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第 1 章 データ・クレンジングの概要
IBM® InfoSphere® QualityStage® には、ドメインのデータ品質をクレンジングおよび
改善するための方法論および開発環境が用意されています。
組織のデータには、組織が業務 (顧客と製品の管理、運営管理、企業業績の評価、
またはビジネス・インテリジェンスの提供) を遂行するために必要な貴重な情報が
含まれています。InfoSphere QualityStage を使用すると、データ品質を提供および維
持することができるため、組織はその企業データ投資を信頼できます。
データは、最新であり、完全、正確で使用しやすいときには高い品質になっていま
す。組織の目標に応じて、品質データが高いことは以下のことを意味する場合があ
ります。
v カスタマー・レコードには、同じ個人についての重複レコードは含まれていな
い。
v 在庫レコードには、同じ資材についての重複レコードは含まれていない。
v ベンダー・レコードには、使用しなくなったベンダーやビジネス関係がなくなっ
たサプライヤーは含まれていない。
v Paul Allen と Allen Paul は異なる 2 人の顧客のレコードであり、データ入力の
間違いによって作成されたものでないことを確信できる。
v 従業員は、必要なときに必要なデータを検索できる。また、従業員は高品質のデ
ータを使用して作業し、従業員が独自バージョンのデータベースを作成すること
を必要としない。
組織が、1 つ以上の情報システムから別の情報システムに移行するか、その編成お
よびプロセスをアップグレードするか、またはエンタープライズ全体の情報を統合
して活用する場合は、組織の目標に対処するデータの要件および構造を決定するこ
とが目標となります。この新しい要件に適合するように再構成されたデータをクレ
ンジング・データと呼びます (一般的には、データ・リエンジニアリングと呼ばれ
ることがあります)。

InfoSphere QualityStage 方法論
ワークフロー全体を理解すると、データ・クレンジング実装を簡素化するのに役立
ちます。
クレンジング済みデータの作成は、次のダイアグラムに示すように、4 つのフェー
ズの反復方式です。
フェーズ 1
組織の目標と、ユーザーの要件を判別する方法を把握します。
フェーズ 2
ソース・データの本質と内容を把握し、分析します。
フェーズ 3
データをクレンジングするジョブをデザインし、開発します。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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フェーズ 4
結果を評価します。

クレンジング・
ソース・データ

フェーズ 1

フェーズ 2

フェーズ 3

フェーズ 4

クレンジングみ
データ

図 1. データ・クレンジングの 4 つのフェーズ

フェーズ 1: 目標と要件の把握
データ・クレンジング・ワークフローのフェーズ 1 は、組織の目標と要件を把握す
ることです。
ワークフローのフェーズ 1 は、以下の作業に役立ちます。
v ハイレベルのミッション・ディレクティブを特定のデータ・クレンジング割り当
てに変換する。
v クレンジング済みデータの要件および構造について想定する。
データ品質のニーズおよび目標は、すべての組織で同じであるとは限りません。デ
ータ・クレンジングのプロジェクトのデザインを開始する前に、データ・クレンジ
ングのニーズを主導する組織の目標と、その目標によってデータ・クレンジングの
割り当てがどのように定義されるか (実際上の目標) を把握する必要があります。こ
の洞察は、意図されたクレンジング済みデータの複雑性を感覚的に理解するのに役
立ち、ワークフロー全体で意思決定できるコンテキストが提供されます。
データ・クレンジングのプロジェクトが成功すると、出力データ結果についての要
件を適切に定義したことによる効果が得られます。ベスト・プラクティスとして
は、すべてのフェーズ全体の機会をドメインの専門家および知識の所有者に提供し
ます。これらの人は、データについての組織の要件を把握し、出力結果を検討し、
要件を反復的に詳細化できて、最終的には結果を承認します。このコラボレーショ
ン・プロセスは、組織の要件を満たし、成功した品質結果を得る機会を増やすのに
役立ちます。

フェーズ 2: ソース・データの分析
データ・クレンジング・ワークフローのフェーズ 2 は、ソース・データについて理
解し、ソース・データを準備して、ソース・データの品質を把握することです。
ワークフローのフェーズ 2 は、以下の作業に役立ちます。
v ソース・データはターゲット・データが必要とする基本構造となっているかどう
かを識別する
v ソース・データの内容を把握する
v 次フェーズで使用する入力データを作成する
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フェーズ 2 は、クレンジング済みデータを作成するプロジェクトのサイズと複雑性
を把握し始めるときに役立ちます。ソース・データの細分性と構造が、ターゲッ
ト・データの構造と要件について当初思っていたのとかなり一致する場合は、デー
タ・クレンジングはそれほど複雑ではありません。その差の度合いが、プロジェク
トの複雑性に影響します。
ほとんどの組織は、自身のデータの内容を把握していると考えています。しかし、
データを分析してそれがどの程度完了しているか、重複しているデータ量はどのく
らいか、および各データ・フィールドにはどのタイプの異常が存在するかを判別す
るためにデータを分析すると、驚かされることがあります。時間の経過につれ、デ
ータの整合性がぜい弱になります。また、フィールドの内容は、そのオリジナルの
内容と外れてきます。ラベルは「名前」になっていますが、フィールドに肩書、納
税者番号、または状況 (「死去」など) が含まれている場合もあります。この情報は
役に立つものですが、見つけることができなければ役に立ちようがありません。
ステップ 1: データ・クレンジングの準備
IBM InfoSphere QualityStage での作業のための準備には、以下のことが伴い
ます。
v ソース・データ内の情報について全般的に把握する
v ソース・データのフォーマットを把握する
v データ・クレンジング・プロセス全体で反復して使用されるビジネス・ル
ールを作成する。これは、データの構造と内容に基づきます。
ステップ 2: ソース・データの分析
分析は、ソース・データの品質を把握し、ワークフローの以後のフェーズの
方向を明確にする場合に役立ちます。さらに、クレンジング済みデータの作
成に必要な処理の度合いを示します。
データを分析すると、以下の効果が得られます。
v データの品質を適切に把握する
v ブランク、エラー、またはフォーマット設定の問題などの、問題領域を識
別する
v データについて持っていた想定を立証または反証する
v データを十分に理解して、データ・レベルでのビジネス・ルールの設定に
役立たせる
InfoSphere QualityStage には、ステージとレポートが用意されていて、データに対し
て以下の 1 つ以上の機能を実行する場合に役立ちます。
v 編成
v 構文解析
v 分類
v パターンの分析
このプロセスでは、フェーズ 3 の入力データが作成されます。フェーズ 3 で、デ
ータ・クレンジング・ジョブを作成します。
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フェーズ 3: デザインおよび開発ジョブ
フェーズ 3 は、必要なクレンジング済みデータを生成するジョブまたはジョブのシ
ーケンスをデザインすることです。その後、前のフェーズで作成したデータに対し
てこのジョブを実行します。
InfoSphere QualityStage でデータ品質ジョブを作成するのに必要なコンポーネントの
デザインには、以下の 1 つ以上のステップが関係します。
ステップ 1: データの標準化
データの標準化には、データの準備および条件付けが含まれます。
InfoSphere QualityStage には、データの標準化を支援するいくつかの機能
(ステージおよびレポートなど) が用意されていて、データに対して以下の 1
つ以上の機能を実行する場合に役立ちます。
v エンタープライズまたは業界のデータ品質標準を実装する
v フリー・フォームで格納されているデータのアドレス可能度を改善する
v すべてのデータ使用 (表示、マッチング、レポート作成) についてのデー
タを準備する
v 整合性ある表現の入力データを作成するために、フリー・フォームまたは
固定形式の列を構文解析して単一ドメインのデータ・エレメントにする
v 各データ・エレメントの内容およびフォーマットを同一にする
v データ値を標準形に正規化する
v スペル・フォーマットおよび省略形を標準化する
v より効果的なマッチングのためにデータ・エレメントを準備する
v 音声コード化 (NYSIIS および SOUNDEX) を実行する。これは、マッチ
ング・プロセスで使用できます。
v データ結果および統計を検討する (標準化の品質評価 (SQA) レポート)
ステップ 2: データのマッチング
データが標準化されると、マッチングの準備ができました。データをマッチ
ングして、他のファイルとの重複または相互参照を識別します。データ・ク
レンジング割り当てによって、マッチング・ストラテジーを決定します。求
めていること、つまり、個人をマッチングするのか、会社をマッチングする
のか、世帯のまとめを実行するのか、またはインベントリー・トランザクシ
ョンを調整するのかを把握したら、この目標を満たすためのマッチング・ス
トラテジーを策定することができます。

