する
ものを表すこともできます。この際に、入力パラメーターと出力値
は表の列を表します。
入力パラメーター
入力パラメーターは、クライアントから方式に情報を送信する最も
一般的な方法です。方式では、意図した関数を実行するには、クラ
イアントからの情報が必要です。この情報は、レポート、分析する
データの選択基準、個々の列、または他の多くの可能性あるものに
関する表示オプションの形式の場合があります。例えば、MONTH お
よび YEAR は、月次販売データを分析する方式の入力パラメーター
である場合があります。
出力値
方式では、データを出力値の形式で取得し、クライアントまたはア
プリケーションに戻します。出力値は、データベース列またはデー
タ・ファイル・フィールドの戻り値を表す場合があります。例え
ば、JANUARY および 2000 は、月次販売データを分析する方式の出
力値である場合があります。
ストアード・プロシージャー定義
ストアード・プロシージャーは、データベース・システムにアクセスするア
プリケーションに使用可能なルーチンであり、データベース・システム内に
保管されます。ストアード・プロシージャーは、複合ロジックおよび SQL
ステートメントを統合および集中化し、またデータを更新、追加、または検
索できます。例えば、ストアード・プロシージャーは、条件ハンドラーまた
はプログラムとしてトランザクションを制御するために使用されます。ま
た、更新する場合などでは ETL トランザクションに類似しています。
ストアード・プロシージャーを表す拡張データ・ソースはストアード・プロ
シージャー定義と呼ばれ、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニ
ストレーター によってメタデータ・リポジトリーに保存されるストアー
ド・プロシージャー資産と区別されます。
入力パラメーター
入力パラメーターで、ストアード・プロシージャーがその意図され
た関数を実行するために必要とする情報を伝えます。例えば、スト
アード・プロシージャーに渡される変数は入力パラメーターです。
出力パラメーター
出力パラメーターによって、ストアード・プロシージャーが実行さ
れたときに戻される値または変数を表します。例えば、ストアー
ド・プロシージャーの結果セットに含まれるフィールドは、出力パ
ラメーターの場合があります。
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入出力パラメーター
入出力パラメーターは、ストアード・プロシージャーが意図された
関数を実行するためにクライアントから情報を必要とし、その後同
じパラメーターを使用して処理し、値を戻す場合に使用します。例
えば、入出力パラメーターは、ストアード・プロシージャーが処理
またはアグリゲートして、呼び出しアプリケーションに戻す変数の
場合があります。
結果列
結果列は、ストアード・プロシージャーがデータベース内のデータ
を照会または処理したときに、ストアード・プロシージャーから戻
されるデータ値を表します。
ファイル
ファイルは、データを取り込み、転送、あるいは読み取るためのストレージ
域を表します。ファイルは、多くの場合 ETL データのソースであり、FTP
を使用してロードおよび移動できます。拡張データ・ソース・タイプのファ
イルは、標準的な手段ではメタデータ・リポジトリーにインポートできない
ファイルを表します。メタデータ・リポジトリーにインポートできるファイ
ルはデータ・ファイルと呼ばれ、拡張データ・ソースではありません。
関連概念
49 ページの『データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、
および影響分析レポート』
データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートには、1 つのジョブ内または複
数ジョブを通るデータの動きと、ジョブの実行内のアクティビティーの順序が示さ
れます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユーザーには不要の詳
細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分析レポートには、
資産間の従属性が表示されます。
関連資料
52 ページの『リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ』
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートの実行に使用できます。

Metadata Workbench における情報資産
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されたオブジェク
トを Metadata Workbench では情報資産と呼びます。各資産は、資産タイプのイン
スタンスです。
Metadata Workbench のユーザーとアドミニストレーターは、特定の情報資産を検索
して表示し、プロパティーと関係を分析して、資産に関するレポート (データ・リ
ネージュ・レポートや影響分析レポートなど) を実行します。
資産ごとにその資産情報ページがあり、以下の情報が表示されます。
v 資産のプロパティー
v 関連オブジェクト。用語、スチュワード、資産を含むオブジェクトなどが含まれ
ます。
第 4 章 メタデータ資産の探索
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v 自動化サービスの実行と手動リンク・アクションの実行により生成される情報
v 資産に関する注釈
v 資産に実行可能なアクション。説明の編集、レポートの実行、用語の割り当てな
どがあります。
結果ページまたは資産情報ページで情報資産へのリンク上にマウス・ポインターを
移動すると、その資産のコンテキストが表示されます。通常は、その資産を含むオ
ブジェクトです。例えば、あるジョブへのリンク上にマウスを移動すると、そのジ
ョブを含むプロジェクトとエンジンの名前が表示されます。いずれかの名前をクリ
ックすると、その資産の資産情報ページが開きます。
関連概念
15 ページの『Metadata Workbench で表示される資産タイプ』
資産情報ページには、選択したタイプの資産に適したプロパティー、関係、および
使用可能なアクションが表示されます。
関連タスク
49 ページの『第 5 章 Metadata Workbench でのデータ・リネージュ・レポート、
ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートの作成』
Metadata Workbench のユーザーは、データ・ソースから、ジョブとステージを通っ
て、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジェンス・レポ
ートに入るデータ・フローを分析するレポートを作成できます。特定タイプの資産
間の従属性についてレポートすることができます。さらに、詳細なデータ・リネー
ジュ・レポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レ
ポートを作成できます。
39 ページの『メタデータ・リポジトリーの照会』
照会を使用して、メタデータ・リポジトリーのオブジェクトを検索し、そのレポー
トを作成することができます。
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。

情報資産に対するアクション
資産情報ページと資産の右クリック・メニューから、資産の編集、資産に対するレ
ポートの実行、および資産に固有のその他のアクションの実行を行うことができま
す。
資産に対して利用可能アクションは以下の場所に表示されます。
v 資産情報ページの右側
v リストの資産名を右クリックしたときに表示されるメニュー
資産のタイプにより、以下のアクションの一部あるいはすべてが表示されます。
注釈の追加
選択資産の注釈を作成します。すべての資産に注釈を付けられるわけではあ
りません。1 つの資産に複数の注釈を付けることができます。
注釈の割り当ては IBM InfoSphere Business Glossary で削除できます。

12

ユーザー・ガイド

お気に入りに追加
選択資産の資産情報ページの URL を Web ブラウザーのお気に入りのリス
トあるいはブックマーク・リストに追加します。
ラベルの割り当て
資産にラベルを割り当てます。
ラベルとは、エンタープライズに意味がある共通点を示す、資産の単純で短
い記述子です。ラベルは、検索およびフィルタリングで使用することができ
ます。ラベルは、資産に適用するキーワードまたはタグとして考えることが
できます。
ラベルは、InfoSphere Business Glossary で作成、編集、および削除されま
す。
スチュワードを割り当て
選択資産を管理するスチュワードを割り当てます。
割り当てたスチュワードは、InfoSphere Business Glossary、 IBM InfoSphere
FastTrack、 IBM InfoSphere Information Analyzer にも表示されます。
Metadata Workbench では、1 資産に割り当てることのできるスチュワード
は、1 人のみです。資産に既にスチュワードが割り当てられている場合、リ
ストから選択したそのスチュワードが元のスチュワードと置換されます。
IBM InfoSphere FastTrack または InfoSphere Information Analyzer で資産に
スチュワードが割り当てられている場合は、複数のスチュワードが表示され
る場合があります。資産に複数のスチュワードが割り当てられていて、
Metadata Workbench でその資産にスチュワードを割り当てる場合は、既に
割り当てられている複数のスチュワードが、単一のスチュワードに置換され
ます。
スチュワードの割り当ては InfoSphere Business Glossary で削除できます。
用語へ割り当て
選択資産に用語を割り当てます。1 つの資産に複数の用語を割り当てること
ができます。用語は、InfoSphere Business Glossary と IBM InfoSphere
FastTrack で作成されます。用語の割り当ては InfoSphere Business Glossary
で削除できます。
ビジネス・リネージュ
データ・リネージュのビジネス・ビューを表示するレポートを作成します。
このオプションを表示する場合は、IBM InfoSphere Metadata Workbench の
アドミニストレーターがビジネス・リネージュ・レポートに含める資産を構
成しておく必要があります。さらに、ユーザーに、少なくとも「Business
Glossary ユーザー」ロールが必要です。
資産のタイプに応じて、以下の情報が表示されます。
v 選択資産に対する入力または出力データのフロー。このデータは、列を介
してビジネス・インテリジェンス (BI) レポートに渡されます。
v 選択資産に対する入力または出力データのフロー。このデータは、データ
ベース表、データベース・ビュー、またはデータ・ファイル構造を介し
て、BI レポートに渡されます。

第 4 章 メタデータ資産の探索
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v レポート内の各資産のコンテキスト、スチュワード、および割り当て用
語。
ビジネス・リネージュ・レポート内の資産をドリルダウンして、詳細情報を
得ることはできません。
名前のコピー
資産の名前をクリップボードにコピーします。
ショートカットのコピー
選択資産の資産情報ページの URL をクリップボードにコピーします。
データ・リネージュ
資産のタイプに応じて、以下の情報のいずれかを表示するレポートが作成さ
れます。
v 選択資産に対する入力または出力データのフロー。このデータは、列およ
びステージを通り、1 つ以上のジョブを通って、ビジネス・インテリジェ
ンス (BI) レポートに渡されます。
v 選択資産に対する入力または出力データのフロー。このデータは、1 つ以
上のジョブを通り、データベース表、データベース・ビュー、またはデー
タ・ファイル構造を通って、BI レポートに渡されます。
削除

メタデータ・リポジトリーから資産を削除します。

編集

選択資産の説明を編集します。一部の資産タイプの資産情報ページにはイメ
ージを追加できます。一部の資産タイプには、カスタム属性を割り当てるこ
とができます。

別名 (ビジネス名) の編集
資産の別名 (資産に対してビジネス上の意味を与えるもの) を割り当てま
す。例えば、Source10 という名前の BI レポートに、別名のビジネス名
Risk_Level_3 を割り当てることができます。
注釈の編集
注釈の各フィールドを編集します。
ビジネス・リネージュから除外 (またはビジネス・リネージュに含める)
資産が現在ビジネス・リネージュ・レポートに含まれている場合、このレポ
ートからその資産を削除します。資産が、ビジネス・リネージュ・レポート
から現在除外されている場合は、レポートに含めます。
このオプションを表示する場合は、「Metadata Workbench アドミニストレ
ーター」ロールが必要です。
グラフ・ビュー
資産、その関連資産、およびそれらに対する関係がグラフィック・モデル・
ビューで表示されます。
モデル・ビュー
資産のモデル・ビューを表示します。論理データ・モデル、物理データ・モ
デル、実装されたデータ・ソースの関係内のクラスを示します。
影響分析
選択資産の存在に従属する資産と、選択資産がその存在に従属する資産を表
示するレポートが作成されます。
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詳細を開く
現行ウィンドウに資産情報ページを開きます。現行ウィンドウで行ったが保
存しなかった変更は失われます。
新規ウィンドウで詳細を開く
現行ウィンドウの新規タブに資産情報ページを開きます。現行ウィンドウは
開いたままになります。
注釈の削除
資産から注釈を削除します。削除された注釈の名前は、取り消し線マークを
付けて表示されます。ページが更新されると、削除された注釈は表示されま
せん。
マウス・ポインターを資産へのリンク上に移動することで、特定の資産のコンテキ
ストを表示することができます。通常、選択資産を含む資産が、吹き出しヘルプに
表示されます。例えば、あるジョブへのリンク上にマウスを移動すると、そのジョ
ブを含むプロジェクトとエンジンの名前が表示されます。いずれかの名前をクリッ
クすると、その資産の資産情報ページが開きます。

