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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たり、分析したりします。
InfoSphere Metadata Workbench は、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、分析対象をスイートの外部
の資産およびプロセスにまで拡張するためのデザイン時ツールを IT 専門家に提供
します。
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。情報管理環境に対する変更の影響を示す影響分析を提供することで、InfoSphere
Metadata Workbench は IT 専門家が最も効率的に作業できるよう支援します。
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て、メタデータ・リポジトリー内の情報資産を探索する。
– 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ついての詳細
– 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・フローおよび資産を記述した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 以下のタスクを実行することで、主要な資産および BI レポートの従属性と関係
を分析する。
– ジョブおよびデータベースから BI レポートへの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、依存関係を理解し、IBM InfoSphere Information Server
内および外部の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 以下のタスクを実行することで、メタデータを管理し、詳細な分析レポートを取
得する。
– 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
– 用語、スチュワード、ラベル、および注釈を情報資産に割り当てます。

メタデータのタイプ
メタデータ・リポジトリーは、すべての IBM InfoSphere Information Server スイー
ト・コンポーネントに対し、メタデータの永続ストレージを提供します。メタデー
タ・リポジトリーは、広範囲のメタデータを共有、保管、および調整します。
IBM InfoSphere Metadata Workbench がリネージュ・レポートおよび分析レポートで
使用するメタデータのタイプは、次のとおりです。
ビジネス・メタデータ
他のアプリケーションで作成および管理される資産のビジネス・コンテキス
トとビジネス名を提供します。ビジネス・メタデータには、IBM InfoSphere
Business Glossary で作成されたグロッサリー用語、ビジネス・ルール、ラベ
ル、スチュワードなどがあります。
テクニカル・メタデータ
ソース/ターゲットのシステム、データベース表、およびフィールド構造に
関する詳細を提供するほか、次の資産タイプの従属性を提供します。
v ホスト・コンピューター、データベース、データ・ファイル、およびそれ
らの内容など、実装されたデータ・リソース
v IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage™ および IBM InfoSphere
Warehouse 内で作成された ETL プロセス、プロジェクト、ユーザー、お
よびジョブ
v IBM InfoSphere Discovery および IBM InfoSphere Information Analyzer
からの分析
v IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges によって BI アプリケーシ
ョン (IBM Cognos®、SAP BusinessObjects など) からインポートされた
BI レポートとモデル・メタデータ
オペレーショナル・メタデータ
読み書きされた行、影響を受けるデータベース表やデータ・ファイルなど、
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブのジョブ実行を記述します。
InfoSphere Metadata Workbench を使用して、デザインとオペレーショナ
ル・メタデータを組み合わせたデータ・リネージュ・レポートを作成できま
す。

アーキテクチャー
IBM InfoSphere Metadata Workbench を IBM InfoSphere Information Server の他の
製品モジュールと統合して、メタデータ・リポジトリー内のメタデータを表示およ
び分析できます。
メタデータは、InfoSphere Information Server のすべての製品モジュールからアクセ
ス可能な完全統合された単一リポジトリー内に保管されます。メタデータ・リポジ
トリーは、製品モジュールによって作成またはインポートされたメタデータを保管
します。さらに、外部ソースからのメタデータもメタデータ・リポジトリーに保管
できます。外部データ・ソースには、例えば、ETL ツール、スクリプト、Java プロ
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グラム、Web サービス、ストアード・プロシージャー、カスタム変換、論理デー
タ・モデル、物理データ・モデルなどがあります。
外部データ・ソースのメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートするに
は、InfoSphere Information Server コネクター、IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager、または IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges を使用します。メタ
データ・リポジトリー内の情報資産には、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポー
ト、データベース構造のスキーマ、論理データ・モデル、物理データ・モデルな
ど、さまざまな資産タイプが含まれる場合があります。
InfoSphere Metadata Workbench には、メタデータを視覚的に探査できる Web ベー
スの機能があります。外部データ・ソースを使用する場合でも、エンタープライズ
全体のデータ・フローをトラッキングするリネージュ・レポートを作成できます。
リネージュ・レポート内の情報資産の詳細を表示したり、メタデータを照会したり
できます。

第 1 章 InfoSphere Metadata Workbench の概要
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第 2 章 InfoSphere Metadata Workbench の概要
データ・リネージュを実行するには、事前にメタデータ・プロジェクト仕様を作成
し、メタデータおよびプロジェクト環境変数をインポートし、リネージュ・レポー
トや分析レポート用に資産を構成する必要があります。

メタデータ・プロジェクトの開発
メタデータ・プロジェクト管理担当者は、リネージュのデザインとメンテナンスに
従事する Subject Matter Expert のチームを編成します。さらに、メタデータ・プロ
ジェクトの要件を定義し、プロジェクトの目標を設定します。
企業のデータ・ガバナンスのニーズやコンプライアンス規則に基づいてメタデー
タ・プロジェクト要件を定義する必要があります。
さらに、企業内の Subject Matter Expert の中からメタデータ・プロジェクト・オー
ナーを割り当てる必要があります。プロジェクトのさまざまな領域におけるこれら
の専門家が協力して、データが正確かつ完全になるようにします。その結果、デー
タ・リネージュ・レポートや影響分析レポートの信頼性が高くなります。ビジネ
ス・ユーザーはこのデータにアクセスすることができ、信頼できるレポートを基に
より明確なビジネスの意思決定を下すことができます。

メタデータ・プロジェクトのオーナーとオーナーの責任
正しいリネージュ情報を入手するために、エンタープライズ内の各サブジェクト・
エリアについて最も詳しい人を特定します。
一般的に、リネージュのデザインとメンテナンスには、いろいろな人が関係しま
す。
メタデータ・プロジェクトのリーダーとオーナー
メタデータ・プロジェクトのリーダーとオーナーは、組織内でデータ・コン
プライアンスの問題の監督と管理を担当します。彼らは、情報資産および情
報資産間の関係が確実にビジネス・ポリシーや法的規制に準拠するようにし
ます。さらに、メタデータ・プロジェクトのスコープを定義し、作業をチー
ム・メンバーに割り当てます。
Metadata Workbench 管理者
Metadata Workbench 管理者ロールを持つユーザーは、リネージュおよび分
析のためにメタデータを準備し、ログ・ビューを作成し、サービスを実行し
てデータ・ソースとジョブの間の関係を識別します。さらに、ソースが
IBM InfoSphere Information Server 内にない資産 (拡張データ・ソース) を
管理します。また、アドミニストレーターは、ソース資産からターゲット資
産へのマッピングをインポートし、管理します。メタデータのインポートに
は、コマンド・ライン・インターフェースを使用できます。
データ管理者またはスチュワード
データ管理者は、データベース、データ・ファイル、ビジネス・インテリジ
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ェンス (BI) レポートおよびモデル、論理データ・モデル定義など、メタデ
ータ・リポジトリー内の資産をインポートおよび管理します。
データ作成者またはグロッサリー作成者
データ作成者は、用語とスチュワードを情報資産に割り当てたり、情報資産
のビジネス名と説明を作成または編集したり、IBM InfoSphere Metadata
Workbench、IBM InfoSphere FastTrack、および IBM InfoSphere Warehouse
の拡張マッピング文書を保守したりします。
データ開発者
データ開発者は、エンタープライズ内に存在するデータ・ソース、または外
部ソースに由来するデータ・ソースを分析し、プロファイルを作成します。
データ開発者は、リネージュ・レポートで使用されるデータ・ソースを物理
的および構造的な側面から理解します。また、抽出、変換、およびロード
(ETL) ジョブを実行します。

メタデータ・プロジェクトの要件
正確なリネージュ・レポートのために情報資産が確実に識別されるようにするため
に、メタデータ・プロジェクトの要件を明確に定義する必要があります。
独自のメタデータ・プロジェクトの要件を定義する際は、例えば、以下のような一
般的なメタデータ・プロジェクトの要件を考慮してください。
情報資産の意味、情報資産がある場所、情報資産が企業のビジネス目標にどう関連
するかを理解する。
通常、情報資産はメタデータ・リポジトリー内に保管されます。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、ジョ
ブなども情報資産に含まれることがあります。
外部プロセス、ETL ツール、スクリプト、およびその他のプログラムは、
メタデータをメタデータ・リポジトリーに保存しない場合があります。しか
し、企業にとっては、そのような外部の情報資産も重要です。
情報のランドスケープの青写真を定義および管理するには、IBM InfoSphere
Blueprint Director を使用します。IBM InfoSphere Metadata Workbench リン
カーにより、Metadata Workbench の資産と Blueprint 内のエレメントが関連
付けられます。
情報資産の詳細と、情報資産がメタデータ・リポジトリーおよび外部ソースにある
他の資産とどう関連するかを表示する。
資産ごとにその情報ページがあり、以下の情報が表示されます。
v 資産のプロパティー
v 用語、スチュワード、注釈、その資産を含んでいるオブジェクトなどの関
連オブジェクト
v リネージュの管理ユーティリティーの実行および手動リンク・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。
情報資産の詳細を表示するには、IBM InfoSphere Business Glossary または
IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用します。
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情報資産間のデータ・フローをトレースする。
データ・リネージュ・レポートには、1 つのジョブ内または複数のジョブに
またがるデータの動きと、1 つのジョブの 1 つの実行内のアクティビティ
ーの順序が表示されます。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。
ディスクに書き込まない外部プロセスまたはメタデータをメタデータ・リポ
ジトリーに保存しない外部プロセスを使用する場合でも、エンタープライズ
内のデータ・フローをトラッキングできます。
リネージュ・レポートおよび影響分析レポートを実行するには、InfoSphere
Metadata Workbench を使用します。

メタデータ・プロジェクトの目標と目標の達成方法
メタデータの分析を効率的にするには、IBM InfoSphere Metadata Workbench で使用
されるメタデータの明確な目標を定義する必要があります。
例えば、メタデータ・プロジェクトの次のような一般的な目標について検討してみ
ます。
信頼性のあるデータにする
データが正しくフォーマット設定され、有効な値の範囲内にあるようにしま
す。
重複 (冗長) メタデータを除去して、IBM InfoSphere Information Server 内
の複数の製品モジュールで使用できる、信頼性の高い単一バージョンを作成
します。
一般的に、この目標は、IBM InfoSphere QualityStage と IBM InfoSphere
Information Analyzer を使用することで実現できます。
一貫性のある用語の使用
データ・スチュワードを情報資産に割り当てて、権限を与えられた情報資産
に対する責任をデータ・スチュワードに課します。スチュワードは、情報資
産に適用される言語と説明が確実にビジネス目標と一致するようにします。
一般的に、この目標は、IBM InfoSphere Business Glossary を使用すること
で実現できます。
リネージュ・レポートでソース資産からターゲット資産へのリネージュを表示
資産間のデータ・フローをトレースします。資産ノードを展開して、特定の
子資産からのリネージュをトレースしたり、ジョブに含まれるステージ間の
データ・フローを表示したりします。
一般的に、この目標は、InfoSphere Metadata Workbench を使用することで
実現できます。

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。

第 2 章 InfoSphere Metadata Workbench の概要
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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 管理者」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ます。
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 (クラスター化または非クラスター化) によって異なります。
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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 Metadata Workbench にアクセスする
とき、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する
メッセージが表示されます。そのようなメッセージを受信した場合は、ブラウザ
ーの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、「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。したがって、30 分
を超えて非アクティブなままの Web セッションは強制終了されます。このデフォ
ルト・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。

メタデータ分析のための Metadata Workbench のセットアップ
レポートを実行したり、資産を探索したり、またはモデルをナビゲートしたりする
には、事前にメタデータ分析用に Metadata Workbench をセットアップしなければ
なりません。

始める前に
包括的なデザイン仕様資料を作成します。通常、この資料には、ソース資産から、
レポートに表示される最終的な資産までの情報フローを記述します。資料にはデー
タ・フローの中で発生するすべての変換を組み込みます。
第 2 章 InfoSphere Metadata Workbench の概要
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手順
1.

37 ページの『Metadata Workbench の構成』

2. メタデータとプロジェクト・レベル環境変数をインポートします。
a.

44 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』。 サービスを
毎日実行します。

b. メタデータの交換方法を選択します。
c. ソースからターゲットへのマッピングを含む 58 ページの『拡張マッピング文
書の作成と管理』。
d. ソースが IBM InfoSphere Information Server 以外の情報資産の拡張データ・
ソースをインポートします。
3. 分析用にメタデータを準備します。
a. リネージュの管理ユーティリティーを実行します。
b. データ・ソースの同一性ユーティリティーを実行して、同一スキーマを特定
します。
c. リネージュ・レポート用に資産とマッピング仕様を構成します。 拡張デー
タ・ソースと拡張マッピング文書を構成して、メタデータ・リポジトリー内
にない情報資産をリネージュ・レポートに組み込むようにできます。
関連概念
47 ページの『リネージュの管理ユーティリティー』
リネージュの管理ユーティリティーは、デザイン・メタデータとオペレーショナ
ル・メタデータを分析して、ステージ、表、およびビューの間に関係を設定しま
す。この関係が設定されると、Metadata Workbench でリネージュ・レポートと影響
分析レポートを作成することができます。
37 ページの『ログ・メッセージ』
ログ・メッセージによって、Metadata Workbench 管理者は、リネージュの管理ユー
ティリティー、拡張データ・リネージュ、またはカスタム属性でエラーが発生した
かどうかが分かります。

Metadata Workbench を使用したメタデータの分析
Metadata Workbench の構成が終了したら、レポートを実行したり、資産を探索した
り、モデルをナビゲートしたりして、メタデータを分析できます。

手順
1. メタデータ・モデルをナビゲートして、クラス・インスタンスが情報資産として
表示されるモデルを探索します。
2. メタデータ資産を探索して、メタデータ・リポジトリー内の情報資産のプロパテ
ィーと関連資産を表示するため、またはそれらの資産間のデータ・フローに関す
るレポートを作成するために、メタデータ・リポジトリー内の情報資産を検索お
よび照会します。
3. リネージュ・レポートと影響分析レポートを作成して、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・レポートに至るデータ・フローを分析するレポートを作成し
ます。
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第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
この一連のモジュールで、IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用して、リネー
ジュ・レポートに表示できるデータ・フローを作成します。管理用タスクの実行に
よりリネージュ・レポートのデータを準備する方法を学習します。最後に、リネー
ジュ・レポートの実行方法を学習します。
これらのタスクは、リネージュ・レポートに表示されるデータ・フローを作成する
ために必要です。
1. チュートリアルに必要な以下のすべての資産をメタデータ・リポジトリーにイン
ポートします。
v データベース表および列を含むリレーショナル・データベース
v 構造およびフィールドを含むデータ・ファイル
v レポートおよびモデルを含むビジネス・インテリジェンス (BI) レポート
v ファイル・タイプおよびアプリケーション・タイプの拡張データ・ソース資産
v ソースからターゲットへのマッピングを含む拡張マッピング文書
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
資産をインポートしたら、InfoSphere Metadata Workbench を使用して、その資
産がメタデータ・リポジトリーにあることを検証します。
2. 正しいリネージュのためにデータを準備する以下の管理用タスクを実行します。
v リネージュの管理ユーティリティーでジョブのステージとデータベース表との
関係を設定できるように、データベース別名を定義します。
v リネージュの管理ユーティリティーを実行します。このステップで、あるジョ
ブのターゲット・ステージが次のジョブのソース・ステージにリンクされ、ビ
ューがデータベース表にリンクされます。
v 2 つのスキーマを同一として定義します。同一のスキーマに含まれるすべての
データベース表とデータベース列もまた、その名前が一致する場合に同一とマ
ーク付けされます。
3. 以下のリネージュ・レポートを実行します。
v データの完全なフローにすべての資産を表示するにはデータ・リネージュを実
行します。
v データのフローに選択した資産を表示するにはビジネス・リネージュを実行し
ます。

チュートリアル環境のセットアップ
チュートリアルを実行できるようにご使用のシステムを準備する必要があります。
IBM InfoSphere Metadata Workbench には、Web ブラウザーを使用してアクセスし
ます。他の製品モジュールをインストールする必要があります。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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学習目標
このモジュール内のレッスンを完了後に、チュートリアルが使用可能になります。

必要な時間
セットアップの実行に必要な時間は、ご使用のシステムの全体的なパフォーマンス
とインストールした他の IBM InfoSphere Information Server 製品モジュールによっ
て異なります。

前提条件
IBM InfoSphere Metadata Workbench および InfoSphere Information Server の Web
アドレスを知っている必要があります。
Metadata Workbench のアドミニストレーター・ロール、スイート・アドミニストレ
ーター・ロール、および DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロール
を持つアカウントのユーザー名とパスワードも必要です。これらのロールが、別々
のアカウントに設定されている場合も、あるいは、これらのロールすべてが同一の
アカウントに設定されている場合もあります。
以下のソフトウェアを InfoSphere Information Server の適切な層にインストールす
る必要があります。
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
v Istool (このソフトウェアは、通常
InfoSphere_installation_directory¥Clients¥istools¥cli にインストールされ
ます。ここで、InfoSphere_installation_directory は、InfoSphere Information Server
のトップレベルのインストール・ディレクトリーです。)
以下のソフトウェアは、チュートリアルの実行元と同一コンピューター上にインス
トールされている必要があります。
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアント
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター
v 任意のバージョンの Microsoft Windows オペレーティング・システム
v Microsoft Internet Explorer バージョン 6 か 7、または Mozilla Firefox バージョ
ン 2

インストール済みチュートリアル・ファイルのコピー
インストール済みチュートリアル・ファイルは、ご使用のコンピューター上の一時
ディレクトリーにコピーする必要があります。
IBM InfoSphere Metadata Workbench が IBM InfoSphere Information Server のサー
ビス層にインストールされた場合、チュートリアル・ファイルもインストールされ
ています。チュートリアル・ファイルは、圧縮フォーマットになっています。
インストール済みチュートリアル・ファイルをご使用のコンピューターにコピーす
るには、次のようにします。
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1. インストール・メディアのディレクトリー ¥IS_Installer¥issuite¥TutorialData¥WorkBench に移動します。
2. ファイル tutorial.zip をご使用のコンピューターの一時ディレクトリー (例えば、
C:¥temp¥tutorial など) にコピーします。
3. tutorial.zip 内のすべてのファイルを一時ディレクトリーに解凍します。
資産をメタデータ・リポジトリーでインポートまたは作成するためのスクリプトが
必要です。以下のスクリプトが tutorial.zip から抽出されて、一時ディレクトリーに
入れられます。
v EWS.dsx
v EWS.isx
v EWS1.isx
v Report.isx
v ExtensionApplication_Source.csv
v Extended_File_Source.csv
v EWSMapping1.csv
v EWSMapping2.csv

資産のメタデータ・リポジトリーへのインポート
このモジュールでは、さまざまなタイプのメタデータ資産をメタデータ・リポジト
リーにインポートします。

学習目標
このモジュールのレッスンは、以下のアクションの実行方法を説明します。
v ベンダー・ソフトウェアによって作成されたファイルから、データベース、デー
タベース表、およびデータ・ファイルをインポートする。
v IBM Cognos によって作成されたビジネス・インテリジェンス (BI) レポートおよ
びモデルをインポートする。
v コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルのインポートによって、アプリケ
ーション・タイプおよびファイル・タイプの拡張データ・ソース資産を作成す
る。
v ソースとターゲット間のマッピングの 2 つの行を持つ拡張マッピング文書をイン
ポートする。拡張マッピング文書は CSV フォーマット。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー によって作成されたジョ
ブをインポートする。
このチュートリアルでは、インポート・ファイルを使用して、資産をメタデータ・
リポジトリーにインポートします。ただし、一般的には、IBM InfoSphere
Information Server 製品モジュールがデータ・ソースに接続されたときに、資産がメ
タデータ・リポジトリーで作成またはインポートされます。

必要な時間
このモジュールを完了するには、約 45 分かかります。

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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データベース、データベース表、データ・ファイル、および BI モ
デルのインポート
データベース、データベース表、データ・ファイル、およびビジネス・インテリジ
ェンス (BI) モデルをメタデータ・リポジトリーにインポートします。インポート・
ファイルは ISX フォーマットです。
データベース、データベース表、データ・ファイル、および BI モデルをインポー
トするには、次のようにします。
1. コマンド・プロンプトで、InfoSphere_installation_directory¥istools¥cli デ
ィレクトリーに移動します。ここで、InfoSphere_installation_directory は IBM
InfoSphere Information Server のトップレベルのインストール・ディレクトリー
です。例えば、ディレクトリー・パスは
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥istools¥cli のようになります。
2. コマンド・プロンプトで、コマンド「istool」を入力します。
3. ファイル拡張子が「isx」の各チュートリアル・ファイルで、このコマンドを実行
します。
import -dom SERVERNAME -u USRNAME -p PASSWORD -ar FULL_PATH_TO_FILE -cm
ここで、
v SERVERNAME は、InfoSphere Information Server の名前または IP アドレスで
す。
– クラスタリングがセットアップされている場合には、フロントエンド・デ
ィスパッチャー (Web サーバーまたはロード・バランサーのいずれか) の
名前または IP アドレス、およびポートを使用します。特定のクラスター・
メンバーのホスト名およびポート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には、 WebSphere
Application Server がインストールされているコンピューターのホスト名ま
たは IP アドレスと、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
に割り当てられているポート番号 (デフォルトは 9080) を使用します。
v USRNAME と PASSWORD は、InfoSphere Information Server 上のスイート・
アドミニストレーター・ロールを持つアカウントのユーザー名とパスワードで
す。
v FULL_PATH_TO_FILE は、抽出されたチュートリアル・ファイルのディレク
トリー・パス付きファイル名です。例えば、C:¥temp¥tutorial¥EWS.ISX で
す。
注: Report.isx をインポートするコマンドは、以下のとおりです。
import -dom SERVERNAME -u USRNAME -p PASSWORD -ar FULL_PATH_TO_FILE -cm
-replace
次の手順で、データベース、データベース表、データ・ファイル、および BI モデ
ルがメタデータ・リポジトリーに入っていることを確認できます。
1. Web ブラウザーを開き、IBM InfoSphere Metadata Workbench の Web アドレス
に接続します。
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2. ユーザーの名前とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
Metadata Workbench のようこそページが表示されます。
3. Metadata Workbench の左のペインで、「検出」タブをクリックします。
4. 「追加のタイプ」リストで、「データベース」を選択して「表示」をクリックし
ます。新しく作成されたデータベースが Metadata Workbench の右のペインに表
示されます。

図 1. メタデータ・リポジトリー内の新規データベースのリスト

5. 「DW_MART」を右クリックして「新規ウィンドウで詳細を開く」を選択し、資
産情報ページ内にその詳細を表示します。

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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図 2. DW_MART に関する詳細を含む資産情報ページ

6. 左のペインの「追加のタイプ」リストで、「データ・ファイル」を選択して「表
示」をクリックします。新しく作成されたデータ・ファイルが表示されます。
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図 3. メタデータ・リポジトリー内の 3 つの新規データ・ファイルのリスト

7. 「C:¥EWS¥Prod¥GlobalSales」を右クリックして「新規ウィンドウで詳細を開
く」を選択し、資産情報ページ内にその詳細を表示します。

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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図 4. データ・ファイルの資産情報ページ

8. 左のペインの「追加のタイプ」リストで、「BI モデル」を選択して「表示」を
クリックします。新しく作成された BI モデルの EWS がリストされます。
9. 「EWS」を右クリックして「新規ウィンドウで詳細を開く」を選択します。 BI
モデル EWS の資産情報ページにリストされた BI コレクションと BI レポート
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を確認します。

図 5. BI モデル EWS の BI コレクション

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、データベース、データベース表、データ・ファイル、および BI
モデルをインポートしました。これらのインポート済み資産は、Metadata
Workbench の左のペインの「参照」タブに表示できます。
以下のデータベース、スキーマ、データベース表、およびデータ・ファイルをメタ
データ・リポジトリーにインポートしました。

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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図 6. 左のペインの「参照」タブに表示されたインポート済み資産のリスト

BI コレクション PROD_MRT および SALES_MRT を含む BI モデル EWS を作成
しました。 BI レポート ProductionRunReport を作成しました。
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図 7. 左のペインの「参照」タブに表示されたインポート済みの BI モデル資産およびレポー
ト資産のリスト