マッチングによって、別のソース (参照ソース) 内の類似レコード (個人、
世帯、住所、および事象など) に対応した 1 つのソース (入力ソース) 内の
すべてのレコードを識別します。マッチングではまた、1 つのソース内にあ
る重複レコードを識別と、複数のソース内のレコード間の関係の作成も行い
ます。関係は、ビジネス・ルールによってデータ・レベルで定義されます。
InfoSphere QualityStage には Match ステージ (および、Match ステージ用の
マッチング仕様を作成するためのテスト環境を提供する Match Designer) が
用意されていて、データに対して以下の 1 つ以上の機能を実行する場合に
役立ちます。
v 類似データおよび重複データを検索する
v ビューを統合する
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v データを他のソースと相互参照する
v 既存のデータを外部ソースの新たな属性で拡充する
ステップ 3: 選定データの識別
データのマッチングが完了したら、一致したデータから選定して、設定、ロ
ーディング、またはレポート作成に使用可能にするレコード (または重複レ
コードの列セット) を識別します。

選定機能によって、使用可能な最適のデータを選定し、ターゲット宛先に対
して正しく準備することが簡素化されます。したがって、選定機能によって
重複レコードを統合され、これによって、一致したデータの最適な組み合わ
せ表現が作成され、組織が使用可能な最適のデータを使用してすべてのデー
タ・ソースにデータを相互に設定できるようになります。
このステップでは、重複レコードがある場合は、以下の意思決定を行う必要
があります。
v すべての重複レコードを保持する
v 重複レコードにあるすべての情報を含むレコードを 1 つのみ保持する
InfoSphere QualityStage には、選定機能が用意されていて、データに対して
以下の 1 つ以上の機能を実行する場合に役立ちます。
v 1 つのエンティティーと関係するレコードとの競合を解決する
v (オプション) すべての選定レコードをレガシー・ソースにリンクする相
互参照表を作成する
v あるレコードに欠損値があった場合、同じエンティティーの他のレコード
からの値を提供する
v ビジネス・ルールに従って、あるエンティティーについてのデータ値の競
合を解決する
v 既存のデータを外部ソースのデータで充実させる
v 特定の組織および技術上の要件を満たすように出力をカスタマイズする

フェーズ 4: 結果の評価
データ・クレンジング・ワークフローのフェーズ 4 は、前のフェーズの結果を評価
し、編成プロセスの改善内容を識別することです。クレンジング・プロジェクトの
成功は、各フェーズ全体の反復検討と改良によってもたらされます。
ワークフローのこのフェーズでは、プロセスの結果を参照して、以下のいずれかの
アクティビティーを実行する必要があるかどうかを判別します。
v 前のフェーズに戻る
v 一部の条件を詳細化する
v 戻ったフェーズからプロセスを繰り返す
データ品質の目標が単純な場合は、クレンジングの反復結果に満足することがあり
ます。あるいは、このワークフローを繰り返して、異なる意思決定を行い、各反復
時にさらに改良する必要がある場合があります。
結果を評価することはデータ・クレンジング・プロセスの最終ステップですが、適
切にデザインされて作成されたジョブまたはジョブのシーケンスでは、その方法の
第 1 章 データ・クレンジングの概要
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各ステップを評価します。各ステップの結果は、次のステップで行う方向に影響す
ることがあります。ベスト・プラクティスとしては、各フェーズを完了したとき
に、その結果を評価します。あるステップの結果が、次ステップで行う方向に影響
することがあります。このプロセスで、ジョブとそのステージ・コンポーネントを
詳細に調整して、最高品質のデータを実現します。
ジョブのデザインおよび作成の最後で、プロセス全体を評価できます。データによ
って何が分かりましたか? クレンジング・プロセスまたはデータ収集プロセスに関
して何が分かりましたか? この評価は、次のデータ・クレンジングのプロジェクト
に変更を行ったり、ジョブを適用したり、組織でそのビジネス・ルールを変更した
り、さらには組織目標を変更したりする場合に役立ちます。
クレンジング・プロセスの結果を評価すると、組織でデータ管理を保守したり、企
業データが組織目標に確実に対応するようにする場合に役立ちます。
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第 2 章 ソース・データの分析
Investigate ステージを使用すれば、ソース・データの品質を分析することができま
す。 Investigate ステージは、データ・クレンジングのプロジェクトのデザインに使
用できるビジネス・ルールの決定に利用できます。
Investigate ステージで、ターゲットのクレンジングされたデータを作成するのに必
要な処理の度合いを示します。データを詳しく調査することによって、エラーが特
定され、データ・ファイルのフィールドの内容が検証されます。この分析によっ
て、データ上の問題が新システムに影響を及ぼす前に、これを特定し、訂正するこ
とができます。
Investigate ステージでは、ユニーク値の数と頻度を判別し、ある列にある値が出現
することの業務上の意味合いを分類または割り当てることによって、データを分析
します。 Investigate ステージには、以下の機能があります。
v ソース・データの内容の評価。このステージでは、ソース・データのパターンを
編成、構文解析、分類、および分析します。処理は、単一ドメイン・データ列お
よび住所列などのフリー・フォーム・テキスト列の両方で実行されます。
v InfoSphere DataStage® によってサポートされるデータベース・コネクター、フラ
ット・ファイルまたはデータ・セット、あるいは任意の処理ステージからの単一
入力リンクの受け入れ。データは固定長の列に限られませんが、入力データはす
べて英数字でなければなりません。
v 1 つまたは 2 つの出力リンク (準備した情報の使用先となるレポートが 1 つか
2 つかに応じて異なります) の出力の生成。文字分析では列の頻度レポートのた
めの情報が、ワード分析ではパターン・レポートとトークン・レポートの両方の
ための情報が生成されます。 Investigate ステージで、単一の分析を実行します。
分析レポートは、分析ジョブで処理されたデータを使用して IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールから生成できますが、このレポートを利用すれ
ば、データを評価し、より良いビジネス・プラクティスを作成することができま
す。

文字分析オプション
Investigate ステージの文字分析オプションを使用してデータを分析および分類する
ことにより、単一ドメイン列を調べることができます。複数の列について、個別に
分析する (文字個別分析) ことも、統合された 1 つのデータ単位として分析する
(文字連結分析) こともできます。
列の分析によって、データ・クレンジング・プロセスの後のフェーズで使用できる
情報が得られます。例えば、文字分析を使用して、マッチング条件の参照列として
指定する可能性がある列の信頼性を検証できます。
分析プロセスでは、特定の列の値の頻度に関する情報を示す出力が生成されます。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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文字個別分析
文字個別分析オプションでは、複数の単一ドメイン列を分析します。このオプショ
ンを使用すると、多数の列を簡単に分析できます。
文字個別分析で生成される出力では、各列が頻度カウントとパターン分析のための
別個の値 (トークン) として処理されます。

