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連携シナリオ・ガイド

InfoSphere Information Server 連携シナリオ
情報統合は、組織のあらゆる部分に影響を与える複雑なアクティビティーです。最
も一般的な統合ビジネス問題に対処するために、この連携シナリオでは、どのよう
にすれば IBM® InfoSphere™ Information Server と InfoSphere Foundation Tools コン
ポーネントを一緒に統合された形でデプロイして使用できるかを示します。連携シ
ナリオは、データウェアハウス実装環境内のデータ品質に焦点を置いています。

データ統合の課題
今日、組織は情報に関連したさまざまな課題に直面しています。例えば、多様であ
り、しばしば不明なデータ品質の問題、情報の意味やコンテキストに対する見解の
不一致、複数の複雑な変換の管理、労力を倍増するよりはむしろ既存の統合プロセ
スを活用すること、増え続けるデータの量、処理時間の短縮、国内および国際的な
法令を確実に順守するためのモニタリングおよびセキュリティーの高まる必要性な
どです。
組織は、統合情報インフラストラクチャーを使用して、エンタープライズ・ドメイ
ン全体の情報とシステムを合理化し、結合する必要があります。情報を結合しない
と、IT 組織はビジネス・ユーザーや経営幹部からの新しい情報の要求に迅速に対応
できないままになります。同様に、情報が不規則に広がる状態を追跡するツールや
リソースが少ないと、企業はデータ品質をモニターし、ビジネス・ルールを一貫し
て適用するのが困難になります。結果として、多数の整理されていないカテゴリー
と矛盾した説明の下で、情報が企業全体に散乱したままになります。
データ統合のいくつかの主要な問題として、次があります。
v エンタープライズ・アプリケーション・ソース・メタデータが簡単に 1 つの場所
に集まらないため、実際に使用できるものを把握できない。混合環境にはレガシ
ー・ソースも含まれており、そのために多くの場合、仮に標準アプリケーショ
ン・プログラミング・インターフェース (API) があったとしても、それを通じて
メタデータを使用することができない。
v サプライヤーおよび顧客のマスター参照データ、名前、および住所や、部品番号
と説明がアプリケーション全体で異なり、このデータのソースと重複している。
v すべてのソースから新規ターゲット・アプリケーションにデータを移動するため
に、数百という数の抽出、変換、およびロード (ETL) ジョブを作成する必要があ
る。
v データをロードする前に、新規環境構造に適合するようにデータを変換する必要
がある。
v プロセスを通過できる大規模データを処理し、時間通りに終了できる機能が必須
である。オンデマンドでの変換およびデータ・マッチング・ルーチンの実行をサ
ポートするためのインフラストラクチャーを企業が必要としている。

InfoSphere Information Server 統合ソリューション
InfoSphere Information Server および InfoSphere Foundation Tools コンポーネント
は、とりわけ、組織がデータ統合の課題に取り組み、既存 IT 投資を活用する堅固
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な情報アーキテクチャーを構築するのを支援するようデザインされています。ソリ
ューションは、重要な情報を識別し、いつ、どこで、どのように情報を使用可能に
するかを指定し、データ管理プロセスおよびガバナンスの慣例を判別し、組織のビ
ジネス・ストラテジーに合わせて情報を使用するための実証されたアプローチを提
供します。
InfoSphere Foundation Tools コンポーネントは、組織が情報のプロファイル作成、モ
デル化、定義、モニター、および管理を行うのを支援します。InfoSphere Foundation
Tools コンポーネントによって提供されるソリューションを統合することにより、組
織は情報インフラストラクチャーを検出し、デザインして、信頼できる情報を組織
全体に構築し始めることができます。
図 1 に示すように、IBM InfoSphere Information Server プラットフォームは、複数
の製品モジュールで構成されており、それらを一緒にエンタープライズ統合フレー
ムワーク内にデプロイすることも個別にデプロイすることも可能です。InfoSphere
Information Server は、エンタープライズ・プロジェクトを支援する検出、デザイ
ン、およびガバナンスの連続サイクルに取り組むために、既存の組織データ統合プ
ロセスと柔軟に統合するようデザインされています。

図 1. InfoSphere Information Server プラットフォームは、データ統合プロセスをサポートしま
す。

3 ページの図 2 では、コンポーネントとコンポーネントが生成、コンシューム、お
よび共有するメタデータを示します。
一般的に、プロセスはデータ・モデルの定義から開始します。組織は IBM Industry
Data Models (InfoSphere Data Architect 内にあります) から情報をインポートでき、
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この中にはグロッサリー、論理、および物理データ・モデルが含まれています。グ
ロッサリー・モデルには何千という数の業界標準用語が含まれており、それらの用
語を、IBM InfoSphere Business Glossary に事前に追加するために使用できます。組
織では、IBM Industry Data Models を特定のビジネス要件に合うように変更し、拡
張できます。

