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IBM InfoSphere QualityStage チュートリアル

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
パラレル・ジョブ・チュートリアルを使用して、パラレル・ジョブの開発に必要な
基本スキルを習得します。
3 ページの『チュートリアル・プロジェクトの目標』では、デザイナー・クライア
ント・ステージを使用して顧客データのクレンジングを行い、重複した顧客住所を
すべて除去して正確な住所を示すための最適な方法を説明します。

IBM InfoSphere QualityStage について
IBM® InfoSphere® QualityStage® は、IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage デ
ザイナー クライアントの一部として構成されたデータ・クレンジング・コンポーネ
ントです。
デザイナー・クライアントには、独自のデータ品質ジョブを設計する共通のユーザ
ー・インターフェースがあります。 さらに、ユーザーは、パラレル処理エンジンを
駆使して、大量に保管されたソース・データを処理することができます。
リポジトリー内で使用できる統合化されたステージは、次のデータ・クレンジング
の概念を実行するための基礎となります。
v データの矛盾とあいまいさの解決
v フリー・フォームの、または制御があいまいなソース列からの新規または非表示
属性の検出
v データ・タイプを標準形式に変換処理することによるデータの統一化
v 1 つのユニークな結果の作成

学習目標
このチュートリアルを実行する際に留意すべきキー・ポイントとして、次のトピッ
クがあります。
v 標準化およびマッチング・プロセスでデータ品質を向上させる方法
v 同じジョブに InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・
ステージの両方を結合することの容易性
v 反復プロセスにおいて、あるジョブから別のジョブにデータが推移する方法
v データの選定による使用可能な最適レコードの取得

IBM InfoSphere QualityStage のプロジェクト
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントは、プロジェ
クトにビューを提供します。 プロジェクトは、設計し直されたデータを編成する方
法です。 ユーザーは特定のプロジェクト内でデータ・ファイルとステージを定義
し、ジョブを作成します。 IBM InfoSphere QualityStage はこれらのプロジェクトを
使用して、クライアントおよびサーバー上でファイルを作成し、保管します。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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各 InfoSphere QualityStage プロジェクトには、それぞれ次のコンポーネントがあり
ます。
v InfoSphere QualityStage ジョブ
v 各ジョブの作成に使用されるステージ
v マッチング仕様
v 標準化ルール
v 表定義
このチュートリアルでは、ユーザーがプロジェクトを作成し、用意されたデータを
使用して、そのプロジェクト内でジョブを作成します。

InfoSphere QualityStage ジョブについて
IBM InfoSphere QualityStage は、ジョブを使用してデータを処理します。
InfoSphere QualityStage ジョブを開始するには、デザイナー・クライアントを開いて
新規のパラレル・ジョブを作成します。 InfoSphere QualityStage ジョブを作成する
には、ステージ、ソース・ファイルとターゲット・ファイル、およびリンクをリポ
ジトリーから追加し、それらをデザイナー・キャンバスに配置して行います。 デザ
イナー・クライアントでは、パラレル・ジョブがコンパイルされ、実行可能ファイ
ルが作成されます。 ジョブを実行すると、ユーザーが定義したデータ・プロパティ
ーを使用していくつかのステージでデータが処理されます。 この結果、次のジョブ
で入力データとして使用できるデータ・セットが得られます。
このチュートリアルでは、ユーザーは 4 つの InfoSphere QualityStage ジョブを作成
します。それぞれのジョブは、データ品質ステージあるいは追加の IBM InfoSphere
DataStage ステージを使用して作成されます。

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ステージ
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 内のステージは、データに対してアクシ
ョンを行います。 アクションのタイプは、使用するステージに応じて異なります。
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントのステージは、デザ
イナーのツール・パレットに保管されます。 このパレットでは、データ品質グルー
プのあらゆる IBM InfoSphere QualityStage ステージにアクセスできます。 ユーザ
ーは、データについてのアクション・タイプを実行するための各ステージを構成し
て、必要な結果が得られるようにします。 これらの結果は、入力データとして次の
ステージで使用されます。 InfoSphere QualityStage には以下のステージがありま
す。
v Investigate ステージ
v Standardize ステージ
v Match Frequency ステージ
v One-source Match ステージ
v Two-source Match ステージ
v Survive ステージ
v Standardization Quality Assessment (SQA) ステージ
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このチュートリアルでは、InfoSphere QualityStage ステージのほとんどを使用しま
す。
また、IBM InfoSphere DataStage ステージもジョブに追加できます。 一部のレッス
ンでは、データを処理するツールのタイプを拡張するために InfoSphere DataStage
ステージを追加します。

サーバー・コンポーネントとクライアント・コンポーネント
データをクレンジングするジョブのビルドに使用するクライアント・コンポーネン
トとサーバー・コンポーネントをロードします。
サーバーには次のサーバー・コンポーネントがインストールされています。
リポジトリー
IBM InfoSphere QualityStage ジョブの作成に必要な全情報を持つセントラ
ル・ストレージです。
InfoSphere Information Server エンジン
InfoSphere QualityStage ジョブを実行します。
パーソナル・コンピューターには、次の InfoSphere DataStage クライアント・コン
ポーネントがインストールされています。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター
このチュートリアルでは、独自の InfoSphere QualityStage プロジェクトを作成して
実行する際にこれらのコンポーネントをすべて使用します。

チュートリアル・プロジェクトの目標
このチュートリアルでは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーの
ステージを使用して顧客データのクレンジングを行い、重複した顧客住所をすべて
除去して正確な住所情報を保持するための方法を説明します。
このチュートリアルでは、ユーザーは、多くの金融サービスを提供する銀行のデー
タベース・アナリストとしての役割を持ちます。 この銀行は大規模な顧客データベ
ースを保持していますが、単一世帯について複数の名前と住所のレコードが含まれ
ていることから、顧客リストにいくつかの問題を抱えています。 マーケティング部
門では既存の顧客に追加のサービスを売り込む必要があるため、データベース・ア
ナリストとしては、重複した住所を見つけて除去する必要があります。
例えば、ある夫婦が、独自の名前を記した 4 つの口座を持っているとします。 こ
れらの口座の内 2 つは当座預金 (IRA と投資信託) です。
銀行の既存のシステムでは、顧客情報は、顧客名、番号、または住所ではなく、口
座番号で追跡するようになっています。 この 1 顧客の場合、銀行には 4 つの住所
エントリーがあります。
郵送経費を節約するために、銀行は世帯情報を整理統合して、各世帯が受け取る郵
送物を 1 つに限定する必要があります。 このチュートリアルでは、InfoSphere
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル

3

QualityStage を使用してすべての顧客住所を標準化します。 さらに、同じ住所に住
む顧客のレコードをすべて見つけ出して 1 つにまとめる必要があります。

学習目標
このチュートリアルは、いくつかのジョブを通じて InfoSphere QualityStage プロセ
ス・フローに関する実用的な知識を提供することを目的としています。 さらに、次
のタスクの実行方法を学習します。
v プロジェクト内での各ジョブのセットアップ
v ジョブ内での各ステージの構成
v 各ジョブの結果の評価
v 独自のビジネス手法へのジョブ結果の適用
これらのタスクを修了すると、適用したビジネス・ルールを使用して InfoSphere
QualityStage ステージでどのようにデータが再構成され、クレンジングされるかを理
解することができます。
このチュートリアルを完了するには、2.5 時間程度の時間を要します。

スキル・レベル
このチュートリアルを使用するには、データ分析について中級から上級レベルの理
解が必要です。

対象読者
このチュートリアルは、InfoSphere QualityStage への理解に関心があるビジネス・ア
ナリストおよびシステム・アナリストを対象としています。

システム要件
v IBM InfoSphere Information Server
v Microsoft Windows XP または Linux オペレーティング・システム

前提条件
このチュートリアルを実行するには、次に示すものの使用方法を熟知している必要
があります。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー
v パーソナル・コンピューター

予期される結果
このチュートリアルの実行により、ユーザーは、デザイナー・クライアントを使用
して自社のビジネス要件とデータ品質基準に合った独自の InfoSphere QualityStage
プロジェクトを作成できるようになります。
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チュートリアルのセットアップ
チュートリアルのセットアップ・プロセスには、フォルダーの作成、プロジェクト
の作成、プロジェクトへのジョブと入力データ・ファイルのコピー、およびプロジ
ェクトの開始が含まれます。 チュートリアルのモジュール 1 を開始する前にこの
セットアップ・タスクを完了しておく必要があります。

チュートリアル・ファイル用フォルダーの作成
IBM InfoSphere QualityStage クライアント・コンピューター上に作成するフォルダ
ーにチュートリアル・ファイルをコピーします。

手順
1. コンピューターにフォルダーを作成します (例えば、C:¥TutorialData)。
2. インストール・メディアにある Parallel_job_tutorial.zip ファイルを見つけ
ます。 インストール・メディアが含まれているディレクトリー内で、
Parallel_job_tutorial.zip ファイルは parent_directory\TutorialData\
QualityStage ディレクトリーにあります。例えば、Parallel_job_tutorial.zip
ファイルは、is-client\TutorialData\QualityStage ディレクトリーに存在する
可能性があります。
3. Parallel_job_tutorial.zip ファイルから、手順 1で作成したフォルダーにファ
イルを解凍します。

チュートリアル・プロジェクトの作成
InfoSphere QualityStage においてチュートリアルの練習を他の作業から分離しておく
ために、チュートリアル用に新規プロジェクトを作成します。

このタスクについて
IBM InfoSphere QualityStage アドミニストレーター特権が必要です。
チュートリアル・プロジェクトを作成する手順は、次のとおりです。

手順
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレータ
ー」を選択します。
2. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウで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。
3. 「プロジェクト」タブで、「追加」をクリックして「プロジェクトの追加」ウィ
ンドウを開きます。
4. 「名前」フィールドに、新規プロジェクトの名前 (例えば、Tutorial) を指定しま
す。
5. 「OK」をクリックして、新規プロジェクトを作成します。
6. 「閉じる」をクリックして、アドミニストレーター・クライアントを閉じます。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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チュートリアル・データのコピー
チュートリアル・データ・ファイルをクライアント・コンピューター上に作成した
チュートリアル・フォルダーから、エンジン層がインストールされている IBM
InfoSphere QualityStage コンピューター上のプロジェクト・フォルダーまたはディレ
クトリーにコピーします。

このタスクについて
チュートリアル用のプロジェクトを作成すると、エンジン層をインストールしたコ
ンピューター上にそのチュートリアル・プロジェクト用のフォルダーまたはディレ
クトリーが自動的に作成されています。 InfoSphere Information Server エンジン層
は、クライアントと同じ Windows コンピューターにインストールされている可能
性もありますが、別々の Windows、UNIX、あるいは Linux コンピューターにイン
ストールされている可能性もあります。 エンジン層は、IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage サーバーと呼ばれることがよくあります。

手順
1. クライアント・コンピューター上に作成したチュートリアル・フォルダー
TutorialData¥QualityStage を開いて、input.csv ファイルを見つけます。
2. エンジン層がインストールされているコンピューター上で、作成したチュートリ
アル・プロジェクト用のプロジェクト・フォルダーを開きます。 作成したプロ
ジェクトの名前が tutorial_project であるとすると、パス名の例は次のようにな
ります。
v Windows サーバーの場合:
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial_project
v UNIX または Linux サーバーの場合: opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects/tutorial_project
3. .csv ファイルをサーバー上のプロジェクト・フォルダーにコピーします。

プロジェクトの開始
ここでは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントの
プロジェクトを独自の IBM InfoSphere QualityStage ジョブのコンテナーとして使用
します。

このタスクについて
チュートリアルを開始するには、デザイナー・クライアントを開きます。 デザイナ
ーのパラレル・ジョブに、独自の InfoSphere QualityStage ジョブを実行する実行可
能ファイルが用意されています。