Metadata Workbench で表示される資産タイプ
資産情報ページには、選択したタイプの資産に適したプロパティー、関係、および
使用可能なアクションが表示されます。
表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ
資産タイプ
注釈
アプリケーション

定義
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョ
ブの開発者が作成したコメント。
ユーザーまたは別のアプリケーションに対して特
定の関数を直接に実行するようにデザインされた
プログラムを表す拡張データ・ソース資産。アプ
リケーションは、データの読み取りまたは書き込
みのためのメソッドおよびパラメーターの全般コ
レクションです。

BI コレクション

ビジネス・インテリジェンス (BI) モデル内のデ
ータを編成する構造。 BI コレクションは、BI レ
ポートのデータ・ソースです。

BI コレクション・メンバー

データベース列から予想されるデータ値の基本的
な抽象化。

BI 階層

BI コレクション内のデータの順序または関係を定
義する編成構造を定義します。
BI 階層内の論理ステップ。

BI レベル
BI モデル・コレクション
BI レポート・フィールド

BI アプリケーションに関連する BI コレクション
のグループ化。
通常はデータベース列をソースとする BI レポー
ト内のフィールド。ページ番号やセクション・ヘ
ッダーなど、データ・フィールドでない BI レポ
ート・フィールドもあります。
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表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
22 ページの『BI レポート』

カテゴリー

用語を含み、参照し、また InfoSphere Business
Glossary を階層に編成するディレクトリーまたは
フォルダーのタイプ。カテゴリーが他のカテゴリ
ーを含むことも可能です。
フィールド・レベルでデータの条件を記述する
IBM InfoSphere Information Analyzer プロセス。

列定義

InfoSphere DataStage and QualityStage 表定義内の
データ値を保管する列レベルのデータ定義。
1 つ以上のソースの列および用語から 1 つ以上の
ターゲットの列および用語への変換処理を記述し
た IBM InfoSphere FastTrack マッピング仕様の
行。

コネクター

InfoSphere DataStage and QualityStage から外部の
データ・ソースへのアクセスを提供するソフトウ
ェア・コンポーネント。

カスタム属性

メタデータ・リポジトリー内のグロッサリーの用
語およびカテゴリーに関する追加情報を保管す
る、ユーザーが作成した属性。

データ列

データ・エレメント
25 ページの『データ・ファイル』
データ・ファイル・フィールド

データベース列、データ・ファイル・フィール
ド、BI レポート・メンバー、およびレポート・フ
ィールドなどの、メタデータ・リポジトリー内に
含まれるさまざまなタイプの物理データ列を含む
スーパータイプ。
ユーザー定義のデータ・タイプ。
データ・ファイル構造の形式でデータを保管する
ソフトウェア・ファイル。
データ・ファイル構造内のフィールド。データ・
ファイル・フィールドは、データベースの列に相
当し、オブジェクトのデータ値の保管に使用され
る最小のデータ単位です。

データ・ファイル構造

データ・ファイル内のデータ・ファイル・フィー
ルドのコレクション。データ・ファイル構造は、
データベース表に相当するファイルです。

28 ページの『データベース』

スキーマとプロシージャーで編成されたリレーシ
ョナル・ストレージ・コレクション。データベー
スには、表で表されたデータが格納されます。

データベース列
データベース接続

ユーザー・ガイド

データベースをソースとし、IBM InfoSphere
Information Server のメタデータ・リポジトリーに
インポートされるレポート。

列分析サマリー

列マッピング
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定義

データベース表の列。
データベースまたはファイルにアクセスするため
の接続。例えば、ODBC または Oracle 接続な
ど。

表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

データ・ルール

定義
用語に割り当てられた、InfoSphere Information
Analyzer プロジェクトのデータ・ルール。

拡張マッピング

1 つ以上のソースから 1 つ以上のターゲットへの
外部データ・フローを表す拡張データ・ソース資
産。

拡張マッピング文書

拡張マッピングを含む文書である拡張データ・ソ
ース資産。

ファイル

フォルダー

外部キー

外部キー定義
ホスト
ホスト (エンジン)

IMS™ データベース
IMS フィールド

データの取り込み、転送、または読み取り用のス
トレージ域を表す拡張データ・ソース資産。ファ
イルは通常、FTP プロセスを使用してロードおよ
び移動されます。ファイルは多くの場合、ETL ト
ランザクションのソースです。
InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェク
トのコンテンツを保管するためのユーザー定義の
ツリー構造。
2 つのデータベース表間の関係を定義する非ユニ
ーク ID。 1 つの表の外部キーが通常、関連する
表の主キーに一致します。
表定義の対の間の外部キー関係。
データベースまたはデータ・ファイルをホストす
るコンピューター。
IBM InfoSphere Information Server 製品のエンジ
ン・コンポーネントをホストするコンピュータ
ー。エンジンは、データの抽出、変換処理、ロー
ド、および標準化を行うパラレル・ジョブ、サー
バー・ジョブ、およびジョブ・シーケンスを実行
します。エンジン・コンピューターは、データベ
ースおよびデータ・ファイルをホストすることも
できます。
IMS データベースとその編成を定義するルート・
オブジェクト。
IMS セグメントのフィールド。

IMS セグメント

IMS セグメント・タイプ、IMS 階層内での位置、
および他のセグメントに対する関係。

入力パラメーター

クライアントからストアード・プロシージャー定
義に情報を送信する拡張データ・ソース資産。

IBM InfoSphere Information Server
レポート
情報サービス

コンソールまたは Web コンソールで作成して保
存されるレポート。
情報プロバイダーの処理結果を公開する単一のオ
ペレーション、またはオペレーションのコレクシ
ョン。
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表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
情報サービス・アプリケーション

情報サービス・オペレーション

定義
IBM InfoSphere Information Services Director 内の
一連のサービスのコンテナー。単一アプリケーシ
ョン内のサービスはすべて、一緒にデプロイまた
はアンデプロイされます。
情報サービスのビジネス・ロジックのコンテナ
ー。オペレーションでは、情報プロバイダーが実
行する実際のタスクを記述します。オペレーショ
ンの例としては、ジョブ、IBM InfoSphere
Federation Server 照会、または IBM DB2® デー
タベース内のストアード・プロシージャーの呼び
出しがあります。

情報サービス・プロジェクト

アプリケーション、サービス、およびオペレーシ
ョンを含んだ、 IBM InfoSphere Information
Services Director のコラボレーション環境。

入出力パラメーター

入力パラメーターと出力パラメーターを結合した
パラメーターを表す拡張データ・ソース資産。

入力パラメーター

クライアントからの情報を送信する拡張データ・
ソース資産。

33 ページの『ジョブ』

InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ・デ
ザイン仕様。以下のようないくつかのジョブ・タ
イプがあります。
メインフレーム・ジョブ
パラレル・ジョブ
シーケンス・ジョブ
サーバー・ジョブ

ジョブ実行

コンパイル済みジョブの実行時に生成されるアク
ティビティーのコレクション。
ジョブ実行の単一アクティビティー

ジョブ実行アクティビティー
ジョブ実行イベント

ジョブ実行、またはジョブ実行アクティビティー
の結果。イベントは、ジョブ実行の影響を受けた
一連のリソース (例えば、特定の表から読み取ら
れた行数など) を示します。イベント・タイプに
は、読み取り、書き込み、および失敗などがあり
ます。失敗イベントには、次のアイコンがありま
す。
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リンク

ジョブ内の 2 つのステージ間のデータ・フローを
リンクして定義するパス。

ローカル・コンテナー

ステージやリンクなど、同じジョブ内で再使用可
能なジョブ内容およびロジックのグループ化。

表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
論理データ・モデル

マシン・プロファイル

マッピング・プロジェクト
マッピング仕様

マッピング仕様生成

方式

定義
エンティティー・リレーションシップ・モデルで
定義された、関連エンティティーとそのビジネ
ス・アソシエーションのセット。物理データ・モ
デルまたはデータベース・スキーマによって論理
データ・モデルを実装することができます。
メインフレーム・コンピューターにアクセスする
ためのパスとパラメーター。マシン・プロファイ
ルは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー で作成されます。
IBM InfoSphere FastTrack 内のマッピング仕様と
関連データ・リソースを編成するコンテナー。
IBM InfoSphere FastTrack 内の一連のマッピング
のコンテナー。マッピング仕様では、1 つのデー
タ・ソースからもう 1 つのデータ・ソースにデー
タを抽出、変換処理、またはロードする方法を記
述します。
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブを定
義する IBM InfoSphere FastTrack 内のマッピン
グ・セット。
オペレーションを実行する関数または手順を表す
拡張データ・ソース資産。方式には、入力パラメ
ーターと出力値を含めることができます。方式で
は、入力パラメーター資産を使用して情報を送信
するか、または出力値資産を使用して情報を受信
します。
ユーザーが作成した、資産に関する注釈。

注釈
オブジェクト・タイプ

出力パラメーター
出力値

単一アプリケーション内の入力および出力構造を
特徴付ける、方式のグループ化または定義済みデ
ータ・フォーマットを表す拡張データ・ソース資
産。例えば、オブジェクト・タイプは、アプリケ
ーション内の共通機能またはビジネス・プロセス
を表すことがあります。
ストアード・プロシージャー定義資産にデータを
戻す拡張データ・ソース資産。
クライアントまたはアプリケーション資産にデー
タを戻す拡張データ・ソース資産。出力値は、デ
ータベース列またはデータ・フィールド・データ
の戻り値です。

パラメーター

ジョブ、ストアード・プロシージャー、またはス
テージ・タイプで使用されるパラメーターの実行
時値またはデフォルト・デザイン値。

パラメーター・セット

一緒に使用して再使用できるジョブ・パラメータ
ーのグループ。
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表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
物理データ・モデル

ポリシー

主キー

定義
サブジェクト・ドメインまたはアプリケーション
内のデータの物理構造と関係を定義する、情報資
産のデザイン・スキーマ。物理データ・モデル
は、実装またはプラットフォームの詳細に依存し
ません。これらは論理データ・モデルを実装する
ことができ、また、データベース・スキーマまた
はデータ・ファイルによってこれらを実装するこ
とができます。
特定のオブジェクトに適用される制約と保守手順
のドキュメンテーション。ポリシーでは、ビジネ
ス・ルールとプロセスに関する追加情報を文書化
および収集します。
データベース表のユニーク ID。表間の関係の定義
にも使用できます。

結果列

データベース照会から戻されたデータを表す拡張
データ・ソース資産。

ルーチン

出力仕様または制約の中で呼び出されたり、ある
いはジョブまたはステージの前後に呼び出された
りする組み込みまたはユーザー定義のルーチン。

31 ページの『スキーマ』

関連するデータベース表と保全性制約の名前付き
コレクション。スキーマで、データベース内のす
べてのデータまたはデータのサブセットを定義し
ます。

データ・サーバー

データ・サーバーとエンジンを含むホストのスー
パータイプ。

共有コンテナー

ステージやリンクなど、複数のジョブで使用可能
なジョブ内容およびロジックのグループ化。

34 ページの『ステージ』

InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブまた
はコンテナー内の作業単位を実行するコンポーネ
ント・インスタンス。ステージ・タイプごとに別
個のアイコンがあります。