IBM InfoSphere DataStage ジョブのインポート
プロジェクトを作成して、そのプロジェクトにジョブをインポートする必要があり
ます。プロジェクトおよびそのジョブは、作成されてから、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナー を使用してメタデータ・リポジトリーにイン
ポートされます。
1. デスクトップで IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレータ
ー を開きます。DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持
つアカウントのユーザー名とパスワードを使用してログインします。
2. 「プロジェクト」タブをクリックし、プロジェクトをリストします。「追加」を
クリックします。
3. 「プロジェクトの追加」ウィンドウの「名前」フィールドに「EWS」を入力しま
す。「OK」をクリックします。EWS プロジェクトが作成され、プロジェクトの
リストに追加されます。
4. 「閉じる」をクリックすると、新規プロジェクトを保存して、 InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター を終了します。
5. デスクトップで IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開き
ます。DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持つアカウン

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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トのユーザー名とパスワードを使用してログインします。プロジェクト・リスト
からプロジェクト「EWS」を選択します。「新規」ウィンドウが開いている場
合、「キャンセル」をクリックします。
6. ツールバーで、「インポート」 > 「DataStage コンポーネント」をクリックし
ます。
7. 「DataStage リポジトリー・インポート」ウィンドウで、チュートリアル・ファ
イルの解凍先ディレクトリーを参照します。インポート・ファイルとして
EWS.dsx を選択します。

図 8. インポートするファイルを選択するための「DataStage リポジトリー・インポート」ウ
ィンドウ

8. 「OK」をクリックしてプロジェクトをインポートします。
9. 「ファイル」 > 「終了」とクリックし、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー を閉じます。
IBM InfoSphere Metadata Workbenchで次の手順に従い、ジョブがメタデータ・リポ
ジトリーに入っていることを確認できます。
1. Metadata Workbench の左のペインで、「検出」タブをクリックします。
2. 「追加のタイプ」リストで、「ジョブ」を選択して、「表示」をクリックしま
す。すべてのジョブのリストが表示されます。
3. 「結果の絞り込み」フィールドに「EWS」と入力し、このストリングで名前が始
まるジョブのみを表示するように検索を絞り込みます。
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図 9. メタデータ・リポジトリー内の「EWS」で始まる新規ジョブのリスト

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、InfoSphere DataStage ジョブをメタデータ・リポジトリーにイン
ポートしました。

アプリケーションおよびファイルの拡張データ・ソース資産の作成
このレッスンでは、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルをインポートし
ます。ファイルには、アプリケーション・タイプまたはファイル・タイプの拡張デ
ータ・ソース資産がリストされています。インポートにより、メタデータ・リポジ
トリーにこれらの資産が作成されます。
アプリケーションおよびファイルの拡張データ・ソース資産を作成するには、次の
ようにします。
1. Metadata Workbench の左のペインで「高度」タブをクリックして、「拡張デー
タ・ソースのインポート」を選択します。
2. 「拡張データ・ソースのインポート」ウィンドウで「追加」をクリックします。
チュートリアル・ファイルを抽出したディレクトリーまで参照して進み、次のフ
ァイルを選択します。
v ExtensionApplication_Source.csv
v Extended_File_Source.csv

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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図 10. メタデータ・リポジトリーに作成される資産を含む 2 つのファイル

3. 「OK」をクリックします。 ファイルの読み取り時に、「状況」ウィンドウにイ
ンポート状況が表示されます。ファイルおよびアプリケーション資産が、メタデ
ータ・リポジトリーに作成されます。
4. 「OK」をクリックして「状況」ウィンドウを閉じます。
以下のステップを実行して、拡張データ・ソース資産がメタデータ・リポジトリー
内にあることを確認できます。
1. Metadata Workbench の左のペインで、「検出」タブをクリックします。
2. 「資産タイプ」リストで、「アプリケーション」を選択し、「検索」をクリック
します。新しく作成されたアプリケーション資産の「CRM」 を右クリックして
「新規ウィンドウで詳細を開く」を選択し、その詳細を表示します。
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図 11. CRM (メタデータ・リポジトリー内の新規アプリケーション資産) の資産情報ページ

3. 「資産タイプ」リストで、「ファイル」を選択し、「検索」をクリックします。
新しく作成されたファイル資産の「Customer Data Upload」を右クリックして
「新規ウィンドウで詳細を開く」を選択し、その詳細を表示します。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、InfoSphere Metadata Workbench を使用して CSV フォーマット
の 2 つのファイルをインポートしました。インポートにより、ファイル・タイプお
よびアプリケーション・タイプの拡張データ・ソース資産がメタデータ・リポジト
リーに新規に作成されています。
ここでは、次のタスクを学習しました。
v CSV ファイルのインポートによって、メタデータ・リポジトリー内の拡張デー
タ・ソース資産を作成する。
v インポート後にメタデータ・リポジトリーにある新規拡張データ・ソース資産を
表示する方法

拡張マッピング文書のインポート
このレッスンでは、IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用して、拡張マッピン
グ文書をメタデータ・リポジトリーにインポートします。文書内の各マッピング行
で、ソース資産をターゲット資産にマップします。ソース資産とターゲット資産
は、前のレッスンでメタデータ・リポジトリー内に作成またはインポートされてい
ます。
拡張マッピング文書をインポートするには、次のようにします。
第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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1. Metadata Workbench の左のペインで「高度」タブをクリックして、「拡張マッ
ピング文書のインポート」を選択します。
2.

「拡張マッピング文書のインポート」ウィンドウで、上部ペインにある「追
加」をクリックします。チュートリアル・ファイルがコピーされたディレクトリ
ーまで参照して進み、EWS Mapping1.csv および EWS Mapping2.csv を選択し
ます。「ソース」、「ターゲット」、および「構成」のフィールドはブランクに
しておきます。

3. 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックし、拡張マッピング文書を保
存して、メタデータ・リポジトリーにインポートします。
4. 「OK」をクリックして、「状況」ウィンドウを閉じます。
5. 拡張マッピング文書の「EWS Mapping 2.csv」を右クリックして「新規ウィンド
ウで詳細を開く」を選択します。
資産情報ページの「拡張マッピング」ペインに、「SP Read」という 2 つのマッ
ピング行がリストされます。Inventory Data はファイル・タイプのソース資産
で、ターゲット資産 AmericaProd および Plant にマップされています。
AmericaProd はファイル構造タイプの資産です。Plant はファイル・フィール
ド・タイプの資産です。

図 12. 2 つのマッピング行を持つ拡張マッピング文書の資産情報ページ

ソース資産またはターゲット資産の資産情報ページを表示するには、資産名を右
クリックして「新規ウィンドウで詳細を開く」を選択します。この例では、
InventoryData の資産情報ページに、拡張マッピング行について、拡張マッピング
文書の資産情報ページと同じ情報が表示されます。
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図 13. ソース資産 InventoryData の資産情報ページ

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、2 つのマッピング行を含む、拡張マッピング文書を作成しまし
た。拡張マッピング文書の資産情報ページか、ソース資産またはターゲット資産の
資産情報ページを表示して、ソースとターゲット間のマッピング割り当てを確認し
ました。
ここでは、次のタスクを学習しました。
第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備
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v ソース資産およびターゲット資産を含む拡張マッピング文書のインポート方法。
v 拡張マッピング文書の資産情報ページを表示して、ソースからターゲットへのマ
ッピングを確認する方法。

モジュール・サマリー
このモジュールでは、リネージュ・レポートの作成に必要な資産をメタデータ・リ
ポジトリーにインポートしました。
次の資産をインポートしました。
v データベース
v データベース・ファイル
v IBM Cognos ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート
v アプリケーション・タイプ、およびファイル・タイプの拡張データ・ソース資産
v ソースからターゲットへのマッピングを含む拡張マッピング文書
v コンパイル済み IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
これでメタデータ・リポジトリーに、リネージュ・レポートのために必要な資産が
含まれました。次のステップは、データを準備するために管理用タスクを実行する
ことです。

学習した内容
このモジュールでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v istool コマンド・ライン・インターフェースを使用して、データベース、データ
ベース・ファイル、BI レポート、およびコンパイル済み IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage ジョブをインポートする。
v アプリケーション・タイプ、およびファイル・タイプの拡張データ・ソース資産
を IBM InfoSphere Metadata Workbench を使用して作成します。
v ソースからターゲットへのマッピングを含む拡張マッピング文書を InfoSphere
Metadata Workbench を使用してインポートします。

リネージュ・レポート実行前のタスクの完了
このモジュールでは、リネージュ・レポート用のデータをメタデータ・リポジトリ
ーに準備するために必要な管理用タスクを実行します。

学習目標
このモジュールのレッスンは、以下のアクションの実行方法を説明します。
v ステージと表/データ・ファイル構造との関係、ステージ間の関係、およびデータ
ベース表とビューとの関係を設定する。
v データベース別名をマップして、ステージとデータベース表がリネージュ・レポ
ート内で正しくリンクされるようにする。
v 重複したデータベースおよびスキーマを識別するためにデータ・ソース識別を実
行する。
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必要な時間
このモジュールの実行には、およそ 30 分間かかります。

リネージュの管理
このレッスンでは、ステージと表/データ・ファイル構造との関係、ステージ間の関
係、およびデータベース表とビューとの関係を設定することで、リネージュを管理
する方法を学習します。
あるジョブのターゲット・ステージが次のジョブのソース・ステージと一致する
と、Metadata Workbench レポートにクロス・ジョブ分析が表示されます。ビューが
そのソース・データベース表と一致すると、Metadata Workbench のリネージュ・レ
ポートに関係が表示されます。
Metadata Workbench のリネージュの管理ユーティリティーは、データベースおよび
データ・ファイルに接続するステージを扱います。最も一般的に使用されるステー
ジがサポートされています。
リネージュの管理ユーティリティーを実行するには、次のようにします。
1. Metadata Workbench の左のペインで「拡張」タブをクリックし、「リネージュ
の管理」をクリックします。
2. 新規ジョブがある「EWS」プロジェクトを選択し、「アソシエーションの検出」
アイコン

をクリックします。

このステップでは、ステージとデータ・ソースの間のアソシエーションを検出し
ます。
3. 「データベース別名をマップする」アイコン
テップを実行します。

をクリックし、以下のス

a. 「マップされたデータベース別名」表で、データベース別名 DW_Mart の行
を見つけます。その行で「選択」をクリックします。
b. 「DW_Mart のデータベースの選択」ウィンドウで「検索」をクリックし、結
果リストで「EWS」を選択します。「選択」をクリックします。
c. 「保存」クリックし、EWS をデータベース DW_Mart の別名として定義しま
す。
d. ステップ 2 を繰り返して、データベース別名を更新します。
これらのステップで、データベース名を別名にマップします。
変換プロジェクト結果表の行の「前回の実行」フィールドには、リネージュの管理
が最後に実行された日時が表示されます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、データベースにデータベース別名を割り当てて、ステージとデ
ータベース表がリネージュ・レポート内で正しくリンクされるようにしました。リ
ネージュの管理ユーティリティーを実行する方法を学習しました。

第 3 章 チュートリアル: リネージュ・レポート用のデータの準備

29

スキーマを同一として識別する
このレッスンで、2 つのスキーマが同一であると指定する方法を学習します。スキ
ーマに含まれるデータベース表も、表の名前が一致する場合に、同一としてマーク
付けされます。
スキーマが同一であると指定するには、次のようにします。
1. Metadata Workbench の左のペインの「高度」タブをクリックし、「データ・ソ
ースの同一性」をクリックします。
2. 「データベースの選択」ウィンドウで、「検索」をクリックします。
3. 「DW_MART」を選択して、「選択」をクリックします。 「一致したスキー
マ」表のデータベース DW_MART には、単一のスキーマ SCHEMA1 がありま
す。
4. SCHEMA1 の行で「追加」をクリックします。
5. 「SCHEMA1 のスキーマの選択」ウィンドウで、「検索」をクリックし、データ
ベース EWS およびホスト EWS の「SCHEMA1」を選択します。「選択」をク
リックします。
6. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。

図 14. 異なるデータベースの 2 つのスキーマが同一と識別される

Metadata Workbench の左のペインにある「参照」タブで、一致したスキーマ
SCHEMA1 のデータベース表の表名が同じであることが分かります。この場合、デ
ータベース表も同一として識別されます。
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図 15. 異なるスキーマのデータベース表も同一として識別

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、データベース DW_MART の SCHEMA1 と、データベース
EWS の SCHEMA1 を同一のスキーマとして識別しました。これらのスキーマ内の
データベース表は名前が同じです。結果として、これらのデータベース表も同一と
して識別されます。
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モジュール・サマリー
このモジュールでは、メタデータ・リポジトリーに作成またはインポートした資産
に対する管理用タスクを実行しました。管理用タスクにより、正しいリネージュ用
のデータが用意されました。

学習した内容
このモジュールでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v リネージュの管理ユーティリティーでジョブのステージとデータベース表との関
係を設定できるように、データベース別名を定義します。
v リネージュの管理ユーティリティーを実行します。このステップで、あるジョブ
のターゲット・ステージが次のジョブのソース・ステージにリンクされ、ビュー
がデータベース表にリンクされます。
v 2 つのスキーマを同一として定義します。同一のスキーマに含まれるすべてのデ
ータベース表とデータベース列もまた、その名前が一致する場合に同一とマーク
付けされます。

リネージュ・レポートの実行
このモジュールでは、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 (BI) 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します。

学習目標
このモジュールのレッスンは、以下のアクションの実行方法を説明します。
v データ・リネージュ・レポートの実行
v ビジネス・リネージュ・レポートの実行

必要な時間
このモジュールの実行には、およそ 20 分間かかります。

データ・リネージュ・レポートの実行
データ・リネージュ・レポートには、1 つのジョブ内または複数のジョブにまたが
るデータの動きと、1 つのジョブの 1 つの実行内のアクティビティーの順序が表示
されます。 このチュートリアルのデータ・リネージュ・レポートには、アプリケー
ション資産からビジネス・インテリジェンス (BI) レポートに送られるすべての資産
が含まれます。
データ・リネージュ・レポートを実行するには、次のようにします。
1. Metadata Workbench の左のペインの「検出」タブをクリックします。
2. 「資産タイプ」リストで、「BI レポート」を選択し、「検索」をクリックしま
す。
3. 「検索結果」ペインで、「ProductionRunReport」を右クリックし、「データ・
リネージュ」を選択します。
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4. 「アプリケーション」タブを選択し、「CRM」を選択します。 データ・リネー
ジュ・レポートの結果は、データ・フローの始点として選択した資産によって異
なります。
データ・リネージュ・レポートが表示されます。資産タイプに応じた資産のリスト
が、右のペインに表示されます。

図 16. アプリケーション資産から BI レポートへのデータ・リネージュ

データ・リネージュ・レポート内の資産に関する情報は、以下のどの方法でも表示
することができます。
v 資産タイプの三角アイコン (右のペイン) をそれぞれ開き、資産を表示します。
v 左のペインで資産の図の上にマウス・ポインターを移動します。
v 資産の図をクリックし、資産情報を右のペインで展開します。
各図の下部にあるアイコンをクリックすることによって、資産の追加情報を入手で
きます。
データ・リネージュの結果は、データ・フローの始点および終点として選択した資
産によって異なります。データ・リネージュの始点として CRM を選択する代わり
に EWS_SalesStaging ジョブを選択すると、異なったデータ・リネージュ・レポート
になります。
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図 17. ジョブ資産から BI レポートへのデータ・リネージュ

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、データ・リネージュ・レポートの実行方法を学習しました。

ビジネス・リネージュ・レポートの実行
このレッスンでは、完全なデータ・リネージュ・レポートの詳細情報を含まず、デ
ータ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レポートを作成します。
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。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。
ビジネス・リネージュ・レポートを実行するには、次のようにします。
1. Metadata Workbench の左のペインの「検出」タブをクリックします。
2. 「資産タイプ」リストで、「BI レポート」を選択します。「検索」をクリック
します。
3. 「検索結果」ペインで、「ProductionRunreport」を右クリックし、「ビジネ
ス・リネージュ」を選択します。
BI レポートのビジネス・リネージュが表示されます。
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図 18. BI レポートのビジネス・リネージュ・レポート

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ビジネス・リネージュ・レポートの作成方法を学習しました。

モジュール・サマリー
このモジュールでは、データ・リネージュ・レポートおよびビジネス・リネージ
ュ・レポートを実行しました。

学習した内容
このモジュールでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v データ・リネージュ・レポートの構成および実行方法
v ビジネス・リネージュ・レポートの実行方法
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第 4 章 Metadata Workbench の管理
Metadata Workbench 管理者は、メタデータを準備して、ログ・ビューを作成し、サ
ービスを実行してデータ・ソースとジョブとの間の関係を識別します。さらに、ア
ドミニストレーターは、そのソースが IBM InfoSphere Information Server (拡張デー
タ・ソース) にない資産を管理します。アドミニストレーターは、また、ソース資
産からターゲット資産へのマッピングをインポートして管理します。アドミニスト
レーターは、コマンド・ライン・インターフェースを使用してメタデータをインポ
ートできます。

Metadata Workbench の構成
Metadata Workbench 管理者は、ログ・ビューおよび構成を作成し、IBM InfoSphere
Metadata Workbench に必要なメモリーの量を計算し、検索結果や照会結果用のディ
レクトリーを定義します。

ログ・メッセージ
ログ・メッセージによって、Metadata Workbench 管理者は、リネージュの管理ユー
ティリティー、拡張データ・リネージュ、またはカスタム属性でエラーが発生した
かどうかが分かります。
ログ・メッセージは、以下の Metadata Workbench アクティビティーの際にその結
果、状況、エラーを取り込みます。
v ジョブ・デザインがリンクされるとき。
v ビューがデータベース表にリンクされるとき。
v コンパイル済みジョブが実行中にオペレーショナル・メタデータを生成すると
き。
v 拡張データ・ソース資産が、インポートされる、スチュワードまたは用語に割り
当てられる、ビジネス・リネージュに含められたり除外される、あるいはメタデ
ータ・リポジトリーから削除除されるとき。
v 拡張マッピング文書が作成される、インポートまたはエクスポートされる、スチ
ュワードまたは用語に割り当てられる、あるいはメタデータ・リポジトリーから
削除されるとき。
アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使
用してログ構成とログ・ビューを作成し、ログ・ビューでメッセージを表示できま
す。ジョブおよびデータベース表などの関連資産が正確に相互にリンクされるよう
に、アドミニストレーターは、リネージュの管理ユーティリティーの実行後、毎回
ログ・ファイルを表示できます。
以下のメッセージ・タイプは、アドミニストレーターが、Metadata Workbench のア
クティビティーが正常終了したか、何らかのエラーを修正する必要があるかを判別
するのに役立ちます。
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完了状況
最終状況メッセージ
情報状況
処理メッセージ
エラー状況
処理エラー
エラーは、リネージュ・レポートや分析レポートを実行したときに取得する結果に
影響することがあります。エラー・メッセージに、リネージュの管理ユーティリテ
ィーが資産間 (ジョブとデータベース表、ビューとそのソース表など) の関係を推論
できなかったと示される場合があります。この場合、Metadata Workbench 管理者
は、適切な手動リンク・アクションを使用して関係を指定する必要があります。
ロギングの詳細については、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参
照してください。
関連概念
171 ページの『第 10 章 ログの管理』
ログ・イベントにはビューからアクセスできます。このビューは、設定した基準に
基づいてイベントをフィルタリングします。また、複数のビューを作成し、それぞ
れに異なるイベントの集合を表示させることができます。
関連タスク
『Metadata Workbench メッセージ用のログ構成の作成』
スイート・アドミニストレーターがログ構成を作成して、Metadata Workbench イベ
ントをログに記録する方法を指定します。
39 ページの『Metadata Workbench のログ・ビューの作成』
Metadata Workbench 管理者がログ・ビューを作成して、ユーザーが Metadata
Workbench メッセージを表示できるようにします。

Metadata Workbench メッセージ用のログ構成の作成
スイート・アドミニストレーターがログ構成を作成して、Metadata Workbench イベ
ントをログに記録する方法を指定します。

始める前に
スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。

このタスクについて
スイート・アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Information Server Web コン
ソール で、ログ構成を作成し、スイートのすべてのコンポーネントを表示できま
す。このタスクでは、Metadata Workbench 管理者がリネージュの管理ユーティリテ
ィー (「拡張」 > 「管理」 > 「リネージュの管理」) の実行結果をモニターできる
構成の作成方法について説明します。追加の構成を作成して、カテゴリーごとに異
なるログ・ビューを作成することもできます。

手順
1. Web コンソールで、「管理」タブをクリックします。
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2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、WorkbenchService を選択し、「構成
の管理」をクリックします。
4. 構成のリストで、「Workbench のロギング」を選択し、「開く」をクリックし
ます。 コンポーネント構成には、表示するログ・イベントを判別するカテゴリ
ー・セットが含まれています。
5. 「開く」ペインで、「参照」をクリックします。
6. 「カテゴリーの参照」ウィンドウで、使用可能カテゴリーをすべて選択し、
「OK」をクリックします。
7. 「開く」ペインで、「しきい値」リストから「すべて」を選択します。
8. 各カテゴリーの「重大度レベル」リスト内の「すべて」を選択します。
9. 「保存して閉じる」をクリックします。
10. 構成のリストで、「Workbench のロギング」を選択し、「アクティブに設定」
をクリックします。
11. 「デフォルトに設定」をクリックします。

次のタスク
リネージュの管理ユーティリティーを実行する前に、ログ・ビューを作成してくだ
さい。
関連タスク
173 ページの『第 11 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにおけ
るログ・ビューの管理』
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「管理」タブでは、ログ・ビ
ューの作成、ビューからログ・イベントへのアクセス、ログ・ビューの編集、ロ
グ・イベントのパージ、およびログ・ビューの削除を行うことができます。また、
ログ・ビューをロギング・コンポーネント単位で管理することもできます。

Metadata Workbench のログ・ビューの作成
Metadata Workbench 管理者がログ・ビューを作成して、ユーザーが Metadata
Workbench メッセージを表示できるようにします。

始める前に
スイート・ユーザーまたはスイート・アドミニストレーター・ロールが必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、ログ・ビューを作成し
ます。詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照して
ください。
2. ログ・ビューについて、必須の値およびオプションの値の指定に加えて、以下の
オプションを指定します。
重大度レベル
「すべて」を選択します。

第 4 章 Metadata Workbench の管理
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カテゴリー
参照してすべての Metadata Workbench カテゴリーを選択します。
コンテキスト項目
オプション: 特定の IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
を表示するようにログ・ビューをフィルタリングするには、「DSJob」
を選択して「追加」をクリックし、ジョブの名前を入力します。
表列

ログ・ビューに表示するには、少なくとも次の列を選択します。
v カテゴリー
v タイム・スタンプ
v 重大度レベル
v メッセージ
v DSJob

次のタスク
リネージュの管理ユーティリティーのさまざまなコンポーネントのエラー・メッセ
ージを一意的に識別する追加のログ・ビューを作成できます。スイート・ユーザー
とスイート・アドミニストレーターは、Web コンソールでログ・ビューを表示でき
ます。
関連タスク
173 ページの『第 11 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにおけ
るログ・ビューの管理』
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「管理」タブでは、ログ・ビ
ューの作成、ビューからログ・イベントへのアクセス、ログ・ビューの編集、ロ
グ・イベントのパージ、およびログ・ビューの削除を行うことができます。また、
ログ・ビューをロギング・コンポーネント単位で管理することもできます。

メモリーの計算と割り振り
Metadata Workbench 管理者は、IBM InfoSphere Metadata Workbench に必要なメモ
リーの量を計算して、この製品と他のインストール済み製品の性能低下を回避しな
ければなりません。

始める前に
v Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
v IBM WebSphere Application Server アドミニストレーターのロールが必要です。