手順
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」をクリ
ックします。 「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウが開きます。
2. 「ドメイン」フィールドに、接続先のサーバーの名前を入力します。
3. 「ユーザー名」フィールドに、ユーザー名を入力します。
4. 「パスワード」フィールドに、パスワードを入力します。
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5. 「プロジェクト」フィールドで、作成したプロジェクト (例、Tutorial) を選択し
ます。
6. 「OK」をクリックします。 デザイナー・クライアントの「新規」ウィンドウが
開きます。

ジョブの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントには、ジョブ
を処理するパラレル・エンジンのためのインターフェースがあります。ここでは、
ジョブをメタデーター・リポジトリー内のフォルダーに保存します。

始める前に
クライアントをまだ開いていない場合は、これを開きます。

手順
1. 「新規」ウィンドウから、左側の「ジョブ」フォルダーを選択し、次に右側の
「パラレル・ジョブ」アイコンを選択します。
2. 「OK」をクリックします。 新しい空のジョブをデザインするためのウィンドウ
がジョブ・デザイン領域に表示されます。
3. 「ファイル」 > 「保存」をクリックします。
4. 「パラレル・ジョブに名前を付けて保存」ウィンドウで「Job」フォルダーを右
クリックして、ショートカット・メニューから「新規」 > 「フォルダー」を選
択します。
5. フォルダーの名前を入力します (例えば MyTutorial)。
6. 新規フォルダー (MyTutorial) をクリックし、「項目名」フィールドに
「Investigate1」を入力します。
7. 「保存」をクリックして、ジョブを保存します。

タスクの結果
「Investigate」という名前の新しいパラレル・ジョブが作成され、リポジトリーのフ
ォルダー「ジョブ¥MyTutorial」に保存されました。 これらの手順を使用して、この
フォルダーにさらに 3 つのパラレル・ジョブを作成し、それぞれ
Standardize1、Unduplicate1、Survive1 と名前を付けてください。

次のタスク
チュートリアル・データをプロジェクトにインポートしてください。

チュートリアル・コンポーネントのインポート
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して、
チュートリアル・コンポーネントをチュートリアル・プロジェクトにインポートし
ます。チュートリアル・コンポーネントには、サンプル・ジョブと表定義が含まれ
ます。

このタスクについて
チュートリアル・コンポーネントをインポートして、チュートリアル・レッスンを
開始します。
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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チュートリアル・コンポーネントをインポートする手順は、次のとおりです。

手順
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」を選択
します。
2. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力しま
す。
3. 「プロジェクト」リストから「Tutorial」プロジェクトを選択し、「ログイン」
をクリックします。デザイナー・クライアントが開き、「新規」ウィンドウが表
示されます。
4. 既存のジョブを開いていて、新規にジョブまたはオブジェクトを作成しない場合
に、この「新規」ウィンドウを閉じるには、「キャンセル」をクリックします。
5. 「インポート」 > 「DataStage コンポーネント」をクリックします。
6. 「インポート元ファイル」フィールドで、クライアント上の、チュートリアル・
データをコピーしたディレクトリー (例えば、C:¥TutorialData¥QualityStage) に移
動します。 QualityStage_Tutorial.dsx ファイルを選択します。
7. 「すべてインポート」が選択されていることを確認します。 「影響分析を実
行」も選択できます。
8. 「OK」をクリックして、サンプル・ジョブと表定義を QualityStage チュートリ
アルという名前のリポジトリー・フォルダーにインポートします。

タスクの結果
コンポーネントは、「QualityStage Tutorial」フォルダーのリポジトリーに表示され
ます。 それぞれのジョブを開くと、ジョブがキャンバス上にデザインされている様
子を確認できます。 独自のジョブを作成する場合は、これらのジョブを参考にして
ください。

次のタスク
これで、モジュール 1 を開始できます。
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モジュール 1: ソース・データの分析
このモジュールは、分析ジョブのセットアップ方法と処理方法を説明します。分析
ジョブは、IBM Information Server Web コンソールでレポートを作成するためのデ
ータを提供します。
レポートの情報は、データベース内の各顧客ごとの適切な住所を示すために必要な
データや手順についての基本的な推測をたてるために使用することができます。

学習目標
このモジュールのレッスンを修了すると、次のタスクの実行方法を習得できます。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ステージおよびリンクをジョブに追加
します
v ステージ・プロパティーを構成して、ジョブの実行時にステージで実行されるア
クションを指定します
v 顧客データとメタデータをロードして処理します
v ジョブをコンパイルし、実行します
v レポート用のデータを作成します
このモジュールを完了するには、30 分程度の時間を要します。

レッスン 1.1: 分析ジョブのセットアップとリンク
各ジョブを作成するには、データ品質ステージと IBM InfoSphere DataStage 順次フ
ァイルおよびステージを IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー キ
ャンバスに追加します。キャンバス上の各アイコンは、データがソース・ファイル
から各ステージに送られるようにリンクされます。
デザイナー・クライアントをまだ開いていない場合は、これを開きます。
1. デザイナーの左のペインで、このチュートリアル用に作成した MyTutorial フォ
ルダーに進み Investigate1 をダブルクリックしてそのジョブを開きます。
2. 「パレット」 > 「データ品質」をクリックして、Investigate ステージを選択し
ます。
パレットが表示されない場合は、「ビュー」 > 「パレット」をクリックしま
す。
3. Investigate ステージをデザイナー・キャンバスまでドラッグし、キャンバスの
中央でドロップします。
4. 2 番目の Investigate ステージをドラッグし、最初の「Investigate」 ステージの
下にドロップします。 レポートのデータを作成するには、これらの 2 つの
Investigate ステージを使用する必要があります。
5. 「パレット」 > 「ファイル」をクリックして、「順次ファイル」を選択しま
す。
6. 「順次ファイル」をデザイナー・キャンバスまでドラッグし、最初の
Investigate ステージの左にドロップします。 この順次ファイルがソース・ファ
イルです。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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7. 「パレット」 > 「プロセス」をクリックして、Copy ステージを選択します。
このステージは、ソース・ファイルからデータを複写して、2 つの Investigate
ステージにコピーします。
8. Copy ステージをデザイナー・キャンバスまでドラッグし、「順次ファイル」と
最初の Investigate ステージの間にドロップします。
9. 「パレット」 > 「ファイル」をクリックし、2 番目の「順次ファイル」をデザ
イナー・キャンバスまでドラッグして、最初の Investigate ステージの右側にド
ロップします。
Investigate ステージのデータは、ターゲット・ファイルである 2 番目の「順次
ファイル」に送られます。
10. 3 番目の「順次ファイル」をデザイナー・キャンバスまでドラッグし、このフ
ァイルを最初の Investigate ステージの右側に、かつ 2 番目の「順次ファイ
ル」の下にドロップします。 この時点で、ソース・ファイル、Copy ステー
ジ、2 つの Investigate ステージ、および 2 つのターゲット・ファイルを指定
しました。
11. 4 番目の「順次ファイル」をデザイナー・キャンバスにドラッグし、3 番目の
「順次ファイル」の下にドロップします (これが最終ターゲット・ファイルと
なります)。 次のステップで、すべてのステージをリンクします。
12. 「パレット」 > 「全般」 > 「リンク」をクリックします。
a. リンクを右クリックして、ソース・ファイルから Copy ステージにドラッグ
します。
リンクが赤の場合は、そのリンクをクリックしてアクティブにし、ステージ
に接触するまでドラッグします。 リンクの色が黒になります。
キャンバス上のアイコンをすべてリンクしたら、各ステージをクリックし、
ドラッグして位置を変更できます。
b. 他のステージのリンクも続けて行います。 以下は、次のレッスンでステー
ジとリンクに割り当てる名前を使用して完成させた分析ジョブの図です。
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レッスンのチェックポイント
分析ジョブをセットアップする場合は、ソース・ファイルとそのソース・データお
よびメタデータをステージすべてに接続し、それらのステージをターゲット・ファ
イルにリンクします。
このレッスンでは、デザイナーについて次のことを学習しました。
v デザイナー・キャンバスにステージを追加する方法
v デザイナー・キャンバス上でデータ品質ステージと処理ステージを結合する方法
v これらのステージすべてをリンクする方法

レッスン 1.2: 分析ジョブにおけるリンク名とステージ名の変更
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントで大きなジョ
ブを作成する場合は、それぞれのステージ、ファイル、およびリンクの名前を分か
りやすいものに変更して、ステージ構成でパスを選択する際に混乱が生じないよう
にすることが重要となります。
リンク名とステージ名を変更する際、スペースは使用しないでください。デザイナ
ー・クライアントでは、名前にスペースを入力すると、総称値にリセットされま
す。 このレッスンでは、キャンバス上のアイコンの総称をより適切な名前に置き換
えます。
キャンバス上のアイコン名を変更する手順は、次のとおりです。
1. ステージ名を変更するには、次の手順を実行します。
a. ソースの名前「SequentialFile」をクリックして、強調表示されたボックスがそ
の名前の周辺に表示されるようにします。
b. このボックスに「SourceFile」と入力します。
c. このボックスの外側をクリックして、このボックスを選択解除します。
2. リンク名を変更するには、次の手順を実行します。
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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a. 「SourceFile」から Copy ステージに接続している総称リンク名
「DSLinkXX」を右クリックして、ショートカット・メニューから「名前の変
更」を選択します。 強調表示されたボックスがそのデフォルト名の周辺に表
示されます。
b. 「Customer」と入力して、ボックスの外側をクリックします。 デフォルトの
リンク名が、Customer に変わります。
3. Copy ステージから最初の Investigate ステージに接続している総称リンク名を右
クリックします。
4. 手順 2 を繰り返します。その際、ボックスには「ToName」と入力します。
5. Copy ステージから 2 番目の Investigate ステージに接続している総称リンク名
を右クリックします。
6. 手順 2 を繰り返します。その際、ボックスには「ToCityStateZip」と入力しま
す。
7. 以下のステージの名前をクリックし、強調表示されたボックスに新しいステージ
名を入力します。
ステージ

変更後

Copy

Copy

Investigate (1 番目)

InvestigateName

Investigate (2 番目)

InvestigateCityStateZip

8. 3 つのターゲット・ファイル名を上から順に次の名前に変更します。
a. NameTokenReport
b. CityStateZipPatternReport
c. CityStateZipTokenReport
9.

以下のリンクの名前の上で、「名前の変更」を選択して強調表示されたボック
スに新しいリンク名を入力します。

リンク

変更後

「InvestigateName」から
「NameTokenReport」

NameInvestigation

「InvestigateCityStateZip」から
「CityStateZipPatternReport」

PatternReport

「InvestigateCityStateZip」から
「CityStateZipTokenReport」

TokenReport

デザイナー・キャンバスで各エレメントの名前を変更すると、分析ジョブがより適
切に編成されます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ジョブの総称ステージ名およびリンク名を適切な名前に変更し
ました。
ここでは、次のタスクを学習しました。
v デフォルト名のフィールドを選択して名前を編集する方法
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v 名前を変更するための正しい方法

レッスン 1.3: ソース・ファイルの構成
ソース・データとメタデータは、ジョブのソース・データとして SourceFile にアタ
ッチされます。
このレッスンでは、顧客の名前と住所の入力データをアタッチし、メタデータをロ
ードします。
データとメタデータを分析ジョブに追加するために、ソース・ファイルを構成し
て、ユーザーのコンピューターに保管された入力データ・ファイル input.csv を検
索し、メタデータ列をロードします。
ソース・ファイルを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「SourceFile」アイコンをダブルクリックして、「SourceFile - Sequential File」
ウィンドウの「プロパティー」タブを開きます。
2. 次のようにしてチュートリアル・データ・ファイルを選択します。
a. 「ソース」 > 「ファイル」をクリックして、「ファイル」フィールドをア
クティブにします。

b. 「ファイル」フィールドで
選択します。

をクリックして、「ファイルの参照」を

c. DVD から input.csv ファイルをコピーしたサーバー上のディレクトリー (例
えば、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial など) を探します。
d. 「input.csv」をクリックしてファイルを選択し、「OK」をクリックしま
す。
3. 「オプション」 > 「最初の行は列名」をクリックして、「最初の行は列名」リ
ストから「真」を選択します。
4. 「列」タブをクリックします。
5. 「ロード」をクリックします。
6. 「表定義」ウィンドウから、「QualityStage Tutorial」 > 「表定義」フォルダ
ーをクリックします。 このフォルダーは、チュートリアルのサンプル・メタデ
ータをインポートしたときに作成されています。
7. 「表定義」フォルダーで、「入力」をクリックし、「OK」をクリックします。
8. 「列の選択」ウィンドウで「OK」をクリックしてサンプル・メタデータをロー
ドします。
9. 「データ参照」をクリックして、入力データの品質を表示します。
10. 出力リンクの最初の「データ・ブラウザー」ウィンドウでは、表示する行数を
選択して「OK」をクリックします。 行の数は「100」のままにしておくことが
できます。
11. 出力リンクの 2 番目の「データ・ブラウザー」で、銀行の顧客名と住所が表示
されます。 住所は、銀行がデータ分析を行うことが困難なほどまとまりのない
様式で示されています。
12. 「閉じる」をクリックして、「データ・ブラウザー」ウィンドウを閉じます。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル

13

13. 「OK」をクリックして、変更を反映させるために Sequential File ステージを
更新します。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、入力データ (顧客の名前と住所) をアタッチし、メタデータをロ
ードしました。
ここでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v ソース・ファイルへのソース・データのアタッチ
v ソース・ファイルへのメタデータ列の追加

レッスン 1.4: Copy ステージの構成
ここでは、Copy ステージでソース・データを複写して 2 つの Investigate ステージ
に送ります。
このレッスンでは、処理ステージの Copy ステージを構成する方法を説明します。
ソースを複写して、その出力メタデータを 2 つの Investigate ステージに送るよう
にします。
Copy ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. CopyStage アイコンをダブルクリックして、「Copy - コピー」ウィンドウの
「プロパティー」タブを開きます。
2. 「入力」 > 「列」タブをクリックします。 「SourceFile」にロードしたメタデ
ータが Copy ステージに伝搬されます。
3. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックして、左の「列」ペインの列を右の
「ToName」ペインにマップします。
4. 画面の「列」ペインの上にある「出力名」フィールドで、「ToName」を選択し
ます (まだ選択されていない場合)。 正しい出力名を選択することで、データは
正しい Investigate ステージ、InvestigateName、または InvestigateCityStateZip ス
テージに送られます。
5. 次のようにして、「列」ペインから「ToName」ペインにデータをコピーしま
す。
a. 「列」ペインにカーソルを置き、右クリックして、ショートカット・メニュ
ーから「すべて選択」を選択します。
b. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
c. 「ToName」ペインにカーソルを置き、右クリックして、ショートカット・メ
ニューから「列の貼り付け」を選択します。 列のメタデータが「ToName」
ペインにコピーされて、「列」ペインから「ToName」ペインへのリンクを示
す線が表示されます。
6. 「列」ペインの上にある「出力名」フィールドで、ドロップダウン・メニューか
ら「ToCityStateZip」を選択します。
7. 手順 5 を繰り返して、「列」ペインから「ToCityStateZip」ペインにマップしま
す。
8. 「OK」をクリックして、更新した Copy ステージを保存します。
この手順は、列を 2 つの異なる出力にマップする方法を示します。
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レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、入力メタデータを 2 つの出力リンクにマップすることで、この
メタデータが引き続き次の 2 つのステージに伝搬されるようにしました。
ここでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v IBM InfoSphere QualityStage ジョブへの IBM InfoSphere DataStage ステージの追
加
v 次のステージへのメタデータの伝搬
v 2 つの出力リンクへのメタデータのマッピング

レッスン 1.5: Investigate ステージ、名前を検討するための構成
Investigate ステージのワード分析オプションは、個人の名前と住所を分類するルー
ル・セットを使用して、名前と住所のデータを分かりやすいパターンに解析しま
す。
Investigate ステージでは、ソース・ファイルの各レコードが分析されます。 このレ
ッスンでは、NAME ルール・セットを選択して USPS の基準に適用します。
Investigate ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「InvestigateName」アイコンをダブルクリックします。
2. 「ワード分析」タブをクリックして「ワード分析」ウィンドウを開きます。

をクリッ
3. 「使用可能なデータ列」セクションから「Name」を選択し、
クして、「Name」列を「標準列」ペインに移動します。 InvestigateName ステ
ージは、手順 4 で選択されるルール・セットを使用して「名前」列を分析しま
す。
をクリックして、InvestigateName ス
4. 「ルール・セット:」フィールドで
テージ用のルール・セットを選択します。
a. 「ルール・セット」ウィンドウで「Standardization Rules」フォルダーをダ
ブルクリックして、標準化ルール・ツリーを開きます。
b. 「USA」フォルダーをダブルクリックし、「USNAME」フォルダーをダブ
ルクリックして、次に、「USNAME」を選択します。 USNAME ルール・
セットは米国郵政公社の名前の基準に従って「Name」列を解析します。
c. 「OK」をクリックして、「ルール・セット」ウィンドウを終了します。
5. ウィンドウ内の「出力データ・セット」セクションにある「トークン・レポー
ト」チェック・ボックスをクリックします。
6. 「ステージ・プロパティー」 > 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックし
ます。
7. 次のようにして出力列をマップします。
a. 「列」ペインをクリックします。
b. 右クリックして、ショートカット・メニューで「すべて選択」を選択しま
す。
c. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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d. 「NameInvestigation」ペイン内をクリックします。
e. 右クリックして、ショートカット・メニューで「列の貼り付け」を選択しま
す。 左側の列が右側の列にマップされます。
「NameInvestigation」マップは次の図のように表示されます。

8. 「列」タブをクリックします。 「マッピング」タブで出力列をマップすると、
それらの列が示されます。
9. qsInvWord 列および qsInvClassCode 列のデータ・タイプを拡張します。
a. qsInvWord 列の「列」グリッドの行で、「拡張」リストから「Unicode」を
選択します。
b. qsInvClassCode 列の手順 9aを繰り返します。
c. 「OK」をクリックします。
10. 「OK」をクリックしてから、「ファイル」 > 「保存」をクリックして、更新
した分析ジョブを保存します。

レッスン・サマリー
このレッスンでは、USNAME ルール・セットを使用した Investigate ステージの構
成方法について説明しました。
分析ジョブで Investigate ステージの構成方法を学習するために、次のタスクを実行
しました。
v 分析する列の選択
v データに適用するルール・セットの選択
v 出力列のマッピング

レッスン 1.6 Investigate ステージ、地理的地域を検討するための
構成
Investigate ステージのワード分析オプションは、個人の名前と住所を分類するルー
ル・セットを使用して、名前と住所のデータを分かりやすいパターンに解析しま
す。
Investigate ステージでは、ソース・ファイルの各レコードが分析されます。 このレ
ッスンでは、USAREA ルール・セットを適用して USPS の基準に適用します。
InvestigateCityStateZip アイコンを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「InvestigateCityStateZip」アイコンをダブルクリックします。
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2. 「ワード分析」タブをクリックして「ワード分析」ウィンドウを開きます。
3. 「使用可能なデータ列」ペインで次の列を選択して、「標準列」ペインに移動
します。 2 番目の Investigate ステージは、手順 5 で選択されるルール・セッ
トを使用してこれらの住所列を分析します。
v City
v State
v Zip5
v Zip4

をクリックして、選択したそれぞれの列を「標準列」ペインに移動しま

4.
す。

をクリックして、
5. 「ルール・セット:」フィールドで
InvestigateCityStateZip 用のルール・セットを見つけます。
a. 「ルール・セット」ウィンドウで「Standardization Rules」フォルダーをダ
ブルクリックして、標準化ルール・ツリーを開きます。
b. 「USA」フォルダーをダブルクリックし、「USAREA」フォルダーをダブル
クリックして、「USAREA」 ファイルを選択します。 USAREA ルール・
セットは、米国郵政公社の基準に従って、City、State、Zip5、および Zip4
列を解析します。
c. 「OK」をクリックして、「ルール・セット」ウィンドウを終了します。
「ルール・セット」フィールドに USAREA.SET が表示されます。
6. ウィンドウ内の「出力データ・セット」セクションにある「トークン・レポー
ト」と「パターン・レポート」のチェック・ボックスをクリックします。 デー
タを 2 つの出力に割り当てる際、リンク順序が正しいかどうかを検証する必要
があります。 リンク順序により、データは、レッスン 1.2 で指定した名前が割
り当てられたリンクを通じて正しいレポートに確実に送られるようになりま
す。 「リンク順序」タブは、リンクが 1 つしかない場合は表示されません。
7. リンクの表示順序を変更する必要がある場合は、「ステージ・プロパティー」
> 「リンク順序」タブをクリックして、移動する出力リンクを選択します。
8. 次のようにして、リンクを上または下に移動します。

v リンク名を上へ移動するには、

をクリックします。

v リンク名を下へ移動するには、

をクリックします。

次の図は、リンクの正しい順序を示したものです。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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9. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックします。 2 番目の Investigate ステ
ージからの出力リンクは 2 つあるため、次のように列をそれぞれのリンクにマ
ップする必要があります。
a. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから、「PatternReport」を選択し
ます。
b. 「列」ペインを選択します。
c. 右クリックして、ショートカット・メニューで「すべて選択」を選択しま
す。
d. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
e. 「PatternReport」ペインを選択し、右クリックして、ショートカット・メニ
ューで「列の貼り付け」を選択します。 列が「PatternReport」出力リンク
にマップされます。
f. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから、「TokenReport」を選択し
ます。
g. 手順 b から e を繰り返します。ただし、手順 e では「TokenReport」ペイ
ンを選択します。
10. 両方の出力リンクの列のデータ・タイプを拡張します。
a. 「出力」 > 「列」タブをクリックします。
b. 「列」ページの上にある「出力名」リストから、「PatternReport」を選択し
ます。
c. VarChar の SQL タイプまたは Char の SQL タイプを持つ各列の「列」グ
リッドの行で、「拡張」リストから 「Unicode」を選択します。
d. 「列」ページの上にある「出力名」リストから、「TokenReport」を選択し
ます。
e. この出力リンクの列の手順 10cを繰り返します。
f. 「OK」をクリックします。
11. 「OK」をクリックして、InvestigateCityStateZip ウィンドウを閉じます。

レッスン・サマリー
このレッスンでは、2 番目の Investigate ステージを AREA ルール・セットに構成
する方法について説明しました。
次のトピックを実行して、分析ジョブの 2 番目の Investigate ステージの構成方法
を学習しました。
v 分析する列の選択
v データに適用するルール・セットの選択
v 出力レポート用のリンク順序の検証
v 2 つの出力リンクへの出力列のマッピング

レッスン 1.7: ターゲット・レポートの構成
ソース・データ情報と列メタデータは、ターゲット・データ・ファイルに反映さ
れ、後で分析レポートを作成する際に使用されます。
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分析ジョブでは、不定形式のソース・データが読み取り可能なデータに変更されま
す。その後、変更されたデータは分析レポートに構成されます。
データ・ファイルを構成する手順は、次のとおりです。
1. デザイナー・クライアントのキャンバスで、「NameTokenReport」 アイコンを
ダブルクリックします。
2. 「入力」 > 「プロパティー」で、「ターゲット」 > 「ファイル」をクリックし
ます。

をクリックして、入力データ・ファイルが置
3. 「ファイル」フィールドで、
かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーのパス名を参照します。
次の手順で、ステージの入力タブに、ターゲット・ファイル名を指定します。
4. 「ファイル名」フィールドで tokrpt.csv と入力して、「ファイル」フィールド
にパスとファイル名を表示します (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥tokrpt.csv など)。
5. ステージがデータを順次ファイルに書き込む前のステージのデータ収集方法を指
定します。 Investigate ステージはパラレル・モードで実行され、Sequential File
ステージは順次モードで実行されるため、コレクションの詳細を指定します。
a. 「パーティション」タブをクリックします。
b. 「コレクター・タイプ」リストから、「順次」を選択します。 この方式で
は、まず最初のパーティションからすべての行を読み取り、次に 2 番目のパ
ーティションからすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処
理します。
c. 「ソート」セクションで、「ソートの実行」を選択します。
d. 使用可能な列から 「qsInvCount」をクリックします。
e. 「OK」をクリックします。
6. 「CityStateZipPatternReport」 アイコンをダブルクリックします。
7. ファイル名を areapatrpt.csv とすることを除いて、手順 2から 5を繰り返しま
す。
8. 「CityStateZipTokenReport」 アイコンをダブルクリックします。
9. ファイル名を areatokrpt.csv とすることを除いて、手順 2から手順 5を繰り返
します。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、レポートとして使用するターゲット・ファイルの構成方法につ
いて説明しました。
ここでは、データを各レポート・ファイルにリンクして、3 つのターゲット・デー
タ・ファイルを構成しました。

レッスン 1.8: ジョブのコンパイルと実行
分析ジョブにコンパイラーを実行した後、そのジョブを実行してレポート用のデー
タ処理を行うことで、そのジョブをテストします。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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分析ジョブのコンパイルは、デザイナー・クライアントで行います。 ジョブのコン
パイルが成功したら、ディレクター・クライアントを開いてジョブを実行します。
ジョブをコンパイルし、実行する手順は、次のとおりです。
1. 「ファイル」 > 「保存」をクリックして、デザイナー・キャンバス上の分析ジ
ョブを保存します。

2.