文字連結分析
「文字連結分析」オプションを選択すると、複数の列間の関連付けを実行し、その
関係を判別することができます。このオプションでは、レコード内の任意の場所か
ら 2 つ以上の列 (選択する列は隣接していなくても可) を選択し、これを 1 つのデ
ータ列として分析を行います。
パターン分析を生成する場合、値がスペースなしで連結されます。

ワード分析オプション
ワード分析オプションでは、フリー・フォーム・データ列を個々の値 (以前はトー
クンと呼ばれていた) に構文解析します。このトークンは、パターンを作成するた
めに分析されます。
パターンを作成するために、ワード分析オプションでは、InfoSphere QualityStage に
装備されたルール・セットか、またはお客様が作成またはカスタマイズを行ったル
ール・セットを使用します。分析プロセスで値をどのように評価するかは、お客様
の要件を満たすルール・セットを選択することによって指定できます。ワード分析
オプションは、指定されたルール・セットを使用して値の特定方法を判別し、それ
らの値にクラス・タイプを割り当てて、パターンを作成します。
また、ワード分析オプションでは、値の頻度カウントも示されます。ワード分析オ
プションで生成された出力は、「パターンの頻度」と「ワードの頻度」という、2
つのレポートによって使用されます。これらのレポートは Web コンソールで表示
可能です。

ワード分析とルール・セット
Investigate ステージでワード分析オプションを指定する際には、列を分析するルー
ル・セットを選択します。次に、分析する列を 1 つ以上選択します。
ワード分析オプションでは、InfoSphere QualityStage に装備されたルール・セット
か、またはお客様が名前や住所などの入力データに対して作成またはカスタマイズ
を行ったルール・セットを使用します。 Investigate ステージで使用されるルール・
セットの例には、ドメイン固有ルール・セット (USNAME、USADDR、および
USAREA ルール・セット) などがあります。
ワード分析オプションでは、フリー・フォーム・データ列を個々のエレメントまた
は値 (以前はトークンと呼ばれていました) に構文解析します。値は、1 つのワード
または数か、1 つ以上のスペースまたは特殊文字で区切られたワードと数の混合で
す。このプロセスでは、それぞれの値を、当該ルール・セットの分類表で分類され
た値と比較します。
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値に一致するワードが分類表にあると、分析プロセスによって、分類表で指定され
たクラスにその値が割り当てられます。クラスは、パターンを作成するために使用
される 1 文字のラベルで表されます。分類表内のどの値とも一致しない値の場合、
分析プロセスでは、パターンを検査して、デフォルト・クラスを割り当てます。パ
ターン・クラスの詳細については、「IBM InfoSphere QualityStage パターン・アク
ション・リファレンス」を参照してください。

分析レポートを生成するためのセットアップ
分析レポートを生成するには、Investigate ステージ・ジョブをセットアップおよび
構成する必要があります。

始める前に
Investigate ステージ・ジョブをセットアップする前に、ソース・データ・ファイル
を作成して指定します。

手順
1. デザイナー・クライアントのキャンバスで Investigate ステージ・ジョブをセッ
トアップします。
2. 実行する分析のタイプ (以下のいずれか) を決定して、Investigate ステージ・ジ
ョブを構成します。
v 文字分析。単一ドメイン列で使用します。
v ワード分析。フリー・フォーム列で使用します。
分析タイプを選択することにより、生成するレポートのタイプも決まります。
3. 分析する列を指定します。
4. 選択した分析のタイプに対応するアクションを完了します。
v 文字分析の場合は、分析タイプを選択して、各列のマスクを作成します。
v ワード分析の場合は、パターンまたはワードの分類に使用するルール・セット
を選択します。
5. ステージ・プロパティーを設定します。
6. Investigate ステージの出力には、Sequential File ステージかまたは ODBC
Enterprise ステージを選択します。レポート列をデータベース表に出力する場合
は、ODBC Enterprise ステージを使用します。 このステージは、Web コンソー
ルからレポートを生成する予定がある場合にのみ、出力ステージとして必須で
す。レポートを生成する予定がない場合は、どの出力ステージでも使用できま
す。

第 2 章 ソース・データの分析
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ステージ

操作

Sequential File ステー
ジを選択する場合

1. パレットで、「ファイル」をクリック、Sequential File ステージ
をキャンバス上にドラッグして、それを Investigate ステージに
リンクします。
2. Investigate ステージをダブルクリックします。
3. 「出力」 > 「マッピング」タブで、Investigate ステージの列を
Sequential File ステージの出力列にマップして、「OK」をクリ
ックします。すべての出力列をマップし、リストされている順序
は保持されていることを確認します。
4. Sequential File ステージをダブルクリックします。
5. 「入力」 > 「プロパティー」タブで、次のプロパティーを設定
します。
v 「ファイル」フィールドに、出力データのファイル・パスを入
力します。
6. 「入力」 > 「フォーマット」タブで、次のプロパティーを設定
して「OK」クリックします。
v 「区切り文字」フィールドで、「コンマ」を選択します。
v 「引用文字」フィールドで、「DOUBLE」を選択します。
7. ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。

ODBC Enterprise ステ
ージを選択する場合
注: ODBC Enterprise
ステージを使用するに
は、最初にデータベー
ス表と ODBC 接続を
セットアップする必要
があります。ODBC
データ・ソースへのア
クセスの構成の詳細に
ついては、「IBM
InfoSphere Information
Server プランニング、
インストール、および
構成ガイド」を参照し
てください。

1. パレットで、「データベース」をクリック、ODBC Enterprise ス
テージをキャンバス上にドラッグして、それを Investigate ステ
ージにリンクします。
2. Investigate ステージをダブルクリックします。
3. 「出力」 > 「マッピング」タブで、Investigate ステージの列を
ODBC Enterprise ステージの出力列にマップして、「OK」をク
リックします。すべての出力列をマップし、リストされている順
序は保持されていることを確認します。
4. ODBC Enterprise ステージをダブルクリックします。
5. 「入力」 > 「プロパティー」タブで、次のプロパティーを設定
して「OK」クリックします。
v 「表」フィールドに、分析レポートの列を送る先のデータベー
ス表の名前を入力します。
v 「書き込み方式」フィールドで、「書き込み」を選択します。
v 「書き込みモード」フィールドで、「置換」を選択します。
v 「データ・ソース」フィールドに、ODBC 接続がセットアッ
プされたときに使用された ODBC ドライバーの名前を入力し
ます。
v 「列名を切り捨て」フィールドで、「偽」を選択します。
6. ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。

分析ジョブのセットアップ
デザイナー・クライアントのキャンバスで、 1 つの入力ソース・データ・ファイ
ル、1 つまたは 2 つの出力ファイル、および一緒にリンクされた 1 つ以上の
Investigate ステージを使用してステージを編成します。
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このタスクについて
分析ジョブをセットアップする際、さまざまなステージおよびファイルを追加でき
ます。Investigate ステージの出力先は、1 つのファイルになります。この分析ジョ
ブのセットアップ例では、以下のアイコンをキャンバスに追加します。
v ソース・データ・ファイル
v 3 つのターゲット・ファイル
v 2 つの Investigate ステージ
v DataStage Copy ステージ