このタスクについて
InfoSphere Metadata Workbench は、他の IBM InfoSphere Information Server 製品モ
ジュールや WebSphere Application Server と共存します。InfoSphere Metadata
Workbench には内部メモリー制限がいくつかあります。しかしながら、他のインス
トール済み製品モジュールのオペレーションが低下しない範囲で Metadata
Workbench に割り振ることができるメモリーの量を計算する必要があります。
特定の条件を指定した拡張照会を実行すると、メタデータ・リポジトリー内のオブ
ジェクトの数に比例して、Metadata Workbench が WebSphere Application Server の
JVM メモリーを使用する可能性がでてきます。一部の比較、特に複合条件の場合
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は、必ずしもデータベース・レベルで完了するとは限りません。そのような比較
は、WebSphere Application Server のメモリー内で評価しなければなりません。
次のような状況では、JVM メモリーを計算し、割り振る必要があります。
v WebSphere Application Server の最大ヒープ設定が下げられたとき。
v メタデータ・リポジトリー内のオブジェクトの数が大幅に変わったとき。例え
ば、メタデータ・リポジトリーにさらにオブジェクトをインポートした場合、
Metadata Workbench に割り振るメモリーを増やす必要がある可能性があります。

手順
1. メタデータ・リポジトリー内のオブジェクトの数と割り振るメモリーの量を計算
します。
メモリー所要量は、次の要素によって変化します。
v JVM 実装: 32 ビットまたは 64 ビット
v WebSphere Application Server の最大 JVM ヒープ・サイズ
v InfoSphere Metadata Workbench 以外の InfoSphere Information Server製品モジ
ュールに対して使用可能になっている必要のあるメモリーの量
メモリー割り振りのサイズは、InfoSphere Metadata Workbench がメモリー内に
保持できるメタデータ・リポジトリーのオブジェクト数を反映します。
表 2. Metadata Workbench に必要なメモリーの量
メモリー・コン
シューマー・タ
イプ

メモリー・コンシ 32 ビット JVM のメモリ 64 ビット JVM のメモリ
ューマー
ー使用量 (測定値)
ー使用量 (推定値)

ベースライン・
メモリー

インストール済み 450 MB
のすべての
InfoSphere
Information Server
製品モジュール

675 MB

メタデータ・リ
ポジトリー内の
オブジェクト

1 オブジェクト

700 バイト

1,000 バイト (約 1 KB)

100,000 オブジェ
クト

70 MB

100 MB

1,000,000 オブジ
ェクト

700 MB

1,000 MB (約 1 GB)

64 ビット JVM の場合、メモリー内に保持できるオブジェクトの数は、デフォ
ルトの InfoSphere Information Server インストール・シナリオに基づきます。
v WebSphere Application Server JVM 用に 1 GB の最大ヒープ・サイズ
v 64 ビット JVM 実装
v 675 MB ベースライン・メモリー (すべての InfoSphere Information Server 製
品モジュールがインストールされると仮定)
v InfoSphere Metadata Workbench 用に 200 MB のメモリー
v InfoSphere Business Glossary 用に 200 MB のメモリー
第 4 章 Metadata Workbench の管理
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このデフォルト構成は、標準的なインストール済み環境では十分でありません。
メモリー割り振りのサイズを計算するときは、JVM 実装のタイプとリポジトリ
ー内のオブジェクトのおおよその数を考慮してください。
注: WebSphere Application Server JVM 最大ヒープ・サイズを、必要に応じて調
整する必要があります。一般的に、このヒープ・サイズは、少なくとも
InfoSphere Information Server 用に見積もるメモリーと同じくらいの大きさにす
る必要があります。 JVM 最大ヒープ・サイズがリポジトリー内のオブジェクト
の数より小さいと、WebSphere Application Server が応答しなくなる可能性があ
ります。
2. 計算したメモリーの量と JVM ヒープ・サイズを割り振ります。
a. WebSphere Application Server 管理コンソールを開きます。
b. 左のペインで、「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」 > 「WebSphere
Application Servers」を選択します。アプリケーション・サーバーのリスト
で、サーバーの名前をクリックします。
c. 「サーバー・インフラストラクチャー」セクションで、「Java およびプロセ
ス管理」メニューを展開し、「プロセス定義」をクリックします。
d. 「追加プロパティー」セクションで、「Java 仮想マシン」をクリックしま
す。「最大ヒープ・サイズ」フィールドに、メタデータ・リポジトリー内の
オブジェクトの数を示す数値を入力します。
e. 「カスタム・プロパティー」 > 「新規」をクリックします。
f. com.ibm.is.wb.maxObjectsInMemory と、ステップ 1 で計算した数値を入力
します。
g. 「OK」をクリックしてから「保存」をクリックします。
3. WebSphere Application Server を再始動して、メモリー割り振りを有効にしま
す。

例
次の要件で、WebSphere Application Server の JVM の値とメモリー内に保持できる
オブジェクトの最大数を計算します。
v 64 ビット JVM 実装はベースライン・メモリーに 700 MB を必要とします。
v InfoSphere Metadata Workbench は、検索条件を指定せずに拡張ファイル・タイプ
を照会します。この例の場合、メタデータ・リポジトリー内に 2,000,000 個の拡
張ファイルが存在するため、Metadata Workbench には 2,000 MB のメモリーが必
要です。
v IBM InfoSphere Business Glossary は、10 人の同時ユーザーで 50,000 件の用語を
照会します。メモリー内のオブジェクトの数は 500,000 個になるため、InfoSphere
Business Glossary は 500 MB のメモリーが必要です。
v 他の InfoSphere Information Server 製品モジュール (IBM InfoSphere
FastTrack、IBM InfoSphere Information Analyzer など) が、さらに 2 GB の使用
可能メモリーを必要とします。
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表 3. 変数 maxObjectsInMemory のメモリー割り振りの例
メモリー使
用量

メモリー・コンシューマー

700 MB 64 ビット JVM のベースライン
2000 MB InfoSphere Metadata Workbench
500 MB InfoSphere Business Glossary
2048 MB 他の InfoSphere Information Server 製品モジュール
5248 MB 「最大ヒープ・サイズ」フィールドに指定する JVM ヒープ・サイズの値
5248 com.ibm.is.wb.maxObjectsInMemory フィールドに指定するメモリー内の最大オ
ブジェクト数の値

一時的な検索結果および照会結果用ディレクトリーの構成
大きな検索結果や照会結果を処理できるように、IBM InfoSphere Metadata
Workbench 用にディレクトリーを構成する必要があります。

始める前に
Java システム・プロパティー vr.temp.location を定義する必要がある場合、IBM
WebSphere Application Server のアドミニストレーターのロールが必要です。

このタスクについて
InfoSphere Metadata Workbench で検索や照会を実行すると、大量の結果が生成され
ることがあります。検索結果または照会結果を書き込むディレクトリーの大きさが
十分でないと、WebSphere Application Server のパフォーマンスが低下します。
WebSphere Application Server プロセスのオーナーが java.io.tmpdir への書き込み
権限を保持している場合、結果はそのディレクトリーに書き込まれます。そうでな
い場合、結果は、Java システム・プロパティー vr.temp.location で割り当てられた
ディレクトリーに (このプロパティーが定義されている場合) 書き込まれます。
vr.temp.location が定義されていない場合、結果は、java.io.tempdir に書き込まれ
ます。
次のような状況の場合、結果ディレクトリーを確認する必要があります。
v WebSphere Application Server をセットアップした後
v WebSphere Application Server ユーザーを変更した後

手順
1. WebSphere Application Server プロセスのオーナーに java.io.tmpdir へのアク
セス権限を付与できない場合、以下のステップを実行して、他のディレクトリー
を割り当ててください。
a. IBM WebSphere 管理コンソールの左のペインで、「サーバー」>「アプリケ
ーション・サーバー」をクリックします。
b. 使用するサーバーを選択してから、「プロセス定義」>「Java 仮想マシン」
>「カスタム・プロパティー」をクリックします。
c. 「新規」をクリックして、Java システム・プロパティーを作成します。
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v 「名前」フィールドに、「vr.temp.location」を入力します。
v 「値」フィールドに、検索結果および照会結果用のディレクトリーの絶対
パスを入力します。
2. 結果ディレクトリーのフリー・スペースの量を確認します。5 人の同時ユーザー
ごとに、少なくとも 1 GB のフリー・スペースを使用可能にしてください。
3. IBM WebSphere Application Server を再始動します。

プロジェクト・レベル環境変数のインポート
Metadata Workbench 管理者は、 IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジ
ェクトからメタデータ・リポジトリーに環境変数をインポートします。自動化サー
ビスでは、これらの変数を使用して、実装されるデータ・リソースを識別します。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
初めて自動化サービスを実行する前に、環境変数を含む各プロジェクトについて、
このタスクを実行してください。

このタスクについて
環境変数をインポートするスクリプト・ファイルは、デフォルトで、次のディレク
トリーにインストールされます。
v Microsoft Windows システムの場合: ¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥bin
v UNIX および Linux システムの場合: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
スクリプト・ファイルのパラメーターは、以下のいずれかの方法で受け渡すことが
できます。
v コマンド・ラインでパラメーターを入力する。
v 構成ファイル runimport.cfg 内のパラメーターを使用する。デフォルトで、この構
成ファイルは自動的に IBM InfoSphere DataStage と一緒に次のディレクトリーに
インストールされます。
– Microsoft Windows システムの場合: ¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥conf
– UNIX および Linux システムの場合: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/
conf
この構成ファイルを使用する場合、ファイル内のパラメーターが正しいことを確
認してください。このファイルは編集できますが、プロジェクト・レベルの環境
変数をインポートするために初めてこのファイルを使用後は、内容が暗号化され
ます。
ベンダーから入手したスケジューラーを使用して、環境変数を自動的にインポート
することも可能です。

手順
IBM InfoSphere Metadata Workbench をインストールしたコンピューターで、そのオ
ペレーティング・システム用のスクリプトを実行します。
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オペレーティング・システム

実行するアクション

Microsoft Windows

コマンド・プロンプト・ウィンドウにおい
て、ASBNode¥bin ディレクトリー内から、以
下のコマンドを実行します。
v コマンド・ライン・パラメーターを使用す
るには、次のようにします。
ProcessEnvVariable.bat
-directory ProjectName
-domain HostNameForAuthentication
-port PortNumber
-username User
-password Password
v 構成ファイルを使用するには次のようにし
ます。
ProcessEnvVariable.bat
-directory ProjectName
-config DirPath

UNIX または Linux

シェルで、ASBNode/bin ディレクトリー内か
ら以下のコマンドを実行します。
v ProcessEnvVariable.sh
-directory ProjectName
-domain HostNameForAuthentication
-port PortNumber
-username User
-password Password
v 構成ファイルを使用するには次のようにし
ます。
ProcessEnvVariable.sh
-directory ProjectName
-config DirPath
注: いずれかのパラメーターに番号記号 (#)
を指定した場合、この番号記号より後の残り
のコマンド・ラインは、コメントと見なされ
て無視されます。

コマンド・ライン・パラメーターは任意の順序で指定できます。
-config | -c DirPath
ご使用のシステムのファイル runimport.cfg の完全パスまたは相対パスを指定し
ます。このファイルには、ユーザー名、パスワード、ドメイン、およびポートの
パラメーターが含まれます。
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-directory | -dir ProjectName
環境変数のインポート元のプロジェクトの名前とパスを指定します。パスは、絶
対パスでも相対パスでも構いません。
-domain | -dom HostNameForAuthentication
IBM InfoSphere Information Server がインストールされているサーバーの名前を
指定します。
-password | -p Password
-username パラメーターに指定されたアカウントのパスワードを指定します。
-port PortNumber
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール に割り当てられているポー
ト番号を指定します。デフォルトのポート番号は 9080 です。
-username | -u User
Metadata Workbench 管理者ロールを持つ任意のユーザーのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。

例
UNIX システム上のこのコマンド・スクリプトは、myProject と呼ばれるプロジェク
トから環境変数をインポートします。デフォルトのポート 9080 が使用されます。
ProcessEnvVariable.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd

Microsoft Windows システム上のこのコマンド・スクリプトは、構成ファイル内にあ
るドメイン、ユーザー名、パスワード、およびポートのパラメーターを使用しま
す。
ProcessEnvVariable.bat -directory ..¥..¥server¥projects¥myProject
-config C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥conf¥runimport.cfg

次のタスク
以下の状態では、タスクのインポートを繰り返す必要があります。
v 複数のエンジンで単一のメタデータ・リポジトリーに書き込みをする
Metadata Workbench のインストール先のエンジンから追加の各エンジンに
MWB-env-variable-importer.jar ファイルと該当するスクリプトを移動します。
その後、環境変数を含む各プロジェクトについて各エンジンで変数を再インポー
トします。ファイルは、すべてのエンジン上で以下の同じ場所に移動してくださ
い。
ProcessEnvVariable.bat
Microsoft Windows システムの場合、¥ASBNode¥bin ディレクトリー。デ
フォルトでは、C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥bin
ProcessEnvVariable.sh
UNIX および Linux システムでは、/ASBNode/bin ディレクトリー。デフ
ォルトでは、opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
MWB-env-variable-importer.jar
Microsoft Windows システムの場合、¥ASBNode¥lib¥java ディレクトリー
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UNIX および Linux システムの場合、/ASBNote/lib/java ディレクトリ
ー
v 開発者が、任意のエンジン上でプロジェクト・レベルの環境変数を作成または変
更する
新規または変更したプロジェクト・レベル環境変数が含まれるエンジン上の変数
を再インポートします。
関連概念
『リネージュの管理ユーティリティー』
リネージュの管理ユーティリティーは、デザイン・メタデータとオペレーショナ
ル・メタデータを分析して、ステージ、表、およびビューの間に関係を設定しま
す。この関係が設定されると、Metadata Workbench でリネージュ・レポートと影響
分析レポートを作成することができます。

リネージュの管理ユーティリティー
リネージュの管理ユーティリティーは、デザイン・メタデータとオペレーショナ
ル・メタデータを分析して、ステージ、表、およびビューの間に関係を設定しま
す。この関係が設定されると、Metadata Workbench でリネージュ・レポートと影響
分析レポートを作成することができます。
リネージュの管理ユーティリティーでは、ステージと表/データ・ファイル構造の間
の関係を設定するほかに、ステージ間、および表とビューの間の関係を設定しま
す。
あるジョブのターゲット・ステージが次のジョブのソース・ステージと一致する
と、Metadata Workbench レポートにクロス・ジョブ分析が表示されます。ビューが
そのソース・データベース表と一致すると、Metadata Workbench のリネージュ・レ
ポートに関係が表示されます。
リネージュの管理ユーティリティーは、データベースおよびデータ・ファイルに接
続するステージを扱います。リネージュの管理ユーティリティーは、最も一般的に
使用されるステージでサポートされます。サポートされないステージの関係を設定
するには、手動リンク・アクションを実行します。

リネージュの管理ユーティリティーの管理
リネージュの管理ユーティリティーは Metadata Workbench 管理者が実行します。
毎日このユーティリティーを実行するのが理想です。これは、ベンダーから入手し
たスケジューラーを使用してスケジュールできます。
最適な結果を得るには、リネージュの管理ユーティリティーを実行する前に以下の
タスクを実行します。
v Metadata Workbench 用のログ・ビューをセットアップします。
v オペレーショナル・メタデータをインポートします。
v プロジェクト・レベル環境変数をインポートします。
リネージュの管理ユーティリティーは、データベース別名を取得します。ステージ
に対して定義されるコネクターおよび SQL ステートメントは、実際のデータベー
第 4 章 Metadata Workbench の管理

47

ス名ではなくデータベース別名を参照することがあります。リネージュの管理ユー
ティリティーを初めて実行した後は、データベース別名をデータベースにマップし
てから、リネージュの管理ユーティリティーを再実行してください。
リネージュの管理ユーティリティーは、同時に 1 つ以上のプロジェクトに対して実
行できます。同じプロジェクトの 2 回目以降の分析は最初の分析より時間が短くな
ります。これは、リネージュの管理ユーティリティーは前回の分析以降に変更があ
ったジョブまたは実装済みデータ・リソースのみを分析するからです。
リネージュの管理ユーティリティーを実行するときに、以前に分析したプロジェク
トを選択しないと、そのプロジェクト内のジョブの分析結果は削除され、分析によ
って作成された関係およびリンクは削除されます。それらのジョブの影響分析レポ
ートとリネージュ・レポートでは結果が返されません。

分析コンポーネント
リネージュの管理ユーティリティーは、以下の分析を行います。
デザイン分析: ステージ - データ・ソース - ステージ
選択されたプロジェクト内のすべてのサポートされるステージのスキャン。
ステージのプロパティー値またはパラメーター値が以下のいずれかのデー
タ・ソースに一致するとき、ステージは、前にインポートされたデータ・ソ
ース (データベース表、ビュー、またはデータ・ファイル構造) にマップさ
れます。
v データベース表の名前およびそのデータベースの名前
v データ・ファイル構造の名前とそのデータ・ファイル名
ステージで定義される列は、列名が一致すると、データベース・フィールド
またはデータ・ファイル・フィールドとマッチングされます。
ユーザーはステージで、データ・ソースとの間で読み取りおよび書き込みを
行うために、デフォルト SQL を生成したりカスタム SQL ステートメント
を定義したりできます。分析サービスはすべての SQL ステートメントを構
文解析して、スキーマ、オーナー、表、および列に関する情報を抽出し、そ
れらを以前にインポートされた共有表にマップします。
デザイン分析: ステージ - ステージ
実装されるデータ・リソースがメタデータ・リポジトリーにインポートされ
ていなかった場合、この分析では、選択されたプロジェクト内のサポートさ
れるステージをスキャンします。以下の両条件を満たすステージのペア間の
関係が作成されます。
v ステージは同一のプロパティー値またはパラメーター値を持つ
v ステージにオーバーラップ列が含まれている。この場合、あるステージの
少なくとも 1 つの列が、他のステージの列と同じ名前 (大/小文字を区別)
でなければなりません。
オペレーショナル分析: ステージ - データ・ソース - ステージ
この分析は対応するデザイン分析と同一です。ただし、データ・ソースに対
するステージのマッチングに、ジョブ・デザイン値ではなくオペレーショナ
ル・ランタイム値が使用されます。
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オペレーショナル分析: ステージ - ステージ
この分析は対応するデザイン分析と同一です。ただし、他のステージに対す
るステージのマッチングに、ジョブ・デザイン値ではなくオペレーショナ
ル・ランタイム値が使用されます。
ファイル分析: ファイル・パターン - 順次ファイル
順次ファイル・ステージでは、ETL 開発者は、個別ファイルまたはファイ
ル・パターンに対する読み取り方式を設定できます。この分析では、すべて
の順次ファイル・ステージをスキャンし、そのステージで使用される読み取
り方式に関係なく、順次ファイルに書き込むステージと同じファイルから読
み取るステージとの間の関係を設定します。分析はジョブ・デザイン・パラ
メーターとオペレーショナル・ランタイム・パラメーター値に適用されま
す。順次ファイルは、共有表としてメタデータ・リポジトリーにロードする
必要はありません。
ビュー: ビュー・ソース - データベース表
この分析では、ビューの式を含むインポートされたすべてのビューをスキャ
ンします。ビューの式は、ビューの作成に使用される SQL スクリプトで
す。ビューがデータにアクセスするデータベース表および列を判別するため
に、SQL スクリプトが分析されます。これらの表および列がメタデータ・
リポジトリーに以前にインポートされていた場合、ビューとビューのソース
であるデータベース表との間の関係が設定されます。データベース・フィー
ルドとビューのフィールドとの間に同様の関係が設定されます。
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関連概念
37 ページの『ログ・メッセージ』
ログ・メッセージによって、Metadata Workbench 管理者は、リネージュの管理ユー
ティリティー、拡張データ・リネージュ、またはカスタム属性でエラーが発生した
かどうかが分かります。
関連タスク
9 ページの『メタデータ分析のための Metadata Workbench のセットアップ』
レポートを実行したり、資産を探索したり、またはモデルをナビゲートしたりする
には、事前にメタデータ分析用に Metadata Workbench をセットアップしなければ
なりません。
44 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』
Metadata Workbench 管理者は、 IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジ
ェクトからメタデータ・リポジトリーに環境変数をインポートします。自動化サー
ビスでは、これらの変数を使用して、実装されるデータ・リソースを識別します。
『リネージュの管理ユーティリティーの実行』
リネージュの管理ユーティリティーを実行して、リネージュ・レポートと影響分析
レポートで使用されるステージ、表、およびビューの間の関係を設定します。
関連資料
53 ページの『コマンド・ラインからのリネージュの管理の実行』
Metadata Workbench 管理者は、ベンダーから入手したスケジューラーを使用して、
コマンド・ラインからリネージュの管理を実行できます。リネージュの管理は毎日
実行するようにスケジュールできます。ジョブ、インポートしたメタデータ、およ
びオペレーショナル・メタデータに変更があると、それらはすべて Metadata
Workbench のレポートに反映されます。

リネージュの管理ユーティリティーの実行
リネージュの管理ユーティリティーを実行して、リネージュ・レポートと影響分析
レポートで使用されるステージ、表、およびビューの間の関係を設定します。

始める前に
v Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
v 各プロジェクトのプロジェクト・レベルの環境変数が現行の値になっていること
を確認します。プロジェクトに新規あるいは変更された変数がある場合は、それ
らをメタデータ・リポジトリーにインポートします。
v Metadata Workbench のログ・ビューがリンク・エラーを表示するように正しく定
義されていることを確認します。
v ジョブ実行のオペレーショナル・メタデータをインポートします。

このタスクについて
リネージュの管理ユーティリティーでは、いくつかのアクションを実行します。
1. ステージとデータ・ソース間のアソシエーション、データベースとデータベース
別名間のアソシエーション、および 2 つの同一スキーマ間のアソシエーション
を検出します。このステップは、以前「自動化サービス」と呼ばれていました。
2. データベース名を別名にマップします。このステップは、以前「データベース別
名」と呼ばれていました。
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3. ステージとデータ・ソースの間の関係、データベースとデータベース別名の間の
関係、および 2 つの同一スキーマ間の関係を設定します。このステップは、以
前「ステージ・バインディング」と「データ項目バインディング」という 2 つ
のステップで実行されていました。
リネージュの管理ユーティリティーは、毎日実行するか、または次のアクティビテ
ィーの後で実行します。
v プロジェクト・レベル環境変数の変更
v ジョブ・デザインのインポートまたは変更
v データベース別名の変更または追加
v オペレーショナル・メタデータのインポート
変更またはインポートされたジョブ・デザインは、リネージュの管理ユーティリテ
ィーを実行してはじめてリネージュ・レポートに組み込まれます。
ベンダーから入手したスケジューラーを使用して、コマンド・ラインからサービス
を実行することもできます。

手順
1. 左のペインで「拡張」 > 「管理」 > 「リネージュの管理」をクリックします。
2. 新規ジョブまたは変更されたジョブが含まれているプロジェクトを選択します。
注:
v 分析が存在するプロジェクトを選択すると、そのプロジェクト内の変更された
情報のみが更新されます。
v 分析が存在するプロジェクトを選択しないと、プロジェクトの以前の分析によ
って作成された関係は削除されます。
3. 以下のいずれかの場合に、「選択したプロジェクト内のすべてのジョブの分析」
を選択します。
v プロジェクト・レベルの環境変数が変更されている場合。
v たとえプロジェクト内のすべてのジョブが、以前に分析済みで、現在変更され
ていない場合でもそれらを分析したい場合。
4. 「アソシエーションの検出」アイコン

をクリックします。

このステップでは、ステージとデータ・ソースの間のアソシエーションを検出し
ます。
5. 「データベース別名をマップする」アイコン
テップを実行します。

をクリックし、以下のス

a. 「マップされたデータベース別名」表から、データベース別名の行を見つけ
て、その行の「選択」をクリックします。
b. 選択ウィンドウで、別名のマップ先のデータベースを選択します。
1) オプション: データベースの名前のすべてまたは一部を入力し、検索条件
を選択します。
2) オプション: 「拡張」をクリックし、データベースをホストするサーバー
の名前を識別するテキストを入力して検索結果をフィルタリングします。
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3) 「検索」をクリックします。
4) 結果リストからデータベースを選択して、「選択」をクリックします。
選択したデータベースが、マップする先の別名の行に表示されます。
c. このプロセスを繰り返して、マップされていないデータベース別名をすべて
マップし、「保存」をクリックします。
6. 「手動バインディング」アイコン