をクリックして、ジョブをコンパイルします。 「ジョブのコンパイル」
ウィンドウが開いて、ジョブのコンパイルが開始されます。 コンパイラーが終
了すると、「ジョブのコンパイルに成功しました。エラーはありません。」とい
うメッセージが表示されます。

3. 「ツール」 > 「ディレクターの実行」をクリックします。 ディレクター・アプ
リケーションが開いて、状況ビューにジョブが表示されます。

4.

をクリックして、「ジョブ実行オプション」ウィンドウを開きます。

5. 「実行」をクリックします。
ジョブの実行後、「状況」列に「完了」と示されます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、分析ジョブのコンパイル方法と処理方法を学習しました。
ここでは、次のタスクを実行し、データを 3 つの出力ファイルに処理しました。
v 分析ジョブのコンパイル
v ディレクターでの分析ジョブの実行

モジュール 1: サマリー
モジュール 1 では、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー 分析ジ
ョブのセットアップ、構成、および処理を行いました。
分析ジョブでは、各レコードが列ごとに分析され、ユーザーが選択した列のデータ
内容が分析されます。 このモジュールでは、分析ジョブを使用して銀行のデータベ
ースに保管された名前と住所のソース・データをロードし、それぞれの列を分析可
能な形式に解析し、さらにこれらのデータを 3 つのデータ・ファイルに編成しま
す。
この分析ジョブでは、不定形式のソース・データが読み取り可能なデータに変更さ
れることにより、ユーザーは IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
を使用してこれらのデータを分析レポート内に構成できるようになります。 Web
コンソールでレポート・インターフェースにアクセスするには、「QualityStage レ
ポート」を選択します。
次のモジュールでは、不定形式データをマッチングやサバイバーシップのデータと
して使用できる標準化データに編成します。
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学習した内容
このモジュールを修了することにより、ユーザーは次の概念およびタスクについて
学習したことになります。
v 各種ステージを 1 つのジョブに正しくセットアップし、リンクさせて、データが
1 つのステージから次のステージに伝搬されるようにする方法
v データを分析するために、ステージ・プロパティーを構成して正しいルール・セ
ットを適用する方法
v ジョブをコンパイルし、実行する方法
v 分析用のデータを作成する方法

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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モジュール 2: データの標準化
このモジュールでは、銀行のデータベースから取り出した名前と住所の情報を標準
化するための標準化ジョブのセットアップ方法と処理方法を説明します。
モジュール 1 でデータの処理を行った際、住所の一部に標準とは異なるフリー・フ
ォームのものがありました。 重複した顧客住所を除去し、その顧客について示され
た 1 つの住所を確実に正しいものにする処理は、データの標準化を行わないと非常
に困難です。
標準化または条件付けにより、ソース・データは確実に内部的に一貫性を持ったも
の (つまり、データのタイプごとの内容とフォーマットが同じであるということ) に
なります。一貫性を持ったデータを使用すると、システムは、matching ステージの
1 つを使用することで、より正確に住所データをマッチングできます。

学習目標
このモジュールのレッスンを修了すると、次のタスクの実行方法を習得できます。
1. 各種ステージおよびリンクを標準化ジョブに追加します。
2. ジョブの実行時にデータを適切に処理できるように各種ステージ・プロパティー
を構成します。
3. 出力仕様を使用して、ヌルを操作する処理を行います。
4. 標準化データの頻度分布を生成します。
このモジュールを完了するには、60 分程度の時間を要します。

レッスン 2.1: 標準化ジョブのセットアップ
データの標準化は、データ・クレンジングの最初のステップです。レッスン 2.1 で
は、さまざまなステージを IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー
キャンバスに追加します。これらのステージには、ヌルを処理するための出力仕様
を適用する Transformer ステージと、頻度データを追加する Match Frequency ステ
ージが含まれます。
デザイナー・クライアントをまだ開いていない場合は、これを開きます。
ここでは、レッスン 1.1 で学習したようにステージをデザイナー・キャンバスに追
加し、これらをリンクして、標準化ジョブを作成する必要があります。 ユーザー
は、分析ジョブを完成することで分析レポートを使用したビジネス戦略の策定方法
を判断できるようになりました。 標準化ジョブでは、ルール・セットをソース・デ
ータに適用して、これらのデータにマッチングのための条件を設定します。
標準化ジョブをセットアップする手順は、次のとおりです。
1. デザイナーの左のペインで、このチュートリアル用に作成した MyTutorial フォ
ルダーに進み Standardize1 をダブルクリックしてそのジョブを開きます。
2. 次のアイコンをパレットからデザイナー・キャンバスにドラッグします。
v 「データ品質」 > 「Standardize」アイコン (キャンバスの中央)
v 「ファイル」 > 「順次ファイル」 アイコン (Standardize ステージの左)
v 「ファイル」 > 「データ・セット」 アイコン (Standardize ステージの右)
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v 「プロセス」 > 「Transformer」アイコン (Standardize ステージと「データ・
セット」ファイルの間)
v 「プロセス」 > 「Copy」 アイコン (Transformer ステージと「データ・セッ
ト」ファイルの間)
v 「データ品質」 > 「Match Frequency」アイコン (Copy ステージの下)
v 2 番目の「ファイル」 > 「データ・セット」 アイコン (Match Frequency ス
テージの右)
ステージとファイルをリンクした後で、これらのキャンバス上の位置を調整でき
ます。
3. 「順次ファイル」アイコンを右クリックし、そのままドラッグして、「順次ファ
イル」アイコンから Standardize ステージ・アイコンまでのリンクを作成しま
す。
4. 手順 3 で行ったように、残りのステージへのリンクもドラッグします。
リンクが赤の場合は、そのリンクをクリックしてアクティブにし、ステージに接
触するまでドラッグします。 リンクの色が黒になります。
キャンバス上のアイコンをすべてリンクしたら、各ステージをクリックし、ドラ
ッグして位置を変更できます。
5. 以下のステージの名前をクリックし、強調表示されたボックスに新しいステージ
名を入力します。
ステージ

変更後

SequentialFile

Customer

Standardize ステージ

Standardize

Transformer ステージ

CreateAdditionalColumns

Copy ステージ

Copy

Data_Set ファイル (Copy ステージの出力)

Stan

Match Frequency ステージ

MatchFrequency

Data_Set ファイル (Match Frequency ステー
ジの出力)

Frequencies

6. 以下のリンクの名前を右クリックし、「名前の変更」を選択して強調表示された
ボックスに新しいリンク名を入力します。
リンク

変更後

「Customer」から「Standardize」

Input

「Standardize」から
「CreateAdditionalColumns」

Standardized

「CreateAdditionalColumns」から「Copy」

ToCopy

「Copy」から「Stan」

StandardizedData

「Copy」から「MatchFrequency」

ToMatchFrequency

「MatchFrequency」から「Frequencies」

ToFrequencies

次の図は、標準化ジョブのステージとリンクを示したものです。
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、標準化ジョブのセットアップ方法を学習しました。 Standardize
ステージの重要性は、以降のマッチング・ジョブに使用できるタイプのデータを生
成する点にあります。
ここでは、次のタスクを実行し、標準化ジョブのセットアップとリンクを行いまし
た。
v データ品質ステージと処理ステージをデザイナー・キャンバスに追加する
v これらのステージをすべてリンクする
v リンク名とステージ名を変更する

レッスン 2.2: 標準化ジョブのステージ・プロパティーの構成
標準化ジョブの各ステージのプロパティーを、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー キャンバス上で構成する必要があります。
標準化ジョブを構成するには、以下のタスクを実行します。
v ソース・データとメタデータのロード
v 米国の名前と住所に対応したルール・セットの追加
v NULL 集合への出力仕様の適用
v 2 つの出力リンクへのデータのコピー
v 頻度データの作成

Customer ファイルのプロパティーの構成
Customer (ソース・ファイル) ステージのプロパティーを構成する手順は、次のとお
りです。
1. 「Customer」ソース・ファイル・アイコンをダブルクリックして、「Customer
- 順次ファイル」ウィンドウの「プロパティー」タブを開きます。
2. 「ソース」 > 「ファイル」をクリックします。

をクリックして、入力データ・ファイルが
3. 「ファイル」フィールドで、
置かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーのパス名を参照しま
す。
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4. input.csv を選択して、「OK」をクリックします。 これが、ジョブの実行時
に Standardize ステージが読み取るソース・ファイルとなります。
5. 「オプション」 > 「最初の行は列名」をクリックして、「最初の行は列名」リ
ストから「真」を選択します。
6. 「列」タブをクリックし、「ロード」をクリックします。
7. 「表定義」ウィンドウから、「QualityStage チュートリアル」フォルダーをク
リックします。 このフォルダーは、チュートリアルのサンプル・メタデータを
インポートしたときに作成されています。
8. 「表定義」 > 「入力」をクリックします。 表定義が、「Customer」ソース・
ファイルの「列」タブ内にロードされます。
9. 「OK」をクリックして、「表定義」ウィンドウを閉じます。
10. 「列の選択」ウィンドウで「OK」を再度クリックしてサンプル・メタデータを
ロードします。
11. 「OK」をクリックして「Customer」ソース・ファイルを閉じます。
ソース・データが「Customer」ソース・ファイルに貼り付けられ、データを標準の
住所列に編成するための表定義がロードされました。

Standardize ステージの構成
Standardize ステージは、名前と住所のデータにルールを適用して、標準の列フォー
マットになるようにデータを解析します。
Standardize ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. Standardize ステージ・アイコンをダブルクリックして、「Standardize ステー
ジ」ウィンドウを開きます。
2. 「新規プロセス」タブをクリックして、「標準化ルール・プロセス」ウィンド
ウを開きます。
3. 「ルール・セット」フィールドで、「Standardization Rules」 > 「USA」をク
リックします。 「Standardization Rules」フォルダーのルール・セットは、標
準化ジョブの固有のドメインです。このフォルダーからルール・セットを選択
して、一貫性のある業界標準データ構造とマッチング構造を作成します。
4. 「USNAME」フォルダーを開きます。
a. 「USNAME」ルール・セットを選択して、「OK」をクリックします。
「ルール・セット」フィールドに USNAME.SET が表示されます。 名前と
住所のデータは米国のものなので、このルール・セットを選択します。
b. 「使用可能な列」ペインで、「Name」を選択します。

c.