図 2. InfoSphere Information Server 製品モジュール

データ・モデルを定義し、ビジネス・コンテキストを適用した後、アナリストは新
規ターゲット・データ・モデルへのデータの追加に使用されるソース・システムに
対してデータ検出プロセスを実行します。検出プロセス中に、アナリストはデー
タ・モデルを拡張する可能性のあるキー関係、変換ルール、およびビジネス・オブ
ジェクト (これらのビジネス・オブジェクトが以前に IBM Industry Data Models に
よって定義されなかった場合) を特定できます。
検出された情報を基に、アナリストは、データ品質評価に重点を置くように業務を
拡大することができます。さらに、データの異常が文書化され、参照表が作成さ
れ、データ品質ルールが定義されることを確実にできます。確立されたグロッサリ
ー用語とデータ内容をリンクして、適切なコンテキストとデータ・リネージュを保
証し、分析的結果と推論モデルを開発者に提供し、データ品質ルールをテストして
デプロイできます。
これで、新規アプリケーションの ETL ジョブに入力されるマッピング仕様をアナ
リストが作成する準備が整いました。ビジネス・コンテキスト、検出された情報、
およびデータ品質評価の結果を使用して、アナリストは、データ・ソースを IBM
Industry Data Model ターゲットの正しいフォーマットに変換するために必要な特定
の変換ルールを定義します。このプロセス中に、アナリストは特定のビジネス変換
InfoSphere Information Server 連携シナリオ
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ルールを定義するだけでなく、物理構造におけるビジネス用語とその表記の直接的
な関係も定義できます。これらの関係は、後でコンシュームのために IBM
InfoSphere Business Glossary にパブリッシュすることができ、資産関係の理解を深
めるのに役立ちます。
これで、ビジネス仕様が IBM InfoSphere DataStage® ETL ジョブの生成への直接入
力としてでだけでなく履歴ドキュメンテーションとしての役割も果たすようになり
ます。定義済みビジネス・ルールは、コードとしてまたは開発者が実行する注釈付
きの処理待ちタスクとして ETL ジョブに直接組み込まれます。 InfoSphere
DataStage ジョブの準備ができたら、開発者は IBM InfoSphere Information Services
Director を使用することにより、SOA コンポーネントと同じバッチ処理をデプロイ
することを決定することもできます。
上記プロセスの間中、それぞれの InfoSphere Information Server モジュールを使用
した自然な結果として、メタデータが生成され、保守されます。 InfoSphere
Information Server プラットフォームにより、統合プロセス全体を通じて関連メタデ
ータはそれぞれのユーザー固有のロールと共有されます。この独自のアーキテクチ
ャーのために、メタデータを管理するのに手動でのメンテナンスはほとんど必要あ
りません。サード・パーティーのメタデータに限り、InfoSphere Information Server
メタデータ・オブジェクトとの関係の定義などの管理タスクが必要になります。
InfoSphere Information Server とサード・パーティーのメタデータ資産の両方を表示
する必要がある管理者および開発者は、IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用
して、共通リポジトリー内のこの情報を照会、分析、およびレポート作成すること
ができます。

データ統合アプリケーションの構築シナリオ
IBM InfoSphere Information Server の特長は、データ統合アプリケーションの構築プ
ロセスを簡素化するようデザインされた製品モジュールの統合スイートにありま
す。
InfoSphere Information Server プラットフォームは、単一の共有メタデータ・リポジ
トリー上に構築された包括的な統合アーキテクチャーを提供し、プロジェクト・デ
ータ統合タスク間で情報をシームレスに共有することを可能にします。複数プロジ
ェクト全体で情報の検証、アクセス、およびビジネス・プロセス・ルールを使用で
きるため、整合性の度合いが高まり、データ制御が向上し、効率が上がります。 5
ページの図 3 では、InfoSphere Information Server の機能、つまり、統合メタデータ
管理の理解、クレンジング、変換、提供、および実行を示します。
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図 3. InfoSphere Information Server の統合機能

InfoSphere Information Server を使用して、次の 5 つの主要統合機能を実行できま
す。
v データの理解。InfoSphere Information Server は、情報の内容および構造を自動的
に検出、モデル化、定義、および管理し、情報の意味、関係、およびリネージュ
を理解し分析するのを助けます。これらの機能を使用して、データのソースや関
係についての理解を深め、不良データが使用されたり急増したりするリスクを排
除するビジネス・ルールを定義できます。
v データのクレンジング。InfoSphere Information Server は、データの標準化、検
証、マッチング、およびマージにより、情報の品質および整合性をサポートしま
す。このプラットフォームを使用して、データ・ソース全体またはデータ・ソー
ス内でレコードをマッチングすることにより、単一の包括的かつ正確な情報のビ
ューを作成できます。
v データの情報への変換。InfoSphere Information Server は、情報が新しい使用法の
ための正しいコンテキスト内に置かれるように、情報を変換し、その品質を高め
ます。また、大規模ボリューム、複雑なデータの変換、および移動の機能も提供
し、これらの機能を、スタンドアロンでの抽出、変換、およびロード (ETL) シナ
リオで使用したり、アプリケーションまたはプロセスのリアルタイム・データ処
理エンジンとして使用したりすることができます。
v 正しいときに正しい情報を提供。InfoSphere Information Server は、情報を仮想化
または同期する機能、あるいは情報を必要としている人員、プロセス、またはア
プリケーションに情報を移動する機能を提供します。また、複数のエンタープラ
イズ・アプリケーション全体にサービスとして変換ルールをデプロイして再使用
するのを可能にすることにより、重要なサービス指向アーキテクチャー (SOA) も
サポートします。
v 統合メタデータ管理の実行。InfoSphere Information Server は、統合メタデータ・
インフラストラクチャー上に構築され、ビジネス、オペレーショナル、および技
術ドメインなど、データ統合プロジェクトに関与している異なるユーザー・ロー
InfoSphere Information Server 連携シナリオ
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ル間での共通の理解を可能にします。この共通の管理されたインフラストラクチ
ャーは、開発時間の短縮を助け、情報の信頼性を高めることができる永続レコー
ドを提供する一方で手動での調整作業を軽減します。

データ品質に重点を置いたデータウェアハウス最新化のシナリオ
このシナリオでは、データウェアハウス環境内のデータ品質に取り組むために、
IBM InfoSphere Information Server および Foundation Tools ソフトウェアを活用す
るアプローチを示します。
データウェアハウスに関連して、データ品質が評価またはモニターされる 3 つの典
型的なユース・ケースがあります。
新規