手順
1. 新規パラレル・ジョブを作成するか、または既存のパラレル・ジョブを開きま
す。
2. パレットが表示されない場合は、「表示」 > 「パレット」をクリックして表示
します。
3. パレットで、「データ品質」 > 「Investigate ステージ」アイコンをクリックし
ます。
4. アイコンをグラブし、キャンバスの中央付近にドロップします。
Copy ステージ (ステップ 6 を参照) を追加して、各 Investigate ステージにデー
タを複写する場合は、複数の Investigate ステージを追加します。
5. 入力および出力ステージをセットアップするには、以下のステップを行います。
a. パレットで、「ファイル」 > 「順次ファイル」アイコンをクリックします。
b. 順次ファイルをグラブし、キャンバスの Investigate ステージの左側にドロッ
プします。
このファイルがデータ・ソース・ファイルになります。
c. パレットで、「ファイル」 > 「データ・セット」をクリックして、キャンバ
スの Investigate ステージの右側にドロップします。
このファイルが出力ファイルになります。
d. ワード分析の場合は、2 番目のデータ・セット・ファイルを Investigate ステ
ージの右側の出力ファイルの下に追加します。
このファイルが、2 番目のレポート用のもう 1 つの出力ファイルになりま
す。ワード分析を行って、パターン・レポートとトークン・レポートの両方
を作成する場合にのみ、 2 つの出力ステージを使用します。
通常、ソース・データはファイルまたはデータベースから入手しますが、ソ
ース・データを他のステージで前処理してから、Investigate ステージに入力
することもできます。
6. Copy ステージを追加する場合は、「パレット」 > 「処理」をクリックして、
Copy ステージを見つけます。
7. Copy ステージをグラブして、Investigate ステージの前にドロップし、データを
いくつかの出力にコピーします。
8. リンクをステージに追加するには、以下のステップを行います。

第 2 章 ソース・データの分析
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a. ソース・ファイルを右クリックして、キャンバスの最初のステージ (Copy ま
たは Investigate) にドラッグします。
リンクが赤で表示されている場合は、リンクするステージにラインが到達す
るまでラインを延ばす必要があります。
b. 同様にして、キャンバスに配置したすべてのステージを接続します。
9. 以下のステップに従って、ステージおよびリンクの名前を変更します。
a. ステージのデフォルト名をクリックします。 名前がボックスで囲まれます。
b. ボックス内に意味を表す名前を入力します。スペースは使用しないでくださ
い。
c. ボックスの外側をクリックして、新しい名前に設定します。

次のタスク
分析する列をセットアップするには、ステージを構成する必要があります。

ソース・データ・ファイルの構成
この例では、順次ファイルをソース・データ・ファイルとして構成します。

手順
1. 入力の「順次ファイル」をダブルクリックして、「プロパティー」ページを開
きます。
2. 「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。

3. 「ファイル」フィールドの
の参照」を選択します。

をクリックして、メニューから「ファイル

4. ソース・データをインストールしているディレクトリーを見つけます。
5. ファイルをクリックして選択します。 ファイル名が「ファイル」フィールドに
表示されます。
6. 「データ参照」をクリックします。
7. ファイルをクリックして選択します。 このボタンは、データ・ブラウザーを実
行して、ソース・データ・ファイル内のデータを表示します。列の名前がデー
タ・ブラウザーの上部に表示されます。
8. 次に、「列」をクリックします。
9. 「ロード」をクリックすると、「表定義」ウィンドウが開きます。 列データを
ソース・ファイルにロードします。
10. 「表定義」をクリックして、表定義が保管されるディレクトリーを見つけま
す。
11. 「OK」をクリックして、「列」ページを閉じます。

Investigate ステージの構成
Investigate ステージでは、ソース・ファイルからデータを取り込み、各レコードを
列ごとに分析します。
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始める前に
このステージを構成する前に、分析ジョブをセットアップします。

このタスクについて
Investigate ステージを構成する際に、文字分析を使用するのか、あるいはワード分
析を使用するのかを決定します。

手順
1. Investigate ステージをダブルクリックします。
デフォルトで、「文字個別分析」ページが開きます。入力リンクの使用可能な列
が、「使用可能なデータ列」ペインに表示されます。このウィンドウから、以下
のいずれか 1 つのページを構成することができます。
オプション

説明

19 ページの『ステージ・プロパティーの設
定』

ステージ・プロパティーは、Investigate ステ
ージを使用してデータをクレンジングするフ
レームワークを準備します。

『文字分析のセットアップ』

文字分析は、単一ドメイン列 (年金 ID 番
号、電話番号、日付、郵便番号などの 1 つ
のデータ・エレメントを含む) を探索しま
す。文字分析の結果は、値 (以前はトークン
と呼ばれていました) の頻度分布およびパタ
ーン分析に使用されます。

15 ページの『ワード分析のセットアップ』

ワード分析は、フリー・フォーム・データ列
を個々の値に解析します。パターンを作成す
るために、ワード分析は、個人名、企業名、
および住所の分類にルール・セットを使用し
ます。

2. 「ステージ・プロパティー」をクリックします。
Investigate ステージを実行する前に、ステージ・プロパティーを設定する必要が
あります。
3. 分析オプションを選択します。
4. Investigate ステージを構成したら、「コンパイル」をクリックします。
5. 「実行」をクリックして、ジョブを処理します。

文字分析のセットアップ
文字分析では、複数の単一ドメイン列を分析します。連結文字分析では、レコード
内の任意の場所から複数の列を選択し、これを 1 つのデータ列として分析します。