をクリックして「Name」列を「選択された列」ペインに移動しま
す。 「オプションの名前処理」フィールドがアクティブ化されます。

d. 「OK」をクリックします。

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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5. 「新規プロセス」タブをクリックして、「標準化ルール・プロセス」ウィンド
ウを開きます。
6. 「ルール・セット」フィールドで「Standardization Rules」 > 「USA」をクリ
ックし、「USADDR」ルール・セットを選択します。
7. 「使用可能な列」ペインで次の列名を選択し、「選択された列」ペインに移動
します。
v AddressLine1
v AddressLine2
8. 「OK」をクリックします。
9. 「新規プロセス」タブをクリックして、「標準化ルール・プロセス」ウィンド
ウを開きます。
10. 「ルール・セット」フィールドで「Standardization Rules」 > 「USA」をクリ
ックし、「USAREA」ルール・セットを選択します。
11. 「使用可能な列」ペインで次の列名を選択し、「選択された列」ペインに移動
します。
v City
v State
v Zip5
v Zip4
注: 列の順序は保ってください。 Zip5 は Zip4 より前である必要があります。
12. 「OK」をクリックします。
13. 「新規プロセス」タブをクリックして、「標準化ルール・プロセス」ウィンド
ウを開きます。
14. 「ルール・セット」フィールドで「Standardization Rules」 > 「USA」をクリ
ックし、「USTAXID」ルール・セットを選択します。
15. 「使用可能な列」ペインで次の列名を選択し、「選択された列」ペインに移動
します。
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v ApplicantSSN
16. 「OK」をクリックします。
17. Standardize ステージの出力列をマップします。
a. 「ステージ・プロパティー」タブをクリックします。
b. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックします。
c. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」
を選択します。
d. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
e. 「Standardized」ペインに移動し、右クリックして、ショートカット・メニ
ューで「列の貼り付け」を選択します。
18.

表定義を「Table Definitions」 フォルダーに保存します。
a. 「列」タブをクリックします。
b. 「保存」をクリックします。 「表定義の保存」ウィンドウが開きます。
c. 「データ・ソース・タイプ」フィールドに「Table Definitions」と入力し
ます。
d. 「データ・ソース名」フィールドに、「Standardized」と入力します。
e. 「表/ファイル名」フィールドに、「Standardized」と入力します。
f. 「OK」をクリックして、「表定義に名前をつけて保存」ウィンドウを開き
ます。
g. 「Standardization」表定義を「表定義」フォルダーに保存します。そのフォル
ダーは、例えば、「QualityStage Tutorial」 > 「表定義」のように、プロジ
ェクト・フォルダーの 1 つ下のレベルにあります。
h. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。

Standardize ステージが構成され、「USNAME」、「USADDR」、「USAREA」、お
よび「USTAXID」ルール・セットが顧客データに適用され、表定義が保存されまし
た。

Transformer ステージの構成
Transformer ステージは、マッチング・ステージが一致したものを選択する際に使用
する列の数を増やすものです。 また、Transformer ステージでは、NULL 値を処理
するための出力仕様も適用されます。
トランスフォーマー・プロパティーを構成する手順は、次のとおりです。
1. CreateAdditionalColumns ステージ・アイコンをダブルクリックして、
「Transformer ステージ」ウィンドウを開きます。
2. ウィンドウの上部セクションで 「Standardized」リンク・ボックス内の任意の列
を右クリックして、ショートカット・メニューから「すべて選択」を選択しま
す。 「Standardized」リンク枠内のすべての列が強調表示されます。
3. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
4. ウィンドウの上部セクションの「ToCopy」ペインに移動し、右クリックして、
ショートカット・メニューから「列の貼り付け」を選択します。 入力列から指
定された出力仕様へのマッピングは、次の図のようになっています。
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5. ウィンドウの右下のセクションで、「ToCopy」ペインの先頭行 (行 1) を選択
し、CreateAdditionalColumns ステージに 3 つの出力仕様と列を追加します。
a. その行を右クリックして、ショートカット・メニューから「行の挿入」を選
択します。
b. 手順 5a に説明されている方法を使用して、あと 2 行追加します。
c. 挿入された先頭行を右クリックし、ショートカット・メニューから「行の編
集」を選択して「列メタデータ編集」ウィンドウを開きます。
d. 「列名」フィールドに「MatchFirst1」と入力します。
e. 「SQL タイプ」リストで、「VarChar」を選択します。
f. 「長さ」フィールドで、「1」を入力します。
g. 「NULL 可能」リストで、「はい」を選択します。
h. 「適用」をクリックし、「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。
i. ウィンドウの下部セクションの「パラレル」ページで、「拡張(Unicode)」を
選択します。
j. 次の行を右クリックして、ショートカット・メニューから「行の編集」を選択
します。
k. 「列名」フィールドに「HouseNumberFirstChar」と入力します。
l. サブステップ 5e から 5h を繰り返します。
m. 最後に追加した行を右クリックして、ショートカット・メニューから「行の
編集」を選択します。
n. 「列名」フィールドに「ZipCode3」と入力します。
o. サブステップ 5e から 5h を繰り返します。ただし、「長さ」フィールドで
は「3」を選択します。
入力列から指定された出力仕様へのマッピングは、次の図のようになっていま
す。
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6. 次のようにして列に出力仕様を追加します。
a. 「ToCopy」ウィンドウの中で、「MatchFirst1」列と同じ行の「出力仕様」列
のセルをダブルクリックします。 次の出力仕様を入力します。if
IsNull(Standardized.MatchFirstName_USNAME) then Setnull() Else
Standardized.MatchFirstName_USNAME[1,1] この式は、「MatchFirstName」列
に NULL が含まれているかどうかを検出するものです。 列に NULL が含ま
れている場合は、NULL を処理します。 列にストリングが含まれている場合
は、先頭文字を抜き出して「MatchFirst1」列に書き込みます。

b. 「HouseNumberFirstChar」列についてサブステップ a を繰り返し、次の出力
仕様を入力します。if IsNull(Standardized.HouseNumber_USADDR) then
Setnull() Else Standardized.HouseNumber_USADDR[1,1]
c. 「ZipCode3」列についてサブステップ a を繰り返し、次の出力仕様を入力し
ます。if IsNull(Standardized.ZipCode_USAREA) then Setnull() Else
Standardized.ZipCode_USAREA[1,3].
7. これら 3 つの出力仕様と列を入力列にマップします。
a. 左上のペインに移動し、「Standardized」ペインをスクロールして、
「MatchFirstName_USNAME」を見つけます。
b. このセルをクリックし、「ToCopy」ペインの中の
「Standardized.MatchFirstName_USNAME」が含まれているセルにドラッグし
ます。
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c. 既存のデータをオーバーライドするかを質問するプロンプトが出されたら、
「はい」をクリックします。
d. HouseNumber_USADDR および ZipCode_USAREA について a から c のサ
ブステップを繰り返し、「Standardized」ペインの列名を「ToCopy」ペイン
の類似した名前の列にマッチングします。
e. 「OK」をクリックして、「Transformer ステージ」ウィンドウを閉じます。

Copy ステージの構成
Copy ステージはデータを複写して複数の出力リンクに書き込みます。 このレッス
ンでは、Copy ステージで Transformer ステージのメタデータを複写し、そのデータ
を Match Frequency ステージとターゲット・ファイルに書き込みます。
Standardize ステージと Transformer ステージのメタデータは、複写されて 2 つの出
力リンクに書き込まれます。
Copy ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. Copy ステージ・アイコンをダブルクリックして、「Copy ステージ」ウィンド
ウを開きます。
2. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックします。
3. 次のようにデータを「StandardizedData」出力リンクにコピーします。
a. 「列」ペインの上にある「出力名」フィールドで、「StandardizedData」を選
択します。
b. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」
を選択します。
c. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
d. 「StandardizedData」ペインに移動し、右クリックして、ショートカット・メ
ニューで「列の貼り付け」を選択します。
4. データを「ToMatchFrequency」出力リンクにコピーするには、「列」ペインの
上の「出力名」フィールドで「ToMatchFrequency」を選択し、b から d の手順
を繰り返して、データを「ToMatchFrequency」ペインに貼り付けます。
5. 「OK」をクリックしてデータをコピーしてから、Copy ステージを閉じます。

Match Frequency ステージの構成
Match Frequency ステージは、マッチングに使用されるデータを分析して、頻度分布
情報を生成します。
Match Frequency ステージでは、マッチングの実行とは別に頻度データの処理が行わ
れます。 このステージの出力リンクは、次の 4 つの列を扱います。
v qsFreqVal
v qsFreqCounts
v qsFreqColumnID
v qsFreqHeaderFlag
Match Frequency ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. Match Frequency ステージ・アイコンをダブルクリックして、「Match Frequency
ステージ」ウィンドウを開きます。
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2. 「マッチング仕様を使用しない」チェック・ボックスを選択します。 この時点
で、ユーザーはマッチング仕様に使用される列を知りません。
3. 「ステージ・プロパティー」タブをクリックします。
4. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックします。
a. 「出力名」フィールドで、「ToFrequencies」を選択します。
b. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」
を選択します。
c. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
d. 「ToFrequencies」ペインに移動し、右クリックして、ショートカット・メニ
ューで「列の貼り付け」を選択します。
5. 表定義を「Table Definitions」 フォルダーに保存します。
a. 「列」タブをクリックします。
b. 「保存」をクリックします。 「表定義の保存」ウィンドウが開きます。
c. 「データ・ソース・タイプ」フィールドに「Table Definitions」と入力しま
す。
d. 「データ・ソース名」フィールドに、「ToFrequencies」と入力します。
e. 「表/ファイル名」フィールドに、「ToFrequencies」と入力します。
f. 「OK」をクリックして、「表定義に名前をつけて保存」ウィンドウを開きま
す。
g. 「Standardization」表定義を「表定義」フォルダーに保存します。そのフォル
ダーは、例えば、「QualityStage Tutorial」 > 「表定義」のように、プロジ
ェクト・フォルダーの 1 つ下のレベルにあります。
h. 「保存」をクリックします。
i. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
6. 「OK」をクリックして、「出力」 > 「列」タブと Match Frequency ステージ
を閉じます。
7. 「OK」をクリックして、このステージを閉じます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、標準化ジョブのソース・ファイルとステージすべてを構成する
方法について説明しました。
これで、それぞれのステージに設定が適用され、標準化ジョブの出力ファイルが次
のステージにマップされました。 ここでは、次のタスクの実行方法を学習しまし
た。
v ソース・ファイルを構成して、顧客データとメタデータをロードする
v 米国郵便公社に対応したルール・セットを顧客の名前と住所のデータに適用する
v マッチングで使用する追加の列を指定し、ヌルを処理する出力仕様を作成する
v データを 2 つの出力リンクに書き込み、そのデータを正しいリンクに関連付ける
v 頻度データを作成する
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レッスン 2.3: ターゲット・データ・セットの構成
標準化ジョブの 2 つのターゲット・データ・セットに、単一ソース・マッチング・
ジョブのソース・データとして使用できる標準化データと頻度データを格納しま
す。
ターゲット・データ・セットを構成するには、以下のタスクを実行します。
v Stan ターゲット・データ・セットへのファイルの関連付け
v Frequencies データ・セットへのファイルの関連付け
これらのターゲット・データ・セットを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「Stan」ターゲット・データ・セット・アイコンをダブルクリックして、「デ
ータ・セット」ウィンドウを開きます。
2. 「入力」 > 「プロパティー」をクリックして、「ターゲット」 > 「ファイ
ル」を選択します。

3.

をクリックして、入力データ・ファイル (例えば、input.csv など) が置
かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーを参照します。

4. 「ファイル名」フィールドで Stan と入力して、「ファイル」フィールドにパ
スとファイル名を表示します (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥Stan など)。
5. 表定義を「Table Definitions」 フォルダーに保存します。
a. 「列」タブをクリックします。
b. 「保存」をクリックします。 「表定義の保存」ウィンドウが開きます。
c. 「データ・ソース・タイプ」フィールドに「Table Definitions」と入力し
ます。
d. 「データ・ソース名」フィールドに、「StandardizedData1」と入力しま
す。
e. 「表/ファイル名」フィールドに、「StandardizedData1」と入力します。
f. 「OK」をクリックして、「表定義に名前をつけて保存」ウィンドウを開き
ます。
g. 表定義を「表定義」フォルダーに保存します。そのフォルダーは、例えば、
「QualityStage Tutorial」 > 「表定義」のように、プロジェクト・フォルダ
ーの 1 つ下のレベルにあります。
h. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
6. 「Frequencies」ターゲット・データ・セット・アイコンをダブルクリックしま
す。
7. Frequencies ファイルについて、手順 2 から 5 までを繰り返します。ただし、
該当フィールドで Stan を Frequencies に、StandardizedData1 を
ToFrequencies1 に置換してください。 Stan ファイルと Frequencies ファイル
は、単一ソース・マッチング・ジョブのソース・データ・セットです。
8. 「ファイル」 > 「保存」をクリックして標準化ジョブを保存します。
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9. デザイナー・クライアントで、
ます。

10.