をクリックします。

このステップでは、ステージとデータ・ソースの間の関係、およびステージ間の
関係を手動で設定します。
a. データ・リソースにバインドするステージを選択します。
1) ジョブの名前のすべておよび一部を入力して、検索条件を選択します。
2) 「詳細」をクリックし、ジョブが属しているプロジェクトの名前、または
プロジェクトをホストするエンジンを識別するテキストを入力して検索結
果をフィルタリングします。
3) 「検索」をクリックします。
4) 結果リストからジョブを選択して、「選択」をクリックします。
b. ジョブ内のステージをリストする表で、データ・リソースをバインドするス
テージを含む行を見つけて、その行で「追加」をクリックします。
c. ステージをバインドする先のデータベース表またはデータ・ファイル構造を
選択します。
1) データベース表またはデータ・ファイル構造の名前の全部または一部を入
力し、検索条件を選択します。
2) 「拡張」をクリックし、関連資産の名前を識別するテキストを入力して、
検索結果をフィルタリングします。
3) 「検索」をクリックします。
4) 結果リスト内のデータベース表またはデータ・ファイル構造を選択し、
「選択」をクリックします。
5) 「保存」をクリックします。

タスクの結果
変換プロジェクト結果表の行の「前回の実行」フィールドには、リネージュの管理
が最後に実行された日時が表示されます。

次のタスク
分析がエラーを示して終了した場合には、問題を判別して修正するために、ログ・
ビューを確認してください。
データ・ソースの同一性の管理 (「拡張」 > 「管理」 > 「データ・ソースの同一
性の管理」) を実行します。

52

管理者ガイド

関連概念
37 ページの『ログ・メッセージ』
ログ・メッセージによって、Metadata Workbench 管理者は、リネージュの管理ユー
ティリティー、拡張データ・リネージュ、またはカスタム属性でエラーが発生した
かどうかが分かります。
関連タスク
9 ページの『メタデータ分析のための Metadata Workbench のセットアップ』
レポートを実行したり、資産を探索したり、またはモデルをナビゲートしたりする
には、事前にメタデータ分析用に Metadata Workbench をセットアップしなければ
なりません。
165 ページの『第 8 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・イベントの表示』
ログ・ビューを開くと、ビューに取り込んだイベントを検査することができます。
44 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』
Metadata Workbench 管理者は、 IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジ
ェクトからメタデータ・リポジトリーに環境変数をインポートします。自動化サー
ビスでは、これらの変数を使用して、実装されるデータ・リソースを識別します。
関連資料
『コマンド・ラインからのリネージュの管理の実行』
Metadata Workbench 管理者は、ベンダーから入手したスケジューラーを使用して、
コマンド・ラインからリネージュの管理を実行できます。リネージュの管理は毎日
実行するようにスケジュールできます。ジョブ、インポートしたメタデータ、およ
びオペレーショナル・メタデータに変更があると、それらはすべて Metadata
Workbench のレポートに反映されます。

コマンド・ラインからのリネージュの管理の実行
Metadata Workbench 管理者は、ベンダーから入手したスケジューラーを使用して、
コマンド・ラインからリネージュの管理を実行できます。リネージュの管理は毎日
実行するようにスケジュールできます。ジョブ、インポートしたメタデータ、およ
びオペレーショナル・メタデータに変更があると、それらはすべて Metadata
Workbench のレポートに反映されます。

目的
このコマンドは、リネージュの管理を実行する場合、またはリネージュの管理の実
行をスケジュールするときに使用します。リネージュの管理は、Metadata
Workbench ユーザー・インターフェースの「拡張」タブにある「リネージュの管
理」リンクからも実行できます。
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
IBM WebSphere Application Server を始動する必要があります。
初めてリネージュの管理を実行する前に、環境変数を含んでいるプロジェクトごと
に、プロジェクト・レベルの環境変数をメタデータ・リポジトリーにインポートす
る必要があります。

コマンド構文
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istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench automated services
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-password password
-project project_name
[-output log_file_name]
[-force]
[-help]
[-verbose | -silent]

注: UNIX または Linux システムでは、いずれかのパラメーターに番号記号 (#)
を含めた場合、この番号記号より後にある残りのコマンド・ラインは、コメントと
見なされて無視されます。

パラメーター
-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-project | -proj project_name
分析する必要があるジョブが属しているプロジェクトの名前をリストします。各
プロジェクトはコンマ (,) で区切ります。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-force
リストしたプロジェクト内のすべてのジョブを分析します。これには、以前に分
析済みで、変更されていないジョブも含まれます。
このオプションを使用しないと、以前に分析されたことがない未変更のジョブの
みが、自動化サービスの実行に組み込まれます。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
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-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

例
このコマンド・スクリプトは、いくつかのプロジェクトから環境変数をインポート
します。前回の分析以降、変更されていないジョブのみが分析されます。
istool workbench automated services -domain Main_Srv
-username fred -password fredpwd
-proj MyFirstProject,MySecondProject,MyThirdProject

「データ・ソースの同一性」でスキーマが同一であることを指定する
Metadata Workbench 管理者は、複数のスキーマが同一であることを指定できます。
スキーマに含まれるデータベース表およびデータベース・フィールドも、その名前
が一致したときに同一としてマーク付けされます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
2 つのスキーマが同一であることを指定できます。また、スキーマに含まれるデー
タベース表とデータベース列も、その名前が一致する場合に同一とマーク付けされ
ます。この関係は、分析レポート、および影響される資産の資産情報ページでは
「同一」と表示されます。これは、同じデータ・リソースが、コネクターと Bridges
によってなどの、異なる手段でリポジトリーにインポートされる場合に必要なこと
があります。

手順
1. 左のペインで「高度」タブをクリックします。
2. 「データ・ソースの同一性」をクリックします。
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3. 別のスキーマと同一であるとマーク付けするスキーマを含むデータベースを選択
します。
a. オプション: データベースの名前のすべておよび一部を入力して、検索条件を
選択します。
b. オプション: 「詳細」をクリックし、データベースをホストするサーバーの名
前を識別するテキストを入力して検索結果をフィルタリングします。
c. 「検索」をクリックします。
d. 結果リストからスキーマを選択して、「選択」をクリックします。
4. 「マッチしたスキーマ」表から、別のスキーマと同一であるとマーク付けするス
キーマを含む行を見つけて、その行で「追加」をクリックします。
5. 選択ウィンドウで、バインド先のスキーマを選択します。
a. オプション: スキーマの名前のすべておよび一部を入力して、検索条件を選択
します。
b. オプション: 「詳細」をクリックし、データベースの名前およびデータベース
をホストするサーバーの名前を識別するテキストを入力して検索結果をフィ
ルタリングします。
c. 「検索」をクリックします。
d. 結果リストからスキーマを選択して、「選択」をクリックします。
選択したスキーマが、これが同一とマーク付けされるときの相手先スキーマの行
に表示されます。
6. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。

タスクの結果
スキーマ間、および名前が一致する両スキーマのデータベース表とデータベース・
フィールドとの間の関係が作成されます。

次のタスク
この関係を削除するには、ステップ 1 から 3 を繰り返し、行で「削除」をクリッ
クします。

拡張データ・リネージュのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server 外に存在するプロセスおよびデータ・ソースを含
めるように、データ・リネージュを拡張できます。

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や、メタデータを IBM InfoSphere Information
Server メタデータ・リポジトリーに保存しない ETL ツール、スクリプト、または
他のプログラムを使用している場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを
トラッキングできます。
メタデータ・リポジトリーには、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
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タ・ソースから IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 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、メタデータ・リポジトリーに保管されないデータ・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。このシナリオは、以下の場合に
発生することがあります。
v エンタープライズでは、その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、サード・パーティーの ETL (抽出、変換処理、およびロード) 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 サービスを起動する。
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必要がある。
v サード・パーティーからフラット・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。拡張マッピング文書でマッピングを作成し、Metadata
Workbench で拡張データ・ソースを作成すると、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。

拡張マッピング文書内のマッピング
拡張マッピング文書内のマッピングは、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、ソースからターゲットへのマッピングです。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 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
マッピングによって、相互にマップできる資産のタイプが非常に柔軟になります。
データ・リネージュ・レポートで表示する情報内容に基づいて、マッピングの判定
を行います。例えば、外部ストアード・プロシージャー定義をジョブにマップした
り、独立系ソフトウェア・ベンダーからの ETL ツールで使用された列の出力値を
別の ETL プロセスの入力パラメーターにマップすることがあります。

拡張データ・ソース
マッピングを作成する前に、外部データベースおよびデータ・ファイルからのメタ
データをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。しかし、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
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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、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・ソースの 3 つの特殊タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシ
ージャー定義、およびファイル) を作成できます。アプリケーション・タイプは、
拡張データ・ソースを任意のレベルの細分度で作成できる柔軟性が最大です。外部
データ・ソースの構造に一致させるように、アプリケーションのオブジェクト・タ
イプ、方式、および入出力パラメーターを定義できます。アプリケーションのパラ
メーターは通常、データ・フローでは列を表しますが、外部メタデータに最も適し
た構造を表すようにすることができます。

拡張マッピング文書の作成と管理
外部 ETL プロセスの詳細マッピングをデータ・リネージュ・レポートに追加でき
ます。

拡張マッピング文書内のマッピング
情報の外部フローを取り込むことができます。
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
マッピングは
拡張マッピング文書に編成されます。この文書には、資産間
のマッピングの行が含まれています。各行が、1 つ以上のソース資産が 1 つ以上の
ターゲット資産にマップされることを指定するマッピングです。マッピングごと
に、ソースからターゲットへの変換処理に使用される関数とビジネス・ルール、マ
ッピングの説明、およびマッピングに割り当てられるカスタム属性を指定できま
す。
Metadata Workbench のデータ・リネージュ・レポートでは、拡張マッピング文書と
の間のデータ・フローに加え、マッピングとの間のデータ・フローと、マッピング
にリストされる個々のソースおよびターゲットとの間のデータ・フローも表示する
ことができます。
拡張マッピング文書は、次のようにして作成できます。
v Metadata Workbench の「高度」タブから、次のようにします。
v Metadata Workbench にインポートするコンマ区切り値 (CSV) ファイルを作成し
ます。
v IBM InfoSphere FastTrack のマッピング仕様を使用します。マッピング仕様は、
メタデータ・リポジトリーに存在しています。そのため、Metadata Workbench は
そのマッピング仕様を拡張マッピング文書としてインポートする必要もなく使用
できます。マッピング仕様のソース列、ルール、関数、ターゲット列、仕様説明
の各列が使用されます。他の列はすべて無視されます。候補列と候補表は無視さ
れます。
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拡張マッピング文書とそのマッピングは Metadata Workbench で編集でき、また拡
張マッピング文書を検索してそのプロパティーを参照できます。拡張マッピング文
書を CSV ファイルにエクスポートできます。拡張マッピング文書に指定されたソ
ース資産、ターゲット資産、およびカスタム属性を削除しないで、拡張マッピング
文書を削除できます。
拡張マッピング文書を作成またはインポートすると、この文書は、その名前に CSV
拡張子が追加されて、メタデータ・リポジトリーに保管されます。後で同じ名前の
拡張マッピング文書ファイルをインポートすると、既存の文書内のマッピングはメ
タデータ・リポジトリーからすべて削除され、新たにインポートされた文書のマッ
ピングで置換されます。ソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属性は、メ
タデータ・リポジトリーから削除されます。
拡張マッピング文書の情報資産ページを表示することができます。用語の割り当
て、スチュワードの割り当て、および注釈の追加などの資産アクションは、そのペ
ージの右ペインにリストされます。追加のアクションをリストするには、情報資産
ページにあるリンクを右クリックします。
拡張マッピング文書内に存在するソースまたはターゲット資産がメタデータ・リポ
ジトリーから削除されている場合、削除された資産が関係するマッピングは無効で
す。文書を保存するには、事前に無効なマッピングを含む拡張マッピング文書を開
いて、ソースとターゲットを調整しておく必要があります。

拡張マッピング文書の計画
最適なリネージュ結果を得るには、拡張マッピング文書に、単一のハイレベル目的
を達成する関連項目のマッピングを含めます。例えば、単一拡張マッピング文書
に、表の列ごとに別個のマッピングが含まれている場合があります。データ・リネ
ージュ・レポート作成用に取り込む必要のあるストアード・プロシージャーが 5 つ
ある場合は、それぞれに対して別個の拡張マッピング文書を作成します。
拡張マッピング文書を作成する前に、各マッピングのすべてのソース資産、ターゲ
ット資産、およびカスタム属性が InfoSphere Information Server のメタデータ・リ
ポジトリーに存在している必要があります。資産がリポジトリーにない場合は、コ
ネクター、Bridges、および他のインポート方式を使用してインポートしたり、資産
を表す拡張データ・ソースを作成したりできます。

拡張マッピング用のソースおよびターゲット
以下のタイプの資産が、マッピングのソースおよびターゲットとして使用できま
す。
データ・ファイル資産
データ・ファイル、データ・ファイル構造、データ・ファイル・フィールド
データベース資産
データベース、スキーマ、データベース表、データベース列
ジョブ資産
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage のジョブ、ステージ、およびス
テージ列.
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拡張データ・ソース資産
v アプリケーション、オブジェクト・タイプ、方式、入力パラメーター、出
力値
v ストアード・プロシージャー定義、入力パラメーター、出力パラメータ
ー、入出力パラメーター、結果列
v ファイル
データ・リネージュ・レポートに表示する情報に応じて、これらのどのタイプの資
産もソース資産として使用して、これらのどのタイプのターゲット資産にもマップ
できます。例えば、方式のパラメーターが表の列に相当する場合に、データベース
表をアプリケーションの方式にマップすることがあります。

拡張マッピング用のカスタム属性
名前、タイプ、および説明などの標準の属性では不十分な場合に、ソースからター
ゲットへのマッピングにカスタム属性を使用することができます。
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関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
87 ページの『拡張データ・ソース』
他の構造では IBM InfoSphere Information Server にインポートすることができない
データ構造を表現し、レポートできます。
56 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や、メタデータを IBM InfoSphere Information
Server メタデータ・リポジトリーに保存しない ETL ツール、スクリプト、または
他のプログラムを使用している場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを
トラッキングできます。
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
63 ページの『拡張マッピング文書の作成と編集』
拡張マッピング文書のマッピングとプロパティーを定義できます。
68 ページの『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書をインポートし、メタデータ・リポジトリー内のソース資産と
ターゲット資産間のマッピングを作成できます。
74 ページの『拡張マッピング文書のエクスポートまたは削除』
拡張マッピング文書をエクスポートまたは削除、および編集する拡張マッピング文
書を開くことができます。
78 ページの『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
84 ページの『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。
80 ページの『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
関連情報
128 ページの『情報資産に対するアクション』
資産情報ページから、および資産を右クリックして表示される資産用のメニューか
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他のアクショ
ンの実行を行うことができます。

拡張マッピング文書内のマッピングの CSV ファイル・フォーマット
メタデータ・リポジトリーへのインポート用のマッピングを定義するには、コンマ
区切り値 (CSV) ファイルを使用します。
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目的
CSV ファイルは、IBM InfoSphere Information Server 外で行われる、メタデータ・
リポジトリーの抽出、変換処理、およびロード (ETL) の各トランザクションを定義
し、これにインポートする場合に使用します。

構文
以下の構文ルールで、アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、また
はファイルをインポート・ファイルに正しく定義する方法が規制されます。
列見出し
v 次の列見出しは必須であり、インポート・ファイルの最初の行に存在する
必要があります。見出しは次のとおりです。
– ソース列
– ターゲット列
– ルール
– 関数
– 仕様説明
v 列見出しの名前は変更しないでください。列の順序は変更できます。この
構文によって、インポート・ファイルと他の InfoSphere Information
Server 製品との互換性が得られます。
v カスタム属性をマッピングに割り当てる場合は、各カスタム属性の名前
を、「仕様説明」列の後の列見出しに指定します。カスタム属性は、メタ
データ・リポジトリーに存在している必要があります。
ソース列、ターゲット列
v 資産のコンテキストがメタデータ・リポジトリー内に存在しない場合、そ
のマッピングはメタデータ・リポジトリーにインポートされません。
v 資産名とそのコンテキストは大/小文字を区別しません。例えば、
MyApp.SrcObjType.SrcMthd.Param1 と
MYAPP.SRCOBJTYPE.SRCMTHD.PARAM1 は、同じ資産およびコンテキ
ストを指します。
v 資産名に省略符号 (...)、引用符 (")、単一引用符 (')、または他の特殊文字
を使用してはいけません。
ルール マッピングの目的またはビジネス理由を説明するフリー・テキストです。例
えば、ルールは「請求リストから重複したサブスクライバーを除去する」の
場合があります。
関数

マッピングが行う内容を説明するフリー・テキストです。例えば、関数は
「2 つの表内のサブスクライバー名を比較する」の場合があります。

仕様説明
データの移動、この移動が行われるプロセス、または追加情報を説明するフ
リー・テキストです。
カスタム属性の列
カスタム属性の名前は、列見出しにあります。名前は、長さが少なくとも 1
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文字の英数字で、ユニークでなければなりません。名前には、二重引用符
(") や単一引用符 (') を使用してはいけません。
カスタム属性には、1 つ以上の値を指定できます。カスタム属性値は、カス
タム属性が割り当てられているマッピング行のセルに存在します。複数値
は、セミコロン (;) で区切る必要があります。
カスタム属性名とその値は、大/小文字を区別しません。
カスタム属性は、メタデータ・リポジトリーに存在している必要がありま
す。カスタム属性がメタデータ・リポジトリーに存在しない場合、行はイン
ポートされますが、列は無視されます。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 引用符 (") の使用および処理は、列によって異なります。
表 4. 列に応じた引用符の使用または処理
列

引用符の使用または処理
ソース列

引用符は、インポート時に削除されます。

ターゲット列
ルール
関数
仕様説明

テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む
必要があります (" " ")。
テキストに、数学/三角記号やコンマなどの英数字以外
の文字が含まれている場合は、テキスト・フィールド
全体を引用符で囲む必要があります。

言語サポート
インポート・ファイルは、すべての言語との互換性を得るために
UTF-8 または ANSI エンコードでなければなりません。
値はどの言語でも入力できますが、列見出しの名前は変更しないで
ください。
関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
関連タスク
『拡張マッピング文書の作成と編集』
拡張マッピング文書のマッピングとプロパティーを定義できます。
74 ページの『拡張マッピング文書のエクスポートまたは削除』
拡張マッピング文書をエクスポートまたは削除、および編集する拡張マッピング文
書を開くことができます。
関連資料
102 ページの『拡張マッピング文書のインポート・コマンド構文』
拡張マッピング文書をメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

拡張マッピング文書の作成と編集
拡張マッピング文書のマッピングとプロパティーを定義できます。
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始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
拡張マッピング文書で使用するソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属性
はすべて、メタデータ・リポジトリーに存在している必要があります。

このタスクについて
拡張マッピング文書を作成できます。また、Metadata Workbench で作成またはメタ
データ・リポジトリーにインポートした拡張マッピング文書も編集できます。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックし、拡張マッピング文書を作成するか編集
するかを選択します。
オプション

操作

拡張マッピング文書を作成するには、次のよ
うにします。

「拡張マッピングの作成」をクリックしま
す。

拡張マッピング文書を編集するには、次のよ
うにします。

1. 「拡張マッピングの管理」をクリックし
ます。
2. 拡張マッピング文書を選択して「編集」
をクリックします。

2. 「プロパティー」タブで、拡張マッピング文書の名前、タイプ、および説明を指
定します。
名前

任意の英数字、句読点、およびスペースを使用できます。
既存の拡張マッピング文書の名前は変更できません。ファイル名は、文
書が作成されるときに、自動的に生成されます。

タイプ このフィールドは、拡張マッピング文書をカテゴリー化するために使用
できます。これは、同じタイプの文書を検索する照会に使用できます。
例えば、拡張マッピング文書のマッピングにストアード・プロシージャ
ーが含まれている場合、そのタイプを「ストアード・プロシージャー」
と定義することができます。あるいは、マッピングが会計報告に使用さ
れている場合は、そのタイプを「会計」と定義することができます。後
で、ストアード・プロシージャーを含むすべての拡張マッピング文書あ
るいは、会計部門用のすべての拡張マッピング文書を照会することがで
きます。
このフィールドはオプションです。
説明

拡張マッピング文書内のマッピングを説明するために有効な情報を含め
てください。
このフィールドはオプションです。

3. 「マッピング」タブで、マッピングと、そのルール、関数、説明、およびカスタ
ム属性を指定します。
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オプション
ソース資産またはターゲット資産をマッピン
グ行に追加または編集するには、次のように
します。

操作

をクリックして、選択項
1. セル内の
目のメニューから選択します。
資産を追加する場合は、資産タイプ別に
資産を検索します。同一セルに複数の資
産を追加できます。
2. オプション: 「名前」列に、マッピングの
名前を入力します。資産名でなく、ソー
スとターゲット間に行われるアクション
によって、名前でマッピングを識別でき
ます。例えば、データはソース資産とタ
ーゲット資産の間を移動することを示す
ために、DataMove という名前にすること
があります。この名前は、Metadata
Workbench での表示およびレポートで使
用されます。
マッピング行には、同じ名前を指定でき
ます。
名前が指定されない場合、デフォルト値
はマッピングの最初のソースおよびター
ゲットの名前です。

マッピングの関数、ルール、または説明を定
義するには、次のようにします。

該当するセルにテキストを入力します。フィ
ールドはすべてオプションです。
関数

マッピング内の公式な変更または移
動を記述します。
例えば、関数が slt + ". " +
fName + ' ' + lName = fullName
となります。

ルール マッピング内の非公式な変更および
移動を記述します。
例えば、ルールは、「名前と姓を連
結します。挨拶の言葉がある場合
は、その連結の前に入れます。」と
いうものになります。
説明

マッピングに関して目的あるいは他
の関連情報を記述します。
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オプション

操作

マッピングのカスタム属性を割り当てるか、
または割り当てを削除するには、次のように
します。

1. 列見出し内のカスタム属性の名前を見つ
けるには、「説明」列を右にスクロール
します。カスタム属性は、英字順に表示
されます。
2. カスタム属性のマッピング行のセルをク
リックします。セルは有効であり、ウィ
ンドウが表示されます。
3. カスタム属性の値をマッピングに割り当
てるには、次の手順で行います。
a. フィールドにドロップダウン矢印が存
在する場合は、それをクリックして、
カスタム属性に割り当てられているす
べての値を表示します。割り当てる値
を選択するか、値を入力します。
b. ドロップダウン矢印が存在しない場合
は、フィールドに値を入力できます。
値が正しいフォーマットでない場合
は、メッセージが表示され、値を再入
力する必要があります。
c. 「追加」をクリックしてから「OK」
をクリックします。
4. カスタム属性の割り当てをマッピングか
ら削除するには、次の手順で行います。
a. カスタム属性の値ごとに、値を選択し
て「削除」をクリックします。
b. 「OK」をクリックしてウィンドウを
閉じます。マッピング行のカスタム属
性セルは空です。

マッピングを追加するには、次のようにしま
す。

マッピングを複製または削除するには、次の
ようにします。

をクリック
任意の行の 1 番目の列の
して、「行の追加」をクリックします。

複製または削除する行の 1 番目の列の
をクリックして、選択項目を指定します。

ソース列、ターゲット列、およびカスタム属性列のセルなどにある値を切り取
り、コピー、および貼り付けできます。
例:
v フリー・テキストの複数の項目を含むセルを、フリー・テキストの複数の項目
を使用する別のセルに、切り取り、コピー、および貼り付けできます。
v 単一日付を含むセルを、単一日付を使用する別のセルに、切り取り、コピー、
および貼り付けできます。
v フリー・テキストの単一項目を含むセルを切り取りおよびコピーできますが、
フリー・テキストの複数の項目を含むセルに貼り付けることはできません。
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v 定義済みテキストの複数の項目を含むセルを切り取りおよびコピーできます
が、値の異なる定義済みテキストの複数の項目を含むセルに貼り付けることは
できません。
ヒント: 値を切り取り、コピー、および貼り付ける場合には、切り取り、コピ
ー、または貼り付けする内容を含むセルをクリックしないでください。そうしな
いで、セルを右クリックして、メニューから適切なアクションを選択します。
4. 拡張マッピング文書を編集する場合は、「調整」をクリックして、ソース資産お
よびターゲット資産へのリンクがまだ有効であることを確認します。 ソース資
産またはターゲット資産が削除されていて、リンクを自動的に修復できない場
合、拡張マッピング文書を保存するには、事前に新規の資産を指定するか、また
はマッピング行を削除しておく必要があります。
5. オプション: 「プロパティー」タブのすべての編集可能フィールドをクリアする
か、または「マッピング」タブからすべての行を削除するには、該当するタブを
選択して「クリア」をクリックします。 フィールド値または行を復元するに
は、ページからそこにナビゲートします。
6. 「保存」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに拡張マッピング文書を保
存します。
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関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書をインポートし、メタデータ・リポジトリー内のソース資産と
ターゲット資産間のマッピングを作成できます。
74 ページの『拡張マッピング文書のエクスポートまたは削除』
拡張マッピング文書をエクスポートまたは削除、および編集する拡張マッピング文
書を開くことができます。
78 ページの『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
84 ページの『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。
関連資料
102 ページの『拡張マッピング文書のインポート・コマンド構文』
拡張マッピング文書をメタデータ・リポジトリーにインポートできます。
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。

拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート
拡張マッピング文書をインポートし、メタデータ・リポジトリー内のソース資産と
ターゲット資産間のマッピングを作成できます。

始める前に
v Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
v 拡張マッピング文書で使用するソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属
性はすべて、インポートする前にメタデータ・リポジトリーに存在している必要
があります。
v 拡張マッピング文書のサイズは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズ
がこの制限を超えると、インポートは失敗します。拡張マッピング文書をいくつ
かの小さなファイルに分割してからインポートしてください。
v 拡張マッピング文書は、正しいコンマ区切り値 (CSV) フォーマットでなければな
りません。
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– 列見出しが存在する場合、それらは Metadata Workbench で使用される列見出
し (ソース列、ターゲット列、ルール、関数、および仕様説明) と同一でなけ
ればなりません。
– 資産のコンテキストは、ID ストリングで完全修飾する必要があります。
列見出しが Metadata Workbench で使用される列見出しと同一でない場合は、列
見出しを編集するか、あるいは、構成ファイルを使用して列見出しをマップする
必要があります。
表 5. 拡張マッピング文書のソースによる列見出しと資産のコンテキスト
CSV 拡張マッピング文書の
ソース

列見出し

資産のコンテキスト

IBM InfoSphere Metadata
Workbench

列見出しは適切です。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

IBM InfoSphere FastTrack

列見出しは適切です。インポ
ート時に余分な列は無視され
ます。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

IBM InfoSphere Discovery

列見出しが存在する場合、そ
れらは Metadata Workbench
の列見出しと同一ではありま
せん。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

手動で作成された拡張マッピ
ング文書

列見出しが存在する場合、そ
れらは Metadata Workbench
の列見出しと同一でなければ
なりません。

マッピング文書内のソースま
たはターゲットがすべて、少
なくとも同じハイレベル・コ
ンテキストを共有しない場合
は、インポートする計画の各
ソース資産またはターゲット
資産のコンテキストを CSV
ファイル内に個々に指定する
必要があります。
部分コンテキストを CSV フ
ァイルに指定してから、この
ファイルをインポートすると
きに、単一のソースおよびタ
ーゲット・コンテキストを
Metadata Workbench で指定
します。

このタスクについて
資産のコンテキストとは、コンテキストを含む資産のリストであり、これがない
と、資産には ID がありません。
ID ストリングには、資産のコンテキストと名前が連結されています。ID ストリン
グで、メタデータ・リポジトリー内の資産を完全に識別します。
メタデータ・リポジトリーに既に存在する拡張マッピング文書と名前が同じ拡張マ
ッピング文書をインポートすると、既存の拡張マッピング文書とそのマッピングが
リポジトリーから削除され、インポートされた拡張マッピング文書とそのマッピン
グに置換されます。ソース資産とターゲット資産は、削除されません。
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インポート時に、ソース資産からターゲット資産へのマッピングがメタデータ・リ
ポジトリーに作成されます。正しいソースから正しいターゲットにマップするため
に、インポートで、拡張マッピング文書内の資産の ID とメタデータ・リポジトリ
ーに存在する ID が、次の順序で比較されます。
1. ホスト
2. データベース
3. データ・ファイル
4. 変換プロジェクト
5. 拡張データ・ソース
拡張データ・ソース内の資産タイプ (アプリケーション、ファイル、およびストア
ード・プロシージャー定義) にはマッチング順序はありません。
注:
2 つの資産の名前が同じであるがコンテキストが異なる場合、インポートでは、最
初に一致した ID にマッピングを割り当てます。誤ったマッピングを防止するため
に、名前が同じでコンテキストの異なる資産がメタデータ・リポジトリーに存在し
ないようにしてください。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックして「拡張マッピング文書のインポート」
をクリックします。
2. 「拡張マッピング文書のインポート」ウィンドウで、「追加」をクリックして、
インポートする文書を選択します。選択したファイルのいずれかをインポートし
ないことに決定した場合は、インポート・リストから削除するファイルを選択し
て「削除」をクリックします。
3. オプション: ソース資産またはターゲット資産のコンテキストが、インポートす
る拡張マッピング文書に指定されていない場合は、インポートするすべてのソー
ス資産またはすべてのターゲット資産の単一コンテキストを指定します。
v Metadata Workbench からエクスポートされた拡張マッピング文書をインポー
トする場合は、「ソース」フィールドまたは「ターゲット」フィールドにコン
テキストを入力しないでください。この文書は、完全に指定されたコンテキス
トを持っています。
v 「ソース」フィールドにコンテキストを入力するのは、インポートするすべて
の拡張マッピング文書内のすべてのソース資産が同一コンテキストを共有し、
ソース資産のいずれかに対してコンテキストが指定されていない場合のみで
す。
v 「ターゲット」フィールドにコンテキストを入力するのは、インポートするす
べての拡張マッピング文書内のすべてのターゲット資産が同一コンテキストを
共有し、ターゲット資産のいずれかに対してコンテキストが指定されていない
場合のみです。
例:
v インポートする拡張マッピング文書内のソース資産がすべて、ホスト・コンピ
ューター JWC 上の 34C データベースの Americas スキーマの Customer 表
の列であり、拡張マッピング文書内のいずれかのソース資産にこのコンテキス
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トが指定されていない場合は、「ソース」フィールドに
JWC.34C.Americas.Customer と入力します。
v インポートする拡張マッピング文書のマッピング行内のターゲット資産はすべ
て、ホスト・コンピューター JWC 上の 34C データベースのさまざまなスキ
ーマの列であり、拡張マッピング文書内のこのそれぞれに対して表およびスキ
ーマ・コンテキストを指定していた場合は、「ターゲット」フィールドに
JWC.34C と入力します。
入力するコンテキストは、インポートすることを選択した拡張マッピング文書内
のすべてのソース資産およびターゲット資産の名前に、接頭部として追加されま
す。
4. オプション: 拡張マッピング文書に列見出しがない場合、あるいは、その列見出
しが Metadata Workbench の列見出しと同一でない場合は、以下のいずれかのア
クションを実行してください。
v 拡張マッピング文書を編集して、該当する列見出しの名前を追加または変更し
て、Metadata Workbench のそれらの列と同一になるようにします。列の順序
を変更する必要はありません。構成ファイルのフィールドは空のままにしま
す。
v 構成ファイルを使用して、拡張マッピング文書の列見出しを Metadata
Workbench の列に一致させます。以下のアクションを行います。
a. サンプル構成ファイルをダウンロードして、拡張マッピング文書で必要と
されるように編集します。あるいは、Extensible Markup Language (XML)
フォーマットで構成ファイルを作成します。
b. 「追加」をクリックして構成ファイルを選択します。ファイル名が「構成
ファイル」フィールドに表示されます。
5. 「OK」をクリックします。 単一拡張マッピング文書をインポートする場合は、
「プロパティー」タブのフィールドと「マッピング」タブのマッピングを編集す
ることができます。
6. 「保存」をクリックして、インポートした拡張マッピング文書をメタデータ・リ
ポジトリーに保存します。
v インポートを選択した拡張マッピング文書のフォーマットが正しくない場合、
この文書はインポートされません。失敗の理由が、「プロパティー」タブの
「エラー/警告」フィールドに表示されます。エラーを訂正して、再インポー
トしてください。
v 構成ファイルのフォーマットが正しくない場合、構成ファイルに含まれている
列名が正しくない場合、あるいは、構成ファイルに XML エラーが含まれて
いる場合に、文書はインポートされません。
v インポートを選択した拡張マッピング文書がメタデータ・リポジトリーに存在
する場合は、メッセージが表示されます。以下のいずれかのアクションを行い
ます。
– メタデータ・リポジトリー内の既存の拡張マッピング文書を置換するに
は、「OK」をクリックします。選択した拡張マッピング文書で、メタデー
タ・リポジトリー内の既存の拡張マッピング文書が置換されます。オリジ
ナルの拡張マッピング文書のソース資産、ターゲット資産、およびカスタ
ム属性は、メタデータ・リポジトリーから削除されません。
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– メタデータ・リポジトリー内の既存の拡張マッピング文書を保持するに
は、「キャンセル」をクリックします。

例
インポートする拡張マッピング文書には、ソース資産がデータベース表
JWC.34C.Americas.Customer であるマッピングが含まれています。この資産のコンテ
キストは、3 つの部分 (JWC、34C、および Americas) になっています。資産名は
Customer です。
インポートで、メタデータ・リポジトリー内の ID JWC.34C.Americas.Customer を次
の順序で検索します。
v Host .database.schema
v Host.data file.data file structure
v Host.transformation project.job
v Application.objectType.method.OutputValue
インポートでは、名前が JWC のホストを見つけようとします。一致するものが検
出されると、インポートでは次に、データベース 34C を見つけようとします。以下
このように検索していきます。ソース資産のコンテキストの 3 つの部分すべてにつ
いて、メタデータ・リポジトリー内の既存のコンテキスト内に一致するものが検出
されると、その ID がインポートされたマッピングに割り当てられます。
ホスト JWC を検出できない場合、インポートでは次にデータベース JWC、デー
タ・ファイル JWC 等々と、リスト順に見つけようとします。
マッピングは、最初に一致したもののコンテキストでメタデータ・リポジトリーに
作成されます。この例では、JWC.34C.Americas.Customer がデータベース表マッピン
グとして作成されます。また、ステージ・マッピングとして作成されることもあり
ます。この場合、JWC がホスト名、34C が変換プロジェクト名、Americas がジョ
ブ名です。

次のタスク
インポートがエラーを示して終了した場合には、エラーに関する詳細情報を入手す
るために、ログ・ビューを確認してください。エラーを訂正して、再インポートし
てください。
関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
関連資料
107 ページの『拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文』
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。
拡張マッピング文書をインポートするための XML ファイル・フォーマット:

72

管理者ガイド

列見出しが、Metadata Workbench での列見出しと異なっているコンマ区切り値
(CSV) 拡張マッピング文書は、構成ファイルを使用してインポートできます。
目的
拡張マッピング文書は、IBM InfoSphere Information Server の外部で作成できます。
拡張マッピング文書に列見出しがない場合、あるいは、その列見出しが IBM
InfoSphere Metadata Workbench 内の列見出しと同一ではない場合、Extensible
Markup Language (XML) フォーマットの構成ファイルを使用して、文書をメタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。インポート時に、構成ファイルにより、
拡張マッピング文書のどの列が Metadata Workbench のどの列に対応するかが定義
されます。
構文
以下の構文で、拡張マッピング文書内の列見出しを再定義する方法が規制されま
す。
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_or_false</header>
<columns>
<column index="column_num">Source Columns</column>
<column index="column_num">Target Columns</column>
<column index="column_num">Rule</column>
<column index="column_num">Specification Description</column>
<column index="column_num">Function</column>
<column index="column_num">Name of a custom attribute</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
拡張マッピング文書の先頭行に列見出しが含まれている場合、この値は、
true でなければなりません。そうすれば、列見出しはメタデータ・リポジ
トリーにインポートされません。
列見出しが存在しない場合、この値は false でなければなりません。
<columns> </columns>
サブエレメント <column index=" "> は、Metadata Workbench の列見出しに
対応する拡張マッピング文書内の列番号です。
索引番号は、連続した順序になっている必要はありません。拡張マッピング
文書内の列に対応する列が Metadata Workbench にない場合は、索引番号を
スキップすることができます。
重要:
v 列番号は、0 ではなく、1 から始まらなければなりません。列番号が 0
であるとインポートが失敗します。
v 重複した列番号があると、その列番号の最後の出現が使用されます。
カスタム属性の列
カスタム属性の名前が列見出しです。カスタム属性は、メタデータ・リポジ
トリーに存在している必要があります。
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カスタム属性がメタデータ・リポジトリーに存在しない場合、行はインポー
トされますが、列は無視されます。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 引用符 (") の使用および処理は、列によって異なります。
表 6. 列に応じた引用符の使用または処理
列

引用符の使用または処理
ソース列

引用符は、インポート時に削除されます。

ターゲット列
ルール
関数
仕様説明

テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む
必要があります (" " ")。
テキストに、数学/三角記号やコンマなどの英数字以外
の文字が含まれている場合は、テキスト・フィールド
全体を引用符で囲む必要があります。

言語サポート
インポート・ファイルは、すべての言語との互換性を得るために
UTF-8 または ANSI エンコードでなければなりません。
値はどの言語でも入力できますが、列見出しの名前は変更しないで
ください。
例
この例では、構成ファイルにより、拡張マッピング文書の列見出しが、Metadata
Workbench の見出しと同一になるように変更されます。
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Source Columns</column>
<column index="3">Target Columns</column>
<column index="4">Rule</column>
<column index="8">Specification Description</column>
<column index="5">Function</column>
<column index="9">Credit Rating</column>
</columns>
</config>

拡張マッピング文書の先頭列は、Metadata Workbench の拡張マッピング文書の列
Source Columns に対応します。拡張マッピング文書の 2 番目の列は、Metadata
Workbench の拡張マッピング文書に対応する列がありません。その結果、2 番目の
列は、メタデータ・リポジトリーにインポートされません。索引番号は順番になっ
ていません。列 9 の Credit Rating は、メタデータ・リポジトリーに存在するカス
タム属性の名前です。

拡張マッピング文書のエクスポートまたは削除
拡張マッピング文書をエクスポートまたは削除、および編集する拡張マッピング文
書を開くことができます。
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始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
拡張マッピング文書をエクスポートする場合、そのマッピングに定義されたすべて
のカスタム属性がエクスポート・ファイルに組み込まれます。NULL 値を持つカス
タム属性もエクスポートされます。
拡張マッピング文書を削除する場合、そのソース資産、ターゲット資産、およびカ
スタム属性は、メタデータ・リポジトリーから削除されません。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックし、「拡張マッピングの管理」をクリック
します。
2. 1 つ以上の拡張マッピング文書を選択し、行うアクションを指定します。
オプション

説明

拡張マッピング文書をエクスポートするに
は、次のようにします。

1 つ以上の文書を選択し、「エクスポート」
をクリックします。
単一文書がコンマ区切り値 (CSV) ファイル
にエクスポートされます。複数の文書は、単
一の圧縮ファイルに CSV フォーマットでエ
クスポートされます。
選択したファイルに「名前」列が存在しない
場合は、その列がエクスポート・ファイルに
追加されます。

拡張マッピング文書を削除するには、次のよ
うにします。

1 つ以上の文書を選択し、「削除」をクリッ
クします。

編集する拡張マッピング文書を開くには、次
のようにします。

文書を選択して「編集」をクリックします。
マッピングは、その ID でソートされます。

次のタスク
エクスポートまたは削除がエラーを示して終了した場合には、問題を判別して修正
するために、ログ・ビューを確認してください。
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関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
関連資料
107 ページの『拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文』
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。

カスタム属性の作成および管理
特定の資産に割り当てられるカスタム属性を作成、編集、割り当て、削除、インポ
ート、およびエクスポートできます。

カスタム属性
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
概要
カスタム属性定義は、IBM InfoSphere Metadata Workbench の「拡張」タブから作
成、編集、削除、インポート、およびエクスポートできます。カスタム属性にはそ
れぞれ、名前、説明、タイプ、および値があります。タイプは、「ストリング」、
「日付」、「テキスト」、または「数値」です。カスタム属性には、単一値または
複数の値を指定できます。値は、事前定義してユーザーに選択させるようにするこ
とができます。また、テキスト入力にすることもできます。
Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義しか、InfoSphere Metadata
Workbench 内の資産に適用できません。他のスイート製品のカスタム属性は、
Metadata Workbench 内では表示のみが可能です。Metadata Workbench 内で、他のス
イート製品のカスタム属性を編集したり削除したりすることはできません。
カスタム属性値は、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを使用してイン
ポートできます。あるいは、資産の編集時に資産のカスタム属性値を編集できま
す。カスタム属性値を CSV ファイルにエクスポートすることもできます。
カスタム属性定義の作成
Metadata Workbench でカスタム属性を作成すると、メタデータ・リポジトリーに保
管されます。同じ名前のカスタム属性を 2 つ作成することはできません。
カスタム属性を作成するときに、ユーザーに単一値の入力を許可するか、複数の値
の入力を許可するかを選択できます。代わりに、ユーザーが値を選択できるよう
に、値のリストを定義することも可能です。
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選択用の値がまったく定義されていない場合、ユーザーはカスタム属性のタイプに
適した任意の値を割り当てることができます。例えば、「クレジット・リスクのレ
ーティング」という「数値」タイプのカスタム属性があり、有効な値として、1、
2、3、および 4 が定義されているとします。この場合、ユーザーは、それらの値の
いずれかを選択しなければなりません。しかし、値が定義されていない場合は、ユ
ーザーがカスタム属性値として任意の数値を割り当てることができます。
Metadata Workbench で作成されたカスタム属性がメタデータ・リポジトリーから削
除されても、そのカスタム属性が適用された資産は削除されません。削除されたカ
スタム属性の値は、資産から削除されます。
カスタム属性の編集
いつでも、カスタム属性を編集して、その説明または値を変更できます。
各カスタム属性の初期の有効な値は NULL です。有効な値を編集すると、元の値は
カスタム属性から削除されます。例えば、有効な値「HR」を「Human Resources」
で置換すると、有効な値「HR」はすべてのカスタム属性から削除され、「Human
Resources」に置き換えられます。
カスタム属性のタイプは変更できません。
子資産のカスタム属性値
一部の資産は、子資産を持つ場合があります。そのような資産にカスタム属性を割
り当てると、そのカスタム属性がすべての子資産に適用されます。
例えば、ホストの子資産が、データベース、スキーマ、データベース表、列という
順序 (階層) で存在するとします。カスタム属性をデータベース表に割り当てた場
合、そのカスタム属性は、そのデータベース表のすべての列にも適用されます。デ
ータベース表の情報ページには、カスタム属性が 2 回 (データベース表のものと列
のもの) 表示されます。
照会
特定の値を持つカスタム属性や値が NULL のカスタム属性を照会できます。カスタ
ム属性が定義されている資産タイプを照会すると、「照会結果」ページにカスタム
属性が表示されます。
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関連タスク
『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
84 ページの『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。
80 ページの『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
関連資料
82 ページの『カスタム属性の有効な値および説明の CSV ファイル・フォーマッ
ト』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値とその説明のリストを定義できます。「ストリング」タイプの
カスタム属性のみが、CSV ファイルを使用して値と説明のペアをインポートできま
す。

カスタム属性の作成
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
Metadata Workbench で作成されたカスタム属性は、IBM InfoSphere Information
Server の他の製品からアクセスできません。

手順
1. 「拡張」タブで、「管理」 > 「カスタム属性の作成」をクリックします。
2. 名前を入力し、必要であれば、カスタム属性の説明を入力します。 名前は、長
さが少なくとも英数字 1 文字なければなりません。また、異なる資産タイプに
割り当てる場合でも、名前は固有でなければなりません。名前には、二重引用符
(") や単一引用符 (') を使用してはいけません。
3. 「適用対象」リストで、カスタム属性を適用する資産タイプを選択します。
4. 「タイプ」リストから、カスタム属性のタイプを選択します。
5. デフォルトでは、ユーザーがカスタム属性に適用できるのは単一値のみです。カ
スタム属性にユーザーが複数の値を適用できるようにするには、「複数値を入力
できる」を選択します。
カスタム属性のタイプが「日付」の場合は、ステップ 8 (79 ページ) に進みま
す。
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6. デフォルトでは、ユーザーは、カスタム属性を資産に適用するとき、値を入力す
ることによって、「ストリング」、「テキスト」、「数値」、または「日付」タ
イプのカスタム属性に値を適用します。ユーザーに有効な値のリストから選択さ
せるには、次のアクションを行います。
a. 「有効な値のリストの定義」を選択します。
b. 「追加」をクリックします。「値と説明」表のブランク行は有効です。
「値」列にストリングの値を入力します。説明はオプションです。
c. オプション: コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値とその説
明をインポートするには、「インポート」をクリックします。
d. オプション: リストに表示される行の順序を変更するには、「上に移動」また
は「下に移動」をクリックします。最も頻繁に使用される値をリストの先頭
に移動できます。
7. 「適用対象」フィールドで選択した資産のすべての子資産のカスタム属性を表示
するには、「含まれている資産内の値を表示」を選択します。
8. カスタム属性ウィンドウ内のすべてのフィールドをクリアするには、「クリア」
をクリックします。あるいは、変更したが保存しない場合には、そのページから
他にナビゲートすると最後に保存したフィールド値に復元されます。
9. 「保存」をクリックします。 カスタム属性の名前が無効かまたはユニークでな
い場合は、メッセージが表示されて、カスタム属性は保存されません。

次のタスク
以下のアクションを実行できます。
v 「説明」フィールドと「値と説明」表を編集する。
v 「有効な値のリストの定義」を選択またはクリアする。
v Metadata Workbench でカスタム属性を特定のタイプの資産に割り当てる。
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関連概念
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
85 ページの『カスタム属性定義の削除とエクスポート』
資産に適用されるカスタム属性定義を削除したり、エクスポートしたりできます。
関連資料
82 ページの『カスタム属性の有効な値および説明の CSV ファイル・フォーマッ
ト』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値とその説明のリストを定義できます。「ストリング」タイプの
カスタム属性のみが、CSV ファイルを使用して値と説明のペアをインポートできま
す。

カスタム属性値と定義のインポート
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。

始める前に
次の要件を満たしている必要があります。
v Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
v カスタム属性は、メタデータ・リポジトリーに存在している必要があります。
v カスタム属性を定義する資産の名前とタイプが、メタデータ・リポジトリーに存
在している必要があります。
v インポート・ファイル内の有効な値のタイプが、カスタム属性に指定できる有効
な値のタイプと一致しなければなりません。
v インポート・ファイルは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズがこの
制限を超えると、インポートは失敗します。インポート・ファイルをいくつかの
小さなファイルに分割してからインポートしてください。

このタスクについて
カスタム属性値は、CSV フォーマットのファイルを使用してインポートできます。
このインポートでは、カスタム属性値は作成されません。
また、「カスタム属性の管理」で作成したエクスポート・ファイルを編集して、カ
スタム属性値をインポートすることもできます。
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手順
「高度」タブで、「管理」をクリックします。カスタム属性が存在するかどうかに
基づいてアクションを選択します。
オプション

操作

カスタム属性定義をインポートする

1. 「カスタム属性の管理」をクリックしま
す。
2. 「カスタム属性の管理」ウィンドウで、
をクリックします。

カスタム属性値と説明をインポートする

1. 「カスタム属性値のインポート」をクリ
ックします。
2. 「カスタム属性値のインポート」ウィン
ドウで、「追加」をクリックし、カスタ
ム属性値が入った CSV ファイルを 1 つ
以上選択します。選択したファイルのい
ずれかをインポートしないことに決定し
た場合は、そのファイルをクリックして
選択し、「削除」をクリックします。
3. CSV ファイル内のカスタム属性値とメタ
データ・リポジトリー内の既存の値との
間の競合を解決するための方式を選択し
ます。
v 既存の値を保持するよう選択すると、
メタデータ・リポジトリーは変更され
ません。
v 既存の値を置換するよう選択すると、
既存のカスタム属性は削除され、イン
ポートされた値で置換されます。
注: インポート・ファイル内のカスタム属
性の値がリポジトリー内の値と等しい場
合に、既存の値を置換するよう選択する
と、既存のカスタム属性の説明が更新さ
れます。
4. 「OK」をクリックしてカスタム属性をイ
ンポートします。
インポート CSV ファイルに正しいタイプで
ない値が含まれている場合、またはカスタム
属性がメタデータ・リポジトリーに存在しな
い場合、メッセージが表示されます。値も定
義もインポートされません。

タスクの結果
v インポート CSV ファイルの最初の 2 列がインポートされます。インポートされ
た行数を示すメッセージが表示されます。
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v メタデータ・リポジトリーに存在し、インポート CSV ファイルには存在しない
カスタム属性値は、メタデータ・リポジトリーから削除されません。
v 値が同じでも、説明が異なる場合、カスタム属性値と説明はインポートされませ
ん。
v 大/小文字のみが異なる同じ値は、同一の値であるとみなされます。例えば、メタ
データ・リポジトリーに値 Blue があり、インポート・ファイルに値 blue がある
場合、値 blue はインポートされません。
v インポートされた値と説明は、メタデータ・リポジトリーにある既存の値と説明
に追加されます。
v 値とその説明の行は、行をリオーダーしない限り、入力またはインポートされた
順序で表示されます。

次のタスク
インポートがエラーを示して終了した場合には、エラーに関する詳細情報を入手す
るために、ログ・ビューを確認してください。エラーを訂正して、再インポートし
てください。
照会を作成し、特定の資産タイプに定義されているすべてのカスタム属性を検索で
きます。
関連概念
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
78 ページの『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
84 ページの『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。
関連資料
『カスタム属性の有効な値および説明の CSV ファイル・フォーマット』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値とその説明のリストを定義できます。「ストリング」タイプの
カスタム属性のみが、CSV ファイルを使用して値と説明のペアをインポートできま
す。
カスタム属性の有効な値および説明の CSV ファイル・フォーマット:
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値とその説明のリストを定義できます。「ストリング」タイプの
カスタム属性のみが、CSV ファイルを使用して値と説明のペアをインポートできま
す。
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構文
以下の構文ルールで、値とその説明を正しく定義する方法が規制されます。
列および列見出し
列見出しは使用しないでください。
2 つの列のみを使用します。
v 1 番目の列は、カスタム属性値用です。このフィールドは必須です。
v 2 番目の列は、カスタム属性値の説明用です。このフィールドはオプショ
ンです。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 テキストに、数学記号やコンマなどの英数字以外の文字が含まれて
いる場合は、テキスト・フィールド全体を引用符で囲む必要があり
ます。
テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む必要がありま
す (" " ")。
引用符 (') は無効であり、その行はインポート時に無視されます。
言語サポート
インポート・ファイルは、すべての言語との互換性を得るために
UTF-8 または ANSI エンコードでなければなりません。
値とその説明はどの言語でも入力できます。
複数値のカスタム属性
値の間にセミコロン (;) を使用します。最初の値の前と最後の値の後に大括
弧 ([]) を入れます。
次の例は、複数値のカスタム属性に正しい構文を使用しています。
v ["red, white, blue"; "red, white"; "red, blue"; "white, blue"]
v [yes; no; "n/a"]
v [Day count basis; Deferred fees; Final maturity date]
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関連概念
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
80 ページの『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
78 ページの『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。

カスタム属性定義の編集
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server の他の製品で作成されたカスタム属性は編集でき
ません。
カスタム属性を割り当てる資産のタイプは変更できません。

手順
1. 「拡張」タブで、「管理」 > 「カスタム属性の管理」をクリックします。 IBM
InfoSphere Metadata Workbench で作成されたすべてのカスタム属性のリストが
表示されます。
2. 編集するカスタム属性を右クリックして、「編集」を選択します。
3.