このタスクについて
以下の手順は、文字連結分析および文字個別分析の両方に適用されます。

第 2 章 ソース・データの分析
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手順
1. 「Investigate ステージ」ウィンドウで、「文字個別分析」または「文字連結分
析」をクリックします。
2. 「使用可能なデータ列」で、分析する列を選択します。
3. 「選択された列に追加」をクリックします。
「スケジュール済みプロセス」ボックスに列が表示され、「マスク・カラムの
選択」ウィンドウが開きます。デフォルトで、列の各位置にある文字はすべて
T (タイプ) に設定されています。
4. 列内の各位置ごとに、以下のいずれかのオプションに従ってマスクを調整しま
す。
v 列内のすべての文字を 1 つの分析カテゴリーとして示す場合は、該当するボ
タン (「すべて T」、「すべて C」、「すべて X」のいずれか) をクリック
します。
v 列の各文字ごとにマスクを設定する場合は、希望するマスク・タイプが表示
されるまで特定の文字をクリックします。
カラム・マスクについて詳しくは、 15 ページの『カラム・マスク』を参照して
ください。
5. マスクを設定したら、「OK」をクリックして「マスク・カラムの選択」ウィン
ドウを閉じます。
6. 分析したい残りの列について、ステップ 2 から 5 を繰り返します。
v 文字個別分析の場合は、選択された各列が別々に分析されます。
v 文字連結分析の場合は、選択されたすべての列が、選ばれたマスクに基づい
て連結されます。
7. サンプル数または頻度カットオフを変更するには、「詳細オプション」をクリ
ックします。
「分析詳細オプション」ウィンドウが開きます。
8. ウィンドウで、以下のいずれかのオプションを選択します。
v 各パターンのレポートに含めるソース・データのサンプル数を指定します。
v 頻度が低いパターンをスキップする場合は、頻度カットオフ・レベルを指定
します。頻度が指定されたレベルを下回るパターンは、レポートに表示され
ません。
9. 「OK」をクリックします。
これらの設定はいつでも変更することができます。
10. 「OK」をクリックして、ステージを閉じます。
指定した列のマスクの変更:
手順
1. 「スケジュール済みプロセス」ペインで列を選択します。
2. 「マスクの変更」をクリックします。
3. 前の手順のステップ 4 の説明に従ってマスクを編集します。
指定した列の分析からの除外:
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手順
1. 「スケジュール済みプロセス」ペインで列を選択します。
2. 「削除」をクリックします。列が「使用可能な列」ペインに戻ります。
カラム・マスク:
文字分析では、頻度カウントまたはパターン分析の対象となる文字、およびパター
ン・レポートにサンプルの一部として表示される文字の選択に、カラム・マスクを
使用します。
「カラム・マスクの選択」ウィンドウを使用するには、選択した列の各文字にマス
ク・シンボルを適用します。以下のマスク文字を使用することができます。
v C: その文字を表示し、頻度カウントおよびパターン分析に入れるようにします。
C カラム・マスクは、列の値を検査し、郵便番号コードの列に 99999、国民 ID
番号列に 111111111 などの不正データがないことを確認する場合に使用します。
v T: 文字のタイプを表示し、その文字を頻度カウントおよびパターン分析に入れる
ようにします。
T カラム・マスクは、文字位置にあるデータのタイプ (電話番号ならば
nnn-nnn-nnnn、 (nnn)-nnn-nnnn など) を検査したいときに使用します。
v X: その文字をスキップし、頻度カウントおよびパターン分析に入れないことを指
定しますが、サンプル・データには入れます。
X カラム・マスクは、その列のデータをサンプルには入れるが、分析の値 (以前
はトークンと呼ばれていた)、または値の一部としては含めない場合に使用しま
す。
例えば、ZIP コード (米国の郵便番号) の最初の 2 文字を分析し、州による頻度
分布を判別する (各州は ZIP コードの最初の 2 文字で示される ) 分析ジョブを
設定するとします。この場合、ZIP コードのカラム・マスクを CCXXX に設定しま
す。このようにすれば、パターン・レポートのパターン列には、最初の 2 文字だ
けが表示されます。頻度は、ファイル内で、先頭が ZIP コードの最初の 2 文字
になっているレコード数に基づいてカウントされます。値列には、サンプルに全
5 文字の ZIP コードが表示されます。
X カラム・マスクを文字連結オプションと共に使用すれば、サンプルだけに表示
される 1 つ以上の列を指定できます。上記の例で、カラム・マスクをすべての文
字について X に設定して、州の列を選択することが考えられます。その場合、
パターン・レポートでは、サンプル列に ZIP コードの最初の 2 文字の頻度カウ
ント、ZIP コードの全 5 文字、そして、州名が表示されます。

ワード分析のセットアップ
ワード分析は、フリー・フォーム・データ列を個々の値 (トークン) に解析します。
値は、パターン作成のために分析されます。ワード分析では、個人名、企業名、お
よび住所の分類にルール・セットを使用します。

第 2 章 ソース・データの分析
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手順
1. 「Investigate ステージ」ウィンドウで、「ワード分析」をクリックします。
ウィンドウに「ワード分析」列が表示されます。
2. 「ルール・セット」フィールドで、「リポジトリー」 > 「標準化ルール」 >
「国」 > 「ルール・セット」を選択し、分析に使用するルール・セットを参照
して選択します。

3. 「使用可能な列」から、1 つ以上の列を選択し、
「標準列」ペインに移動します。

をクリックして、列を

列の選択を変更するには、「標準列」ペインで 1 つ以上の列を選択して、「列
の削除」をクリックします。
4. 標準列の順序を再配置するには、列を選択して、「下に移動」または「上に移
動」をクリックします。
5. 分析オプションを変更するには、「詳細オプション」をクリックします。「分析
詳細オプション」ウィンドウが開きます。
必要に応じて変更し、「OK」をクリックします。
6. 「出力データ・セット」領域で、一方または両方のオプションを選択します。
v 「パターン・レポート」。パターンの頻度レポートの列を 1 つのリンクに出
力します。
v 「トークン・レポート」。ワードの頻度レポートの列を 1 つのリンクに出力
します。
ステージ・プロパティーを編集する際に、リンクとレポートの関係を変更する
ことができます。 両方のレポートの列を同じリンクに送信することはできま
せん。
7. ワード分析のセットアップが完了したら、「OK」をクリックします。

タスクの結果
ジョブをコンパイルして実行する前に、ステージ・プロパティーを編集する必要が
あります。
ワード分析の詳細オプションの指定:
ワード分析の詳細オプションを構成する際には、項目を選択して、トークン・レポ
ートの表示方法を決定します。
始める前に
まず、ワード分析をセットアップします。
このタスクについて
トークン・レポートに表示する値 (トークン) およびその表示方法を制御します。レ
コード区切り文字も指定できます。これは、「分析詳細オプション」ウィンドウの
オプションを選択して行います。
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手順
1. 「詳細オプション」をクリックします。 「分析詳細オプション」ウィンドウが
開きます。
2. 値のレポートでの表示方法について、以下の 1 つ以上のオプションを選択しま
す。
v 「分類していない連続したワードを 1 ワードとして扱う」。分類していない
ワード間のスペースが排除されます (複数のワードを 1 つのワードに連結し
ます)。
例えば、 CHARLES DE GAULLE は CHARLESDEGAULLE になります。このオプショ
ンにより、トークン・レポートおよびパターン・レポートの両方においてパタ
ーン数が削減されます。
v 「分類していない数字トークンを含む」。すべての数値をリストします。
例えば、住所列を分析する場合には住居番号を見る必要はないかもしれません
が、部品番号を分析する場合には番号を見る必要があります。
v 「分類していない文字を含む」。分類にないすべてのワード値が含まれます。
このオプションを選択しないと、レポートには、分類にある値しか含まれませ
ん。
v 「混合タイプおよび句読記号付きワードを含む」。先行または末尾が数字であ
る値 (109TH および 42ND など) が含まれます。
3. レポートに表示する値について、以下のいずれかのオプションを選択します。
v 「標準省略語」。分類にある値の標準化表記が表示されます。(これは、デフ
ォルト選択です。)
v 「オリジナル・スペル」。値がデータ・ファイルにある形式で表示されます。
v 「訂正されたスペル」。値に割り当てられているウェイトが分類にある場合に
限り、つづりの誤りを訂正します。
4. 「その他のオプション」領域で、リストを編集して、特殊文字を追加または削除
します。
v 「区切り文字リスト」。値を区切るすべての特殊文字をリストします。
v 「ストリップ・リスト」。値にならない、区切り文字リストのすべての特殊文
字をリストします。例えば、ポンド記号 (#) は、デフォルトで、このリストの
一部ではありません。よって、APT#3A は、APT、#、および 3A の 3 つの値に
なります。
注: スペース特殊文字は両方のリストに含まれます。「デフォルトに戻す」を
クリックすると、すべての値がデフォルト値にリセットされます。
5. 「統計オプション」領域で、パターン・レポートの出力を以下のいずれかから選
択します。
v 「サンプル数」。各パターンのレポートに含めるソース・データのサンプル数
を指定します。 InfoSphere QualityStage では、デフォルトで、各固有パターン
につき 1 つのサンプルをパターン・レポートに表示します。固有値ごとに表
示されるサンプルの数を増やすことができます。例えば、各値ごとに 4 つの
サンプルを見ることもできます。