ステージ列

リンクまたはステージ内のデータ・フロー項目を
示すために使用されるフロー変数または列。

ステージ・タイプ

ステージの実装と構造を提供するコンポーネン
ト・タイプ。各ステージは、ステージ・タイプに
関連付けられています。

ステージ変数

IBM InfoSphere DataStage によって定義され、通
常、アクション (連結や計算など) が関連付けら
れたステージのタイプ。ステージ変数の出力は、
ステージ列にマップされます。
ステージ変数はステージで再使用し、ルックアッ
プ・データに使用することができます。

標準化コンポーネント
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標準化ルール・セット内のコンポーネント・ファ
イル。

表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
標準化ルール・セット

37 ページの『スチュワード』

ストアード・プロシージャー
ストアード・プロシージャー定義

定義
IBM InfoSphere QualityStage における Standardize
ステージと Investigate ステージの入力データの処
理方法を定義した一連のカスタマイズ可能ファイ
ル。
メタデータ・リポジトリー内の 1 つ以上の情報資
産の担当として指定されたユーザーまたはグルー
プ。スチュワードは、IBM InfoSphere Business
Glossary で作成および管理されます。
データ操作の動作をエンコードするためにデータ
ベースに保管されるプロシージャー。
データ操作の動作 (アサーション、制約、および
トリガーなど) をエンコードするためにデータベ
ースに保管されるプロシージャーを表す拡張デー
タ・ソース資産。ストアード・プロシージャー定
義では、データを表形式で生成することもできま
す。

表分析サマリー

主キー分析と、複数列主キーおよび潜在的重複値
の評価から構成される InfoSphere Information
Analyzer プロセス。

表定義

InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェク
ト内のデータ値を構造化する表レベルのデータ定
義。表定義には、列定義が含まれます。

24 ページの『用語』

用語履歴

変換処理関数

メタデータ・リポジトリー内の 1 つ以上の情報資
産を分類するワードまたは句。各用語に親カテゴ
リーがあります。用語とカテゴリーは、IBM
InfoSphere Business Glossary で作成および管理さ
れます。
用語が最初に定義された以降に、その用語の説明
または他のプロパティーに適用された変更。用語
履歴は、IBM InfoSphere Business Glossary に表示
されます。
InfoSphere DataStage and QualityStage の出力仕様
または制約で使用される組み込みまたはユーザー
定義のマクロ式。

InfoSphere DataStage and QualityStage フォルダ
35 ページの『変換プロジェクト』 ー・ツリーのルート。プロジェクトには、ジョ
ブ、ステージ、表定義などのオブジェクトの一連
のコレクションが入ります。
ユーザー・グループ

IBM InfoSphere Information Server のユーザーの
グループ。ユーザー・グループは、Web コンソー
ルの「管理」タブで指定されます。

ビュー

その中のデータが計算または照合される、動的ま
たは仮想データベース表。
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表 2. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

ウェアハウス・マッピング文書

IBM InfoSphere Warehouse のウェアハウス・マッ
ピングを含む文書である拡張データ・ソース資
産。
ウェアハウス・マッピングは、1 つ以上のソー
ス・データベースから 1 つ以上のターゲット・デ
ータベースへの外部データ・フローを表します。

関連概念
11 ページの『Metadata Workbench における情報資産』
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されたオブジェク
トを Metadata Workbench では情報資産と呼びます。各資産は、資産タイプのイン
スタンスです。
関連タスク
49 ページの『第 5 章 Metadata Workbench でのデータ・リネージュ・レポート、
ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートの作成』
Metadata Workbench のユーザーは、データ・ソースから、ジョブとステージを通っ
て、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジェンス・レポ
ートに入るデータ・フローを分析するレポートを作成できます。特定タイプの資産
間の従属性についてレポートすることができます。さらに、詳細なデータ・リネー
ジュ・レポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レ
ポートを作成できます。
39 ページの『メタデータ・リポジトリーの照会』
照会を使用して、メタデータ・リポジトリーのオブジェクトを検索し、そのレポー
トを作成することができます。
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。
42 ページの『照会の作成』
Metadata Workbench のユーザーは、単純な照会や複雑な照会を作成して、メタデー
タ・リポジトリーの資産を検索することができます。照会は、選択した資産タイプ
の属性と関係に基づいて行います。
45 ページの『照会の管理』
Metadata Workbench アドミニストレーターは、照会の編集、パブリッシング、イン
ポート、およびエクスポートを行えます。 Metadata Workbench ユーザーは、照会
をインポートしたり、自分で作成した照会を編集したり、パブリッシュ済み照会を
変更して新規照会として保存したりすることができます。

BI レポート
ビジネス・インテリジェンス (BI) レポートは、データベースをデータ・ソースとす
るビジネス・インテリジェンス・レポートのメタデータ構造です。
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BI レポートは、ビジネス・インテリジェンス・モデルの ReportDef クラスのインス
タンスです。
Bridge を使用して、BI レポートをメタデータ・リポジトリーにインポートします。
Metadata Workbench で以下のアクションを実行できます。
v ジョブ、ステージ、およびデータベースを介した、BI レポートへの情報のフロー
をトレースする、影響分析レポートおよびリネージュ・レポートを実行します。
v BI レポートに対して用語またはスチュワードを割り当てます。
v BI レポートの資産情報ページにある説明を編集、あるいは、その説明にイメージ
を追加します。
BI レポートの資産情報ページには、BI レポートのプロパティーがリストされて、
以下のタイプの関連資産が表示されます。
BI レポート
全般プロパティー (BI レポートのビジネス名または別名、BI レポートがビ
ジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、レポートのビジネス上
の意味を説明するラベル、レポートに割り当てられている用語、レポートに
割り当てられているスチュワード、およびレポートのソースであるデータベ
ース表) が表示されます。
レポート・フィールドは、レポートのデータベース列です。BI レポート・
コレクションは、レポートのビルドに使用されるデータベース表のデータベ
ース列およびユーザー定義列のグループです。
BI レポート・コレクション、データベース表、またはレポート・フィール
ドの名前をダブルクリックすると、詳細が表示されます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

カテゴリー
カテゴリーは、一連のグロッサリーの用語を含むディレクトリーまたはフォルダー
です。通常、各カテゴリーに含まれる用語は、ユーザーの組織にとって何らかの意
味がある関連付けがされています。カテゴリーは、IBM InfoSphere Business
Glossary を使用して定義できます。
カテゴリーは、共通モデルの Category クラスのインスタンスです。
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カテゴリーを編集したり、カテゴリーにスチュワードを割り当てるには、InfoSphere
Business Glossary を使用します。
カテゴリーの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
カテゴリー
カテゴリーの全般プロパティー (例えば、名前、説明 (略記)、説明 (すべ
て)、スチュワードなど) が表示されます。
用語

このカテゴリー内に含まれるすべての用語のリストと、このカテゴリーが参
照する用語のリストが表示されます。用語をクリックすると、その用語の詳
細が表示されます。

属性

カテゴリーに関連したカスタム属性が表示されます。属性には、ビジネス・
グロッサリーの標準属性および関係に適合しない用語とカテゴリーに関する
情報が格納されます。

サブカテゴリー
現行カテゴリーの親カテゴリーとサブカテゴリーが表示されます。
Information Server レポート
IBM InfoSphere Information Server のレポート作成サービスでパブリッシュ
される、資産に関するレポートが表示されます。これは、レポートの名前を
クリックして表示することができます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

用語
用語を使用して、企業のニーズに応じて資産を分類、定義、およびグループ化しま
す。用語は、グロッサリー用語、あるいはビジネス用語と呼ばれることがありま
す。
用語は、共通モデルの BusinessTerm クラスのインスタンスです。
用語は、カテゴリー内に含まれ、カテゴリーによりグロッサリーの構造が作られま
す。 Metadata Workbench、IBM InfoSphere FastTrack、および IBM InfoSphere
Information Analyzer では、他の資産に用語を割り当てることができます。用語を複
数の資産に割り当てることも、資産を複数の用語に割り当てることもできます。
用語は、IBM InfoSphere Business Glossary で編集できます。
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Metadata Workbench において、資産の情報ページで用語を割り当てることができま
す。資産の名前を右クリックしてから「用語の割り当て」をクリックします。
用語の資産情報ページには、以下のカテゴリーの情報が含まれます。
用語

用語のプロパティー、親カテゴリー、スチュワード、および同義語が表示さ
れます。

属性

用語のカスタム属性とその値がリストされます。カスタム属性の名前をダブ
ルクリックすると、詳細が表示されます。

関連 IT 資産
用語が割り当てられている資産が表示されます。資産の名前をダブルクリッ
クすると、詳細が表示されます。
その用語を使用する、非公開の IBM InfoSphere FastTrack の列マッピング
仕様が表示されます。
関連用語
選択用語を関連付ける、あるいは、選択用語によって関連付けられる用語が
表示されます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

データ・ファイル
データ・ファイルは、データのファイル・システム・ストレージ・メディアです。
データ・ファイルには、1 つ以上のデータ・ファイル構造が含まれます。これは、
ファイルにおける、データベース表に相当するものです。
データ・ファイルは、共通モデルの DataFile クラスのインスタンスです。
説明と別名 (ビジネス名) の編集、用語またはスチュワードの割り当て、ビジネス・
リネージュ・レポートへの組み込みまたはこのレポートからの除外、および資産に
関するリネージュ・レポートと影響分析レポートの実行を行うことができます。
データ・ファイルの資産情報ページには、以下のカテゴリーの情報が含まれます。
ファイル
データ・ファイルのプロパティー、データ・ファイルが配置されているサー
バー名とディレクトリー・パス、データ・ファイルのビジネス名または別
名、ファイルがビジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、ファ
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イルのビジネス上の意味を説明するラベル、およびデータ・ファイルに含ま
れるデータ・ファイル構造が表示されます。
ファイル・デザインの使用状況
自動化サービスによって解釈されるジョブ・デザイン情報に基づいて、デー
タ・ファイルに対して読み取りあるいは書き込みを行うジョブが表示されま
す。
ファイル・オペレーショナル使用状況
自動化サービスによって解釈されるオペレーショナル・メタデータに基づい
て、実行時にデータ・ファイルに対して読み取りあるいは書き込みを行うジ
ョブが表示されます。
ファイル・ユーザー定義使用状況
自動化サービスによって解釈されるデータ・ファイル・デザイン情報に基づ
いて、データ・ファイルに対して読み取りあるいは書き込みを行うジョブが
表示されます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

データ・ファイル構造
データ・ファイル構造は、順次ファイルのインポート時に作成されます。これに
は、インポートされたファイルの構造に関する情報が含まれます。
データ・ファイル構造は、共通モデルの DataCollection クラスのインスタンスで
す。
説明と別名 (ビジネス名) の編集、用語またはスチュワードの割り当て、および資産
に関するリネージュ・レポートと影響分析レポートの実行を行うことができます。
データ・ファイル構造の資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
ファイル構造
データ・ファイル構造の全般プロパティー (例えば、構造の名前、構造を作
成した製品名、データ・ファイル構造のビジネス名または別名、データ・フ
ァイル構造がビジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、ファイ