をクリックして、ジョブをコンパイルし

をクリックして、ジョブを実行します。

ジョブが、適用されたルールに従ってデータを標準化し、追加のマッチング列をメ
タデータに追加します。 データは、以降のジョブのソース・ファイルとして 2 つ
のターゲット・データ・セットに書き込まれます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ターゲット・データ・セットにファイルを関連付けて、処理済
みの顧客名と住所の標準化データおよび頻度データを格納する方法について説明し
ました。
ここでは、Stan および Frequencies ターゲット・データ・セット・ファイルを構成
し、データの処理時にそれらのデータを受け入れるようにしました。

モジュール 2: サマリー
モジュール 2 では、標準化ジョブのセットアップと構成を行います。
標準化ジョブを実行すると、顧客名および住所データがすべて同じ内容とフォーマ
ットになるようにデータが整えられます。 ここでは、標準化ジョブを使用して銀行
のデータベースに保管された名前と住所のソース・データをロードし、それぞれの
データをルール・セットで分析できるフォーマットに編成するための表定義を追加
しました。 Transformer ステージで行われるその後の処理により、列の数が増加
し、頻度データがマッチング・ジョブへの入力用に生成されます。

学習した内容
このモジュールを修了することにより、ユーザーは次の概念およびタスクについて
学習したことになります。
v レコードを効率的にマッチングするための標準化データを作成する方法
v IBM InfoSphere DataStage とデータ品質ステージを 1 つのジョブで実行する方法
v 住所データを分析するための、各国特有あるいは地域特有のルール・セットを適
用する方法
v NULL を処理するための出力仕様を使用する方法
v 以降のジョブでソース・データとして使用できるデータの作成方法

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル

33

モジュール 3: 共通属性を持つレコードのグループ化
このモジュールでは、標準化データと生成された頻度データを使用してレコードの
マッチングと重複レコードの除去を行う単一ソース・マッチング・ジョブのセット
アップ方法と実行方法を説明します。
One-source Match ステージは、2 つあるステージの内の 1 つです。このステージ
は、重複および不一致レコードを除去すると同時にレコードのマッチングを行いま
す。もう 1 つのマッチング・ステージは、2-source Match ステージです。
One-source Match ステージは、共通の属性を共有するレコードをグループ化しま
す。ユーザーが適用するマッチング仕様は、特定のマッチング・カットオフを上回
るウェイトを示したレコードすべてを重複として分離するように構成されていま
す。そしてマスター・レコードは、セット内のレコードを選択して特定されます。
このレコードは、それ自体が最も高いウェイトをもつものに相当します。
重複のセットに含まれないレコードはすべて不一致レコードとなります。これらの
レコードは、マスター・レコードと共に次の受け渡しに使用されます。 重複は 1
セット限りのレコードとなるようにするため、ここには含まないようにします。
確率的マッチング技法を適用することになるため、マッチング・ステージを使用す
るとデータ整合性が保証されます。 この技法は、ユーザーが定義する列、列の一
部、または個々の文字を評価するためにすべての関連属性に適用されます。 さら
に、ユーザーは、キー・データ・エレメントに一致または不一致ウェイトを適用で
きます。

学習目標
このモジュールのレッスンを修了すると、次のタスクの実行方法を習得できます。
v IBM InfoSphere DataStage のリンクとステージをジョブに追加します。
v 標準化データと頻度データをソース・ファイルとして使用します。
v ステージ・プロパティーを構成して、ジョブの実行時にステージで実行されるア
クションを指定します。
v 最初のパスの後に重複住所を除去します。
v マッチングの選択方法を決定するためのマッチング仕様を適用します。
v 共通属性データを別個のターゲット・ファイルにファンネル処理します。
このモジュールを完了するには、30 分程度の時間を要します。

レッスン 3.1: 単一ソース・マッチング・ジョブのセットアップ
レコードを関連属性のグループに集めることがデータ・クレンジングの次の手順で
す。 このレッスンでは、Data Quality One-source Match ステージと Funnel ステー
ジを追加して、レコードのマッチングと重複レコードの除去を行います。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントをまだ開いて
いない場合は、これを開きます。
ここでは、前のモジュールで学習したようにステージをデザイナー・キャンバスに
追加し、これらをリンクして、単一ソース・マッチング・ジョブを作成する必要が
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あります。ユーザーが実行を終えたばかりの標準化ジョブでは、Stan データ・セッ
トと Frequencies データ・セットが作成されました。 これらのデータ・セットの情
報は、単一ソース・マッチング・ジョブをデザインするときの入力データとして使
用されます。
単一ソース・マッチング・ジョブをセットアップする手順は、次のとおりです。
1. デザイナーの左のペインで、このチュートリアル用に作成した MyTutorial フォ
ルダーに進み OneSource1 をダブルクリックしてそのジョブを開きます。
2. 次のアイコンをパレットからデザイナー・キャンバスにドラッグします。
v 「データ品質」 > 「One-source Match」アイコン (キャンバスの中央)
v 「ファイル」 > 「データ・セット」アイコン (「One-source Match」アイコ
ンの左上)
v 2 番目の 「ファイル」 > 「データ・セット」アイコン (「One-source
Match」アイコンの左下)
v 「プロセス」 > 「Funnel」アイコン (「One-source Match」アイコンの右上)
v 3 つの「ファイル」 > 「順次ファイル」アイコン (1 つは Funnel ステージの
右側、他の 2 つは One-source Match ステージの右側)
3. 先頭の「データ・セット」アイコンを右クリックし、そのままドラッグして、こ
のデータ・セットから One-source Match ステージまでのリンクを作成します。
注: リンクの作成順は、ジョブの実行が成功するかどうかに影響します。 この
チュートリアルの後の手順で、一部のリンクの順序を変更するために、ステージ
のプロパティーを変更します。
4. 残りのステージへのリンクもドラッグします。 One-source Match ステージから
Funnel ステージには 2 つのリンクをドラッグします。
5. 以下のステージの名前をクリックし、強調表示されたボックスに新しいステージ
名を入力します。
ステージ

変更後

左上のデータ・セット

Frequencies

左下のデータ・セット

Standardized

単一ソース・マッチング

OneSourceMatch

Funnel

CollectMatched

右上の順次ファイル

MatchedOutput_csv

右中央の順次ファイル

ClericalOutput_csv

右下の順次ファイル

NonMatchedOutput_csv

6. 以下のリンクの名前を右クリックし、ショートカット・メニューから「名前の変
更」を選択して強調表示されたボックスに新しいリンク名を入力します。
リンク

変更後

「Frequencies」から「OneSourceMatch」

MatchFrequencies

「Standardized」から「OneSourceMatch」

StandardizedData

「OneSourceMatch」から「CollectMatched」

MatchedData

「OneSourceMatch」から「CollectMatched」

Duplicates
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リンク

変更後

「CollectMatched」から「MatchOutput_csv」

MatchedOutput

「OneSourceMatch」から
「ClericalOutput_csv」

Clerical

「OneSourceMatch」から
「NonMatchedOutput_csv」

NonMatched

7. 「ファイル」 > 「保存」をクリックして、ジョブを保存します。

単一ソース・マッチング・ジョブについてのレッスンのチェックポイ
ント
このレッスンでは、単一ソース・マッチング・ジョブのセットアップ方法を学習し
ました。 このジョブの処理時、レコードは、このチュートリアル用に作成されたマ
ッチング仕様を使用してマッチングされます。 次に、レコードはそれぞれの属性に
応じてソートされ、さまざまな出力リンクに書き込まれます。
ここでは、次のタスクを実行し、単一ソース・マッチング・ジョブのセットアップ
とリンクを行いました。
v データ品質ステージと処理ステージをデザイナー・キャンバスに追加する
v これらのステージをすべてリンクする
v リンク名とステージ名を適切な名前に変更する

レッスン 3.2: 単一ソース・マッチング・ジョブのステージ・プロ
パティーの構成
デザイナー・キャンバスで、単一ソース・マッチング・ジョブの各ステージのプロ
パティーを構成します。
単一ソース・マッチング・ジョブを構成するには、以下のタスクを実行します。
v 2 つのソース・ファイルのデータとメタデータのロード
v 単一ソース・マッチング・ジョブへのマッチング仕様の適用と、出力リンクの選
択
v 未ソート・レコードの結合
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Frequencies データ・セットと Standardized データ・セットを構成する手順は次のと
おりです。
1. 「Frequencies」データ・セット・アイコンをダブルクリックして、
「Frequencies - データ・セット」ウィンドウの「プロパティー」タブを開きま
す。
2. 「ファイル」 > 「ソース」をクリックします。

をクリックして、入力データ・ファイルが
3. 「ファイル」フィールドで、
置かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーのパス名を参照しま
す。
4. 「ファイル名」フィールドに「Frequencies」と入力します。 (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥Frequencies)
5. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
6. 「列」タブをクリックし、「ロード」をクリックします。「表定義」ウィンド
ウが開きます。
7. 「Project_folder」 > 「表定義」 > 「ToFrequencies1」ファイルを選択して、
「OK」をクリックします。
8. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。 表定義がソース・ファイルの
「列」タブ内にロードされます。
9. 「Standardized」データ・セット・アイコンをダブルクリックします。
10. 手順 2 から 9 までを繰り返します。ただし、手順 4 では「Stan」を入力し、
手順 7 では「StandardizedData1」ファイルを選択します。
標準化ジョブから得られたデータは、単一ソース・マッチング・ジョブのソース・
ファイルにロードされます。

One-source Match ステージの構成
One-source Match ステージは、共通の属性を持つレコードをグループ化します。
One-source Match ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. One-source Match ステージ・アイコンをダブルクリックします。
2. マッチング仕様の

ボタンをクリックします。

3. 「リポジトリー」ウィンドウからフォルダーを展開していって、
「NameandAddress」フォルダーを見つけます。
4. 「NameAndAddress」マッチング仕様を右クリックし、ショートカット・メニ
ューから「すべてプロビジョニング」を選択します。
5. 「OK」クリックして、チュートリアル用の「NameAndAddress」単一ソース・
マッチングの仕様をアタッチします。
6. 次の「マッチング出力」オプションのチェック・ボックスをクリックします。
v 一致 - 一致したレコードを出力データとして送信します。
v 要検討 - 要検討のレコードを分離します。
v 重複 - マッチング・カットオフを上回る重複レコードを含めます。
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v 一致しない - 一致しないレコード、重複レコード、要検討レコードを不一致
レコードとして分離します。
7. 「マッチング・タイプ」パネルにデフォルトの「従属」設定をそのまま保持し
ます。 最初のパスの実行後は、追加パスが発生するたびに重複レコードが除外
されます。
8. 「ステージ・プロパティー」 > 「リンク順序」タブをクリックします。 入力
リンクと出力リンクが、次の順序で表示されていることを確認してください。
必要に応じて、上矢印と下矢印ボタンを使用して、正しい順序になるようにリ
ンクを移動してください。
入力リンクのラベル

リンク名

データ

StandardizedData

DataFreq

MatchFrequencies

出力リンクのラベル

リンク名

一致

MatchedData

要検討

Clerical

重複

Duplicates

不一致

NonMatched

9. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックして、次の列を正しいリンクにマッ
プします。
a. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから、「MatchedData」を選択し
ます。
b. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」
を選択します。
c. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
d. 「MatchedData」ペインに移動し、右クリックして、ショートカット・メニ
ューで「列の貼り付け」を選択します。
e. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから「Duplicates」を選択しま
す。
f. 重複データについて、手順 9bから 9d を繰り返します。
g. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから「Clerical」を選択します。
h. 要検討データについて、手順 9bから 9dを繰り返します。
i. 「列」ペインの上にある「出力名」リストから「NonMatched」を選択しま
す。
j. 一致しないデータについて、手順 9bから 9d を繰り返します。
10. 「OK」をクリックして、「ステージ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。
11. 「OK」をクリックして、このステージを閉じます。

Funnel ステージの構成
Funnel ステージは、不規則な順序形式でレコードが受信された場合にそのレコード
を結合します。
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ファンネルを構成する手順は、次のとおりです。
1. CollectMatched ステージ・アイコンをダブルクリックして、「ステージ」 >
「プロパティー」タブをクリックします。
2. 「オプション」ツリーで、「ファンネル・タイプ」を選択します。
3. 「ファンネル・タイプ」リストから、「ソート・ファンネル」を選択します。
4. 「ソート・キー」 > 「キー」をクリックし、「キー」リストから
「qsMatchSetID」を選択します。 デフォルトのソート順序は「昇順」です。
5. 「ソート・キー」を再度クリックします。
6.