第 2 章 ソース・データの分析
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v 「頻度カットオフ」。あまり現れないパターンをレポートに表示しない場合
は、頻度カットオフ・レベルを指定します。頻度が指定されたレベルを下回る
パターンは、レポートに表示されません。デフォルト設定は 1 で、この場合
にはすべてのパターンが表示されます。 1 回か 2 回しか現れない、頻度が低
いパターンを表示したくない場合にこのオプションを使用します。
6. 「OK」をクリックして、変更を承認し、ウィンドウを閉じます。

ターゲット・ファイルの構成
ジョブを実行すると、データがターゲット・ファイルに書き込まれます。

始める前に
ターゲット・ファイルを構成する前に、ジョブをセットアップしてください。

このタスクについて
Web コンソールで分析レポートを生成する予定がない場合は、Investigate ステージ
の出力にはどの出力ステージでも使用できます。レポートを生成する予定の場合
は、出力には、Sequential File ステージまたは ODBC Enterprise ステージを使用し
ます。分析レポートの生成のためのセットアップに関する詳細については、「IBM
InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド」を参照してください。

手順
1. 「デザイナー」キャンバスでターゲット・ファイルをダブルクリックします。
2. 「ターゲット」 > 「ファイル」をクリックします。
3. ジョブの実行により作成されるデータを書き込むファイルを指定します。
4. 「OK」をクリックします。

ステージ・プロパティーについて
Investigate ステージのステージ・プロパティーを設定して、データをクレンジング
するフレームワークを準備します。
ステージ・プロパティーを設定すると、以下の情報にアクセスできます。
v 分析可能な入力列
v 各レポートの出力列
v 各レポートの書き込み先リンク
v パラレル処理オプション
v バッファリング・オプション
ステージ・エディターには、次の各ページがあります。
v 「ステージ」ページ: ステージの一般情報を指定することができます。
v 「入力」ページ: 分析に入力されるデータの詳細を指定することができます。
v 「出力」ページ: 出力されるレポート列に関する詳細を指定することができま
す。
さらに、各ページには、各ステージに合わせたタブが付いています。
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「ステージ」ページには、次のようなタブがあります。
v 全般: 任意にステージの説明を入力できるテキスト・ボックスがあります。この
情報は、他の担当者がジョブまたはメタデータを理解するのに役立ちます。
v プロパティー: ステージの処理内容を指定します。
v 高度: ステージがどのように実行されるかを指定します。
v リンク順序: 特定のレポートを設定する出力リンクを変更します。パターン・レ
ポート、トークン・レポートを生成する場合に「ワード分析」で使用されます。
出力リンク名を選択して、上矢印または下矢印をクリックします。

ステージ・プロパティーの設定
Investigate ステージのプロパティーをセットアップします。

このタスクについて
ワード分析または文字分析をセットアップする前に、入力列を構成することをお勧
めします。文字分析やワード分析をセットアップした後、「入力」ページで使用可
能な列を変更すると、再度、分析のセットアップが必要になることがあります。

手順
1. 「Investigate ステージ」ウィンドウで、「ステージ・プロパティー」をクリック
します。
2. 「ステージ・プロパティー」ページを構成するには、以下のステップに従いま
す。
a. 「全般」をクリックして、Investigate ステージの説明を追加します。
b. 「プロパティー」をクリックして、オプションのプロパティーを追加しま
す。
c. 「高度」をクリックして、以下のアクションを設定します。
v 「実行モード」。「パラレル」または「順次」を指定します。
v 「互換モード」。「自動」、「結合可能」、または「結合しない」を指定
します。
v 「パーティションの保持」。「伝搬」、「クリア」、または「設定」を指
定します。
d. 「リンク順序」をクリックして、特定のレポートを格納する出力リンクを設
定します。
3. 「入力」ページを構成するには、以下のステップに従います。
a. 「全般」をクリックして、ステージの説明を追加します。
b. 「パーティション」をクリックして、入力データが処理される前にどのよう
にパーティション化またはコレクティングされるか、詳細を指定します。
c. 「列」をクリックして、ソース・データ・ファイルのメタデータを表示しま
す。
d. 「高度」をクリックして、InfoSphere DataStage がこのステージの入出力をど
のようにバッファリングするかを表示します。

第 2 章 ソース・データの分析
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デフォルトで、InfoSphere DataStage は、デッドロックが発生しないような方
法でデータをバッファリングします。デッドロック状態は、ステージが相互
に依存しており、別のステージからの入力を待っていて、受信するまで出力
できない場合に発生します。
4. 出力ステージを構成するには、以下のステップに従います。
a. 「全般」をクリックして、ステージの説明を追加します。
b. 「マッピング」をクリックして、列をステージ出力にマップします。
c. 「列」をクリックして、出力データ列をロードします。
d. 「高度」をクリックして、InfoSphere DataStage がこのステージの入出力をど
のようにバッファリングするかを表示します。
5. 「OK」をクリックして、「プロパティー」ウィンドウを閉じます。

「マッピング」タブの構成
出力レポートに含める列を指定します。

このタスクについて
事前に、分析ジョブの出力ステージ (複数の場合もあり) に列定義をロードする必要
はありません。代わりに、「マッピング」タブを使用して、出力するレポート列を
指定します。
文字分析、またはワード分析のパターンの頻度レポートのセットアップ時に、列の
頻度レポートまたはパターンの頻度レポートの対象となる列がすべて自動的に「マ
ッピング」タブに表示されます。
v ワード分析のワードの頻度レポートの作成を選択した場合、ワードの頻度レポー
トに使用する 3 つの列が「列リスト」に表示されます。
v ワード分析のパターンの頻度レポートとワードの頻度レポートの両方を選択した
場合、「出力名」フィールドで該当する出力リンクを選択すると、パターン・レ
ポート列が「マッピング」タブに表示されます。「出力名」フィールドでもう一
方のリンクを選択すると、トークン・レポート列が「マッピング」タブに表示さ
れます。

手順
1. 「マッピング」タブをクリックします。
2. 「出力名」フィールドで、出力リンク名を選択します。
3. 次のようにして、列をレポートに表示したい順序に配置します。
a. 左側の列リストから、各列を右側の「リンク」ペインにドラッグします。
b. あるいは、複数の列を選択します。
c. 右クリックして「コピー」を選択します。
d. 「リンク」ペインで、右クリックして「貼り付け」を選択し、列を「リン
ク」ペインに移動します。
4. ワード分析から 2 つのレポートを出力する場合は、「出力名」フィールドから
もう一方のリンクを選択して、ステップ 3 を繰り返します。
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注: このようにして列をドラッグして、出力表定義を作成しても、表定義はメタ
データ・リポジトリーに自動的には保存されません。適切なメタデータ管理を行
うためには、「出力」ページの「列」タブで、「保存」をクリックして、新しく
作成された表定義を保存してください。

タスクの結果
一度「マッピング」タブを構成して、「出力」ページで他の必要なプロパティーを
設定すると、いつでも分析ジョブを保存、コンパイル、および実行することができ
ます。