26

ユーザー・ガイド

ルのビジネス上の意味を説明するラベル、説明 (すべて/略記)、その構造に
割り当てられた用語の名前、構造内のフィールド、スチュワード) が表示さ
れます。
そのフィールドに関する詳細を表示するには、フィールドの名前を右クリッ
クします。
ファイル構造のデザイン情報
自動化サービスによって解釈されるジョブ・デザイン情報に基づいて、デー
タ・ファイル構造に対して書き込みおよび読み取りを行うステージが表示さ
れます。
ファイル構造のオペレーショナル情報
自動化サービスによって解釈されるオペレーショナル・メタデータに基づい
て、実行時にデータ・ファイル構造に対して読み取りあるいは書き込みを行
うジョブが表示されます。
ファイル構造のユーザー定義情報
Metadata Workbench アドミニストレーターによって実行される手動リン
ク・アクションの結果に基づいて、データ・ファイル構造に対して読み取り
あるいは書き込みを行うステージが表示されます。また、拡張マッピング文
書と、ソース資産とターゲット資産との間のマッピングも表示されます。
索引と分析
データ・ファイル構造に定義される主キーと、データ・ファイル構造が参照
する外部キーが表示されます。外部キーは、別の表のフィールドです。これ
らのキーにより、表が相互に関連付けられます。外部キーの取得元の表およ
び列の名前も表示されます。
その表の IBM InfoSphere Information Analyzer 分析サマリー・レポートが
ある場合は、それが表示されます。レポートの内容を表示するには、レポー
ト名をダブルクリックします。
ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。
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ホスト
ホストは、IBM InfoSphere Information Server によってメタデータがインポートある
いは参照されるデータベース、データ・ファイル、またはプロジェクトをホストす
るハードウェアです。ホストは、データベースとエンジンの両方を持つことができ
ます。
ホストは、共通モデルの HostSystem クラスのインスタンスです。
ホストの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
ホスト ホストのプロパティー、ネットワーク・ノード、およびそのホストがソース
を管理するデータベースとデータ・ファイルが表示されます。
注釈

IBM InfoSphere Business Glossary または IBM InfoSphere Information
Analyzer で作成されるホストに関する注釈を表示します。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

データベース
データベースは、データベース表およびスキーマで定義されるデータを保管するリ
レーショナル・データベースまたはカタログです。
データベースは、共通モデルの Database クラスのインスタンスです。
影響分析レポートとリネージュ・レポートを実行できます。データベースには、用
語およびスチュワードを割り当てることができます。
データベースの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
データベース
データベースのプロパティー、データベースのホスト・サーバー、データベ
ースのビジネス名または別名、データベースがビジネス・リネージュ・レポ
ートに含まれるかどうか、データベースのビジネス上の意味を説明するラベ
ル、およびスキーマが表示されます。
注: 「別名 (ビジネス名)」に指定する名前は、 IBM InfoSphere DataStage
ジョブが使用する別名ではありません。
データベース・デザイン情報
自動化サービスによって解釈されるジョブ・デザイン情報に基づいて、デー
タベースに対して読み取りあるいは書き込みを行うジョブが表示されます。
データベース・オペレーショナル情報
自動化サービスによって解釈されるオペレーショナル・メタデータに基づい
て、実行時にデータベースに対して読み取りあるいは書き込みを行うジョブ
が表示されます。
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データベース・ユーザー定義情報
Metadata Workbench アドミニストレーターによって実行される手動リン
ク・アクションの結果に基づいて、データベースに対して読み取りあるいは
書き込みを行うジョブが表示されます。
BI レポート情報
データベース表をデータ・ソースとするビジネス・インテリジェンス (BI)
レポートと BI レポート・モデルが表示されます。レポートまたはレポー
ト・モデルの名前を右クリックすると、実行できる追加タスクのリストが表
示されます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
別名

データベースを参照するために InfoSphere DataStage ジョブが使用する代替
名が表示されます。別名は、手動リンク・アクションのデータベース別名に
よって定義されます。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

データベース表
データベース表は、スキーマ内の列を表現し、保管する構造です。 Metadata
Workbench に、IBM InfoSphere Information Server にインポートされたスキーマに
関する情報が表示されます。
データベース表は、共通モデルの DataCollection クラスのインスタンスです。
表の説明と別名 (ビジネス名) の編集、表に関連付けられる用語またはスチュワード
の割り当て、あるいは、影響分析レポートとリネージュ・レポートの実行を行うこ
とができます。
データベース表の資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
データベース表
表の全般プロパティー (名前、データベース表のビジネス名または別名、デ
ータベース表がビジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、デー
タベース表のビジネス上の意味を説明するラベル、データベース表を作成し
たツール、説明 (すべて/略記)、表に割り当てられた用語、およびスチュワ
ード) が表示されます。
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その表を含むデータベース名、スキーマ名、すべての同一の表の名前、およ
び、データベース表を参照するすべてのビューの名前が表示されます。
手動リンク・アクションを実行するときに、2 つのスキーマが同一であると
識別された場合、そのスキーマに含まれているデータベース表およびデータ
ベース列もまた、名前が一致している場合には同一であるとマークが付けさ
れます。
データベース表のデザイン情報
自動化サービスの実行時に解釈されるジョブ・デザイン情報に基づいて、こ
の表に対する書き込みおよび読み取りを行うステージが表示されます。
データベース表のオペレーショナル情報
実行時のパラメーター値に基づいて、この表に対する書き込みと読み取りを
行うステージが表示されます。このオペレーショナル・メタデータは、自動
化サービスによって解釈されます。
データベース表のユーザー定義情報
手動リンク・アクションの結果に基づいて、この表に対する書き込みと読み
取りを行うステージが表示されます。
BI レポート情報
この表の情報を使用するビジネス・インテリジェンス (BI) レポートおよび
レポート・コレクションの名前が表示されます。
索引と分析
データベース表に定義される主キーと、データベース表が参照する外部キー
が表示されます。外部キーは、別の表のフィールドです。これらのキーによ
り、表が相互に関連付けられます。外部キーの取得元の表および列の名前も
表示されます。
そのデータベース表の IBM InfoSphere Information Analyzer 分析サマリ
ー・レポートがある場合は、それが表示されます。レポートの内容を表示す
るには、レポート名をダブルクリックします。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
マッピング仕様
データベース表を参照または使用する IBM InfoSphere FastTrack のソース
およびターゲットのマッピング仕様が表示されます。
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変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

スキーマ
スキーマは、複数のデータベース表から構成され、データベース内のデータのすべ
て、あるいは一部を含むことができます。データベースのレイアウトにより、表に
データを編成する方法のアウトラインが示されます。
スキーマは、共通モデルの DataSchema クラスのインスタンスです。
スキーマの説明と別名 (ビジネス名) の編集、スキーマへのイメージの割り当て、ス
キーマへの用語またはスチュワードの割り当て、スキーマがビジネス・リネージ
ュ・レポートに含まれるかどうか、スキーマのビジネス上の意味を説明するラベ
ル、または影響分析レポートとリネージュ・レポートの実行を行うことができま
す。
スキーマの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
スキーマ
スキーマの全般プロパティー (名前、スキーマのビジネス名または別名、ス
キーマがビジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、オーナー、
説明 (すべて/略記)、スチュワード、ホスト・サーバー、データベース名、
データベース表、スキーマのビジネス上の意味を説明するラベル、およびス
トアード・プロシージャーなど) が表示されます。
「オーナー」プロパティーには、データベース・インストールの間に定義さ
れ、データベースの管理アクションを実行するデータベースのオーナーが表
示されます。「スチュワード」プロパティーには、メタデータ・リポジトリ
ーのスキーマのスチュワードが入り、Metadata Workbench アドミニストレ
ーターによって割り当てられます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
スキーマのユーザー定義情報
ソース資産とターゲット資産との間のマッピングを含む拡張マッピング文書
のリストが表示されます。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。
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ビュー
ビューは仮想データベース表で、メタデータ・リポジトリーにインポートできま
す。
ビューは、共通モデルの DataCollection クラスのインスタンスです。
ビューの説明と別名 (ビジネス名) を編集できます。用語、注釈、またはスチュワー
ドをビューに割り当てることも可能です。
ビューの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
ビュー ビューの全般プロパティー (ビュー名、ビューのビジネス名または別名、ビ
ューがビジネス・リネージュ・レポートに含まれるかどうか、ビューをイン
ポートした製品、ビューのビジネス上の意味を説明するラベル、ビューの派
生元のデータベース、ビューの説明、ビューを作成した SQL 式、およびビ
ューを管理するスチュワードなど) が表示されます。
ビューが含まれるデータベースやスキーマ、およびビューに定義されている
列も表示されます。
ビューのデザイン情報
自動化サービスによって解釈される、ジョブのデザイン・パラメーターに基
づいて、データベース・ビューに対して書き込みおよび読み取りを行うステ
ージが表示されます。
この情報を表示するためには、自動化サービスを実行しておく必要がありま
す。
ビューのオペレーショナル情報
自動化サービスによって解釈されるオペレーショナル・メタデータに基づい
て、実行時にこのデータベース・ビューに対して書き込みおよび読み取りを
行うステージが表示されます。
この情報を表示するためには、自動化サービスを実行しておく必要がありま
す。
ビューのユーザー定義情報
Metadata Workbench アドミニストレーターによって実行される手動リン
ク・アクションの結果に基づいて、このデータベース・ビューに対して書き
込みおよび読み取りを行うステージが表示されます。
BI レポート情報
このビューから取得されるデータを含むビジネス・インテリジェンス (BI)
レポートの名前が表示されます。
索引と分析
ビューに定義される主キーと、ビューが参照する外部キーが表示されます。
外部キーは、別のビューのフィールドです。これらのキーにより、ビューが
相互に関連付けられます。外部キーの取得元のビューおよび列の名前も表示
されます。
そのビューの IBM InfoSphere Information Analyzer 分析サマリー・レポー
トがある場合は、それが表示されます。レポートの内容を表示するには、レ
ポート名をダブルクリックします。
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仕様

ビューを参照または使用する IBM InfoSphere FastTrack のソースおよびタ
ーゲットのマッピング仕様が表示されます。

注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

ポリシー
資産に関連付けられたポリシーが表示されます。ポリシーは、IBM
InfoSphere Information Analyzer で作成されるルール・セットです。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

ジョブ
ジョブは、データの抽出、変換、およびロードを実行するために IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナー で作成されるデザイン仕様です。このジョブ
は、DataStage ジョブでも、QualityStage ジョブでもかまいません。
ジョブは、変換モデル内の DSJob クラスのインスタンスです。
パラレル・ジョブ、サーバー・ジョブ、メインフレーム・ジョブ、あるいは、シー
ケンス・ジョブでも構いません。
ジョブの説明の編集、影響分析レポートとリネージュ・レポートの実行、および用
語とスチュワードの割り当てを行うことができます。
ジョブの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
イメージ
ジョブがデザイナー・クライアントで表されるとおりに表示されます。
ジョブ ジョブのプロパティー、そのジョブが入っているプロジェクトとフォルダ
ー、およびそのジョブに組み込まれているステージとコンテナーが表示され
ます。
ジョブ・デザイン情報
ジョブで読み取りや書き込みを行うデータ項目が表示されます。自動化サー
ビスによって解釈されるジョブ・デザイン情報に基づいて、前後のジョブが
表示されます。ジョブ・デザイン・パラメーターが表示され、また、ランタ
イム列伝搬が有効にされているかどうかが表示されます。
ジョブ・オペレーショナル情報
自動化サービスによって解釈されるオペレーショナル・メタデータと実行時
のパラメーター値に基づいて、前後のジョブが表示されます。
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ジョブのユーザー定義情報
Metadata Workbench アドミニストレーターによって実行される手動リン
ク・アクションの結果に基づいて、ジョブが読み取りあるいは書き込みを行
うデータ項目が表示されます。
シーケンス
選択ジョブをシーケンス化するジョブが表示されます。
注釈