検出、用語、リネージュ、データ品質、データ・モデリング、マッピング、
データ変換、クレンジングなどのアクティビティーを通じて、新規ウェアハ
ウスを構築します。

最新化 用語、検出、影響分析、データ品質、データ・モデリング、マッピング、デ
ータ変換、クレンジングなどのアクティビティーを通じて、既存ウェアハウ
スの変更または既存ウェアハウスへのデータの追加を行います。
ガバナンス
データ品質、スチュワードシップ、用語、リネージュ、影響分析などのアク
ティビティーを通じて、既存ウェアハウスを管理および統制します。
それぞれのユース・ケースで、ソリューション全体に貢献する多様なアクティビテ
ィーがあります。それぞれのアクティビティーでは、イニシアチブを構成するより
広範な方法論およびプロセスとの関連で 1 つ以上の製品モジュールを使用します。
それぞれのアクティビティーまたはフェーズごとに、プロセスへのいくつかの入
力、製品の内外で実行するいくつかのタスク、および後続のアクティビティーまた
はフェーズで使用されるプロセスからのいくつかの出力があります。データ品質は
それらのアクティビティーの 1 つにすぎません。
これらのユース・ケースのアクティビティーは、必ずしも凝り固まった一連のイベ
ントではありません。しばしば、これらは反復アクティビティーであり、平行して
実行される場合も多く、あるアクティビティーで発見された事柄が別のアクティビ
ティーに影響を与え、追加の作業が必要になることもあります。
例えば、データウェアハウスに顧客とアカウントのデータが含まれているとしま
す。しかし、視点を拡大して、顧客および顧客の購入習慣に関する販売およびマー
ケティングの影響を見ることが求められています。販売管理の情報を提供するある
グループは、既存データウェアハウスへのデータの追加を目標としています。初期
の検出作業で、4 つの販売管理システムが検出され、データウェアハウスに含める
ためにマップします。しかし、データ品質の検討で、4 つすべてのシステム内のド
メインを検証した際に重大な問題が見つかり、多数のフィールドにデータが入って
いないか、あるいは利用可能なデータではなくコメントが含まれていることがわか
ります。ビジネス用語のレビューでは、システムの使用法について誤解があり、他
に 2 つのシステムが必要であることがわかります。前の 4 つのシステムに関係を
マップするために、ビジネス用語が検出プロセスの至るところに投入されます。そ
して、データ品質の検討で、これらは実際に必要な表であるかを検証します。最後

6

連携シナリオ・ガイド

に、データ品質の検討から導かれた推論が、新規データウェアハウスの表のモデリ
ングを向上させるためにデータ・アーキテクトに提供されます。
これらのユース・ケースで起こる可能性のある、いくつかの共通の問題点 がありま
す。これらには、以下のものがあります。
v ウェアハウス情報を管理する際の不明確な用語。例えば、収益情報がどこにある
か、ウェアハウスの内容がビジネスで期待されているものと合致しているかなど
です。
v 変更による影響が不明。既存プロセスの中断やビジネスの混乱を招く可能性があ
ります。
v 情報のリネージュが不明。データの信頼性に悪い影響を及ぼします。例えば、要
求されている情報に対し、正しいデータ・ソースを使用しているかなどです。
v 不明なデータ品質。ビジネス・ユーザーがデータを信用しなくなる最大の理由の
1 つです。
v スチュワードシップが不明。データを理解している人、品質保持を保証している
人、データへのアクセスを管理している人が不明確です。
このシナリオでは、データウェアハウス (IBM のデータウェアハウスまたは
Teradata や Oracle など別の主要ウェアハウス・ベンダーのデータウェアハウス) が
拡張または最新化 されています。この特定のウェアハウスには、有効なレポートを
作成するためのさまざまな財務情報が既に含まれていますが、より広範囲の分析情
報を入手するには顧客データを追加する必要があります。大抵の組織がそうである
ように、ウェアハウスは分析のために財務、顧客、および販売情報の組み合わせを
保守し管理するための重要な場所となっています。

データ品質およびモニタリングの統合
データの品質評価およびモニタリングの戦略を使用して、情報の品質および整合性
を取り巻く問題に対処します。また、データウェアハウス内のこれらの問題に対処
するために、データ品質の手順を確立する必要があります。
IBM InfoSphere Business Glossary、 IBM InfoSphere Discovery、IBM InfoSphere
Data Architect、IBM InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere FastTrack、お
よび IBM InfoSphere Metadata Workbench は、いくつかのビジネス・インテリジェ
ンス要件に基づいて (潜在的には、業界モデルまたは業界標準に基づいて)、情報統
合を通じてデータウェアハウスにデータを供給するために、既存の情報資産を使用
します。

データウェアハウスのユース・ケース
InfoSphere Information Analyzer を使用して、情報の品質および整合性を取り巻く問
題や、時間をかけてデータ品質をモニターする上でのマルチユーザー環境でのデー
タ品質の手順およびルールの作成に関する問題を特定できます。このシナリオは、
スタンドアロン方式でも、データウェアハウジングなど、データ品質を統合するよ
り広範なイニシアチブの一環としても利用できます。

InfoSphere Information Server 連携シナリオ
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図 4. データウェアハウスの統合ワークフロー

IBM Industry Models
IBM では、組織が素早く成果を上げるのを助けるために、長年にわたり特定の業界
内の情報プロジェクトに取り組んできた経験から得た知識を IBM Industry Models
にパッケージ化しています。
これらのモデルは、そのすべての元となっている完全なエンタープライズ・デー
タ・モデルを、各業界の重要業績評価指標、メトリック、コンプライアンスの問題
を要約したレポート作成テンプレートと一緒に提供します。IBM は、銀行、金融、
ヘルスケア、保険、小売業、流通、および通信の 6 つの業界のこれらの業界モデル
を提供しています。
これらのモデルは、すべてのプロジェクト参加者が参照している実績のある業界固
有のテンプレートを提供しており、マイグレーションおよび統合プロジェクトにお
いて主要なアクセラレーターとして機能します。ソース・システム・データは、直
接 InfoSphere Information Server にロードすることができ、開発への取り組みを加
速するターゲット・データ構造とビルド済みのビジネス・グロッサリーを提供しま
す。また、ビジネス・ソリューション・テンプレートは、Cognos® 8 Business
Intelligence 内のレポートおよびデータ・キューブのテンプレートを提供します。
IBM Industry Models を使用することにより、組織は大幅にプロジェクトを促進し、
リスクを軽減できます。また、実績のある中立的な基本モデルを使用して情報を統
合する際によく直面する従来の組織の問題も克服できます。