「カスタム属性」ウィンドウで、カスタム属性値のタイプに応じて、以下のア
クションを実行できます。
v カスタム属性の説明を変更する。
v 「有効な値のリストの定義」を選択またはクリアする。これにより、ユーザー
が独自の値を定義できるようにするか、あるいは事前定義された有効な値のリ
ストから選択できるようにするかを指定します。
v 「含まれている資産内の値を表示」を選択またはクリアする。これにより、カ
スタム属性を「適用対象」フィールドの資産のすべての子資産に適用するかど
うかを指定します。
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v 値のリストの定義を選択する場合は、「追加」または「インポート」をクリッ
クして、値と説明のペアを値と説明の表に追加します。値と説明のペアの説明
は変更できますが、値は変更できません。
4. オプション: カスタム属性ウィンドウ内のすべての編集可能フィールドをクリア
するには、「クリア」をクリックします。あるいは、変更を保存せずに終了する
には、そのページから他にナビゲートしてください。そうすると最後に保存した
フィールド値に復元されます。
5. 「保存」をクリックします。

タスクの結果
カスタム属性値を変更した場合は、カスタム属性が割り当てられているすべての資
産のカスタム属性に変更が適用されます。

次のタスク
照会を作成し、特定の資産タイプに定義されているすべてのカスタム属性を検索で
きます。
関連概念
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
80 ページの『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
『カスタム属性定義の削除とエクスポート』
資産に適用されるカスタム属性定義を削除したり、エクスポートしたりできます。
関連資料
82 ページの『カスタム属性の有効な値および説明の CSV ファイル・フォーマッ
ト』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値とその説明のリストを定義できます。「ストリング」タイプの
カスタム属性のみが、CSV ファイルを使用して値と説明のペアをインポートできま
す。

カスタム属性定義の削除とエクスポート
資産に適用されるカスタム属性定義を削除したり、エクスポートしたりできます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
v 削除およびエクスポートができるのは、IBM InfoSphere Metadata Workbench で作
成されたカスタム属性のみです。
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v カスタム属性を削除する場合は、メタデータ・リポジトリーから削除されます。
v 資産に割り当てたカスタム属性を削除した場合、資産は有効なままですが、その
カスタム属性は適用されなくなります。
注: 以下の手順で、カスタム属性定義をエクスポートできます。特定の資産タイプ
のカスタム属性値のみをエクスポートするには、「検出」タブに移動し、特定タイ
プの資産を検索します。「検索結果」ウィンドウで、「エクスポート」アイコン
をクリックします。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックし、「カスタム属性の管理」をクリックし
ます。
2. 実行する操作を指定します。
オプション

操作

カスタム属性をメタデータ・リポジトリーか
ら削除する

1 つ以上のカスタム属性を選択し、「削除」
アイコン

をクリックします。

1 つ以上のカスタム属性を選択し、「エクス
カスタム属性定義を Extensible Markup
Language (XML) フォーマットのファイルに
エクスポートする
ポート」アイコン
をクリックしま
す。

次のタスク
操作がエラーで終了した場合は、ログ・ビューを確認して、エラーの詳細を入手し
てください。
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関連概念
76 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、実装されるデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張デー
タ・リソース、およびマッピングに使用するために作成するプロパティーです。名
前や説明などの標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーがユー
ザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク
78 ページの『カスタム属性の作成』
特定のタイプの資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Metadata Workbench
で作成できます。
80 ページの『カスタム属性値と定義のインポート』
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルから値と定義をインポートできま
す。
84 ページの『カスタム属性定義の編集』
IBM InfoSphere Metadata Workbench で作成されたカスタム属性定義の特定のフィー
ルドを編集できます。

拡張データ・ソースのインポートと管理
IBM InfoSphere Information Server にインポートできないデータ構造を表す拡張デー
タ・ソースを作成、インポート、および管理できます。

拡張データ・ソース
他の構造では IBM InfoSphere Information Server にインポートすることができない
データ構造を表現し、レポートできます。
拡張データ・ソースを作成およびインポートすると、ディスクに書き込まれないメ
タデータ、または他の何らかの理由でメタデータ・リポジトリーにインポートでき
ないメタデータを取り込むことができます。その後、拡張マッピング文書内の拡張
データ・ソースを使用して、拡張データ・ソースおよび他の資産から、またこれら
への情報のフローを追跡し、レポートできます。
拡張データ・ソースを CSV ファイルに作成し、「高度」タブから Metadata
Workbench にインポートします。拡張データ・ソースの CSV ファイルは、拡張マ
ッピング文書とは異なり、メタデータ・リポジトリーに保管されません。

拡張データ・ソースのタイプ
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
アプリケーションおよびストアード・プロシージャー定義には子タイプがあり、そ
のインスタンスもリポジトリー内の資産になります。すべての拡張データ・ソース
の資産タイプと子タイプの情報資産ページを表示できます。用語の割り当て、スチ
ュワードの割り当て、および注釈の追加などの資産アクションは、そのページの右
ペインにリストされます。追加のアクションをリストするには、情報資産ページに
あるリンクを右クリックします。
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各タイプの拡張データ・ソースを柔軟に使用して、エンタープライズ内のさまざま
なタイプのメタデータを表すことができます。以下の定義には、推奨の使用法が含
まれています。
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。
アプリケーションは、1 つ以上のオブジェクト・タイプを持つことができま
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。
オブジェクト・タイプは、単一アプリケーションに属します。オブ
ジェクト・タイプは、複数の方式を持つことができます。オブジェ
クト・タイプの ID は application.objectType です。
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
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。また、方式を使用してデータベース
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。
方式は、単一オブジェクト・タイプに属します。方式は、複数の入
力パラメーターと出力値を持つことができます。方式の ID は
application.objectType.method です。
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。
入力パラメーターは、単一方式に属します。入力パラメーターの ID
は application.objectType.method.inputParameter です。
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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。
出力値は、単一方式に属します。出力値の ID は
application.objectType.method.outputValue です。
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、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 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。
ストアード・プロシージャー定義では、複数の入力パラメーター、出力パラ
メーター、入出力パラメーター、および結果列を持つことができます。
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。
入力パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属し
ます。入力パラメーターの ID は
storedProcedureDefinition.inParameter です。
出力パラメーター
出力パラメーターは、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。
出力パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属し
ます。出力パラメーターの ID は
storedProcedureDefinition.outParameter です。
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の情報を必要とし、その後
同じ情報を処理して戻す場合に使用します。例えば、入出力パラメ
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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。
入出力パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属
します。入出力パラメーターの ID は
storedProcedureDefinition.inOutParameter です。
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。
結果列は、単一ストアード・プロシージャー定義に属します。結果
列の ID は storedProcedureDefinition.resultColumn です。
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 トランザクションのソースで
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。
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関連概念
56 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や、メタデータを IBM InfoSphere Information
Server メタデータ・リポジトリーに保存しない ETL ツール、スクリプト、または
他のプログラムを使用している場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを
トラッキングできます。
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
関連タスク
98 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含む CSV ファイルをインポートできます。インポートし
たソースを、リポジトリーに存在している場合がある同一ソースと調整できます。
99 ページの『拡張データ・ソースのエクスポート、編集、または削除』
拡張データ・ソースは編集、エクスポート、および削除できます。
関連資料
『拡張データ・ソース用の CSV ファイル・フォーマット』
ユーザーのメタデータ・リポジトリーへのインポート用の拡張データ・ソースを定
義するには、Comma-Separated Value (CSV) ファイルを使用します。
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。
関連情報
128 ページの『情報資産に対するアクション』
資産情報ページから、および資産を右クリックして表示される資産用のメニューか
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他のアクショ
ンの実行を行うことができます。

拡張データ・ソース用の CSV ファイル・フォーマット
ユーザーのメタデータ・リポジトリーへのインポート用の拡張データ・ソースを定
義するには、Comma-Separated Value (CSV) ファイルを使用します。

目的
CSV ファイルは、メイン・タイプの拡張データ・ソース (アプリケーション、スト
アード・プロシージャー定義、およびファイル) をメタデータ・リポジトリーにイ
ンポートする場合に使用します。インポート・ファイルでは、この各資産に固有の
構文を使用して、その資産をメタデータ・リポジトリーに作成します。

テンプレートとサンプル
「拡張データ・ソースのインポート」ペイン (「詳細」 > 「拡張データ・ソースの
インポート」) から、アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およ
びファイルの拡張データ・ソースの CSV テンプレートとサンプルを含む圧縮ファ
イルをダウンロードします。このテンプレートには、各資産のすべてのセクション
および列が、正しい構文で含まれています。ユーザーのニーズに適合するようにこ
のテンプレートを変更します。
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構文
アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およびファイルには、CSV
ファイル内の固有のセクションが含まれています。したがって、インポートする全
般のタイプに別個の CSV ファイルを作成します。アプリケーション、ストアー
ド・プロシージャー定義、およびファイルをインポート・ファイルに定義するに
は、次の構文ルールに従います。
セクション
v アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およびファイルの
セクションで、メタデータ・リポジトリーにインポートする各資産のコン
テキストを定義します。
v トップレベルから開始して、拡張データ・ソースの指定されたシーケンス
で、インポート・ファイル内のセクションをリストする必要があります。
セクションのシーケンスを、次の表にリストします。
例えば、アプリケーションのインポート・ファイルには、アプリケーショ
ン資産のセクションと、それに続いてオブジェクト・タイプ資産、方式資
産、入力パラメーター資産、および出力値資産のセクションがあります。
このシーケンスに代わり、オブジェクト・タイプ・セクションをアプリケ
ーション・セクションの前に入れると、オブジェクト・タイプ資産のコン
テキストは、メタデータ・リポジトリーにまだ作成されていないアプリケ
ーション資産を指します。この結果として、オブジェクト・タイプ・セク
ション内の行はインポートされません。
v 各行について、セクション名を次のフォーマットで入力します。
+++ section_name - Begin +++
+++ section_name - End +++

ここで、section_name は、インポートする拡張データ・ソースに対応しま
す。
次の表に、インポート・ファイル内のセクション名とそのシーケンスをリ
ストします。
表 7. インポート・ファイル内のセクション名とそのシーケンス
インポートする拡張データ・
ソースのメイン・タイプ

インポート・ファイル内の section_name の値とセクション
のシーケンス

アプリケーション

1. アプリケーション
2. オブジェクト・タイプ
3. 方式
4. 次のセクションは、どのシーケンスでもかまいません。
v 入力パラメーター
v 出力値
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表 7. インポート・ファイル内のセクション名とそのシーケンス (続き)
インポートする拡張データ・
ソースのメイン・タイプ

インポート・ファイル内の section_name の値とセクション
のシーケンス

ストアード・プロシージャー
定義

1. ストアード・プロシージャー定義
2. 次のセクションは、どのシーケンスでもかまいません。
v 入力パラメーター
v 出力パラメーター
v 入出力パラメーター
v 結果列

ファイル

ファイル

v 負符号 (-) の前後、正符号 (+++) と section_name の間、および Begin
と正符号の間には、必ずスペースを入れてください。
v セクション内に空の行を入れないでください。
v 各セクションの行数には制限はありません。
v 拡張データ・ソースの名前は大/小文字を区別しません。例えば、名前
myApp1 と MYAPP1 は同一資産を指します。
列および列見出し
v すべてのセクションの列は、次のシーケンスでなければなりません。
1. 拡張データ・ソースの名前
このフィールドには値が必要です。名前がリストされていない場合、
その行は無視されます。
名前には特殊文字 (, " [ ] ') を使用しないでください。
2. 拡張データ・ソースの親 (存在する場合)。
アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およびファイ
ルの各セクションには、この列はありません。
他のすべてのセクションには、そのコンテキストに応じて、その親セ
クションそれぞれの列が含まれています。例えば、入力パラメーター
資産のセクションには、親に関するアプリケーション、オブジェク
ト・タイプ、および方式の 3 つの列があります。入力パラメーター資
産のセクションには、その親、ストアード・プロシージャー定義につ
いて 1 つの列があります。
親の列に値がリストされていないか、値が拡張データ・ソース・タイ
プと一致しない場合、その行は無視されます。例えば、方式のセクシ
ョンが、「名前」列は MyApp1 で、「オブジェクト・タイプ」列は空
であり、「方式」列は NewMethodTest となっているとします。この
行は、方式にはオブジェクト・タイプの親が必要なため、インポート
時に無視されます。
3. 説明
このフィールドは、値はオプションです。各セクションの最後の列で
す。
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v 列見出しは必須で、セクションの 「Begin」 行の直後の行でなければな
りません。
v 列見出しの名前は変更せず、また列は削除しないでください。
コメント
v 行にコメントを含めるには、アスタリスク (*) を挿入します。インポー
ト時に、行全体が無視されます。
v アスタリスクは、行の先頭にのみ入れてください。行内にコメントを入れ
ないでください。
v セクション間に空の行を含めて、インポート・ファイルを読み取りやすく
することができます。行全体が空の場合、アスタリスクは不要です。
特殊文字および言語のサポート
コンマ テンプレートを変更する代わりに CSV インポート・ファイルを作
成する場合、使用できる区切り文字はコンマ (,) のみです。
引用符 フィールド内の値に、数学/三角記号またはコンマなどの英数字以外
の文字が含まれている場合は、引用符 (") が必要です。例えば、
「説明」フィールド内の値、: “This is the first, middle, and
last description of the application.” は、コンマが含まれてい
るため引用符で囲む必要があります。
テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む必要がありま
す (" " ")。
フィールド内の値に英数字以外の文字が含まれていない場合、引用
符はインポート時に削除されます。
引用符 (') は無効であり、その行はインポート時に無視されます。
言語サポート
インポート・ファイルは、すべての言語との互換性を得るために
UTF-8 または ANSI エンコードでなければなりません。
値はどの言語でもフィールドに入力できますが、列見出しとセクシ
ョン見出しは変更しないでください。見出しは、英語のままにして
おく必要があります。

例
次の図に、アプリケーション拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにイ
ンポートする CSV ファイルを示します。
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図 19. アプリケーション拡張データ・ソースをインポートする CSV ファイルの例

インポートされた拡張データ・ソースの資産タイプ、名前、およびコンテキストを
次の表にリストします。拡張データ・ソースは、表にリストされたシーケンスでメ
タデータ・リポジトリーにインポートされます。
表 8. インポートされた拡張データ・ソースの資産タイプ、名前、およびコンテキスト
拡張データ・ソース
資産のタイプ

インポートする拡張データ・ソースの名前

アプリケーション

CRM

オブジェクト・タイ
プ

CustomerRecord

CRM

方式

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

CRM.CustomerRecord

入力パラメーター

CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

出力値

FullName

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

インポートする拡張データ・ソースのコンテキスト
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関連タスク
98 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含む CSV ファイルをインポートできます。インポートし
たソースを、リポジトリーに存在している場合がある同一ソースと調整できます。
99 ページの『拡張データ・ソースのエクスポート、編集、または削除』
拡張データ・ソースは編集、エクスポート、および削除できます。
関連資料
『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。
107 ページの『拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文』
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

拡張データ・ソースの ID 要件
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。

資産のコンテキストと ID ストリング
資産のコンテキストとは、コンテキストを含む資産のリストであり、これがない
と、資産には ID がありません。
ID ストリングには、資産のコンテキストと名前が連結されています。ID ストリン
グで、メタデータ・リポジトリー内の資産を完全に識別します。
例えば、column5 と呼ばれる資産のコンテキストが host1.database2.schema3.table4
である場合、この資産の ID ストリングは host1.database2.schema3.table4.column5 で
す。この ID ストリングによって、table4 に存在する資産、schema3 に存在する資
産、database2 内の資産、host1 上の資産を固有に識別します。

拡張データ・ソース・タイプそれぞれについてのコンテキストと ID ストリ
ング
拡張データ・ソース資産には、メタデータ・リポジトリー内でそれ自体を識別する
ID ストリングとコンテキストもあります。
表 9. 拡張データ・ソース資産のコンテキストと ID ストリング
資産タイプ

コンテキスト

アプリケーション

なし

application

オブジェクト・タイプ

application

application.objectType

方式

application.objectType

application.objectType.method

出力値

application.objectType.method

application.objectType.method.OutputValue

ストアード・プロシージャー
定義

なし

StoredProcedureDefinition

入力パラメーター

StoredProcedureDefinition

StoredProcedureDefinition.InParameter

出力パラメーター

StoredProcedureDefinition.InParameter

StoredProcedureDefinition.OutParameter

入出力パラメーター

StoredProcedureDefinition.OutParameter

StoredProcedureDefinition.InOutParameter
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ID ストリング

表 9. 拡張データ・ソース資産のコンテキストと ID ストリング (続き)
資産タイプ

コンテキスト

ID ストリング

ファイル

なし

file

構文の全般ルール
以下の構文ルールは、すべてのタイプの拡張データ・ソースに適用されます。
v 識別する資産タイプより上位の資産タイプがすべて含まれている必要がありま
す。
v 拡張データ・ソース・コンテキスト内の資産は、ピリオド (.) で分離されます。
v 識別する資産タイプより上位の資産タイプはすべて、NULL であってはなりませ
ん。
v コンテキスト内の資産名は大/小文字を区別しません。資産名は英数字のみで、ス
ペースがあってはなりません。

例
方式資産のコンテキストと ID ストリング
各エージェントの売上を月ごとに計算する必要があります。この計算を行う資産
は、sum_sales_by_agent_by_month です。この資産は、方式タイプです。
方式のコンテキストは Application.ObjectType です。ここで、
v Application は monthly_sales
v

ObjectType は sum_sales_by_agent

sum_sales_by_agent_by_month のコンテキストは monthly_sales.sum_sales_by_agent で
す。 はコンテキストの一部でありません。
sum_sales_by_agent_by_month の ID ストリングは
monthly_sales.sum_sales_by_agent.sum_sales_by_agent_by_month です。
結果列資産のコンテキストと ID ストリング
各販売地域からの送り状情報を含む順次ファイルを使用して、本社の四半期売上収
益を更新する必要があります。SQL 変換処理の結果は、seql_total_qrt_invoice に格
納されます。
結果列のコンテキストは、そのストアード・プロシージャー定義を含むストアー
ド・プロシージャー定義の名前です。例えば、ストアード・プロシージャー定義が
trns_fields の場合、seql_total_qrt_invoice のコンテキストは trns_fields です。 はコ
ンテキストの一部でありません。
seql_total_qrt_invoice の ID ストリングは trns_fields.seql_total_qrt_invoice です。
ファイル資産のコンテキストと ID ストリング
顧客連絡先情報を持つ SQL ファイル seql_customer_info を使用する必要がありま
す。このファイルは、独立系ソフトウェア・ベンダーからの ETL ツールによって
生成されます。
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seql_customer_info のコンテキストと ID ストリングは NULL です。

拡張データ・ソースのインポート
複数のデータ・ソースを含む CSV ファイルをインポートできます。インポートし
たソースを、リポジトリーに存在している場合がある同一ソースと調整できます。

始める前に
次の要件を満たしている必要があります。
v Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
v 拡張データ・ソースを必要な CSV フォーマットで作成する必要があります。同
一ファイル内の複数の拡張データ・ソースをインポートできます。
v インポート・ファイルは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズがこの
制限を超えると、インポートは失敗します。インポート・ファイルをいくつかの
小さなファイルに分割してからインポートしてください。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックし、「拡張データ・ソースのインポート」
をクリックします。
2. 「拡張データ・ソースのインポート」ウィンドウで、「追加」をクリックし、拡
張データ・ソースを含む 1 つ以上の CSV ファイルを選択します。 選択したフ
ァイルのいずれかをインポートしないことに決定した場合は、そのファイルをク
リックして選択し、「削除」をクリックします。
3. インポート・ファイル内の資産がリポジトリーに既に存在する資産と同一である
場合の処理を指定します。
v 既存の資産を保持することを選択すると、既存の資産の説明がインポート・フ
ァイル内の資産の説明で更新されます。
v 既存の資産を置換することを選択すると、既存の資産が削除され、インポート
された資産で置換されます。既存の資産の子は、インポート・ファイルに含ま
れていない場合は、削除されます。
用語およびスチュワードに対する拡張データ・ソースの関係は影響されません。
既存の資産の子が削除されて、その子がマッピングで使用されている場合、その
マッピングは無効になります。文書を保存するには、事前に拡張マッピング文書
を開いて、マッピングを修復または削除しておく必要があります。

次のタスク
インポートがエラーを示して終了した場合には、エラーに関する詳細情報を入手す
るために、ログ・ビューを確認してください。エラーを訂正して、再インポートし
てください。
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関連タスク
『拡張データ・ソースのエクスポート、編集、または削除』
拡張データ・ソースは編集、エクスポート、および削除できます。
関連資料
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。
107 ページの『拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文』
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