デザイナー・クライアントで、ジョブに追加される注釈が表示されます。

注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

マッピング仕様
この DataStage ジョブを生成する IBM InfoSphere FastTrack からのマッピ
ング仕様が表示されます。
Information Services 使用状況
IBM InfoSphere Information Services Director の関連オペレーションが表示
され、Web サービスが使用可能にされているかどうかが表示されます。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

ステージ
ステージは、IBM InfoSphere DataStage ジョブ内の個別のステップです。各ステー
ジは、そのジョブ内の特定のアクションあるいはアクティビティーを定義します。
ステージは、変換モデル内の DSStage クラスのインスタンスです。
ステージの説明の編集、あるいは、ステージに関連付けられる用語の割り当てを行
うことができます。ステージのその他のプロパティーは、InfoSphere DataStage で定
義されます。
ステージの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
ステージ
ステージの全般プロパティー (例えば、名前、説明、用語、ステージ・タイ
プ、ジョブなど) が表示されます。
リンクの名前が表示されます。このリンクには、そのステージの入出力とな
るステージ列が含まれます。リンク名の横にあるツイスティーをクリックし
てから、ステージ列の名前をクリックすると、詳細が表示されます。
ステージのデザイン情報
アクセスする前後のステージ、および、このステージで書き込みと読み取り
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が行われるデータベース表またはファイルの名前が表示されます。この情報
は、自動化サービスによって解釈されるデザイン・パラメーターに基づいて
います。
ステージのオペレーショナル情報
アクセスする前後のステージ、および、書き込みと読み取りが行われるデー
タベース表の名前が表示されます。この情報は、自動化サービスによって解
釈されるオペレーショナル・メタデータに基づいています。ステージの名前
をダブルクリックすると、詳細が表示されます。
ステージのユーザー定義情報
アクセスする前後のステージ、および、書き込みと読み取りが行われるデー
タベース表の名前が表示されます。この情報は、Metadata Workbench アド
ミニストレーターによって実行される手動リンク・アクションの結果に基づ
いています。ステージの名前をダブルクリックすると、詳細が表示されま
す。
また、ソース資産とターゲット資産との間のマッピングを含む拡張マッピン
グ文書も表示されます。
パラメーター
ステージのパラメーターとその値のリストが表示されます。パラメーター値
には、実装されたデータ・リソースに対する接続情報が含まれます。
注釈

Metadata Workbench または IBM InfoSphere Information Server のその他の
製品で作成された資産に関する注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

変換プロジェクト
変換プロジェクトは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー で作
成されるプロジェクトです。
変換プロジェクトは、変換モデル内の DSProject クラスのインスタンスです。
変換プロジェクトの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
プロジェクト
IBM InfoSphere Information Server のエンジン層がインストールされている
サーバー名と、プロジェクトのエレメントが含まれるフォルダーまたはディ
レクトリーの名前が表示されます。エンジンまたはフォルダーの名前をダブ
ルクリックすると、詳細が表示されます。
次のコンテナーを含む
このプロジェクト内の共有コンテナーが表示されます。
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次のジョブを含む
このプロジェクト内のジョブが表示されます。ジョブは、データ・ソースか
らデータ・ターゲットへのデータ・フローを記述するために相互にリンクさ
れる複数のステージで構成されます。ジョブの名前をダブルクリックする
と、詳細が表示されます。
次の IMS データベースを含む
プロジェクトで使用される情報管理システム (IMS) データベースがある場
合、それが表示されます。
次のマシン・プロファイルを含む
IBM InfoSphere DataStage が生成コードをメインフレームにアップロードす
る際に使用されるメインフレーム・マシン・プロファイルがある場合は、そ
れが表示されます。
次のルーチンを含む
InfoSphere DataStage の外部のライブラリーから COBOL 関数を使用するル
ーチンが表示されます。ルーチンの名前をダブルクリックすると、ルーチン
およびそのソース・コードに関する情報が表示されます。
次のパラメーター・セットを含む
ジョブのパラメーターあるいは処理変数のセットが表示されます。
次のステージ・タイプを含む
プロジェクトに含まれるステージのタイプが表示されます。ステージ・タイ
プの名前をダブルクリックすると、そのタイプのステージ、およびそのステ
ージ・タイプを使用するジョブが表示されます。
次の表定義を含む
メタデータ・リポジトリーに保管され、ステージにロード可能な表定義、関
連の列定義のセットが表示されます。表定義の名前をダブルクリックする
と、詳細が表示されます。
次の変換処理を含む
プロジェクト内の組み込み変換処理およびカスタム変換処理のリストが表示
されます。変換処理により、データがあるタイプから別のタイプに変更され
ます。
次の標準化ルール・セットを含む
特定の国の標準化ルール・セットが表示されます。ルール・セットにより、
入力レコード内のフィールドの解析方法が決まります。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

エンジン
エンジンは、IBM InfoSphere Information Server のエンジン層がインストールされて
いるホストです。また、ホストするデータベースのメタデータが、IBM InfoSphere
Information Server によってインポート、あるいは参照されているサーバーの場合も
あります。
エンジンは、共通モデルの HostSystem クラスのインスタンスです。
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エンジンの説明 (略記) と説明 (すべて) の編集、イメージの付加、あるいは、スチ
ュワードの割り当てを行えます。
エンジンの資産情報ページには、以下の情報が含まれます。
エンジン
ネットワーク・ノード、データ接続、このエンジンがホストするプロジェク
ト、プロジェクトで使用されるステージを実装するデータ・コネクター、お
よび、このエンジンがサーバーでもある場合にホストするデータベースとデ
ータ・ファイルがリストされます。コネクター、プロジェクトまたはファイ
ルの名前をダブルクリックすると、詳細が表示されます。
エンジンの注釈
エンジンに関して、Metadata Workbench あるいは、IBM InfoSphere
Information Server のその他の製品で作成される注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。
変更の詳細
資産を作成または最後に変更したユーザーの名前と、その資産の作成および
最終変更日時が表示されます。

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に責任を持つユーザーまたは
グループです。スチュワードは、その資産に関する情報の連絡先の役割をします。
スチュワードは、共通モデルの Principal クラスのインスタンスです。
IBM InfoSphere Information Server 内のユーザーとグループを、 IBM InfoSphere
Business Glossary においてスチュワードに指定することができます。
InfoSphere Business Glossary を使用して、スチュワードをカテゴリーおよび用語に
割り当てることができます。 Metadata Workbench を使用すると、他のタイプの資
産にスチュワードを割り当てることができます。
Metadata Workbench でスチュワードを編集する際、資産情報ページにイメージを追
加したり、スチュワードの連絡先情報を編集することができます。
スチュワードの資産情報ページには、以下の情報が表示されます。
ユーザー
スチュワードの連絡先詳細が表示されます。ID は、InfoSphere Information
Server におけるスチュワードのログイン・ユーザー名です。
情報資産の管理
スチュワードが責任を持つ資産が表示されます。資産の名前をダブルクリッ
クすると、詳細が表示されます。
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注釈

スチュワードに関して、Metadata Workbench あるいは、InfoSphere
Information Server のその他の製品で作成される注釈が表示されます。
注釈の名前を右クリックすると、その注釈に対する以下のアクションを行え
ます。
v 新規ウィンドウに表示します
v 自身でそれを作成している場合は、編集または削除できます
v その注釈が含まれる資産情報ページの URL をブックマークに登録しま
す。

変更の詳細
スチュワードを作成あるいは最後に変更したユーザーの名前と、スチュワー
ドの作成および最終変更に対応する日時が表示されます。

Metadata Workbench における資産の検索
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。

このタスクについて
資産が見つかったら、それをクリックしてその資産情報ページを表示したり、資産
名を右クリックしてタスクを選択したりできます。
「ようこそ」ページからも、資産の表示と検索、および照会の実行が可能です。

手順
以下の表から方法を選択します。
目的のアクション

実行するアクション

特定タイプのすべての資産の表示

「検出」タブで、資産タイプの名前をクリッ
クするか、「追加のタイプ」リストから資産
タイプを選択して「表示」をクリックしま
す。

InfoSphere Information Server エンジンに含 「参照」タブで「エンジン」をクリックしま
まれるプロジェクトとジョブの参照
す。

38

ユーザー・ガイド

メタデータがメタデータ・リポジトリーにイ
ンポートされているデータ・サーバーとデー
タベースの参照

「参照」タブで「ホスト」をクリックしま
す。

名前または説明 (略記) による資産の検索

「検出」タブで、「検索」をクリックして資
産タイプを選択します。オプションで追加情
報を指定します。

既存の照会を実行して資産を検索

「検出」タブで、「照会の実行」リストから
既存の照会を選択して「実行」をクリックし
ます。

照会を作成して資産を検索

「検出」タブで「照会」をクリックします。

関連概念
7 ページの『Metadata Workbench のナビゲートに関するヒント』
ナビゲートして、メタデータ・リポジトリーの資産を表示したり、資産とその関係
に関するレポートを作成したりします。
11 ページの『Metadata Workbench における情報資産』
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されたオブジェク
トを Metadata Workbench では情報資産と呼びます。各資産は、資産タイプのイン
スタンスです。
15 ページの『Metadata Workbench で表示される資産タイプ』
資産情報ページには、選択したタイプの資産に適したプロパティー、関係、および
使用可能なアクションが表示されます。
関連タスク
『メタデータ・リポジトリーの照会』
照会を使用して、メタデータ・リポジトリーのオブジェクトを検索し、そのレポー
トを作成することができます。
49 ページの『第 5 章 Metadata Workbench でのデータ・リネージュ・レポート、
ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートの作成』
Metadata Workbench のユーザーは、データ・ソースから、ジョブとステージを通っ
て、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジェンス・レポ
ートに入るデータ・フローを分析するレポートを作成できます。特定タイプの資産
間の従属性についてレポートすることができます。さらに、詳細なデータ・リネー
ジュ・レポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レ
ポートを作成できます。

メタデータ・リポジトリーの照会
照会を使用して、メタデータ・リポジトリーのオブジェクトを検索し、そのレポー
トを作成することができます。
関連概念
7 ページの『Metadata Workbench のナビゲートに関するヒント』
ナビゲートして、メタデータ・リポジトリーの資産を表示したり、資産とその関係
に関するレポートを作成したりします。
11 ページの『Metadata Workbench における情報資産』
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されたオブジェク
トを Metadata Workbench では情報資産と呼びます。各資産は、資産タイプのイン
スタンスです。
関連タスク
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。

照会
照会を使用して、情報資産、そのプロパティー、およびその関係を検索して表示す
ることができます。
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Metadata Workbench には、資産に関する情報を検索するために実行できる事前作成
照会が用意されています。このほかに、独自の照会を作成して編集することや、新
しい照会のベースとして既存のパブリッシュ済み照会を使用することもできます。