8

連携シナリオ・ガイド

対応する必要のある一般的な質問
すべてのイニシアチブがそうであるように、データウェアハウスでのイニシアチブ
においてもデータ品質に関連していくつの一般的な問うべき質問があります。
これらの質問には、以下のものがあります。
ビジネスおよびメタデータ定義とデータ間の相違における現実
ビジネス・ユーザーや技術顧問が理解していることと、IT リソース (アー
キテクト、モデラー、および開発者) が理解していることはまったく異なる
場合があります。また、異なるビジネス・グループ間でも、共通のビジネス
用語をどのように理解しているかで大きな相違がある場合があります。
v ビジネス用語は明確に理解されているか?
v ビジネス用語が、検証または認定に必要な実際のソース・データ品質にど
のように関連しているか明確に理解されているか?
v ビジネス用語とメタデータ (ソース・メタデータまたはターゲット・ウェ
アハウス・モデルのいずれか) の間で相違があるか?
v 実際のメタデータおよびデータが、ビジネス・セマンティクスおよびデー
タ品質の検出および検証で使用されているか?
変更による影響
既存システムを最新化する場合、計画されているさまざまな変更が及ぼす影
響を理解することが大切です。
v 変更の影響を受けるアップストリーム・システム (変更されるシステムに
データを送るシステム)、およびダウンストリーム・システム (情報をコ
ンシュームするアプリケーションまたはシステム) は何か?
v スチュワードは誰か?
v ビジネス・インテリジェンス・レポートなどのプロセスまたはアプリケー
ションで、中断される可能性のあるものや変更する必要があるものはある
か?
データ・フォーカス
通常、データウェアハウスに追加される情報は、複数の異なるデータ・ソー
スや多数の表間で分割されたデータ・ソースに由来します。
v コア・システムまたは表、データの特定のタイプまたはクラス、あるいは
特定の属性またはドメインに焦点が置かれているか?
v 「レコードのソース」とみなされるシステム、ソース、またはエンティテ
ィーはあるか?
v ソース間の整合性や競合にどのように対処または解決するか?
検証および情報提供
多くの場合、イニシアチブでは、データ品質の考慮事項のために前もってと
っておかれる時間はほとんどありません。しかし、データが提供されたとき
にそれなりのデータ品質に達していないと、データを修正し、信頼を回復す
るコストが高くつきます。
v データ品質が分析されるのはいつか? 初期検出および検討の後にのみ、こ
れについて取り組むのか、あるいはデータ統合ライフサイクルを通じて取
り組むのか?
v データ品質の検証で不可欠なのはどのメトリックであるか?
InfoSphere Information Server 連携シナリオ
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v データ品質の情報結果はどのように提供されるか?

主要なシナリオ入力
データウェアハウスが新規の場合、または新規ビジネス・オブジェクト (顧客デー
タなど) またはデータ・ソース (販売注文システムからの顧客情報など) を追加する
ためにデータウェアハウスを変更している場合は、グロッサリーを拡張して、新規
用語、すべての新規エンティティーおよび属性を含めるためのモデル、および関連
付けられた分析情報 (関係とデータ品質の両方) と一緒に新規ソースを含めるための
メタデータを統合するための要件があります。
データ統合の基礎を築く際の原則の 1 つは、それぞれのプロセスについての情報を
保管済みメタデータとして追加し、保管できることです。

モデル
作業を容易に始められるよう、IBM は、第三正規形 データ・モデルと呼ばれる、
詳細データの大規模セットと、サマリーやレポートのためのメジャーとディメンシ
ョンから構成される「TDW レポート」または「ビジネス・ソリューション・テンプ
レート (BST)」と呼ばれる事前定義分析モデルを統合したものを提供しています。
IBM は、グロッサリーの確立および大規模プロジェクトの調査に使用するビジネス
用語のディクショナリーを含むメタデータ・モデルも開発しています。デザインの
加速およびリネージュのために、すべての IBM モデルは相互にマップされます。
モデルは、InfoSphere Data Architect と CA ERwin Data Modeler の両方での成果物
です。
既存の MetaBroker テクノロジーを使用して、InfoSphere Data Architect からの物理
モデルを、メタデータ内容として IBM InfoSphere Information Server メタデータ・
リポジトリーにロードできます。

用語
ビジネス用語は、作業対象データのタイプを説明する上でも、ビジネスを理解する
言語においても、鍵となるものです。このタイプの用語定義には、ターゲット・シ
ステムについての用語だけでなく、重要業績評価指標 (KPI) や期待される利益な
ど、ビジネスを推進する重要情報も含めることができます。このウェアハウスの例
として、収益性や購入履歴が挙げられます。それが意味していることを理解するこ
とで、コラボレーションが促進されます。したがって、すべてがこの共通言語でつ
ながっていることを忘れないようにしてください。
インポートされた情報は、ビジネスで共有されて活用され、さらにはコラボレーシ
ョンを通じてそれが意味することを共有するようになります。メタデータを管理す
ると、ビジネス・ユーザーの言語を反映した企業標準のビジネス用語と説明を取り
込むことができます。正式なデータ管理またはデータ・ガバナンスを制度化してい
る組織では、すべてのビジネス・ユーザーが組織の使用可能な情報を標準ビジネス
定義に基づいて一貫して理解することを確実にするための手段として、これらの用
語をパブリッシュできます。
IBM InfoSphere Business Glossary は、カテゴリーと用語を含む、ビジネス主導型セ
マンティクスを作成するための基盤を提供します。
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資産をビジネス・グロッサリーにインポートするのに他のツールを使用している場
合は、資産を用語に割り当てるために、InfoSphere Business Glossary や IBM
InfoSphere Metadata Workbench を使用できます。通常、InfoSphereBusiness Glossary
は、大規模な資産を用語に割り当てるために使用します。グロッサリーの内容は、
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに保管されるため、
InfoSphere Information Server スイートの別のコンポーネントを使用して、グロッサ
リーの内容と対話できます。

主要なシナリオ入力プロセス
以下のトピックでは、主要なシナリオ入力プロセスについて説明します。

ソース・メタデータの検出
このシナリオでは、現時点で、ビジネスが必要としているものやビジネス要件の記
述に使用される用語を理解しているものとします。「顧客」または「部署」などの
用語を理解し、組織全体でこれを活用できます。また、ターゲット・データウェア
ハウスの構造も理解しています。実際の入力データの構造や内容についての理解を
深める必要があります。

IBM InfoSphere Discovery
IBM InfoSphere Discovery は、データウェアハウスやオペレーショナル・データ・
ストアなどのターゲットにデータを追加するために、ソース・システムに適用され
ている変換ルールを識別するのに使用します。これらのビジネス・オブジェクトお
よび変換ルールは、いったん正確に定義されると、データ統合、IBM InfoSphere
Master Data Management (MDM)、およびアーカイブなど、情報中心のプロジェクト
に重要な入力を提供します。
InfoSphere Discovery は、1 つ以上のソースからデータの値とパターンを分析し、こ
れらの隠された相関関係を収集してはっきりと認識できるようにします。InfoSphere
Discovery は、単一ソースおよびソース間でのデータのオーバーラップおよび関係分
析、拡張マッチング・キー検出、変換ロジック検出などのすべてのデータ分析技法
を実行するために、ヒューリスティックで高機能のアルゴリズムを適用します。ま
た、リレーショナル・データベース、階層データベース、テキスト・ファイル形式
で表示されるすべての構造化データ・ソースなど、広範囲のエンタープライズ・デ
ータ・ソースに対応しています。