拡張データ・ソースのエクスポート、編集、または削除
拡張データ・ソースは編集、エクスポート、および削除できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」をクリックし、「拡張データ・ソースの管理」をクリ
ックします。
2. 1 つ以上の拡張データ・ソースを選択し、行うアクションを指定します。
オプション

説明

拡張データ・ソースをエクスポートするに
は、次のようにします。

1 つ以上の拡張データ・ソースを選択し、
「エクスポート」をクリックします。
単一文書が CSV ファイルにエクスポートさ
れます。複数の文書は、単一の圧縮ファイル
に CSV フォーマットでエクスポートされま
す。

拡張データ・ソースを削除するには、次のよ
うにします。

1 つ以上の拡張データ・ソースを選択し、
「削除」をクリックします。
確認メッセージに、拡張データ・ソースを含
む拡張マッピング文書がすべてリストされま
す。メッセージ内のテキストを選択およびコ
ピーして、拡張マッピング文書を更新するガ
イドとして使用することができます。

拡張データ・ソースを編集するには、次のよ
うにします。

1 つの拡張データ・ソースを選択し、「編
集」をクリックします。
説明を変更し、イメージを拡張データ・ソー
スと関連付けできます。イメージが資産の詳
細ページに表示されます。
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次のタスク
エクスポートまたは削除がエラーを示して終了した場合には、エラーに関する詳細
情報を入手するために、ログ・ビューを確認してください。エラーを訂正して、再
インポートしてください。
関連資料
96 ページの『拡張データ・ソースの ID 要件』
拡張データ・ソースの各タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシージャー
定義、およびファイル) には、メタデータ・リポジトリー内のデータ・ソースの識
別に必要な資産を含んだ独自の ID ストリングがあります。
107 ページの『拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文』
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

コマンド・ラインからの拡張データ・リネージュの管理
拡張マッピング文書と拡張データ・ソース資産をメタデータ・リポジトリーにイン
ポートできます。また、リポジトリーからこれらを削除することもできます。パブ
リッシュ済み照会およびユーザー照会を実行できます。

拡張マッピング文書の削除コマンド構文
メタデータ・リポジトリーから拡張マッピング文書を削除できます。

目的
このコマンドは、拡張マッピング文書を削除する場合、または削除をスケジュール
するときに使用します。メタデータ・リポジトリーから拡張マッピング文書を削除
する場合、文書内のソースおよびターゲット・マッピングは削除されません。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench extension mapping delete
-pattern matching_text_pattern
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-output log_file_name
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-pattern | -pt matching_text_pattern
拡張マッピング文書内の名前とマッチングするテキスト・パターンを指定しま
す。
テキスト・パターンにファイル拡張子を含めます。ワイルドカード文字には、パ
ーセント記号 (%) を使用します。パターン・マッチングでは大/小文字を区別し
ません。拡張マッピング文書名に埋め込みスペースがある場合は、名前を引用符
("") で囲みます。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
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ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

例
複数の拡張マッピング文書を削除するには、ワイルドカード文字 (%) を使用しま
す。次の例では、拡張マッピング文書 Northwest_billing.csv および
Northeast_billing.csv をメタデータ・リポジトリーから削除して、ログ・ファイル
C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥Northwest_billing_delete_mappings.log を作成
します。
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istool workbench extension mapping delete
-pt North%_billing.csv
-o C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥Northwest_billing_delete_mappings.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

ログ・ファイルへの出力は、次のようになります。
Deleting mapping documents matching ’North%_billing.csv’
Found 2 matching mapping documents
Deleted Northwest_billing.csv
Deleted Northeast_billing.csv
Completed deletion of mapping documents

拡張マッピング文書のインポート・コマンド構文
拡張マッピング文書をメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

目的
このコマンドは、拡張マッピング文書をインポートする場合、またはインポートを
スケジュールするときに使用します。拡張マッピング文書をメタデータ・リポジト
リーにインポートする場合、マッピングに含まれているソースおよびターゲット資
産はインポートされません。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench extension mapping import
-filename import_file
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-output log_file_name
[-overwrite true_or_false]
[-srcprefix prefix_sources]
[-trgprefix prefix_targets]
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-filename | -f import_file
メタデータ・リポジトリーにインポートする拡張マッピング文書の名前を指定し
ます。
拡張マッピング文書名に埋め込みスペースがある場合は、名前を引用符 (") で
囲みます。
拡張マッピング文書は、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットで、有効な構文を
使用する必要があります。構文が正しくない場合、インポートは失敗します。
マッピング行で使用されるソース資産またはターゲット資産が無効な場合、拡張
マッピング文書はインポートされますが、メッセージは資産に関して表示されま
す。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
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ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-overwrite | -ov true_or_false
デフォルトでは、値は true であり、インポートによって、メタデータ・リポジ
トリー内の既存の拡張マッピング文書は上書きされます。値が false の場合、
メタデータ・リポジトリー内の既存の拡張マッピング文書はそのままです。
-srcprefix prefix_sources
-trgprefix prefix_targets
ソース資産またはターゲット資産のコンテキストが拡張マッピング文書に指定さ
れていない場合は、インポートするすべてのソース資産またはすべてのターゲッ
ト資産の単一コンテキストを指定します。
prefix_targets または prefix_sources にコンテキストを入力するのは、インポート
するすべての拡張マッピング文書内のすべてのターゲット資産またはソース資産
が同一コンテキストを共有し、ターゲット資産またはソース資産のいずれかに対
してこのコンテキストが指定されていない場合のみです。
-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
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ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

例
E:¥CLI¥import¥a 内のすべての拡張マッピング文書をメタデータ・リポジトリーに
インポートして、ログ・ファイル
C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥import_mappings.log を作成できます。マッピン
グ内のすべてのソース資産のコンテキストは完全修飾されています。どの拡張マッ
ピング文書内のターゲット資産にもコンテキストは含まれていません。接頭部
JWC.34C.Americas.Customer が、すべてのインポート・ファイルのすべてのターゲッ
ト資産に割り当てられます。
istool workbench extension mapping import
-filename E:¥CLI¥import¥a
-o C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥import_mappings.log
-tp JWC.34C.Americas.Customer
-dom mysys
-u myid -p mypassword

ログ・ファイルへの出力は、次のようになります。
Starting importing mappings matching ’E:¥CLI¥import¥a’
Error occurred while parsing extension mapping document Northwest_billing.csv
The heading for the Sources column is missing.
Successfully saved extension mapping document Northeast_billing.csv
Completed importing mappings from Northwest_billing.csv

関連概念
58 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
情報の外部フローを取り込むことができます。
関連タスク
68 ページの『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書をインポートし、メタデータ・リポジトリー内のソース資産と
ターゲット資産間のマッピングを作成できます。
関連資料
61 ページの『拡張マッピング文書内のマッピングの CSV ファイル・フォーマッ
ト』
メタデータ・リポジトリーへのインポート用のマッピングを定義するには、コンマ
区切り値 (CSV) ファイルを使用します。

拡張データ・ソースの削除コマンド構文
メタデータ・リポジトリーから拡張データ・ソースを削除できます。

目的
このコマンドは、拡張データ・ソースを削除する場合、または削除をスケジュール
するときに使用します。
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Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench extension source delete
-pattern matching_text_pattern
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-output log_file_name
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-pattern | -pt matching_text_pattern
拡張データ・ソース・オブジェクトの名前とマッチングするテキスト・パターン
を指定します。
テキスト・パターンにファイル拡張子を含めます。ワイルドカード文字には、パ
ーセント記号 (%) を使用します。パターン・マッチングでは大/小文字を区別し
ません。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。
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終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

例
「Amount due」および「Amount past due」と呼ばれるアプリケーション・タイプの
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーから削除して、ログ・ファイル
C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥amount_due_delete.log を作成できます。
istool workbench extension source delete
-pt amount%due
-t StoredProcedure
-o C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥amount_due_delete.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

ログ・ファイルへの出力は、次のようになります。
Deleting sources matching ’amount%due’
Found 2 matching extended data sources
Deleted Amount due
Deleted Amount past due
Completed deletion of extended data sources

「Amount due」および「Amount past due」と呼ばれるファイル・タイプの拡張デー
タ・ソースをメタデータ・リポジトリーから削除できます。そのタイプの拡張デー
タ・ソースが見つかりません。
istool workbench extension source delete
-pt amount%due
-t File
-o C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥amount_due_delete.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

出力は次のようになります。
Deleting sources matching ’amount%due’
Found 0 matching extended data sources
Completed deletion of extended data sources
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関連概念
87 ページの『拡張データ・ソース』
他の構造では IBM InfoSphere Information Server にインポートすることができない
データ構造を表現し、レポートできます。

拡張データ・ソースのインポート・コマンド構文
拡張データ・ソースをメタデータ・リポジトリーにインポートできます。

目的
このコマンドは、拡張データ・ソースをインポートする場合、またはインポートを
スケジュールするときに使用します。
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench extension source import
-filename import_file
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-output log_file_name
[-overwrite true_or_false]
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-filename | -f import_file
メタデータ・リポジトリーにインポートする拡張データ・ソース・オブジェクト
を含むファイルの名前を指定します。このファイルは、拡張データ・ソース用の
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットでなければなりません。
あるいは、ディレクトリーの名前を指定して、そのディレクトリー内のすべての
CSV ファイルをインポートすることができます。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-overwrite | -ov true_or_false
デフォルトでは、値は true であり、インポートによって、メタデータ・リポジ
トリー内の拡張データ・ソース・オブジェクトは上書きされます。値が false
の場合、メタデータ・リポジトリー内の拡張データ・ソース・オブジェクトはそ
のままです。
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-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

例
E:¥CLI¥files¥a 内のすべての CSV ファイルから拡張データ・ソース・オブジェク
トをインポートすることができます。ログ・ファイルは
C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥amount_due_import.log です。
istool workbench extension source import
-f E:¥CLI¥files¥a
-o C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥amount_due_import.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

ログ・ファイルへの出力は、次のようになります。
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Starting importing sources from E:¥CLI¥files¥a
-----------------------------------------------Importing extended data sources from file E:¥CLI¥files¥a¥Import_amounts.csv
Successfully parsed Extension Mapping Document Import_amounts.csv

関連概念
87 ページの『拡張データ・ソース』
他の構造では IBM InfoSphere Information Server にインポートすることができない
データ構造を表現し、レポートできます。
関連タスク
98 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含む CSV ファイルをインポートできます。インポートし
たソースを、リポジトリーに存在している場合がある同一ソースと調整できます。
関連資料
91 ページの『拡張データ・ソース用の CSV ファイル・フォーマット』
ユーザーのメタデータ・リポジトリーへのインポート用の拡張データ・ソースを定
義するには、Comma-Separated Value (CSV) ファイルを使用します。

カスタム属性値のインポート・コマンド構文
コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを使用して、カスタム属性値をメタ
データ・リポジトリーにインポートできます。このファイルは、資産をそのカスタ
ム属性値とともにエクスポートすると、 IBM InfoSphere Metadata Workbench によ
って作成されます。

目的
このコマンドは、カスタム属性値をインポートする場合、またはインポートをスケ
ジュールするときに使用します。
コマンド内で使用するユーザー名には、Metadata Workbench 管理者のロールと、イ
ンポート・ファイルへの読み取り権限が必要です。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool import custom attribute values
-filename import_file
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-output log_file_name
[-replace]
[-copy]
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-filename | -f import_file
メタデータ・リポジトリーにインポートするカスタム属性とその値が入った文書
の名前を指定します。
文書名にスペースが埋め込まれている場合は、名前を引用符 (") で囲みます。
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文書は、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットでなければならず、有効な構文を
使用する必要があります。構文が正しくない場合、インポートは失敗します。
import_file がディレクトリー・パスの場合は、そのディレクトリーおよびそのサ
ブディレクトリーにあるすべての CSV ファイルがインポートされます。
-output | -o log_file_name
実行されたコマンドの出力を含む (エラーを含む) ログ・ファイルの名前を指定
します。
ディレクトリー・パスを log_file_name に組み込みます。ディレクトリーが存在
しない場合、コマンドは失敗します。
ログ・ファイルが存在する場合、出力はそのファイルに追加されます。コマンド
がさまざまな時間に実行するように自動化されていると、実行された各コマンド
の出力がログ・ファイルに続けて書き込まれます。
-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-replace | -r
メタデータ・リポジトリー内のカスタム属性値をインポート・ファイル内の値で
置換します。
このオプションを使用しない場合、次の条件でメタデータ・リポジトリー内のカ
スタム属性が変更されます。
v 既存のカスタム属性値が NULL か空の場合
v 既存のカスタム属性値が複数値をサポートし、インポート・ファイル内で指
定された値がメタデータ・リポジトリーに存在しない場合
-copy | -c
カスタム属性値をすべての子資産にコピーします。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
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詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。

照会コマンド構文
コマンド・ラインからパブリッシュ済み照会およびユーザー照会を実行して、ファ
イル内の結果を表示できます。コマンド・ラインから照会を作成または編集するこ
とはできません。

目的
このコマンドは、照会を実行する場合、または照会の実行をスケジュールするとき
に使用します。照会は、IBM InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インターフ
ェースの「検出」タブにある「照会」リンクからも実行できます。
Metadata Workbench 管理者ロールまたは Metadata Workbench ユーザー・ロールが
必要です。
istool プロセスには、より多くのメモリーを割り振る必要があります。詳細について
は、この技術情報を参照してください。

コマンド構文
istool コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。
istool workbench query
-queryname query_name
-domain host_name[:port_number]
-username user_name
-password password
-filename query_results_file
[-format file_format]
[-help]
[-verbose | -silent]

パラメーター
-queryname | -q query_name
実行する IBM InfoSphere Metadata Workbench 内の照会の名前を指定します。
名前は大/小文字が区別されます。名前に埋め込みスペースがある場合は、名前
を引用符 (" ") で囲みます。

第 4 章 Metadata Workbench の管理

111

-domain | -dom host_name [:port_number]
サービス層の名前を指定します。必要であれば、直後にサービスへの接続に使用
されるポート番号を続けます。ポート番号を指定しないと、デフォルトのポート
番号 (9080) が想定されます。
-username | -u user_name
IBM InfoSphere Information Server のサービス層についてのユーザー・アカウン
トの名前を指定します。
-password | -p password
-username パラメーターに使用したアカウントのパスワードを指定します。
-filename | -f query_results_file
照会結果が格納されるファイルのディレクトリー・パスと名前を指定します。
ディレクトリーが存在しない場合、コマンドは失敗します。このファイルが存在
する場合、結果はそのファイルに追加されます。
-format | -fm file_format
file_format はコンマ区切り値 (CSV) か Microsoft Office Excel スプレッドシー
ト (XLS) フォーマットのいずれであるかを指定します。
デフォルトでは、フォーマットは CSV です。
-help | -h
コマンドのトップレベル・ヘルプを表示します。特定のコマンドのヘルプを表示
するには、istool command-h と入力します。
-verbose | -v
オペレーション全体での詳細情報を出力します。
-silent | -s
エラー以外のコマンド出力を表示しません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここで、username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここで、user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレクト
リーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーティ
ング・システム・アカウントの名前です。
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例
次のコマンドは、照会 My_DB_query を実行して、照会結果をファイル
C:¥IBM¥InformationServer¥queries¥DB.csv に送信します。
istool workbench query
-q My_DB_query
-dom mysys
-f C:¥IBM¥InformationServer¥queries¥DB.csv
-u myid -p mypassword

結果ファイルへの出力は、次のようになります。
Initializing query engine....
Executing query results ’My_DB_query’ to file
C:¥IBM¥InformationServer¥queries¥DB.csv
Execution of query ’My_DB_query’ complete

次のコマンドは、存在しない照会 My_XX_query を実行しようとします。照会結果は
ファイル C:¥IBM¥InformationServer¥queries¥XX.csv に送信されます。
istool workbench query
-q My_XX_query
-dom mysys
-f C:¥IBM¥InformationServer¥queries¥XX.csv
-u myid -p mypassword

結果ファイルへの出力は、次のようになります。
Query ’My_XX_query’ does not exist in Metadata Workbench.
Possible queries are:
Application Names Query1
DB
Jobs
MappingWithCas query1
My DB Query

関連タスク
159 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。

ビジネス・リネージュの管理
ビジネス・リネージュに含めることができる資産および IBM InfoSphere FastTrack
マッピング仕様をリストできます。あるいは、用語を包含/除外、エクスポート、削
除、または割り当てたり、選択した資産にスチュワードを割り当てたりできます。

ビジネス・リネージュ・レポートの資産タイプの構成
ビジネス・リネージュ・レポートに含める資産タイプと除外する資産を選択できま
す。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。
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このタスクについて
ビジネス・リネージュ・レポート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。
情報資産タイプがビジネス・リネージュ・レポートから除外されるかまたはこれに
含められると、その資産タイプの子も除外または含められます。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」 > 「ビジネス・リネージュの管理」をクリックしま
す。
2. 「ビジネス・リネージュの管理」ウィンドウで、以下のアクションを行います。
a. 表示する資産タイプを選択します。
b. ビジネス・リネージュ・レポートに含めるか、ビジネス・リネージュから除
外するかを選択します。あるいは、その資産タイプのすべての資産を表示す
ることを選択することもできます。
3. オプション: 「検索結果」ウィンドウで結果リスト内のすべての資産を選択する
か、またはすべての資産をクリアするには、

をクリックするか、または

をクリックします。あるいは、個々のチェック・ボックスを選択または
クリアします。 資産をすべて選択またはクリアする場合は、結果リストのすべ
てのページ上の資産をすべて選択またはクリアすることになり、現在表示されて
いるページ上の資産だけではありません。
4. オプション: ビジネス・リネージュに含める、あるいはビジネス・リネージュか
ら除外するすべての資産を表示するように選択した場合、含めるか除外するかを
変更することができます。選択資産をビジネス・リネージュ・レポートに含める
には、

をクリックします。あるいは、ビジネス・リネージュ・レポート

から選択資産を除外するには、

をクリックします。

次のタスク
資産タイプとその子資産が正しくビジネス・リネージュ・レポートに含まれている
かまたはこれらか除外されていることを確認するには、その資産タイプについての
照会をビルドし (「検出」タブ > 「照会」)、「ビジネス・リネージュに含める」プ
ロパティーを選択します。そのタイプのすべての資産と「ビジネス・リネージュに
含める」の値 (True または False) のリストが表示されます。

ビジネス・リネージュ・レポートに含めることができる資産タイプ
ビジネス・リネージュ・レポートの資産タイプを包含または除外すると、その資産
タイプの子資産もレポートに包含または除外されます。
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資産タイプとその子をビジネス・リネージュ・レポートに含めることができるかど
うかを確認するには、資産の情報ページに移動します。「ビジネス・リネージュに
含める」が True の場合、その資産はビジネス・リネージュ・レポートに含めるこ
とができます。
次の表に、ビジネス・リネージュ・レポートに含めることができる資産タイプとそ
の子を示します。
表 10. ビジネス・リネージュ・レポートに含めることができる資産タイプとその子
ビジネス・リネージュ・レポートに含めるこ ビジネス・リネージュ・レポートに含められ
とができる資産タイプ
る子資産
アプリケーション (拡張データ・ソース)

入力パラメーター (拡張データ・ソース)
方式 (拡張データ・ソース)
オブジェクト (拡張データ・ソース)
出力値 (拡張データ・ソース)

BI レポート

BI レポート・フィールド
BI レポート照会

BI レポート・モデル

BI レポート・コレクション
BI レポート・メンバー

データ・ファイル

データ・ファイル・フィールド
データ・ファイル構造

ファイル (拡張データ・ソース)
スキーマ

データベース列
データベース表
ビュー

ストアード・プロシージャー定義 (拡張デー
タ・ソース)

入力パラメーター (拡張データ・ソース)
出力パラメーター (拡張データ・ソース)
入出力パラメーター (拡張データ・ソース)
結果列 (拡張データ・ソース)

リネージュ・レポートの InfoSphere FastTrack マッピング仕様
の構成
ビジネス・リネージュ・レポートおよびデータ・リネージュ・レポートに、どの
IBM InfoSphere FastTrack マッピング仕様を含めるか、あるいは、除外するかを選
択できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
IBM InfoSphere FastTrack からのマッピング仕様は、メタデータ・リポジトリーに
存在しています。そのため、これらを拡張マッピング文書としてインポートする必
要はありません。マッピング仕様のソース列、ルール、関数、ターゲット列、仕様
説明の各列が使用されます。他の列はすべて無視されます。候補列および候補表は
無視されます。
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デフォルトでは、すべてのマッピング仕様がビジネス・リネージュおよびデータ・
リネージュ・レポートに含められます。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」 > 「マッピング仕様の管理」をクリックします。
2. 「マッピング仕様の管理」ウィンドウで、すべてのマッピング仕様を表示する
か、または、リネージュに含められるマッピング仕様のみ、あるいはリネージュ
から除外されるマッピング仕様のみを表示するかを選択します。
3. オプション: 「検索結果」ウィンドウで、結果リスト内のすべてのマッピング仕
様を選択するか、あるいは、すべてのマッピング仕様をクリアするには、
をクリックするか、または
をクリックします。 選択またはクリ
アする場合は、結果リストのすべてのページ上のマッピング仕様をすべて選択ま
たはクリアすることになり、現在表示されているページ上のマッピング仕様だけ
ではありません。
4. オプション: 選択マッピング仕様をビジネス・リネージュ・レポートに含めるに
は、

をクリックします。あるいは、ビジネス・リネージュ・レポートか

ら選択マッピング仕様を除外するには、

をクリックします。

次のタスク
マッピング仕様が正しくビジネス・リネージュ・レポートに含まれているかまたは
これらか除外されていることを確認するには、マッピング仕様についての照会をビ
ルドし (「検出」タブ > 「照会」)、「ビジネス・リネージュに含める」プロパティ
ーを選択します。そのタイプのすべての資産と「ビジネス・リネージュに含める」
の値 (True または False) のリストが表示されます。

ビジネス・リネージュ資産のエクスポート、削除、および保存
ビジネス・リネージュ・レポートで使用される資産をファイルにエクスポートまた
は保存、あるいはファイルから削除できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

このタスクについて
資産をすべて、コンマ区切り値 (CSV) かまたは Microsoft Office Excel (XLS) フォ
ーマットでファイルに保存できます。さらに、選択資産の削除と、インポート用の
正しいフォーマットである CSV ファイルへの選択済み拡張データ・ソース資産の
エクスポートができます。

手順
1. 「高度」タブで、「管理」 > 「ビジネス・リネージュの管理」をクリックしま
す。
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2. 1 つ以上の資産を選択し、行うアクションを指定します。

あるいは、

をクリックすると、現行ページに表示されている資産だけでなく、その
資産タイプのすべての資産が選択またはクリアされます。
オプション

操作

資産を削除するには、次のようにします。
をクリックします。メタデータ・
リポジトリーから資産が削除されます。
注:

メタデータ・リポジトリーから資産を削

は表示されませ
除できない場合、
ん。例えば、データ・ファイルまたはスキー
マ・タイプの資産は削除できません。
資産をエクスポートするには、次のようにし
ます。

をクリックします。資産が単一
CSV ファイルに、拡張データ・ソースのイ
ンポート用の正しいフォーマットでエクスポ
ートされます。
注:

資産をエクスポートできない場合、

は表示されません。例えば、BI レ
ポートまたはスキーマ・タイプの資産は削除
できません。
ファイルにすべての資産を保存するには、次
のようにします。

をクリックします。ファイル・フ
ォーマットを選択します。
データ・フォーマットで保存 (CSV)
ファイルをコンマ区切り値フォーマ
ットで保存します。CSV ファイル
を使用してデータを他のアプリケー
ションに転送する場合は、このオプ
ションを選択します。
レポート・フォーマットで保存 (XLS)
ファイルを Microsoft Office Excel
フォーマットで保存します。同一の
内容が含まれているセルをマージし
ます。
注: 特定の資産を選択して 1 つのファイル
に保存することは有効でありません。すべて
の資産が 1 つのファイルに保存されます。

次のタスク
メタデータ・リポジトリーから削除された資産によって、拡張マッピング文書内の
マッピングが無効になることがあります。削除された資産を使用するすべてのソー
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スおよびターゲットを検出するには、拡張マッピング資産タイプの照会をビルドし
ます。
関連タスク
156 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。
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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。