「追加可能なプロパティー」フィールドで、「キー」をクリックします。

7. 「キー」リストから、「qsMatchType」を選択します。
8. 「ソート順序」をクリックし、「ソート順序」リストから「降順」を選択しま
す。

9. 「出力」 > 「マッピング」タブをクリックします。
10. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」を
選択します。
11. ショートカット・メニューで右クリックし、「コピー」を選択します。
12. 「MatchedOutput」列に移動し、右クリックして、ショートカット・メニュー
で「列の貼り付け」を選択します。
13. 「OK」をクリックして、ステージ・ウィンドウを閉じます。

レッスン 3.2 のチェックポイント
レッスン 3.2 では、単一ソース・マッチング・ジョブのソース・ファイルとステー
ジを構成しました。
ここでは、次のタスクの実行方法を学習しました。
v 前のジョブで生成されたデータとメタデータのロード
v データを処理し、一致と重複を識別するためのマッチング仕様の適用
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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v 単一ファイル内でのレコードの結合

レッスン 3.3: 単一ソース・マッチング・ジョブのターゲット・フ
ァイルの構成
単一ソース・マッチング・ジョブのターゲット・ファイルを構成するには、ファイ
ルを 4 つの出力レコードにアタッチする必要があります。 MatchedOutput ファイ
ルのレコードは、次のジョブのソース・レコードとなります。
ターゲット・ファイルを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「MatchedOutput_csv」アイコンをダブルクリックして、「MatchedOutput_csv 順次ファイル」ウィンドウの「プロパティー」タブを開きます。 ファイル名を
マッチング・レコードに関連付けます。
2. 「ターゲット」 > 「ファイル」をクリックします。

をクリックして、入力データ・ファ
3. 「ファイル」フィールドの横にある、
イルが置かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーを参照します。
4. 「ファイル名」フィールドで MatchedOutput.csv と入力して、「ファイル」フ
ィールドにパスとファイル名を表示します (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥MatchedOutput.csv など)。
5. 「オプション」 > 「最初の行は列名」をクリックして、値を「真」に変更しま
す。
6. 「フォーマット」タブをクリックします。
7. 「フィールド・デフォルト」を右クリックし、次に「サブプロパティーを追
加」 > 「NULL フィールド値」をクリックします。
8. 「NULL フィールド値」 フィールドに二重引用符 ("") を入力します。
NULL フィールド値は、二重引用符を二度入力し、それらの間にスペースは含
めません。
9. ステージがデータを順次ファイルに書き込む前のステージのデータ収集方法を
指定します。 前のステージはパラレル・モードで実行され、Sequential File ス
テージは順次モードで実行されるため、コレクションの詳細を指定します。
a. 「パーティション」タブをクリックします。
b. 「コレクター・タイプ」リストから、「順次」を選択します。 この方式で
は、まず最初のパーティションからすべての行を読み取り、次に 2 番目の
パーティションからすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に
処理します。
c. 「ソート」セクションで、「ソートの実行」を選択します。
d. 使用可能な列から 「qsMatchDataID」をクリックします。
e. 「OK」をクリックします。
10. 表定義を「Table Definitions」 フォルダーに保存します。
a. 「列」タブをクリックします。
b. 「保存」をクリックします。 「表定義の保存」ウィンドウが開きます。
c. 「データ・ソース・タイプ」フィールドに「Table Definitions」と入力し
ます。
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d. 「データ・ソース名」フィールドに、MatchedOutput1 と入力します。
e. 「表/ファイル名」フィールドに、「MatchedOutput1」と入力します。
f. 「OK」をクリックして、「表定義に名前をつけて保存」ウィンドウを開き
ます。
g. 「Standardization」表定義を「表定義」フォルダーに保存します。そのフォル
ダーは、例えば、「QualityStage Tutorial」 > 「表定義」のように、プロジ
ェクト・フォルダーの 1 つ下のレベルにあります。
h. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
11. 以下のそれぞれのステージについて、手順 1 (40 ページ) から 10 (40 ページ)を
繰り返します。
v ClericalOutput_csv ステージについては、該当フィールドに
ClericalOutput.csv および Clerical1 と入力します。
v NonMatchedOutput_csv ステージについては、該当フィールドに
NonMatchedOutput.csv および NonMatched1 と入力します。
12. 「ファイル」 > 「保存」をクリックして、ジョブを保存します。
13. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントで、
をクリックして、ジョブをコンパイルします。
14. 「ツール」 > 「ディレクターの実行」をクリックして、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage ディレクター ディレクターを開きます。 「ディレ
クター」ウィンドウに単一ソース・マッチング・ジョブが表示された状態でデ
ィレクターが開き、「コンパイル済み」状況が示されます。

15.

をクリックします。

ターゲット・ファイルを構成し、ジョブをコンパイルし、実行しました。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、一致と重複の住所レコードを結合して 1 つのファイルにまとめ
ました。 不一致と要検討の出力レコードは、個々のファイルに分けられました。
要検討出力レコードは、レコードのマッチングについて手動で確認することができ
ます。 不一致レコードは、次回の受け渡しで使用されます。 一致と重複の住所レ
コードは、選定ジョブで使用されます。
ここでは、One-source Match ステージの出力レコードを各種のターゲット・ファイ
ルに分ける方法について学習しました。

モジュール 3: サマリー
モジュール 3 では、One-source Match ステージを使用して一致および重複する名前
と住所のデータを 1 つのファイルにまとめるジョブのセットアップと構成を行いま
す。
One-source Match ステージ・ジョブを作成する際、マッチング仕様を追加して、ブ
ロッキング条件とマッチング条件を、標準化ジョブで作成された標準化データと頻
度データに適用しました。 マッチング仕様の適用後、結果レコードが 4 つの出力
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リンク (各レコード・タイプごとに 1 つ) を通じて送出されました。 一致レコード
と重複レコードは、Funnel ステージに送られて 1 つの出力に結合され、ファイルに
書き込まれました。 不一致レコードは、要検討出力レコードと同様、1 つのファイ
ルに送られました。

学習した内容
モジュール 3 を修了することにより、ユーザーは次の概念とタスクについて学習し
たことになります。
v One-source Match ステージへのマッチング仕様の適用方法
v One-source Match ステージによる同じ属性をもつレコードをグループ化する方法
v 確率的マッチング技法の適用によってデータ整合性を確保する方法
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モジュール 4: 単一レコードの作成
このモジュールでは、選定ジョブをデザインして、各顧客の名前と住所について最
適なレコードを分離します。
単一ソース・マッチング・ジョブは、同じ属性を持つ 1 つのレコード・グループを
識別します。 選定ジョブでは、各グループごとに、そのグループの出力レコードを
作成する列とその列の値を指定します。 出力レコードには、次の情報を含むことが
できます。
v 全入力レコード
v レコードから選択された列
v グループ内のそれぞれのレコードから選択された列
列の値は、その列をテストするルールに基づいて選択します。ルールには、ある条
件の組み合わせとターゲットのリストが含まれます。 ある列が条件に対して真と評
価された場合、そのレコードの列の値は、ターゲットとして最適な候補となりま
す。 グループ内の各レコードの評価が終わると、最適な候補と宣言された列は、そ
のグループの出力レコードとして結合されます。 列の選定は、ターゲットによって
決まります。 列の値の選定は、ルールによって決まります。

学習目標
このモジュールのレッスンを修了すると、次のタスクの実行方法を習得できます。
v ステージとリンクを選定ジョブに追加します。
v 選択された列を選択します。
v ルールを追加します。
v 出力列をマップします。
このモジュールを完了するには、20 分程度の時間を要します。

レッスン 4.1: 選定ジョブのセットアップ
Survive ステージでの最適結果レコードの作成は、データ・クレンジング・プロセス
の最終ジョブになります。 最適結果レコードとは、銀行の各顧客ごとに正確性の最
も高い名前と住所を示したものです。
このレッスンでは、Data Quality Survive ステージ、単一ソース・マッチング・ジョ
ブで結合されたデータが入ったソース・ファイル、および最適レコードが入ったタ
ーゲット・ファイルを追加します。
選定ジョブをセットアップする手順は、次のとおりです。
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントの左のペイ
ンで、このチュートリアル用に作成した MyTutorial フォルダーに進み Survive1
をダブルクリックしてそのジョブを開きます。
2. 次のアイコンをパレットからデザイナー・キャンバスにドラッグします。
v 「データ品質」 > 「Survive」 アイコン (キャンバスの中央)
v 「ファイル」 > 「順次ファイル」 アイコン (Survive ステージの左)
v 2 番目の「ファイル」 > 「順次ファイル」 アイコン (Survive ステージの右)
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3. 左にある「順次ファイル」アイコンを右クリックし、Survive ステージまでリン
クをドラッグします。
4. 2 番目のリンクを Survive ステージから出力用の「順次ファイル」アイコンまで
ドラッグします。
5. 以下のステージの名前をクリックし、強調表示されたボックスに新しいステージ
名を入力します。
ステージ

変更後

左の順次ファイル

MatchedOutput

Survive ステージ

Survive

右の順次ファイル

Survived_csv

6. 以下のリンクの名前を右クリックし、ショートカット・メニューから「名前の変
更」を選択して強調表示されたボックスに新しいリンク名を入力します。
リンク

変更後

「MatchedOutput」から「Survive」

MatchesAndDuplicates

「Survive」から「Survived_csv」

Survived

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、選定ジョブのセットアップ方法として、ソース・データ (単一
ソース・マッチング・ジョブの結果)、Survive ステージ、およびターゲット・ファ
イル (最適結果グループの出力レコード) を追加することを学習しました。
ここでは、Survive ステージでは 1 つの入力リンクと 1 つの出力リンクを指定する
ということを学習しました。

レッスン 4.2: 選定ジョブのステージ・プロパティーの構成
選定ジョブのステージ・プロパティーを構成するには、単一ソース・マッチング・
ジョブから一致および重複データをロードし、一連の条件で列をテストするルール
を使用して Survive ステージを構成し、さらにターゲット・ファイルを構成しま
す。
選定ジョブでは、列の値をテストして、そのレコードの最適候補となる列を決定し
ます。 これらの列は結合され、最適候補グループの出力レコードとなります。 最
適候補を選択する際には、列値について次のような内容をテストするように指定で
きます。
v レコード作成データ
v データ・ソース
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v 1 つの列のデータ長
v 1 つのグループのデータ頻度
ソース・ファイルを構成する手順は、次のとおりです。
1. 「プロパティー」ページにアクセスするために「MatchedOutput ファイル」ア
イコンをダブルクリックします。
2. 「ファイル」 > 「ソース」をクリックします。