InfoSphere Discovery を使用した、データの値とパターンの検出によるデ
ータ関係の理解
このシナリオでは、3 つの分散データ・ソースを組み合わせて、カスタマー名、住
所、および納税者番号の関連情報を検出します。
InfoSphere Discovery を使用して、次を実行します。
1. ソース・データ検出プロジェクトを作成します。ソース・データ検出プロジェ
クトでは、データ・セット内の表とデータ・セット全体の表との間でのデータ
値のオーバーラップを検討します。また、統合スキーマを作成し、統合スキー
マの主キーと外部キーを検出します。結果には、データ・セット内の表および
列の総数、排他列数、値オーバーラップの割合 (%)、オーバーラップしている
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データを含む表および列の数、およびより詳細な統計のサマリーが、オーバー
ラップしている実際のデータ自体のビューと一緒に含まれます。
2. 各データ・ソースからの表集合のインポート
3. データ・セットを作成します。データ・セットは、処理、分析およびマップの
対象となるデータベース表とテキスト・ファイルのコレクションです。デー
タ・セットには、必要な数の ODBC 接続から、必要に応じていくつでもデータ
ベース表と区切り文字で区切られたテキスト・ファイルまたはポジショナルの
テキスト・ファイルを含めることができます。
4. データ検出を実行します。データベース表の中には、メタデータ内に正しいデ
ータ・タイプ定義が含まれているものがあります。しかし、誤ったメタデータ
または不完全なメタデータを含むデータベース表もあり、テキスト・ファイル
はそのデータ・タイプを定義していません。
このステップでは、InfoSphere Discovery はメタデータ情報を表示すると共に、
データ・セット内のデータについての統計を算出し表示します。InfoSphere
Discovery は、すべての VARCHAR ストリングも調べて、その中に日付/時刻ま
たは数値が含まれているかどうかを判別し、それらを適切なデータ・タイプに
変更します。
データ検出を実行した後、列分析データを検討する必要があります。データ・
タイプを検証し、列の長さを変更したり、メタデータ内に定義されている誤っ
たデータ・タイプを修正したりするなど、必要な変更があれば行います。プロ
ジェクトに重要な列には、「重要なデータ・エレメント (CDE)」のマークを付
けます。データ・セット内の表を変更するときは、常に列分析を再実行する必
要があります。
5. 主-外部 (PF) キーを検出します。InfoSphere Discovery は、PF キーの関係が表
のメタデータに定義されている場合は、それらを自動的にインポートします。
関係が定義されていない場合、InfoSphere Discovery は実際のデータを調べて列
一致を検出します。ヒット率と選択度が最も高い列一致が自動的に PF キーと
して指定されます。
PF キーの検出タスクを実行した後、結果の精度を検証します。検出された列一
致または PF キーを定義したり変更したりする場合は、「PF キーの検出」を再
度実行します。
6. データ・オブジェクトを検出します。データ・オブジェクトは、データ・セッ
ト内の表関係を見るための概念的な手段です。データ・オブジェクトは、PF キ
ーによって関連付けられた表のグループに相当します。1 つのデータ・セット
には複数のデータ・オブジェクトを含めることができ、それぞれのデータ・オ
ブジェクトは複数の表または 1 つのみの表から構成されます。1 つの表は親に
なることも子になることもできるため、同じ表が複数のデータ・オブジェクト
内に現れる場合があります。通常、これらのデータ・オブジェクトは、グロッ
サリー内のキー概念またはデータウェアハウス内で追加または最新化する新規
エンティティーと関連付けられます。
7. オーバーラップを検出します。オーバーラップ・ステップを実行すると、ソー
ス内でオーバーラップしているデータの全容を把握できます。列データを検討
して、検出されたオーバーラップが有用かつ有効であることを検証します。
「値のオーバーラップの詳細」で、明らかな不一致があれば削除します。特定
のオーバーラップのデータについて何らかの疑いがある場合は、「列サマリ
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ー」および「列オーバーラップ」を使用して実際のデータを表示します。新規
オーバーラップを定義し、InfoSphere Discovery を使用して統計を判別します。
プロジェクトに重要な列には、「重要なデータ・エレメント (CDE)」のマーク
を付けます。
オーバーラップ検出タスクが完了したら、統合スキーマの定義を開始できま
す。このアプローチを適用するのは、現行ソース・データ・モデル構造が再使
用される、または再使用される可能性がある場合や迅速なプロトタイピングを
要する場合、またはターゲット・データ・モデルで非常に独特なデザインが必
要となるときなどに、ターゲット・データ・モデルに関連した特定の要件がな
い場合です。後者の場合でも、データウェアハウスにデータを統合およびロー
ドする前に、データ・ソースからの標準化および配置済みのデータのステージ
ング・ポイントとして統合スキーマを作成すると、より良い結果となることが
あります。
8. 統合スキーマのターゲット表を作成します。ターゲット表スキーマを定義しま
す。必要に応じた数のターゲット列を表に追加します。データ・タイプを変更
し、列シーケンスを再配列できます。
9. ソース・マッピングを定義します。ターゲット列に表列をマップし、それぞれ
のターゲット列に関連する表からの適切なデータが含まれるようになるまで表
列ごとにフィルターを作成します。必要な場合は、「ターゲット表スキーマ」
タブに戻り、ターゲット列の特性を改良します。
10. 統合スキーマ分析を実行します。異なるソースからのデータをアグリゲートさ
れるターゲット表に統合します。この画面の統計およびデータのプレビュー
は、次のステップ、つまり、マッチングとマージで使用するマッチング条件を
定義するために使用されます。
結果の統計を検討します。統計は、ターゲット表内のアグリゲート済みの列に
ついてのものと、ターゲット表で使用されたそれぞれの個別の表列についての
ものが示されます。
必要に応じて、「ターゲット表スキーマ」ウィンドウに戻り、ターゲット表の
列を追加または削除して、ターゲット表を改良します。ソース・マッピングも
変更できます。
11. マッチングおよびマージ分析を実行します。ターゲット列ごとにマッチング条
件を定義します。また、各グループの値が競合とみなされるかどうかを判別す
る競合検出ルールも定義します。結果をマージし、重複レコードの選択肢の中
から最も適切な値を選択する競合解決ルールを定義します。統合スキーマにつ
いては、これで終了です。
12. InfoSphere Discovery のデータをメタデータ・リポジトリーにエクスポートしま
す。これで、DBM Metabroker 内のインポート/エクスポート・マネージャーを
使用して、統合スキーマからの結果をメタデータ・リポジトリーにエクスポー
トできます。そして、この結果が InfoSphere Information Analyzer で使用でき
るようになります。