構造
各照会は、1 つの資産タイプをベースとしますが、主に関連資産の特性を表示する
ように照会を作成することが可能です。例えば、データベース表資産タイプに基づ
いて照会を行うとします。ここで、単一表に関連するビジネス・インテリジェン
ス・レポートに関して詳細情報を返すように、照会の表示するプロパティーを構成
することができます。
照会を作成するには、資産タイプを選択してから、条件を選択し、その資産タイプ
について選択可能なプロパティーのリストから、表示するプロパティーを選択しま
す。
使用可能なプロパティー
「使用可能なプロパティー」リストには、以下の情報が表示されます。
v 選択した資産タイプのプロパティー。名前や説明など。
v その資産タイプが他の資産タイプに対して持つことが可能な関係。例え
ば、用語が、他の用語に対して 4 つのタイプの関係を持ち、カテゴリー
に対して 2 つの関係を持つことが可能です。
v すべての関連資産タイプのプロパティーと関係、およびその関連資産タイ
プのプロパティーと関係など。
任意の関連資産タイプでリストを展開し、照会結果に表示したり、結果を戻
すための条件として使用したりするプロパティーまたはオブジェクトを選択
することができます。例えば、データベース表に基づく照会の場合、そのデ
ータベース表に書き込むステージを含むジョブを分類する用語を結果に表示
するように指定できます。あるいは、E という文字で始まる用語によって分
類されたジョブのステージで書き込まれた表のみを照会が返すように指定す
ることができます。
「使用可能なプロパティー」リストを使用して、「条件」タブと「選択」タ
ブにデータを設定します。
条件

「条件」タブでは、結果が返される際の条件を指定できます。例えば、デー
タベース表に基づく照会の場合、以下の条件を満たす表のみを照会で返すよ
うに指定できます。
v ジョブのステージによる読み取りが行われている
v スチュワードが設定されていない
v 説明 (略記) に「customer」が含まれる用語で分類されている
複数の条件と副条件を追加することができます。必要な精度の照会結果にな
るように、「プロパティー」リストからプロパティーと関連オブジェクトを
選択します。デフォルトで、条件と副条件のすべてを満たすことが必要とさ
れますが、どの条件も満たすように設定を変更できます。それぞれの条件ま
たは、それぞれの副条件について、値を別々に設定できます。
プロパティーのタイプに応じて、照会を改良することができます。例えば、
プロパティーがテキスト・タイプの場合、「Begins with」、「Is
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null」、「Is not」、「Contains」などを使用して照会を絞り込むことができ
ます。プロパティーが日付タイプの場合、「Is between」を開始日と終了日
と共に使用して、日付範囲を選択することができます。プロパティーが関係
である場合は、「Is null」または「Is not null」を選択できます。
選択

「選択」タブで、選択した資産タイプのプロパティーと、照会結果に表示す
る関連資産タイプのプロパティーを指定します。複雑な表示を作成した場
合、照会結果はタブに表示されます。

選択されたプロパティーに条件を適用する
「条件」タブに指定された条件と一致する資産のみを表示するように、照会
結果を制限することができます。このチェック・ボックスを選択すると、照
会を作成している対象の資産、および、選択したすべての関係上にある資産
にこの条件が適用されます。

照会と結果の共有
照会が作成された場合、作成したユーザーしかそれを表示できません。 Metadata
Workbench アドミニストレーターは、Metadata Workbench の他のユーザーと照会を
共有することができます。
アドミニストレーターは、照会をパブリッシュして、同じ Metadata Workbench イ
ンストール環境のユーザーが表示できるようにすることができます。また、アドミ
ニストレーターは、WBQ フォーマットで照会をエクスポートして他のインストー
ル環境のユーザーが使用できるようにすることや、他の Metadata Workbench イン
ストール環境で作成された WBQ フォーマットの照会をインポートすることも可能
です。 WBQ フォーマットは独自のフォーマットで、Metadata Workbench の外部で
照会ファイルを編集することはできません。
照会結果は、プログラムで使用したり、他のユーザーに配布したりするために、コ
ンマ区切り値 (CSV) フォーマットと XLS フォーマットで保存が可能です。

各ロールの許可
照会について可能な処理は、Metadata Workbench のロールによって異なります。以
下の表に、各ロールの許可のリストを示します。
表 3. ロール別の照会の許可
タスク

Metadata
Workbench アド
ミニストレーター

Metadata
Workbench ユ
ーザー

照会の作成

はい

はい

自分で作成した照会の削除

はい

はい

他のユーザーが作成し、パブリッシュされていない照
会の削除

はい

いいえ

パブリッシュ済み照会の削除

はい

いいえ

事前作成照会およびパブリッシュ済み照会の表示と実
行

はい

はい

他のユーザーによる処理を可能にするための照会のパ
ブリッシング

はい

いいえ
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表 3. ロール別の照会の許可 (続き)
タスク

Metadata
Workbench アド
ミニストレーター

Metadata
Workbench ユ
ーザー

事前作成照会またはパブリッシュ済み照会の編集とオ
リジナルの上書き

はい

いいえ

事前作成照会またはパブリッシュ済み照会の編集と新
規照会としての保存

はい

はい

WBQ フォーマットの照会のインポート

はい

はい

WBQ フォーマットでの照会のエクスポート

はい

いいえ

例
事前作成照会の「ジョブ実行」では、以下の情報が返されます。
v 実行があったすべてのジョブ
v 各ジョブのすべての実行
v 各ジョブの説明、プロジェクト、およびスチュワード
v 各実行の状況
任意のユーザーが、この照会を編集して、特定日時の後に発生した実行のみを表示
することができます。 Metadata Workbench アドミニストレーターは、編集した照
会を保存して、オリジナルの事前作成照会を上書きすることができます。 Metadata
Workbench ユーザーは、新しい名前で照会を保存できますが、事前作成照会を上書
きすることはできません。
関連タスク
『照会の作成』
Metadata Workbench のユーザーは、単純な照会や複雑な照会を作成して、メタデー
タ・リポジトリーの資産を検索することができます。照会は、選択した資産タイプ
の属性と関係に基づいて行います。
45 ページの『照会の管理』
Metadata Workbench アドミニストレーターは、照会の編集、パブリッシング、イン
ポート、およびエクスポートを行えます。 Metadata Workbench ユーザーは、照会
をインポートしたり、自分で作成した照会を編集したり、パブリッシュ済み照会を
変更して新規照会として保存したりすることができます。
47 ページの『照会の実行』
Metadata Workbench のユーザーは、照会を実行して、情報資産の検索とレポート作
成を行うことができます。

照会の作成
Metadata Workbench のユーザーは、単純な照会や複雑な照会を作成して、メタデー
タ・リポジトリーの資産を検索することができます。照会は、選択した資産タイプ
の属性と関係に基づいて行います。
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このタスクについて
照会を作成および保存できます。照会をパブリッシュすることで他の IBM
InfoSphere Metadata Workbench ユーザーと照会を共有できます。

手順
1. 「検出」タブで「照会」をクリックします。
2. 「資産タイプ」リストから、照会を作成する資産タイプを選択します。 照会で
は、このタイプの資産に関する指定情報と、指定した関連資産に関する情報が返
されます。
3. オプション: 結果を返すための条件を指定します。
a. 「条件」タブで

をクリックし、「条件の追加」をクリックします。

b. 「使用可能なプロパティー」リストで属性または関連資産を選択します。関
連資産は、正符号 (+) で示されます。関連資産を展開して、その属性または
関連資産を選択することができます。 選択したプロパティーが条件に表示さ
れます。
c. 「条件」タブで、選択したプロパティーの値を指定します。
d. オプション: 条件の番号付き矢印をクリックし、副条件または追加条件を追加
します。それぞれの新しい条件または副条件について、プロパティーを追加
して値を指定します。
e. 照会が結果を返すには、すべての条件を満たす必要があるか、いずれかの条
件を満たす必要があるかを指定します。指定を変更する場合、「すべて」を
クリックすると「いずれか」に変更され、「いずれか」をクリックすると
「すべて」に変更されます。このステップは、すべての条件、および副条件
を持つ個々の条件または副条件について行ってください。
条件を指定しないと、ステップ 2 で選択したタイプのすべての資産が照会で返
されます。
4. オプション: 次のようにして、表示する結果を指定します。
a. 「使用可能なプロパティー」リストで属性または関連資産を選択します。関
連資産を展開して、その属性または関連資産を選択することができます。
をクリックします。 選択した属性
b. 「選択」タブで、「選択」ボタン
または関連資産が「表示されるプロパティー」リストに表示されます。
c. オプション: 追加のプロパティーを選択し、リストに追加します。表示された
プロパティーを再配列し、名前を変更します。表示されたプロパティーの名
前を変更した場合、その影響を受けるのは、表示結果のラベルのみです。
d. オプション: 「条件」タブに指定された条件と一致する資産のみに照会結果を
制限する場合は、「選択されたプロパティーに条件を適用する」チェック・
ボックスを選択します。 このチェック・ボックスを選択すると、照会を作成
している対象の資産、および、選択したすべての関係上にある資産にこの条
件が適用されます。
例えば、接頭部に WHS が付いているデータベース表を含むすべてのデータ
ベースを表示する照会を作成するとします。「選択されたプロパティーに条
件を適用する」チェック・ボックスをクリアすると、照会結果には、接頭部
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WHS を含まないデータベース表も含めて、すべてのデータベース表が含まれ
ます。

「選択されたプロパティーに条件を適用する」チェック・ボックスを選択す
ると、照会結果には接頭部 WHS を含むデータベース表のみが表示されま
す。

すべての新規の照会および InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.5
より前に作成されたすべての照会では、デフォルトで「選択されたプロパテ
ィーに条件を適用する 」が選択されています。
5. オプション: 次のようにして、照会を保存します。
a. 「保存」をクリックします。 「照会の保存」ウィンドウが開きます。
b. 照会の名前と説明を指定します。
c. オプション: 照会をパブリッシュし、他のユーザーがそれを表示して使用でき
るようにします (アドミニストレーターのみ)。 パブリッシュ済みの照会は、
別のアイコンで表示されます。
d. 「照会の保存」ウィンドウで「保存」をクリックします。
6. オプション: 「実行」をクリックします。 照会が実行され、結果が表示されま
す。一部の複雑な表示では、複数のタイプの関係が表示される際に、照会結果が
複数のタブを使用して表示されます。

次のタスク
照会結果は、CSV ファイルまたは XSL ファイルに保存することができます。
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関連概念
39 ページの『照会』
照会を使用して、情報資産、そのプロパティー、およびその関係を検索して表示す
ることができます。
15 ページの『Metadata Workbench で表示される資産タイプ』
資産情報ページには、選択したタイプの資産に適したプロパティー、関係、および
使用可能なアクションが表示されます。
関連タスク
『照会の管理』
Metadata Workbench アドミニストレーターは、照会の編集、パブリッシング、イン
ポート、およびエクスポートを行えます。 Metadata Workbench ユーザーは、照会
をインポートしたり、自分で作成した照会を編集したり、パブリッシュ済み照会を
変更して新規照会として保存したりすることができます。
47 ページの『照会の実行』
Metadata Workbench のユーザーは、照会を実行して、情報資産の検索とレポート作
成を行うことができます。

照会の管理
Metadata Workbench アドミニストレーターは、照会の編集、パブリッシング、イン
ポート、およびエクスポートを行えます。 Metadata Workbench ユーザーは、照会
をインポートしたり、自分で作成した照会を編集したり、パブリッシュ済み照会を
変更して新規照会として保存したりすることができます。