をクリックして、入力データ・ファイルが
3. 「ファイル」フィールドで、
置かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーのパス名を参照しま
す。
4. 「ファイル名」フィールドで MatchedOutput.csv と入力して、「ファイル」フ
ィールドにパスとファイル名を表示します (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥MatchedOutput.csv など)。
5. 「オプション」 > 「最初の行は列名」をクリックして、値を「真」に変更しま
す。
6. 「フォーマット」タブをクリックします。
7. 「フィールド・デフォルト」を右クリックし、次に「サブプロパティーを追
加」 > 「NULL フィールド値」をクリックします。
8. 「NULL フィールド値」 フィールドに二重引用符 ("") を入力します。
NULL フィールド値は、二重引用符を二度入力し、それらの間にスペースは含
めません。
9. 「列」タブをクリックし、「ロード」をクリックします。「表定義」ウィンド
ウが開きます。
10. 「Project_folder」 > 「表定義」 > 「MatchedOutput1」ファイルをクリックし
ます。 表定義がソース・ファイルの「列」タブ内にロードされます。
11. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
ファイルが MatchedOutput.csv ファイルにアタッチされて、表定義が MatchedOutput
ファイルにロードされます。

Survive ステージの構成
ここでは、列を最適な事例と比較するルールを使用して Survive ステージを構成し
ます。
Survive ステージを構成する手順は、次のとおりです。
1. Survive ステージ・アイコンをダブルクリックします。
2. 「新規ルール」をクリックして、「選定ルール定義」ウィンドウを開きます。
Survive ステージでは、1 つ以上のターゲットが入ったルールと、TRUE 条件式
が必要となります。
次のエレメントを指定してルールを定義します。
v ターゲット列 (複数可)
v 分析する列
v 分析される列に適用する技法
InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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3. 「使用可能な列」ペインで、「すべての列」を選択し、
をクリックして
「すべての列」を「ターゲット」ペインに移動します。 「すべての列」を選択
すると、グループの先頭レコードが最適レコードとして割り当てられます。
4. ウィンドウ内の「選定ルール」セクションで、「分析列」リストから
「qsMatchType」 を選択してください。 他の列を比較するターゲットとして
qsMatchType を選択しています。
5. 「技法」リストで、「等しい」を選択します。
6. 「データ」フィールドに、「MP」と入力します。 MP は、One-source Match ス
テージの「Match Pair」すなわち「一致したペア」を意味します。
7. 「OK」をクリックして、「選定ルール定義」ウィンドウを閉じます。
8. 手順 2 (45 ページ) から 5を繰り返し、以下の列とルールを追加します。 「デ
ータ」フィールドには値を入力しないでください。
「出力列」>「ターゲット」
で指定

分析列

技法

GenderCode_USNAME

GenderCode_USNAME

最多 (非ブランク)

FirstName_USNAME

FirstName_USNAME

最多 (非ブランク)

MiddleName_USNAME

MiddleName_USNAME

最長フィールド

PrimaryName_USNAME

PrimaryName_USNAME

最多 (非ブランク)

追加したルールは、選定のグリッドに表示できます。
9. 「グループ ID データ列の選択」セクションで、「qsMatchSetID」列を選択し
ます。
10. 「ステージ・プロパティー」をクリックし、次に「出力」 > 「マッピング」タ
ブをクリックします。
11. 「列」ペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「すべて選択」を
選択します。
12. ショートカット・メニューで「コピー」を選択します。
13. 「Survived」ペインに移動し、右クリックして、ショートカット・メニューで
「列の貼り付け」を選択します。
14. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
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ターゲット・ファイルの構成
Survive ステージのターゲット・ファイルを構成します。
1. Survived_csv ターゲット・ファイル・アイコンをダブルクリックし、「ターゲ
ット」 > 「ファイル」をクリックして、「ファイル」フィールドをアクティブ
にします。

をクリックして、入力データ・ファイルが
2. 「ファイル」フィールドで、
置かれているサーバー・コンピューター上のフォルダーを参照します。
3. 「ファイル名」フィールドで record.csv と入力して、「ファイル」フィール
ドにパスとファイル名を表示します (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥tutorial¥record.csv など)。
4. 「オプション」 > 「最初の行は列名」をクリックして、値を「真」に変更しま
す。
5. 「フォーマット」タブをクリックします。
6. 「フィールド・デフォルト」を右クリックし、次に「サブプロパティーを追
加」 > 「NULL フィールド値」をクリックします。
7. 「NULL フィールド値」 フィールドに二重引用符 ("") を入力します。
NULL フィールド値は、二重引用符を二度入力し、それらの間にスペースは含
めません。
8. 変更内容を確認して、ウィンドウを終了します。
9. 「ファイル」 > 「保存」をクリックして、ジョブを保存します。

10. デザイナー・クライアントで、
ます。

をクリックして、ジョブをコンパイルし
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11. 「ツール」 > 「ディレクターの実行」をクリックして、DataStage ディレクタ
ーを開きます。 「ディレクター」ウィンドウに標準化ジョブが表示された状態
でディレクターが開き、「コンパイル済み」状況が示されます。
12. 「実行」をクリックします。

レッスンのチェックポイント
ここでは、選定ジョブのセットアップ、リンク名とステージ名の変更、ソースおよ
びターゲット・ファイルの構成、さらに Survive ステージの構成を行いました。
レッスン 4.2 では、単純ルールを指定し、さらにそれを選択された列に適用する方
法を学習しました。 この組み合わせは、次に、最適レコードを見つけるためにすべ
ての列と比較されます。

モジュール 4: サマリー
モジュール 4 では、IBM InfoSphere QualityStage ワークフローの最後のジョブを行
いました。 このモジュールでは、選定ジョブのセットアップと構成を行って、
One-source Match ステージで作成された名前と住所の一致データと重複データから
最適なレコードを選択しました。
Survive ステージの構成では、ルールを選択し、ソース・ファイルから列を組み込ん
で、ルールをそれぞれの列に追加し、データを適用しました。 Survive ステージで
レコードを処理して最適なレコードを選択した後、その情報は出力ファイルに送ら
れました。

学習した内容
モジュール 4 を修了することにより、ユーザーは次の概念とトピックについて学習
したことになります。
v Survive ステージを使用してレコードの最適候補を作成する方法
v 単純ルールを列の値に適用する方法

IBM InfoSphere QualityStage チュートリアル: サマリー
ユーザーは、このチュートリアルの数々のレッスンから、企業が InfoSphere
QualityStage を使用してデータ品質の管理と維持を行う方法について学習しました。
企業としては、高品質の顧客データが必要不可欠です。つまり、データが最新であ
り、過不足なく、正確で、なおかつ使用しやすいものである必要があります。
このチュートリアルは、顧客名と住所を検証するための一般的なビジネスの問題を
提示し、InfoSphere QualityStage ジョブを使用して 1 世帯に属するさまざまな名前
を調整していく手順を説明しました。 また、このチュートリアルでは、InfoSphere
QualityStage ワークフローの 4 つのジョブについて、4 つのモジュール構成で説明
を行いました。 これらのジョブにより、お客様は確実に次のことを実行できるよう
になります。
v データの分析 (データ・ファイルのエラーを特定してフィールド内容を検証する)
v データの調整 (ソース・データの内部的な整合性を確保する)
v データのマッチング (あるファイルのレコードを調べて別のファイルの類似レコ
ードに対応するものをすべて特定する)
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v マッチング・データの選定によるレコードの特定 (最適候補レコードを作成する)

学習した内容
このチュートリアルを修了することにより、ユーザーは次の概念とタスクについて
学習したことになります。
v InfoSphere QualityStage ワークフローについて
v InfoSphere QualityStage ジョブのセットアップ方法
v あるジョブで作成されたデータを次のジョブのソースにする方法
v InfoSphere QualityStage を使用した高品質データの作成方法

InfoSphere QualityStage パラレル・ジョブ・チュートリアル
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付録 A. 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。
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 の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、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。IBM Knowledge Center 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。IBM Knowledge Center では XHTML
を使用しているため、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 Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちら
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。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 1. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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付録 C. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、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。
IBM Knowledge Center 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。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
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。
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などに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイ
ン名、および URL 内のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3
用のこのトピックの URL は以下のとおりです。 (記号「⇒」は、行の継続を表
します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストー
ル手順を使用して、任意のコンピューターにそれをインストールします。インフォ
メーション・センターをインストールして開始した後、サービス層のコンピュータ
ーで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参照する資料
の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX® Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

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オンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
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 http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
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。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

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。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21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。
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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。
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
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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
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。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。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。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 2. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Information Server
(InfoSphere
Information Server Web コンソール
インストール済み
環境の部分)

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 2. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他
のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

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 Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://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 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。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［マ行］

ソフトウェア・サービス
連絡先 53

メタデータ

［タ行］
単一ソース・マッチング・ジョブ

［ア行］

セットアップ 34
単一ソース・マッチング・ジョブのターゲ

お客様サポート
連絡先

ット・ファイル

53

構成

セットアップ

クライアント・コンポーネント
構成
Match Frequency ステージ

3
30

22

［ラ行］
レコード
グループ化

9

サーバー・コンポーネント
サポート

出力の構成

お客様 53
住所の分析 16

6

チュートリアル・プロジェクトの作成 5
チュートリアル・プロジェクトのシナリオ
3

19

順次ファイル 19, 22
商標
リスト 57
ジョブ
概要 2
ステージ
Copy 14, 22, 30
Investigate 9
Match Frequency 22, 30
Standardize 22, 24
Transformer 22
ステージ、名前の変更 11
製品資料
アクセス 55
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 51
セットアップ
Investigate ステージ・ジョブ
Standardize ジョブ 22
選定ジョブ
構成 44
選定ジョブ、セットアップ 43
ソース・ファイル
構成 13
名前の変更 13

6

チュートリアル・データのコピー
チュートリアル・プロジェクト
作成 5

チュートリアル・プロジェクトの目標
データ
標準化 22
フリー・フォームの解析 9
データのクレンジング 1
データ・クレンジング 1
デザイナーのツール・パレット
データ品質グループ 2
トークン・レポート 9, 19
特記事項 57

9
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19

トークン 9, 19
パターン 9, 19
ワード・トークン

9

ワード・パターン

9

［ワ行］
ワード 9
ワード・パターン・レポート

9

3

C
Copy ステージ
構成 14, 30
Copy ステージの構成

30

I

［ハ行］
パターン・レポート 9, 19
パラレル・ジョブ
保存 7
ファイル
順次 13
ソース 13
フリー・フォーム・データの解析
プロジェクト 2
開く 6
プロジェクト・エレメント 2

14

レッスン 1.1 9
列のマッピング 30
レポート

チュートリアルのセットアップ 5
チュートリアル・コンポーネント
インポート 7

コピー

3

11

34

列、マッピング

5

チュートリアル・コンポーネントのインポ
ート 7
チュートリアル・データ

［サ行］

住所分析 16
出力レポート、構成

30

モジュール 2、内容

リンク、名前の変更

40

単一ドメイン列の分析
チュートリアル

［カ行］

14

ロード 13
メタデータのコピー

9

InfoSphere DataStage
ジョブの作成 7
デザイナー・クライアント 1
Copy ステージ 14, 30
InfoSphere DataStage デザイナー 6
InfoSphere QualityStage
値 1
ジョブ 2
ステージ 2
プロジェクト 2
One-source Match ステージ 34
Survive ステージ 43, 44
Survive ステージ・ジョブ 43
サマリー 48
Investigate ステージ 9

63

Investigate ステージ (続き)
構成 15, 16
Investigate ステージ・ジョブ
セットアップ

9

リンク名とステージ名の変更

11

M
Match Frequency ステージ
構成 30
列 30

O
One-source Match ステージ
ターゲット・ファイルの構成 40
One-source Match ステージのジョブ
共通属性を持つレコードのグループ化
34
ソース・ファイルの構成 36
One-source Match ステージのジョブステ
ージの構成

37

S
Standardize ステージ
構成 24
データの調整 22
ルール・セットの標準化

24

Standardize ステージ・ジョブ
セットアップ 22
Survive ステージ
セットアップ 43
リンク名とステージ名の変更
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