InfoSphere Information Server 連携シナリオ
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データ品質評価
データの表と列がどのように関連しているかを理解しても、データウェアハウスで
のデータの効果的な利用を保証するには十分ではありません。ダウンストリームに
データを効果的に提供するには、データを評価する必要があります。
この評価時に、内容を徹底的に分析して情報内のすべての異常を明らかにします。
この品質評価では、データのエラーに注釈を付けて、ダウンストリームでそれに対
しアクションをとるようにすることができます。これらの注釈は、メタデータ・レ
ベルで共有されます。これらのデータの問題を検出し注釈を付けると、データを監
視下に置いて、引き続きデータ内のそのようなパターンを探すことができます。こ
のプロセスにより、確実に現状のままのソース・システムから将来のターゲットに
高品質データが移動され続けることになります。
データ検出はこの取り組みの開始点であり、データ品質基準がこの新情報を含むデ
ータウェアハウスの初期ロードとデータウェアハウスの継続的なガバナンスの両方
で満たされ、対応されることを保証しますが、一方で詳細なデータ品質評価が推奨
されます。
重点は次の 2 つにあります。
v まず、データの異常、有効な値のキー参照表、ビジネス用語とのソースの調整、
およびデータ検証条件の要件についての情報を検討し、伝達します。
v 次に、データウェアハウスのロード・プロセスおよびロード後のデータウェアハ
ウス自体に適用されるデータ検証ルール、ベンチマーク、およびメジャーをデザ
インし、テストします。

ソース・データ品質の分析
これは、データウェアハウスに供給するソースについてのコア・データ品質情報を
評価、検討、および伝達するための最初のステップです。

IBM InfoSphere Information Analyzer を使用した、データ品質の実行お
よび機密データの定義
InfoSphere Discovery での分析から得られたスキーマは、InfoSphere Information
Analyzer でコンシュームでき、それにより、時間とともにデプロイメントが加速
し、分析、モニタリング、および品質管理のためのデータ品質ルールの精度が向上
します。
このシナリオでは、検出プロセスの結果が、カスタマー名、住所、および納税者番
号についてのメタデータを含む初期データ・ソース情報を提供しているものとしま
す。
InfoSphere Information Analyzer を使用して、次を実行します。
1. 新規 InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを作成するか、既存プロジ
ェクトを開きます。
2. InfoSphere Discovery が実行した分析のデータ・ソースを Information Analyzer
プロジェクトに追加します。
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3. 前のシナリオ、「ソース・メタデータの検出」からの InfoSphere Discovery ス
キーマを、データ品質ルールのターゲットとして、メタデータ・リポジトリー
から InfoSphere Information Analyzer にインポートします。
4. InfoSphere Discovery からのサマリー分析結果を列分析タスクで検討します。デ
ータウェアハウスの使用に関係のないフィールドは無視します。評価において
データ品質が重要なフィールドについては、列分析を実行します。機密データ
の検証が重要な場合は、実行時に拡張データ分類オプションを選択します。
5. 正確なデータ分類のためにデータ・クラスを検証します。列分析結果を表示し
て検討しているときに、選択した列の、システムが推論したデータ・クラスを
受け入れたりオーバーライドしたりすることができます。これらのデータ・ク
ラスは、後続の分析を推進する上で重要なコンポーネントとなります。
6. フィールドの特定の条件および適切な注釈に注意を払いながら、データ分類に
基づいて詳細分析結果を分析します。
v 「識別子」- 重複フォーマットや無効なフォーマットがないか検査します。
v 「インジケーター」- 無効かつ矛盾したフラグ値またはデータ・スキューが
ないか検査します。有効値参照表を生成します。
v 「コード」- 無効なデフォルト・コード値がないか検査します。有効値参照
表を生成します。
v 「数量」- 有効範囲外のデータがないか検査します。有効値参照表を生成し
ます。
v 「日付」- 有効範囲外のデータがないか検査します。有効値参照表を生成し
ます。
v 「テキスト」- データウェアハウスに必要なテキスト・フィールドを識別し
ます。問題のあるフォーマットを探します。データ・ルールを使用して既知
の条件を探索します。
v 「機密データ」- 無効な条件を探します。
v 「その他の条件」- データ・ルールを使用して、有効な値の組み合わせ、デ
ータの順序、計算式、複雑なデータ・フォーマットなど他のビジネス定義条
件の分析を拡張します。
7. 分析時に、IBM InfoSphere Business Glossary に設定されている識別済みビジネ
ス用語に列を割り当てます。このデータ中心のビューは、正しいデータが正し
いビジネス概念とリンクされることを検証し、保証するのに役立ちます。
8. 詳細分析結果レポートを作成し、検討します。これは、技術顧問も参加する反
復検討サイクルとなる場合があります。このステップで検出される典型的な条
件には、以下があります。
v データの相違 (例えば、検出されたデータがデータウェアハウスで必要とさ
れているものと一致しない、または特定の要件を満たすデータが存在しない
など。この種の相違については、追加のソースを検討する必要がある場合が
あり、IBM InfoSphere Discovery を通じた追加のサイクルが必要になる場合
があります)。
v 知識の相違 (例えば、特定のコードが何を意味しているか、あるいは何が有
効とみなされるかについて把握している人がいないなど)
v データの問題 (例えば、対処し、文書化する必要のある問題がデータ内に存
在する、またはルールを整備する必要があるなど)
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9. 分析結果をパブリッシュします。分析結果を表示し、それをメタデータ・リポ
ジトリーにパブリッシュできます。このパブリッシングにより、メタデータ・
リポジトリーがデータ品質評価を通じて検出された追加の詳細情報で更新され
ます。また、IBM InfoSphere DataStage または IBM InfoSphere QualityStage で
作業している開発者は、パブリッシングを直接使用して、識別済みデータ・ソ
ースから、IBM InfoSphere Discovery またはデータウェアハウスによって定義
されたターゲット・スキーマへの正しいロード・プロセスを確立できます。
10. データ分析の結果に基づいて、新規データ品質検証ルールおよびメトリックを
デザインするか、既存のものを再使用します。すべてのフィールドが継続的な
検証のために選択されるわけではありません。
11. 計画されたソース・データを使用することにより、新規データ・ルールおよび
メトリックをテストし、検討します。これらのルール検証は、データウェアハ
ウスのニーズに的が絞られます。結果は、技術顧問も参加する反復検討サイク
ルの一部となり、初期ベンチマークの確立に使用されます。ルール検証によ
り、上述の詳細分析結果のレポート作成および検討のステップに記載されてい
る項目が展開または解決されます。
12. データ・ルールおよびメトリックをパブリッシュまたはデプロイします。これ
らのデータ・ルールおよびメトリックは、継続的なデータ品質モニタリングの
基盤を提供します。
InfoSphere Information Analyzer は、統合プロセスで重要な役割を果たします。最も
完全で正確なマッピング仕様を促進するために、InfoSphere Information Analyzer か
らのプロファイル結果は、仕様が定義され、文書化されている IBM InfoSphere
FastTrack 内から直接アクセスできます。その後、これらの仕様は、開発中のビジネ
ス・アプリケーションをサポートする、InfoSphere DataStage および IBM
InfoSphere QualityStage™ での ETL およびクレンジングのジョブの入力となりま
す。正しいデータ構造および内容についてアナリストが保持する情報が多ければ多
いほど、ダウンストリーム開発者にとって要件がより正確になります。
関連情報
アプローチのルールおよび方式