分析レポート
分析ジョブのデータから、分析レポートが作成されます。
分析レポートには、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールからアクセ
スします。Investigate ステージでは、以下のようなグラフィック・レポートが生成
されます。
「列の頻度」レポート
統計分析を利用して、頻度値に関する情報を表示します。このレポートのデ
ータは、 Character Discrete Investigate ステージ・ジョブ、または、
Character Concatenate Investigate ステージ・ジョブを実行して作成します。
「パターンの頻度」レポート
統計分析を利用して、特定の列のパターン情報を表示します。このレポート
のデータは、 Word Pattern Investigate ステージ・ジョブを実行して作成し
ます。
「ワードの頻度」レポート
パターンの分析対象の列で、最も頻繁に出現するワード値を表示します。こ
のレポートのデータは、 Word Token Investigate ステージ・ジョブを実行
して作成します。
レポートの作成は、単独、または複数のレポートについて、特定のスケジュールで
実行するように要求できます。各レポートは、カスタマイズして、会社ロゴ、レポ
ート説明、レポート名、およびレポートの作成者名を追加することができます。レ
ポートは、以下のフォーマットを任意に選択し、特定のファイルのロケーションに
書き込むことができます。
v HTML
v PDF
v RTF
v TXT
v XLS
v XML

Investigate ステージのレポート・フォーマット
Investigate ステージの出力データの各列は、レポート・テンプレートによって解釈
され、列フォーマットに従って書き込まれます。各レポートのデータは、このステ
ージから別のリンクに出力されます。
第 2 章 ソース・データの分析
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Investigate ステージでは、以下のタイプのレポートが生成されます。
v 「頻度パターン」レポートおよび「列の頻度」レポートは、ワード分析、文字分
析のいずれについても作成されます。これらのレポートには、次のような列があ
ります。
列名

文字個別分析でパターンが検出された入力列の名前、またはその他の分析
で選択されたすべての入力列の名前。

サマリー
値のカウントおよびパターンを表すグラフ。
パターン値
データを記述する、生成されたパターン。
カウント
入力データ全体でこのパターンが検出された回数を示す頻度カウント。
パーセント
このパターンに一致する入力データの比率を百分率で示したもの。
累積 %
パターンに一致する入力データの部分の相対的な比率を示し、最も優勢な
パターンに注目するためのものです。例えば、「最初の 80 パターンが全
体の 60% を占める」などの情報です。
サンプル
パターンに一致する入力データの 1 つ以上のサンプル。
v 「ワードの頻度」レポートは、ワード分析に対してのみ作成されます。これは、
選択された入力列で検出された個々の値 (以前はトークンと呼ばれていた) または
ワードを分析するレポートです。このレポートには、次のような列があります。
ワード・トークン・サマリー
値のカウントおよびパターンを表すグラフ。
ワード・トークン
選択された入力列内で検出された個々の値またはワード。
カウント
入力データ全体でこの値が検出された回数を示す頻度カウント。
分類状況
選択されたルール・セット分類表に基づいた値の分類。(分類されていな
い値が選択された場合、文字に対しては疑問符 (?)、数字に対しては脱字
記号 (^) が表示されます。)
デフォルトにより、InfoSphere QualityStage では、「頻度パターン」レポートの「パ
ターン値」列に、各固有パターンにつき 1 つのサンプルを表示します。 Investigate
ステージで「詳細オプション」をクリックすれば、各固有パターンごとに表示され
るサンプル数を増やすことができます。例えば、各パターンごとに 4 サンプル表示
するように指定できます。
「頻度パターン」、「ワードの頻度」のいずれのレポートについても、表示頻度を
制限することができます。1、2 度程度の低頻度のパターンは表示させたくない場
合、「詳細オプション」で、頻度のカットオフ・カウントを設定することができま
す。
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分析レポートの作成
分析レポートは、分析ジョブの結果を評価する場合、およびデータ・クレンジン
グ・プロセスの次のステージを作成する場合に使用します。

始める前に
v Investigate ステージ・ジョブを作成し、入力データを処理して、ターゲット・フ
ァイルに書き込みます。
v 分析レポートを実行するように 分析レポートを実行するようにアプリケーショ
ン・サーバーを設定します。分析レポートを実行するようにアプリケーション・
サーバーを設定する方法の詳細については、「IBM InfoSphere Information Server
プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してください。

手順
1. Web コンソールを開いて、「レポート作成」をクリックします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート・テンプレート」 >
「QualityStage」 > 「レポート・テンプレートの表示」をクリックします。
3. いずれかのレポートを選択します。
4. 右タスク・ペインで「新規レポートの作成」をクリックします。 選択したレポ
ートのレポート・テンプレートが表示されます。
5. 「名前」フィールドに、レポートの名前を入力します。 この名前は、生成され
たレポートに「レポート名」として表示されます。
6. 「説明」フィールドに、レポートの説明を入力します。 この説明は、生成され
たレポートに「レポートの説明」として表示されます。
「作成者」 フィールドには、レポートのオリジネーターとして Web コンソー
ルの「ユーザー名」フィールドに入力した名前が入っています。
7. オプション: レポートのフォルダーのロケーションを「保存先」フィールドに指
定します。
8. レポート設定パラメーターに値を入力します。
a. リストから InfoSphere QualityStage プロジェクトを選択します。
b. 「ジョブ・ソース」からジョブを選択し、「値の取得」をクリックして「ス
テージ名」フィールドに、選択したジョブから関連したステージを設定しま
す。
c. ステップ a で選択したジョブのステージを「ステージ名」から選択し、
「値の取得」をクリックして「1 つ以上の列の選択」フィールドに、選択し
たステージの関連した列を設定します。
d. ステップ b で選択したステージの列を、「1 つ以上の列の選択」フィール
ドから選択します。
e. 「配列 (パターン/カウント)」で「パターン」または「カウント」を選択し
ます。 この選択によって、レポート・データは、パターン値または値のカ
ウント順に配列されます。
f. 「ソート (降順/昇順)」で「昇順」または「降順」を選択します。 この選
択によって、ステップ d のソート順序が決まります。レポートは、この値
に従ってソートされます。
g. 「グラフのパターン数」で 1 から 25 までのパターン値を選択します。
第 2 章 ソース・データの分析
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h. オプション: 「お客様による説明」フィールドにコメントまたは説明を入力
します。
9. 「フォーマット」をクリックして、「出力フォーマット」パラメーターを開
き、レポートのフォーマットを選択します。
10. 「設定」をクリックして、有効期限および履歴ポリシーを指定します。
11. 「完了」をクリックし、次に、作成したレポートで行いたい操作をオプショ
ン・リストから選択します。