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
数のジョブにまたがるデータの動きと、1 つのジョブ実行内のアクティビティーの
順序が表示されます。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には、事前に Metadata Workbench 管理者がリネージュの管理
ユーティリティーを実行済みで、かつ必要な場合には、手動リンク・アクションも
実行して資産間の関係を設定しておく必要があります。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。
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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・リネージュと影響分析
データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートには、以下のさまざまな
タイプの情報が表示されます。
v 選択したメタデータ資産を起点または終点とし、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) レポートに入るデータ・フロー。
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、列レベルで次のよ
うなデータ・フローが可能です。
– 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を起点または終点とし、1 つ以上のジョブを通っ
て、データベース表、ビュー、またはデータ・ファイル構造を通り、BI
レポートおよび情報サービス・オペレーションに入るデータ・フロー。
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
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
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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 管理者が、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資産
への情報フローを示すレポートを作成できます。

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
次のタイプの資産とその子資産を対象にデータ・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を実行できます。
表 11. リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象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
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表 11. リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象資産とその一連の子資産 (続き)
資産

一連の子資産

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・レポートと影響分析レポート
次の資産を対象にデータ・リネージュ・レポートと影響分析レポートを実行できま
す。
表 12. データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象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

以下のマッピング

なし

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

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。特定の子資産からのデータ・フロー、例えば、データベース表の選択したデ
ータベース列からのデータ・フローを確認できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者は、「管理」タブの「リネージュ管理」セクションにあ
るリネージュの管理ユーティリティーとデータ・ソースの同一性の管理ユーティリ
ティーを実行しておく必要があります。リネージュの管理ユーティリティーは、リ
ネージュ・レポートが正確になるように、ステージ、データベース表、およびデー
タベース・ビューの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、スキーマ間の関係を作成するほか、2 つのスキーマの名前が一致す
るデータベース表間およびデータベース・フィールド間の関係も作成します。
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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、レポートには資産間のデザイン関係、オペレーシ
ョナル関係、およびユーザー定義の関係が含まれます。重複する資産は表示されま
せん。
一部の資産は、子資産を含んでいる場合があります。次の例のような資産とその子
資産は、別の Web ブラウザー・ウィンドウにリネージュ・レポートを表示できま
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間を流れるデータを表示できます。
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からのデータ・フローを表示でき
ます。選択したデータベース列と他の資産との関係リンクは引き直されま
す。さらに、データ・フローに含まれない資産ノードは使用不可になりま
す。新規ブラウザー・ウィンドウでは、子資産を選択できません。例えば、
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 を元々選択した場合、新しいリネージュ・レポート内でこ
の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、資産の名前を右クリックし、「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・グラフィックを再実行します。
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」リンクをクリックして (使用可能な場合)、特定の子資産からのデータ・リ
ネージュをトレースします。 選択できる子資産は 5 個以内です。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・フローを確認します。
をクリックして、右のペインのテキストをファイルに保
5. オプション:
存するか、グラフィック全体、ウィンドウに表示されている部分のグラフィッ
ク、または選択した部分のグラフィック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。グラフィックは
JPEG イメージ・フォーマットのファイルに保存されます。
第 5 章 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
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「グラフの保存」ウィンドウで「グラフの保存」をクリックする場合、グラフィ
ック全体を保存するには「すべて」を、ウィンドウに表示されている部分を保存
するには「現行ビュー」を、または選択した部分を保存するには「選択」を選択
してください。

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。

次のタスク
リネージュ・グラフィックのイメージ・ファイルで、資産の名前をクリックして、
その資産の詳細ページを新規ブラウザー・ウィンドウに表示します。
テキストの PDF ファイルで、資産の名前を右クリックして、その資産に対して実
行できるアクションのリストを表示します。

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 管理
者は、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。

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。
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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。

第 5 章 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
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第 6 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。

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。
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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。
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。

情報資産に対するアクション
資産情報ページから、および資産を右クリックして表示される資産用のメニューか
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。
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。
ラベルは、企業にとって意味がある共通点を持つ資産の単純で簡潔な記述子
です。ラベルは検索やフィルタリングに使用できます。ラベルは、資産に適
用するキーワードまたはタグと考えることができます。
ラベルは、InfoSphere Business Glossary 内で作成、編集、および削除しま
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。
割り当てるスチュワードは、InfoSphere Business Glossary、 IBM InfoSphere
FastTrack、および IBM InfoSphere Information Analyzerにも表示されます。
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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。
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 列およびステージを介し、1 つ以上のジョブを介して、選択資産に入出力
されるデータのフロー。このデータはビジネス・インテリジェンス (BI)
レポートに渡されます。

第 6 章 メタデータ資産の探索
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v 1 つ以上のジョブを介し、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、選択資産に入出力されるデータのフロ
ー。このデータは 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、名前が Source10 の BI レポートに、別名としてのビジネス名
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 管理者」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
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装されるデータ・リソ
ースといった資産タイプ間の関係を示す、資産のモデル・ビューを表示しま
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。
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
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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 13. 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

137 ページの『BI レポート』

カテゴリー

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。
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。
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。

列分析サマリー

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。

列マッピング

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。
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表 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

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

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
139 ページの『データ・ファイル』 ソフトウェア・ファイル。
データ・ファイル・フィールド

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。

141 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

データ・ルール

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

フォルダー

管理者ガイド

データベース表の列。

拡張マッピング

ファイル
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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。

表 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
外部キー

外部キー定義
145 ページの『ホスト』
ホスト (エンジン)

IMS™ データベース
IMS フィールド

定義
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

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

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。
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。
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表 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
入力パラメーター
145 ページの『ジョブ』

定義
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。
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。

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。

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
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エンティティー・リレーションシップ・モデルで
定義される、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。論理データ・モ
デルは、物理データ・モデルまたはデータベー
ス・スキーマによって実装できます。
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。

表 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
マッピング仕様生成

メソッド

定義
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。メソッドには、入力パ
ラメーターと出力値を含めることができます。メ
ソッドでは、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、メソッド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。

物理データ・モデル

ポリシー

主キー

結果列

情報資産のデザイン・スキーマ。このスキーマ
は、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および関係を定義しま
す。物理データ・モデルは、実装およびプラット
フォームの詳細からは独立しています。物理デー
タ・モデルは、論理データ・モデルを実装でき、
データベース・スキーマまたはデータ・ファイル
によって実装できます。
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。
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。
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表 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
ルーチン

146 ページの『スキーマ』

定義
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。
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。

147 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 で定義されるステージ
のタイプの 1 つで、一般的にアクション (連結、
計算など) が関連付けられているもの。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内で再使用できるほか、
データのルックアップにも使用できます。

標準化コンポーネント
標準化ルール・セット

148 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
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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。
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 13. Metadata Workbench で表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

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。

149 ページの『用語』

用語履歴

変換処理関数

150 ページの『変換プロジェク
ト』

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
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。

ウェアハウス・マッピング文書

IBM InfoSphere Warehouse からのウェアハウス・
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。

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。
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。
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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、ビジネス上の意味を示
すレポート・ラベル、レポートに割り当てられた用語、レポートに割り当て
られたスチュワード、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。
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。
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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。

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、ビジ
ネス上の意味を示すファイル・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。
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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 (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、ビジネス上の意
味を示すファイル・ラベル、説明 (略記)、説明 (すべて)、その構造に割り
当てられた用語の名前、構造のフィールド、およびスチュワードなど) が表
示されます。
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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 管理者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、ソース資産とターゲット資産の間の
マッピングを含む拡張マッピング文書も表示されます。
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。

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。
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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、データベースをホストするサーバー、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、ビジネス上の意味を示すデータベース・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
ョブで使用され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。
データベース・ユーザー定義情報
Metadata Workbench 管理者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
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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、ビジ
ネス上の意味を示すデータベース表ラベル、データベース表を作成したツー
ル、説明 (略記)、説明 (すべて)、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。
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。
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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。
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。
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
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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。

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。

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。
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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。
ジョブのユーザー定義情報
Metadata Workbench 管理者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、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。
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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 (略記)、説明 (すべて)、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、ビジネス上の意味を示すスキーマ・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 管理者によって
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。

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。
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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
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 管理
者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・リソースへの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。

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。

148

管理者ガイド

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。
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。

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。
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。
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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。

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。
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。
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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。

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。さらに、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できます。
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、ビジネス上の意味を示すビュー・ラベル、ビューの取得元
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) が表示されます。
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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 管理者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。
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。
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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。

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。
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。

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。

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 管理者は、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 14. ロール別の照会の許可
タスク

Metadata
Workbench 管理
者

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 14. ロール別の照会の許可 (続き)
タスク

Metadata
Workbench 管理
者

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 管理者は、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。

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。

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。
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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と選択したすべての関連資産に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
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。
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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。

照会の管理
Metadata Workbench 管理者は、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 管理者は、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 管理者は、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。
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照会のエクスポートとパブリッシングは、Metadata Workbench 管理者しか実行でき
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。
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

照会を選択して「削除」をクリックします。

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。
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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。
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第 7 章 メタデータ・モデルのナビゲート
Metadata Workbench 管理者は、クラス・インスタンスが情報資産として表示される
モデルを探索できます。基本となるモデル構造を表示して、情報資産が編成および
関連付けされる仕組みを理解できます。

モデル・ビュー
Metadata Workbench の「高度」タブの「モデル・ビュー」タブに、クラス・インス
タンスが IBM InfoSphere Metadata Workbench に表示される、選択されたモデルの
ツリー・ビューが表示されます。このモデルおよびその他のモデルで、IBM
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーの構造が形成されます。
ツリーには、各モデル内のクラスが表示されます。Metadata Workbench 管理者は、
モデルの詳細ページを参照して、そのクラスと、各クラスの属性と関係を表示でき
ます。アドミニストレーターは、グラフィック・ビューでクラスを表示でき、また
同じクラス・タイプの情報資産を表示できます。
以下のモデルが表示されます。
ビジネス・グロッサリー
IBM InfoSphere Business Glossary からのカスタム属性とその値を編成する
拡張モデルです。
このモデルは、以前は Insight と呼ばれていました。
ビジネス・インテリジェンス
ビジネス・インテリジェンス (BI) レポートからのメタデータを編成する拡
張モデル。
このモデルは、以前は ASCLBI と呼ばれていました。
共通モデル
メタデータ・リポジトリーの共通モデルです。他のモデルは、このモデルの
拡張です。
このモデルは、以前は ASCLModel と呼ばれていました。
情報サービス
パブリッシュ済みサービスなどの、IBM InfoSphere Information Services
Director アプリケーション、サービス、およびオペレーションを編成する拡
張モデルです。
このモデルは、以前はエージェントと呼ばれていました。
情報サービス拡張
情報サービス・モデルに追加機能を提供する拡張モデルです。
このモデルは、以前は RTI と呼ばれていました。
マッピング・プロジェクト
IBM InfoSphere FastTrack プロジェクトとその情報を編成する拡張モデルで
す。
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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このモデルは、以前はプロジェクトと呼ばれていました。
マッピング仕様
ジョブが生成されるときに、IBM InfoSphere FastTrack マッピング仕様、仮
想情報資産、および生成タスクを編成する拡張モデルです。
このモデルは、以前は FastTrack と呼ばれていました。
マッピング仕様拡張
マッピング仕様モデルに追加機能を提供する拡張モデルです。
このモデルは、以前はマッピング仕様言語 (MSL) と呼ばれていました。
オペレーショナル・メタデータ
ジョブ実行からのオペレーショナル・メタデータを編成する拡張モデルで
す。
このモデルは、以前は OMDModel と呼ばれていました。
レポート作成先コンソール
Information Server レポート、その一般情報プロパティー、および生成され
たレポート・リンクを編成する拡張モデルです。
このモデルは、以前はレポート作成と呼ばれていました。
変換処理
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage からのメタデータを編成する拡
張モデル。
このモデルは、以前は DataStageX と呼ばれていました。
関連概念
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
『メタデータ・モデルのクラスの探索』
Metadata Workbench 管理者は、メタデータ・モデルのクラスを参照して、クラスの
インスタンスである資産を表示できます。

メタデータ・モデルのクラスの探索
Metadata Workbench 管理者は、メタデータ・モデルのクラスを参照して、クラスの
インスタンスである資産を表示できます。

始める前に
Metadata Workbench 管理者のロールが必要です。

手順
1. 「高度」タブで、「モデル・ビュー」をクリックします。
2. モデル名の横の正符号 (+) をクリックします。 モデル内のクラスが表示されま
す。
3. モデルのクラスを参照します。
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この情報の表示

実行するアクション

Metadata Workbench 内のクラスの表示名と クラスの名前をクリックします。
そのクラスの継承元のクラスを含む、クラス
の詳細
クラスのインスタンスである情報資産

クラスの名前を右クリックして「このタイプ
の資産の参照」をクリックします。このオプ
ションは、すべてのクラスに使用可能である
わけではありません。

クラスと、他のクラスとの関係を表示するグ
ラフ・ビュー

クラスの名前を右クリックして「グラフ・ビ
ュー」をクリックします。
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第 8 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
でのログ・イベントの表示
ログ・ビューを開くと、ビューに取り込んだイベントを検査することができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で「管理」タブをクリック
します。
2. 「ナビゲーション」ペインで「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択します。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、開くログ・ビューを選択します。
4. 「ログの表示」をクリックします。 「ログの表示」ペインにログ・イベントの
リストが表示されます。
5. イベントを選択して、ログ・イベントの詳細を表示します。
6. オプション: 「ログのエクスポート」をクリックすると、ご使用のコンピュータ
ーにログ・ビューのコピーを保存します。
7. オプション: 「ログのパージ」をクリックすると、現在表示されているログ・イ
ベントをパージします。
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第 9 章 情報資産に対するアクション
資産情報ページから、および資産を右クリックして表示される資産用のメニューか
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。
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。
ラベルは、企業にとって意味がある共通点を持つ資産の単純で簡潔な記述子
です。ラベルは検索やフィルタリングに使用できます。ラベルは、資産に適
用するキーワードまたはタグと考えることができます。
ラベルは、InfoSphere Business Glossary 内で作成、編集、および削除しま
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。
割り当てるスチュワードは、InfoSphere Business Glossary、 IBM InfoSphere
FastTrack、および 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
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011

167

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。
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 列およびステージを介し、1 つ以上のジョブを介して、選択資産に入出力
されるデータのフロー。このデータはビジネス・インテリジェンス (BI)
レポートに渡されます。
v 1 つ以上のジョブを介し、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、選択資産に入出力されるデータのフロ
ー。このデータは 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、名前が Source10 の BI レポートに、別名としてのビジネス名
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。
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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 管理者」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
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装されるデータ・リソ
ースといった資産タイプ間の関係を示す、資産のモデル・ビューを表示しま
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。
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。

第 9 章 情報資産に対するアクション
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第 10 章 ログの管理
ログ・イベントにはビューからアクセスできます。このビューは、設定した基準に
基づいてイベントをフィルタリングします。また、複数のビューを作成し、それぞ
れに異なるイベントの集合を表示させることができます。
すべての IBM InfoSphere Information Server スイート・コンポーネントにわたりロ
グを管理できます。コンソールと Web コンソールが、ログを表示して、問題を解
決するための主要な場所になります。ログは、メタデータ・リポジトリーに保管さ
れ、それぞれの InfoSphere Information Server スイート・コンポーネントで関連す
るロギング・カテゴリーを定義します。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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第 11 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
におけるログ・ビューの管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「管理」タブでは、ログ・ビ
ューの作成、ビューからログ・イベントへのアクセス、ログ・ビューの編集、ロ
グ・イベントのパージ、およびログ・ビューの削除を行うことができます。また、
ログ・ビューをロギング・コンポーネント単位で管理することもできます。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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第 12 章 ステージ
ジョブは、データ・ソースからデータ・ターゲット (最終データウェアハウス) への
データ・フローを記述する、相互にリンクされた複数のステージで構成されます。
ステージには通常、少なくとも 1 つのデータ入力またはデータ出力があります。た
だし、一部のステージは複数のデータ入力を受け入れて、複数のステージに出力す
ることができます。
ジョブ・タイプごとに、さまざまなステージ・タイプがあります。Designer で使用
可能なステージは、現在 Designer でオープンしているジョブのタイプによって異な
ります。
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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 15. 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 16. 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
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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。

関数

56

マッピング

56

拡張マッピング
インポート
関数 58

［ア行］

58

作成 58
ソースおよびターゲット

アーキテクチャー
Metadata Workbench の統合 2
アプリケーション
拡張データ・ソースのタイプ
インポート
拡張マッピング文書 68
カスタム属性、値のリスト
カスタム属性、説明

80

カスタム属性の定義
マッピング 68
影響分析 128, 167

80

58

編成

58

58

100

拡張マッピング文書
エクスポート 75
削除 75
作成と編集
調整 64

80

開く

定義 2
オペレーター
拡張データ・ソースのインポート

64

75

107

104

［カ行］
拡張データ・ソース
アプリケーション 87
インポート 98
エクスポート 99
関数 56, 87
構文 96
コンテキスト 96
削除 99
ストアード・プロシージャー定義 87
タイプ 87
定義 56
ファイル 87
編集 99
CSV インポート・ファイル 91
CSV 構文 91
ID 96
拡張データ・ソースのインポート・コマン
ド 107
拡張データ・ソースの削除コマンド 104

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011

値のインポート
機能 76

［サ行］
参照
資産

拡張マッピング・インポート・コマンド
102
カスタム属性 58

オペレーショナル・メタデータ

き)
拡張マッピング・インポート 102
カスタム属性のインポート 109
リネージュの管理ユーティリティー
53
コンテキスト
拡張データ・ソース 96
構文 96

サポート
お客様

マッピングの作成 68
拡張マッピング文書のインポート
Metadata Workbench 68

影響分析レポート 119
エンジン 144
お客様サポート 177

拡張データ・ソースの削除
QUERY コマンド 111

編集

拡張マッピング削除コマンド

87

コマンド・ライン・インターフェース (続

拡張データ・リネージュ
拡張データ・ソース 56

80

子資産の 76
作成 78
説明のインポート 80
定義 76
定義のインポート 80
編集 84
マッピングへの割り当て 64
マッピングへの割り当ての削除 64
割り当て 128, 167
CSV インポート・ファイル 83
CSV 構文 83
CSV ファイルを使用したインポート
109
カスタム属性定義の削除定義のエクスポー
ト 85
カテゴリー 138
環境変数
IBM Metadata Workbench へのインポ
ート 44
グラフ・ビュー 128, 167
検索
結果ディレクトリーの構成 43
メモリーの割り振り 40
コマンド・ライン・インターフェース
拡張マッピング削除 100

177

162

エンジン 144
カテゴリー 138
削除 128, 167
詳細の表示

128, 167

詳細の編集 128, 167
ジョブ 145
スキーマ 146
スチュワード 148
ステージ 147
データベース 141
データベース表

143

データ・ファイル 139
データ・ファイル構造 140
ビジネス・インテリジェンス・レポー
ト 137
ビジネス・リネージュに含める 115
ビュー 151
変換プロジェクト 150
ホスト 145
用語 149
BI レポート 137
資産、タスクを実行する
影響分析 128, 167
カスタム属性、割り当て 128, 167
グラフ・ビュー 128, 167
資産、削除 128, 167
資産、詳細 128, 167
資産、詳細の編集 128, 167
スチュワード、割り当て 128, 167
注釈、削除 128, 167
注釈、追加 128, 167
注釈、編集 128, 167
データ・リネージュ・レポート、作成
128, 167
ビジネス名、編集 128, 167

187

資産、タスクを実行する (続き)

ビジネス・リネージュ・レポート、資
産を除外する

128, 167

ビジネス・リネージュ・レポート、資
産を含む 128, 167
モデル・ビュー

128, 167

資産タイプ
影響分析レポートのソース
子資産

153

説明 (略記)

153

結果ディレクトリーの構成
結果を制限する 156

153
43

156
159

パブリッシング 156
編集 158
メモリーの割り振り 40
127

127

スキーマ 146
スチュワード 148
割り当て 128, 167
ステージ 147, 175
ストアード・プロシージャー定義
拡張データ・ソースのタイプ 87
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 181
ソフトウェア・サービス 177

［タ行］
注釈
削除 128, 167
追加 128, 167
編集 128, 167
データ開発者
責任 5
データ管理者
責任 5
データ作成者
責任 5
データベース 141
データベース表 143

188

管理者ガイド

れる

140

2

テクニカル、定義

データ・モデル・エクスプローラー
データ・リネージュ・レポート
作成 128, 167

161

119

ビジネス、定義

2
2

メタデータ管理者
責任 5
メタデータ・プロジェクト
一般的な目標 7

2

開発

183

5

チーム・メンバー
要件

［ナ行］
ナビゲートのヒント、Metadata Workbench

特定のタイプ 153
プロジェクトおよびジョブ
照会 154

の 127

5

6

メタデータ・プロジェクト・リーダー
責任 5
メタデータ・モデル・クラス 162
メモリー
エラー・メッセージ

［ハ行］

計算 40
割り振り

ビジネス名
編集 128, 167
ビジネス・インテリジェンス・レポート
137
ビジネス・メタデータ
定義 2
ビジネス・リネージュ
資産のエクスポート
資産の削除 116

2

タイプ、Metadata Workbench で分析さ

121

データ・サーバーおよびデータベース
153

情報資産
コンテキストの表示

55

139

データ・ファイル構造
データ・モデル 161

特記事項

153

情報ページ
ジョブ 145

データ・ファイル

定義

121

照会の作成

作成
実行

スキーマとその同一スキーマ

テクニカル・メタデータ
121

リネージュ・レポートのソース
資産の検索
既存の照会

メタデータ
オペレーショナル、定義

データ・ソースの同一性

ビジネス・リネージュ・レポート、作
成 128, 167

40

40

JVM ヒープ・サイズ 40
maxObjectsInMemory 40
モデル・ビュー 128, 167

［ヤ行］
用語

116

資産を除外 113
資産を含める 113
ファイルへの資産の保存

149

［ラ行］
116

含める資産 115
ビジネス・リネージュ・レポート 119
作成 128, 167
資産を除外する 128, 167
資産を含める 128, 167
ビュー 151
ファイル
拡張データ・ソースのタイプ 87
プロジェクトの目標
定義する、Metadata Workbench の 7
変換プロジェクト 150
ホスト 145

［マ行］
マッピング
関数 56
定義 56
マッピング文書からの作成 68
列見出し 73
CSV インポート・ファイル 62
CSV 構文 62
XML 構成ファイル 73
XML 構文 73

リネージュ
データ・レポートの実行

122

ビジネス・リネージュ・レポートの実
行 124
InfoSphere FastTrack マッピング仕様を
除外する 115
InfoSphere FastTrack マッピング仕様を
含める 115
リネージュの管理ユーティリティー
管理 47
コマンド・ライン・インターフェース
から 53
分析コンポーネント 47
ユーザー・インターフェース 50
参照： 手動リンク・アクション
レポート
ビジネス・インテリジェンス・レポー
ト 137
BI レポート 137
ログ・イベント
アクセス 165
ログ・ビュー
Metadata Workbench 39
ログ・メッセージ
Metadata Workbench 37

B
BI レポート

137

I
ID
拡張データ・ソース
構文 96

96

M
Metadata Workbench

154

アーキテクチャー 2
アクセス、Metadata Workbench への
8
概要 1
拡張データ・ソースのインポート
手動リンクの実行 9
マッピング仕様の構成

9

リネージュの管理ユーティリティー
の実行 9
拡張マッピング文書のインポート 9
管理 37
管理タスクのシーケンス
構成 9
資産の探索

9

10

ナビゲートのヒント
開く 8
プロジェクトの目標

127
7

プロジェクト・レベル環境変数のイン
ポート 9
分析されるメタデータ 2
メタデータのインポート 9
メタデータ・プロジェクトの要件 6
モデルのナビゲート 10
レポートの作成 10
Metadata Workbench の管理 37
Metadata Workbench のレポート
影響分析 119
ソースとしての資産タイプ 121
データ・リネージュ 119, 122
ビジネス・リネージュ 119, 124
Metadata Workbench のログ構成
作成 38

Q
QUERY コマンド

111

索引

189

190

管理者ガイド



Printed in Japan

SA88-4529-00

IBM InfoSphere Metadata Workbench

Spine information:

バージョン 8 リリース 7

管理者ガイド