主要なシナリオ出力
IBM InfoSphere Discovery での関係分析と、IBM InfoSphere Information Analyzer で
のデータ品質分析により、データウェアハウスの最新化を促進するたくさんの出力
が生成されます。この中には、新規データ構造へのより優れたマッピングおよび統
合、ロード検証のためのキー参照表、および継続的なデータ品質モニタリングでの
品質管理が含まれます。
データ品質評価から提供される 4 つの主要出力は、分析結果および参照表、ビジネ
ス用語とのリンケージを含む共有メタデータ、および継続的な品質モニタリングの
ためのデータ検証ルールです。

共有メタデータを使用した、スコープおよび変更による影響の理解
IBM InfoSphere Metadata Workbench は、ウェアハウジングでのイニシアチブのスコ
ープ内にあるシステムへの影響分析を提供します。影響を受けるアップストリーム
およびダウンストリームのシステムやそれらを結び付けるルーチンを簡単に識別で
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きます。影響分析により、必要な変更があった場合にそれらが漏れるリスクやデー
タ・フローが中断するリスクを軽減できます。
データウェアハウスを最新化することにより、更新される表、事実、または新規デ
ータ関係を含め、既存のデータウェアハウス構造に変更が出る場合があります。変
更が追加処理である場合 (それらが以前は存在し存在しなかった場合)、ダウンスト
リームへの影響は最小となります。変更がデータウェアハウス構造に及ぶ場合は、
ビジネスと統合の両方のレベルで影響分析が重要となります。
ビジネス・リネージュを使用すると、特に用語またはデータ内容が変更された場合
に、ダウンストリーム・コンシューマーはデータウェアハウスから供給されるデー
タマートおよびレポートへの影響を理解できます。
データ・リネージュを使用すると、開発者はダウンストリームのデータマート、シ
ステム、またはアプリケーションにデータを送るデータ統合ジョブへの影響とその
データ統合ジョブで必要となる変更を理解できます。

マッピングおよび開発での共有メタデータの使用
現時点で、環境内にある情報について完全に理解しているものとします。ソースお
よびターゲットのシェイプ、サイズ、およびビジネス用語を把握しています。評価
についてしっかりと理解しており、データ関係は検出済みです。
次は、新規または更新されたデータ・ソースをデータウェアハウス・ターゲットに
マップする方法を決定する必要があります。まず、学習したばかりの知識から始め
て、正しい情報をビジネスに提供するためにそれを活用しましょう。ここでのアプ
ローチは、ソース・データを理解し、それがターゲットのシェイプおよびサイズに
合うようにすることです。
最も完全で正確な開発作業を促進するために、InfoSphere Discovery と InfoSphere
Information Analyzer の両方から得た分析結果は、仕様が定義され、文書化されてい
る InfoSphere FastTrack 内からも、InfoSphere DataStage、InfoSphere QualityStage、
および InfoSphere Metadata Workbench 内からも直接アクセスできます。
InfoSphere FastTrack 内のマッピング仕様を使用すると、ソース情報としてデータウ
ェアハウスに供給するために識別したデータ・ソースを直接統合できます。統合ス
キーマ (使用している場合) またはデータウェアハウス・モデルから生成された物理
モデルは、ターゲット情報として統合できます。注釈や識別された値などの分析情
報を検討することにより、ソース・データをターゲットに適切に配置するために使
用する特定の変換ルールを識別できます。注釈を付けた参照表は、ルックアップ・
プロセスで表示できます。
ソースとターゲット間で相違または欠落情報を発見した場合は、次のアクションを
実行しなければならない場合があります。
v ソースおよびターゲットのデータに関連付けられている用語の相違を検証する。
v 追加のデータ・ソースを要求する。
v 初期検出サイクルに戻る。
v データ品質要件についての追加情報を検討する。
v データ品質評価サイクルに戻る。
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この後、これらの仕様は、開発中のデータウェアハウス・モディフィケーションを
サポートする、InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage ETL およびク
レンジングおよびデータ・リエンジニアリングのジョブの入力要件となります。正
しいデータ内容について情報が多ければ多いほど、ダウンストリーム開発者にとっ
て要件がより正確になります。