このタスクについて
Metadata Workbench アドミニストレーターは、パブリッシュ済み照会を削除するこ
とができます。 Metadata Workbench ユーザーは、自分で作成した照会のみを削除
できます。照会がパブリッシュされていない場合、照会を作成したユーザーしか、
それを削除できません。
任意のユーザーがパブリッシュ済み照会を編集できます。ただし、Metadata
Workbench ユーザーは、パブリッシュ済み照会をユーザー照会として新しい名前で
保存する必要があります。一方、Metadata Workbench アドミニストレーターは、パ
ブリッシュ済み照会を変更することができます。
任意のユーザーが照会をインポートできますが、Metadata Workbench ユーザーがイ
ンポートした照会はパブリッシュできません。
照会のエクスポートとパブリッシングは、Metadata Workbench アドミニストレータ
ーしか実行できません。

手順
1. 「検出」タブで「照会」をクリックします。
2. 照会ビルダーで「管理」をクリックします。
3. 「照会の管理」ウィンドウで、以下のいずれかのタスクを行います。
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タスク

実行するアクション

照会の編集

1. 照会を選択して「編集」をクリックしま
す。
2. 必要に応じて表示するプロパティーと条
件を変更します。

照会の名前または説明の変更

1. 照会を選択して「編集」をクリックしま
す。
2. クエリー・ビルダーで「保存」をクリッ
クします。
3. 「照会の保存」ウィンドウで説明を編集
し、「保存」をクリックします。

照会のパブリッシング

1. 照会を選択して「編集」をクリックしま
す。
2. クエリー・ビルダーで「保存」をクリッ
クします。
3. 「照会の保存」ウィンドウで「照会のパ
ブリッシング」を選択し、「保存」をク
リックします。

照会のインポート

1. 照会を選択して「インポート」をクリッ
クします。
2. 「照会のインポート」ウィンドウで WBQ
ファイルを参照して選択し、「インポー
ト」をクリックします。

照会のエクスポート

1. 照会を選択して「エクスポート」をクリ
ックします。
2. 照会を WBQ ファイルとして保存しま
す。

照会の削除
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照会を選択して「削除」をクリックします。

関連概念
39 ページの『照会』
照会を使用して、情報資産、そのプロパティー、およびその関係を検索して表示す
ることができます。
15 ページの『Metadata Workbench で表示される資産タイプ』
資産情報ページには、選択したタイプの資産に適したプロパティー、関係、および
使用可能なアクションが表示されます。
関連タスク
42 ページの『照会の作成』
Metadata Workbench のユーザーは、単純な照会や複雑な照会を作成して、メタデー
タ・リポジトリーの資産を検索することができます。照会は、選択した資産タイプ
の属性と関係に基づいて行います。
『照会の実行』
Metadata Workbench のユーザーは、照会を実行して、情報資産の検索とレポート作
成を行うことができます。

照会の実行
Metadata Workbench のユーザーは、照会を実行して、情報資産の検索とレポート作
成を行うことができます。

このタスクについて
照会の作成または編集時に照会を実行することも可能です。

手順
1. 照会を選択します。
v ウェルカム・ページの「選択可能な照会」リストで照会を選択します。
v 「検出」タブの「照会の実行」リストで照会を選択します。
2. 「実行」をクリックします。
関連概念
39 ページの『照会』
照会を使用して、情報資産、そのプロパティー、およびその関係を検索して表示す
ることができます。
関連タスク
42 ページの『照会の作成』
Metadata Workbench のユーザーは、単純な照会や複雑な照会を作成して、メタデー
タ・リポジトリーの資産を検索することができます。照会は、選択した資産タイプ
の属性と関係に基づいて行います。
45 ページの『照会の管理』
Metadata Workbench アドミニストレーターは、照会の編集、パブリッシング、イン
ポート、およびエクスポートを行えます。 Metadata Workbench ユーザーは、照会
をインポートしたり、自分で作成した照会を編集したり、パブリッシュ済み照会を
変更して新規照会として保存したりすることができます。
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第 5 章 Metadata Workbench でのデータ・リネージュ・レポー
ト、ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートの
作成
Metadata Workbench のユーザーは、データ・ソースから、ジョブとステージを通っ
て、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジェンス・レポ
ートに入るデータ・フローを分析するレポートを作成できます。特定タイプの資産
間の従属性についてレポートすることができます。さらに、詳細なデータ・リネー
ジュ・レポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レ
ポートを作成できます。
関連概念
7 ページの『Metadata Workbench のナビゲートに関するヒント』
ナビゲートして、メタデータ・リポジトリーの資産を表示したり、資産とその関係
に関するレポートを作成したりします。
11 ページの『Metadata Workbench における情報資産』
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されたオブジェク
トを Metadata Workbench では情報資産と呼びます。各資産は、資産タイプのイン
スタンスです。
関連タスク
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。

データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、および
影響分析レポート
データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートには、1 つのジョブ内または複
数ジョブを通るデータの動きと、ジョブの実行内のアクティビティーの順序が示さ
れます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユーザーには不要の詳
細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分析レポートには、
資産間の従属性が表示されます。
レポートは、資産情報ページのタスク・リストから、あるいは、結果リストの資産
のコンテキスト・メニューから開始できます。ソースからターゲット、またはター
ゲットからソースへのフローをトラッキングできます。
レポートを実行すると、Metadata Workbench は、エンタープライズの目的のコンテ
キストで情報資産を表示します。それらは、個別の表、列、ジョブ、またはステー
ジとしてではなく、データの抽出、ロード、分析、クレンジング、変換処理、レポ
ート作成を行うプロセスの部分を統合したものとして表示されます。
レポートを実行する前に、Metadata Workbench アドミニストレーターが「リネージ
ュの管理」ユーティリティーを実行し、また必要であれば手動リンク・アクション
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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を実行して、資産間の関係を設定する必要があります。オペレーショナル・メタデ
ータで作成された関係についてのレポートを作成するには、まず、オペレーショナ
ル・メタデータをインポートする必要があります。
予期した結果がレポートで戻されない場合には、以下のアクションを行ってくださ
い。
v 「リネージュの管理」ユーティリティーが実行されたことを確認します。
v 正しくリンクされていないと疑われる情報資産の資産情報ページを参照し、デザ
イン、オペレーショナル、ユーザー定義の情報セクションを展開して、正しい関
係が設定されていることを確認します。
v 手動リンク・アクションを実行して、必要な関係を設定します。

レポート・タイプ
以下のタイプのレポートを実行することができます。
データ・リネージュおよび影響分析
データ・リネージュ・レポートも影響分析レポートも、さまざまなタイプの
情報を表示できます。
v 選択したメタデータ資産に対する入力または出力データのフロー。このデ
ータは、ステージおよびステージ列を通り、1 つ以上のジョブを通って、
データベースおよびビジネス・インテリジェンス (BI) レポートに渡され
ます。
例えば、データ・リネージュ・レポートが、ジョブのステージが読み取る
データベース列で開始するとします。このレポートには、列レベルで次の
ようなデータ・フローが示されます。
– 最初のジョブのステージで、データベース列を読み取ります。
– いずれかのステージで 2 番目のデータベースの表に書き込まれるま
で、最初のジョブ内の 1 つ以上のステージを情報が流れます。
– 2 番目のジョブのステージで、2 番目のデータベースのデータベース
列を読み取ります。
– いずれかのステージで 3 番目のデータベースの表に書き込まれるま
で、2 番目のジョブ内の 1 つ以上のステージを情報が流れます。
– 3 番目のデータベースのデータベース列のデータが、BI レポートに取
り込まれます。
v 選択したメタデータ資産に対する入力または出力データのフロー。このデ
ータは、1 つ以上のジョブを通り、データベース表、ビュー、またはデー
タ・ファイル構造を通って、BI レポートおよび情報サービス・オペレー
ションに渡されます。
例えば、データ・リネージュ・レポートには、BI レポートのソースは 1
つのデータベース表に書き込む 3 つの別個のジョブに由来することや、
その表が、BI レポートが使用する BI レポート・コレクションにバイン
ドされていることが示される場合があります。
v ジョブ実行内のアクティビティーの順序。ジョブが読み取りと書き込みを
行う表と、読み取りと書き込みが行われた行の数が含まれます。ジョブ実
行アクティビティーを掘り下げて、リンク、ステージ、およびデータベー
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ス表、あるいはジョブが読み取りと書き込みを行うデータ・ファイル構造
を確認することによって、ジョブ実行の各部分の結果を検査できます。
例えば、単純なジョブのデータ・リネージュ・レポートには、最初のアク
ティビティーでテキスト・ファイルから 6 行を読み取り、2 番目のアク
ティビティーでデータベース表に 6 行書き込んだことが示される場合が
あります。複雑なジョブのデータ・リネージュ・レポートには、すべての
読み取り、書き込み、またはルックアップに関与したアクティビティーの
順序が示される場合があります。
ビジネス・リネージュ
ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・リネージュ・レポートに
含めるように構成された情報資産を通るデータ・フローのみが表示されま
す。また、ビジネス・リネージュ・レポートには、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage からの拡張マッピング文書またはジョブは含ま
れません。
データ・フローの向き、分析タイプ、またはターゲット資産を指定する必要
はありません。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・リネージ
ュに含めるように構成されたソース資産、ターゲット資産、および中間資産
のみのグラフィックおよびテキスト・コンポーネントが表示されます。
Metadata Workbench アドミニストレーターが、ビジネス・リネージュ・レ
ポートに表示される情報資産を構成します。レポートは、ビジネス・リネー
ジュ用に構成された資産の右クリック・メニューから生成されます。このレ
ポートは読み取り専用であり、データ・フローについてまたは資産自体に関
しての詳細情報を得ることはできません。
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere のユーザー、IBM InfoSphere
Business Glossary、IBM InfoSphere Metadata Workbench、および IBM
Cognos® などの外部プログラムが、資産のビジネス・リネージュ・レポート
を作成できます。ユーザーには、少なくとも「Business Glossary ユーザー」
ロールが必要です。レポートは、Web ブラウザーの新規ウィンドウに表示
されます。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。データベース表と
BI レポート・コレクション表のコンテキストが表示されます。
各タイプの分析について、資産からリネージュまたは分析フローに関与する任意の
資産への情報フローを示すレポートを作成できます。
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関連概念
8 ページの『拡張データ・リネージュ』
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用するか、またはそのメタデータがメタ
データ・リポジトリーに保存されないツール、スクリプト、または他のプログラム
を使用する場合でも、エンタープライズ全体のデータ・フローを追跡できます。
関連タスク
53 ページの『データ・リネージュ・レポートの実行』
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたデータ・リネージュ・レポートを実行することができ
ます。特定の子資産を通るデータ・フロー (例えば、データベース表の選択したデ
ータベース列を通るデータ・フロー) を表示することができます。

リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートの実行に使用できます。

データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、
および影響分析レポート
データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、および影響分
析レポートは、次の資産タイプおよびその子に実行することができます。
表 4. リネージュ・レポートおよび影響分析レポートを作成できる資産とその一連の子資産
資産

一連の子資産

アプリケーション (拡張デー
タ・ソース)

v オブジェクト・タイプ > メソッド > 入力パラメーター
v オブジェクト・タイプ > メソッド > 出力値

ビジネス・インテリジェンス v BI モデル > BI コレクション > BI コレクション・メン
(BI)
バー
v BI レポート > BI レポート・フィールド
データベース

v スキーマ > データベース表 > データベース列
v スキーマ > ビュー > データベース列

データ・ファイル

v データ・ファイル構造 > データ・ファイル・フィールド

ファイル (拡張データ・ソー
ス)

なし

ストアード・プロシージャー v 入力パラメーター
定義
v 出力パラメーター
(拡張データ・ソース)

v 入出力パラメーター
v 結果列

データ・リネージュおよび影響分析レポート
データ・リネージュ・レポートおよび影響分析レポートは、次の資産に実行するこ
とができます。
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表 5. データ・リネージュ・レポートおよび影響分析レポートを作成できる資産とその一連
の子資産
資産

一連の子資産

ジョブ

v ステージ > ステージ列

以下でのマッピング

なし

v IBM InfoSphere Metadata
Workbench の拡張マッピング文
書
v InfoSphere FastTrack のマッピン
グ仕様
v IBM InfoSphere Warehouse のマ
ッピング文書

関連概念
8 ページの『拡張データ・リネージュ』
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用するか、またはそのメタデータがメタ
データ・リポジトリーに保存されないツール、スクリプト、または他のプログラム
を使用する場合でも、エンタープライズ全体のデータ・フローを追跡できます。
関連タスク
『データ・リネージュ・レポートの実行』
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたデータ・リネージュ・レポートを実行することができ
ます。特定の子資産を通るデータ・フロー (例えば、データベース表の選択したデ
ータベース列を通るデータ・フロー) を表示することができます。

データ・リネージュ・レポートの実行
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたデータ・リネージュ・レポートを実行することができ
ます。特定の子資産を通るデータ・フロー (例えば、データベース表の選択したデ
ータベース列を通るデータ・フロー) を表示することができます。

始める前に
Metadata Workbench アドミニストレーターは、「管理」タブの「リネージュ管理」
セクションで「リネージュの管理」および「データ・ソースの同一性の管理」のユ
ーティリティーを実行する必要があります。「リネージュの管理」ユーティリティ
ーは、正確なリネージュ・レポートのために、ステージ、データベース表、および
データベース・ビュー間の関係を設定します。「データ・ソースの同一性の管理」
ユーティリティーは、スキーマ間の関係、および一致する名前を持つ両方のスキー
マのデータベース表とデータベース・フィールド間の関係を作成します。

このタスクについて
データ・リネージュ・レポートには、選択資産に対する入出力両方の情報のフロー
が表示されます。デフォルトで、このレポートには、資産間のデザイン、オペレー
ショナル、およびユーザー定義の関係が含まれます。重複した資産は表示されませ
ん。
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一部の資産は、子資産を含むことができます。次の資産とその子資産の例を別の
Web ブラウザー・ウィンドウのリネージュ・レポートに表示することができます。
子資産がステージであるジョブ資産。
ジョブに含まれるステージを通るときのデータを表示することができます。
子資産がデータベース列であるデータベース表資産。
データベース表の選択したデータベース列を通るときのデータを表示するこ
とができます。選択したデータベース列と他の資産間の関係リンクが再描画
されます。さらに、データ・フローにない資産ノードは使用不可になりま
す。新しいブラウザー・ウィンドウで子資産を選択することはできません。
例えば、最初にデータベース表からデータベース列
DM_SORTKEY、DM_TIMESTAMP、および DM_TXID を選択した場合、新
しいリネージュ・レポートでデータベース表からこれらのデータベース列の
サブセットを選択することはできません。

手順
1. 次のいずれかの方法でレポートを開始します。
v 結果リストで、資産名を右クリックして「データ・リネージュ」を選択しま
す。
v 資産の資産情報ページのタスク・リストで、「データ・リネージュ」をクリッ
クします。

2. オプション:
択します。

をクリックし、レポートに表示する分析関係のタイプを選

分析関係の選択を変更した場合、「画面の最新表示」をクリックしてリネージュ
の図を再実行します。
3. オプション: 資産ノードで、「[列 | フィールド | メンバー | パラメーター] の
選択」のリンクが使用可能であればクリックし、特定の子資産を通るデータ・リ
ネージュをトレースします。 選択できる子資産は 5 つ以下です。ステージ資産
の列は選択できません。
4. オプション: IBM InfoSphere DataStage ジョブ・ノードで「展開」リンクをクリ
ックして、そのジョブに含まれるステージ間のデータ・フローを表示します。
をクリックして、右ペインのテキストを保存するか、ま
5. オプション:
たは、図の全体、図の中でウィンドウに表示されている部分、あるいは、図の中
で選択した部分をファイルに保存します。
テキストは PDF フォーマットのファイルに保存されます。図は JPEG イメー
ジ・フォーマットのファイルに保存されます。
「グラフの保存」をクリックしたら、「グラフの保存」ウィンドウで、図の全体
を保存するには「すべて」を、そのウィンドウ内で表示されている部分を保存す
るには「現行ビュー」を、選択した部分を保存するには「選択」を選択します。

タスクの結果
資産を通るデータ・フローについて入手可能な情報が、レポートに表示されます。
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次のタスク
リネージュ図のイメージ・ファイルで資産名をクリックすると、その詳細ページが
新しいブラウザー・ウィンドウに表示されます。
テキストの PDF ファイルで資産名を右クリックすると、その資産に実行可能なア
クションのリストが示されます。
関連概念
49 ページの『データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、
および影響分析レポート』
データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートには、1 つのジョブ内または複
数ジョブを通るデータの動きと、ジョブの実行内のアクティビティーの順序が示さ
れます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユーザーには不要の詳
細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分析レポートには、
資産間の従属性が表示されます。
関連タスク
47 ページの『照会の実行』
Metadata Workbench のユーザーは、照会を実行して、情報資産の検索とレポート作
成を行うことができます。
38 ページの『Metadata Workbench における資産の検索』
特定の資産について、そのプロパティーと関係を分析したり、レポートを実行した
りするために、検索を行います。参照、検索、および照会を行って、資産を探すこ
とができます。
関連資料
52 ページの『リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ』
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートの実行に使用できます。

ビジネス・リネージュ・レポートの実行
ビジネス・リネージュ・レポートに含めるように構成された資産間の情報のフロー
を表示するビジネス・リネージュ・レポートを作成できます。

始める前に
v ビジネス・リネージュ・レポートに含めることができるのは、アプリケーショ
ン、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート、およびデータ・ファイルなどの
特定の資産タイプのみです。デフォルトでは、これらの資産タイプのすべての資
産がビジネス・リネージュ・レポートに含められます。Metadata Workbench アド
ミニストレーターは、ビジネス・リネージュ・レポートから除外する資産を構成
する必要があります。
v ビジネス・リネージュ・レポートを実行するには、「Business Glossary ユーザ
ー」ロールが必要です。

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。ビジネス・リネージュに含めるように構成された資産のみが、リ
ネージュ・パスに表示されます。
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手順
以下のいずれかのアクションを行って、選択資産についてのビジネス・リネージ
ュ・レポートを実行します。
v 資産の資産情報ページのタスク・リストで、「ビジネス・リネージュ」をクリッ
クします。
v 検索または照会アクションからの結果リストまたは「ビジネス・リネージュの管
理」ウィンドウで、資産の名前を右クリックして「ビジネス・リネージュ」を選
択します。

タスクの結果
新規ウィンドウに、リネージュ・パスに関与するすべての資産とレポートする資産
のレポートが表示されます。レポートには、各資産のコンテキスト、つまり親が表
示されます。レポート内の資産をドリルダウンして、詳細情報を得ることはできま
せん。

次のタスク
レポート内の選択した領域を詳細に表示するためにズームインしたり、レポートを
保存および出力したり、資産のコンテキスト、説明、およびスチュワードを表示し
たりできます。また、リネージュ・レポートに関するフィードバックを送信するた
めに、デフォルトのメール・アプリケーションを開いて送信することもできます。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 6. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/software/sw-training/
にアクセスしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 7. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。XHTML により、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
います。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
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とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。IBM は、お客様の当該サンプル・プロ
グラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
影響分析

12

影響分析レポート
エンジン 36
お客様サポート

49

編集 12
データベース

28

データベース表

12

29

注釈、削除

12

データ・ファイル

注釈、追加
注釈、編集

12
12

データ・ファイル構造 26
データ・リネージュ、拡張

25
8

データ・リネージュ・レポート、作成

データ・リネージュ・レポート

12
ビジネス名、編集

作成 12
特記事項 63

12

12

ビジネス・リネージュ・レポート、資
産を除外する 12
ビジネス・リネージュ・レポート、資
8

割り当て 12
カテゴリー 23
12

［サ行］
57

資産
エンジン

注釈 (続き)

12

スチュワード、割り当て

成

57

拡張データ・リネージュ
カスタム属性

サポート
お客様

資産、詳細 12
資産、詳細の編集

49

ビジネス・リネージュ・レポート、作

［カ行］

グラフ・ビュー

資産、タスクを実行する (続き)

36

カテゴリー 23
削除 12
詳細の表示 12
詳細の編集 12
ジョブ 33
スキーマ 31
スチュワード 37
ステージ 34
データベース 28
データベース表 29
データ・ファイル 25
データ・ファイル構造 26
ビジネス・インテリジェンス・レポー
ト 23
ビュー 32
変換プロジェクト 35
ホスト 28
用語 24
BI レポート 23
資産、タスクを実行する
影響分析 12
カスタム属性、割り当て 12
グラフ・ビュー 12
資産、削除 12
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産を含める 12
資産タイプ
影響分析レポートのソース

既存の照会
照会の作成

52

38
38

説明 (略記) 38
データ・サーバーおよびデータベース
38
特定のタイプ 38
プロジェクトおよびジョブ
照会 40
結果を制限する 43
作成 43
実行 47
パブリッシング 43
編集 45
情報資産
コンテキストの表示 11
情報ページ 11
ジョブ 33
スキーマ 31
スチュワード 37
割り当て 12
ステージ 34
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 61
ソフトウェア・サービス 57

［タ行］
注釈
削除
追加

ナビゲートのヒント、Metadata Workbench
の 7

［ハ行］

52

子資産 52
リネージュ・レポートのソース
資産の検索

［ナ行］

ビジネス名
編集 12
ビジネス・インテリジェンス・レポート
23
ビジネス・リネージュ・レポート
作成 12
資産を除外する 12
資産を含める

38

ビュー 32
変換プロジェクト
ホスト 28

49

12
35

［ヤ行］
用語

24

［ラ行］
リネージュ
データ・レポートの実行 53
ビジネス・リネージュ・レポートの実
行 55
レポート
ビジネス・インテリジェンス・レポー
ト 23
BI レポート 23
ロール
InfoSphere Metadata Workbench アドミ
ニストレーター 5
Metadata Workbench ユーザー 5

12
12
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B
BI レポート

23

I
InfoSphere Metadata Workbench
アドミニストレーター・ロール
ユーザー・ロール 5

5

M
Metadata Workbench

40

アクセス、Metadata Workbench への
3
概要

1

ナビゲートのヒント 7
開く 3
Metadata Workbench のレポート
影響分析

49

ソースとしての資産タイプ 52
データ・リネージュ 49, 53
ビジネス・リネージュ 49, 55
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