ビジネス・グロッサリーでの共有メタデータの使用
新規のソースや情報をデータウェアハウスに取り込む際は、その情報の使用方に関
する質問を考慮しなければならない場合があります。
そのような質問として、次が考えられます。
v 私があるシステムを追加した場合、その後に情報を一部変更する必要が出てきた
り、ビジネスにできるだけ素早く情報を提供する必要があるときは、この環境で
どのように処理すればよいか?
v 経営幹部がすべての財務リスク・データがどこからきているのか、あるいはそれ
が最後に更新されたのはいつかを知りたいと言った場合、どうすればよいか?
すべての変更を管理し、すべてのレポートを提供し、全員が同じ情報を共有するに
は、プロセスにレポート作成およびデータのガバナンスが必要です。共通共有メタ
データでは、ビジネス用語が実際のデータ資産 (データ・ソースとデータウェアハ
ウスの両方) にリンクされているので、これを通じて上記のタイプの質問に関連し
て情報を素早く伝達できます。
IBM InfoSphere Business Glossary を使用してソースからウェアハウスへのビジネ
ス・リネージュを理解する場合にも、IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用し
てメタデータ環境の詳細を検討する場合にも、用語からデータ・ソース、データ・
ソースから分析情報へとリンクしている共有情報を見つけることにより、新規ウェ
アハウス・コンポーネントを保守し、ウェアハウス内の新しい内容を使用している
人に情報を提供できます。

進行中のデータ品質のモニタリング
データ品質評価を通じて開発され、デプロイされたデータ品質ルールおよびメトリ
ックを使用して、データウェアハウス内の情報の品質を時間をかけて検討し、追跡
できます。情報の提供および使用可能性が、このステージにおける意思決定の重要
な要因となります。データ品質を追跡し、モニターするためのさまざまな提供オプ
ションが存在します。

IBM InfoSphere Information Analyzer を使用したデータ品質のモニタリ
ング
このシナリオでは、データ品質モニタリング・アクティビティーをセットアップし
ます。
1. これらの識別されたルールおよびメトリックに関連して、データ品質を提供し、
モニターするための優先アプローチを識別します。オプションとして、ユーザ
ー・インターフェース、レポート、またはコマンド行インターフェース (CLI) ま
たはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を通じた結果
のパブリッシングがあります。API を使用すると、組織の特定のレポート作成ソ
リューションをデータウェアハウス自体を含めて統合できます。
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2. 識別されたルールおよびメトリックの適切な実行スケジュールとそれらに関連付
けられているレポートを識別します。インターフェースまたはレポートを使用し
てプロセスを駆動した場合は、IBM InfoSphere Information Analyzer のジョブ・
スケジューラーまたは IBM InfoSphere Information Server のレポート作成先コン
ソールを使用して、これらのプロセスをスケジュールできます。CLI または API
を使用してプロセスを駆動した場合は、外部でプロセスのスクリプトを作成した
り、プロセスをスケジュールしたりする必要があります。
3. InfoSphere Information Analyzer のユーザー・インターフェースやレポートを使
用して、いくつかのレベルでモニターする場合は、設定されたベンチマーク (し
きい値) と照らし合わせて測定された、ルールおよびメトリックの要約結果を検
討します。
4. 分散が見られる場合は、特定のルールまたはメトリックの詳細を調べます。これ
らの結果には、ルールまたはメトリックのそれぞれの実行に関する要約された統
計が含まれており、そこから例外の詳細を調べることができます。
5. データ・エクスポートまたはレポートを技術顧問に提供します。新たな予期しな
い条件がデータ内で発生します。これらの条件を検討し、改善する必要がありま
す。ソース・データまたはプロセスの変更が必要になる場合があります。データ
ウェアハウス内の情報を修正する必要がある場合や、ルールの後続の更新や変更
が必要となる場合があります。
6. 必要に応じて、データ品質評価プロセスに戻り、ソース・データを再分析した
り、ルールおよびメトリックを変更したりして条件の変更に取り組みます。
最終的には、データウェアハウスにデータを追加する目的は、より幅広い知識を提
供し、ビジネス自体への洞察力を広げることにあります。データウェアハウスで財
務情報に加えて顧客情報を追加すると、顧客の購買習慣や消費パターン、高価値ま
たは高収益の販売努力などでの洞察力を得られる場合があります。ただし、この情
報の品質の高さは、データウェアハウスに提供されているデータの品質の高さによ
って決まります。ソースのデータ品質が高いとみなされている場合でも、一貫性の
ある用語や明確なモデルの欠如、データ配置の問題、矛盾した値、または不適切に
マップされた関係があると、これらはすべてダウンストリームでの問題につながる
可能性があります。結果のデータ・リネージュを強調しても、効果的な使用および
情報品質を保証するには十分ではありません。データ検出、データ品質評価、およ
び継続的な品質モニタリングに適切に重点を置くことにより、結果の情報および分
析への信頼性を大幅に向上できます。
関連情報
アプローチのルールおよび方式
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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 1. 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 2. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。

© Copyright IBM Corp. 2010, 2011
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

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

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

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

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

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。
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タ 18
データウェアハウス・シナリオ

17

18

21

［マ行］

［サ行］
サポート
お客様

き)
データウェアハウス・シナリオ 18
統合
データウェアハウス 7
特記事項 27

［ハ行］

一般的な質問

お客様サポート

データ品質モニタリング・プロセス (続

マッピングおよび開発での共有メタデータ
17

21

主要なシナリオ入力 10
データウェアハウス・シナリオ
主要なシナリオ入力プロセス
製品のアクセシビリティー

データウェアハウス・シナリオ
10

11

アクセシビリティー 25
ソース・メタデータ・プロセスの検出
データウェアハウス・プロセス 11
ソフトウェア・サービス

17

21

［ラ行］
連携シナリオの概要

1

I
IBM Industry Models

8

［タ行］
データウェアハウス・シナリオ
質問 9
主要なシナリオ入力 10
データ品質 6
データ品質モニタリング・プロセス
18
ビジネス・グロッサリーでの共有メタ
データ 18
マッピングおよび開発での共有メタデ
ータ 17
データウェアハウス・プロセス
ソース・メタデータ・プロセスの検出
11
データ品質評価シナリオ 14
データ統合アプリケーション 4
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