レポートの実行と表示
「Web コンソール・ナビゲーション」ペインで「レポート」を選択して、作成する
レポートにアクセスします。

始める前に
まず、レポートのパラメーター設定を選択する必要があります。

手順
1. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
し、実行したいレポートを選択します。
必須パラメーターが欠落している場合は、「パラメーター」ペインが開きます。
欠落しているパラメーター値は、白で表示されます。
2. タスク・ペインで「直ちに実行」をクリックします。 レポートは実行用のキュ
ーに入ります。レポートの実行が開始されると、「実行中」ペインに実行日およ
び実行時間が表示されます。
3. 実行統計を更新するには、「更新」をクリックします。
4. レポートの処理後に、「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポー
トの表示」をクリックします。
5. レポートのリストから、レポートを選択します。
6. タスク・ペインで「レポートの表示」をクリックします。 レポートが、作成時
に選択したフォーマットで表示されます。
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第 3 章 標準化でデータを整合させる
データを標準化すると、ソース・データを内部的に整合させることができます。つ
まり、各データ・タイプの内容とフォーマットの種類は同じです。
Standardize ステージは、Investigate ステージでのデータ解釈を基礎として処理を進
めます。 Standardize ステージでは、データを再フォーマットし、企業要件に従っ
て、個別の固定した列による一貫性のあるデータ表示を生成します。
Standardize ステージでは、データ内容とレコード・コンテキスト内のデータ配置を
使用し、各データ・エレメントの意味を判別します。識別できるデータ・エレメン
トの一般的な例として、名前、住所、市町村、州、郵便番号があります。
各エレメントまたは値 (以前はトークンと呼ばれていた) を正しく構文解析および識
別し、それを出力ファイルの適切な列に配置するため、Standardize ステージでは、
標準または規則に準拠するようにデザインされたルール・セットを使用します。例
えば、特定に国の規則に準拠するようにデータ名 (個人およびビジネス) と住所を標
準化できます。Standardize ステージによって使用されるルール・セットは、データ
を取り込み、入力データから性別などの追加情報を付加します。これらのルール・
セットは、Investigate ステージで使用されるルール・セットと同じです。
データの標準化が重要な理由は、次のようなことによります。
v データの効率的なマッチングのため
v 出力データのフォーマットをできる限り統一されたものにするため
Standardize ステージでは、フリー・フォームおよび固定形式の列を解析して単一ド
メインの列にし、入力データを統一した表記に変換します。
v フリー・フォーム列には、その列に定義された最大長以下の任意の長さの英数字
情報が含まれます。
v 固定形式列には、数字のみ、文字のみ、または英数字のみの情報などのある特定
タイプのみの情報が含まれ、特定のフォーマットに従います。
Standardize ステージでは単一入力を使用します。この入力は、InfoSphere DataStage
でサポートされているデータベース・コネクターからのリンク、フラット・ファイ
ルまたはデータ・セット、あるいは、いずれかの処理ステージの場合があります。
データは固定長の列に限られません。
Standardize ステージの出力リンクは、1 つだけです。このリンクからは、標準化さ
れた出力および未加工の入力を他の任意のステージに送信できます。

ソース・データの準備
プロジェクトを計画するにあたっては、最適な結果を得るためのソース・データを
準備する必要があります。
IBM InfoSphere QualityStage では、 binary 以外の基本的な (ベクトル、アグリゲー
トではない) あらゆるデータ・タイプを受け付けます。基本以外のデータ・タイプ
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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は、マッチング・ステージのベクトルを除き、InfoSphere QualityStage では処理され
ません。しかしながら、基本以外のデータ・タイプでも、 InfoSphere DataStage and
QualityStage の各ステージ間で受け渡しを行うことは可能です。
いくつかの列を、データ・クレンジング用のステージで使用する前にさまざまな処
理ステージを使用して構築しておくことができます。特に、オーバーレイ列定義、
ベクトル列、および連結列はデータ内で明示的な列として作成してから使用しま
す。
例えば、5 文字の郵便番号列の最初の 3 文字を別の追加列として宣言する必要はあ
りません。代わりに、データ・クレンジング用のステージでその列を使用する前
に、Transformer ステージを使用して明示的にソース・データに追加することができ
ます。
注: 欠損値は必ず NULL にマップするようにしてください。
マッチング対象の実際のデータは、以下のガイドラインに従ってください。
v 列で使用されるコードは、データ・ソースと参照ソースの両方で同じにします。
例えば、データ・ソースの「性別」列で、性別コードに「M」と「F」を使用する
場合、対応する参照ソースの列でも性別コードとして、「1」と「0」などではな
く「M」と「F」を使用するようにしてください。
v 使用している欠損値条件 (スペース、「99999」など) がどのようなものでも、す
べてあらかじめ、NULL 文字に変換する必要があります。変換は、InfoSphere
DataStage Transformer ステージを使用して行うことができます。データベースか
らデータを抽出する場合は、 NULL がスペースに変換されることがないようにし
てください。
個人名や住所などのデータは、Standardize ステージを使用して標準化するようにし
てください。複雑な条件でも、マッチングの前に新たな列を作成すれば処理できま
す。

標準化ワークフロー
データを標準化する際のワークフローは、データ・クレンジングの目標、データ・
ドメイン、およびパターン・アクション言語の経験によって異なります。
標準化プロセスは、以下の方法で準備できます。
v ドメインのデータ品質要件を理解しておきます。ドメインの対象分野の専門家の
協力が得られない場合は、ドメインに関する調査を実行しなければならない可能
性があります。
v 典型的なサンプル・データ・セットを準備します。
v Investigate ステージを含むジョブを実行して、ソース・データを分析します。
以下のダイアグラムは、標準化プロセスのワークフローを示しています。
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Standardize ステージ・ジョブの作成
Standardize ステージでは、複数の列を作成して、入力列と共に出力リンクに送信す
ることができます。

このタスクについて
オリジナル入力の列は、入力データに基づいて Standardize ステージで作成された追
加データ (SOUNDEX 表音コードまたは NYSIIS コード) と共に出力に書き込むこ
とができます。マッチング・ステージおよびその他のステージで、Standardize ステ
ージの出力を使用することができます。マッチング・ステージでは、列のブロッキ
ングおよびマッチングに追加データを使用できます。

手順
1. 入力データを指定します。
2. どの列に対してどのルール・セットを使用するかを決定します。
v COUNTRY ルール・セットを選択します。
v 既存の InfoSphere QualityStageルール・セットか新規に作成したルール・セッ
トを選択します。
第 3 章 データの標準化
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3. 選択した各ルール・セットを標準化プロセスに割り当て、必要に応じて、この標
準化プロセスの順序を指定します。
4. Standardize ステージの出力列を構成して、出力の送信場所を決定します。
5. 標準化ジョブを保存してコンパイルします。
6. 「実行」をクリックして、ジョブを処理します。

Standardize ステージで使用されるルール・セット
Standardize ステージでルール・セットを適用して、整合性があり、業界標準を満た
した、さまざまなデータ・マッチング方法で使用できる出力列を作成することがで
きます。
ルール・セットで、入力データを検査し、正規化します。以下のカテゴリーのルー
ル・セットを使用できます。
v 国または地域識別子ルール・セットでは、地域情報を読み取って、関連する国ま
たは地域を識別します。
v ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットは、混合ドメイン入力 (フリー・
フォームの名前および住所情報など) を評価し、そのデータをドメイン固有の列
セットに分類します。
v ドメイン固有ルール・セットは、名前、住所、または地域情報などの、単一のド
メインからのフリー・フォーム・データを処理します。
v 検証ルール・セットでは、ビジネス・インテリジェンス・フィールドとレポー
ト・フィールドを生成し、日付、メール・アドレス、および電話番号などの一般
的なビジネス・データに適用されます。
InfoSphere QualityStage で提供されているルール・セットは、最適な結果が得られる
ようにデザインされています。ただし、結果が満足できるものではないか、他のデ
ータ・ドメインのルール・セットを作成したい場合は、新規ルール・セットを作成
することも、既存のルール・セットをコピーすることも、既存のルール・セットを
変更することもできます。IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules
Designer でルール・セットを拡張するか、ユーザー・オーバーライドを追加する
か、またはルール・セット・ファイルを直接編集することで、ルール・セットの動
作を変更できます。

米国のレコードの場合の標準化処理フロー
ドメイン・プリプロセッサーおよびドメイン固有ルール・セットを使用して、米国
で一般的に使用されているレコードを標準化することができます。
以下のダイアグラムは、ドメイン・プリプロセッサーおよびドメイン固有ルール・
セットを使用して、米国で一般的に使用されているレコードを標準化する、
Standardize ステージの処理フローを示しています。
入力ファイルがドメイン固有であることは稀であるため、ドメイン・プリプロセッ
サー (PREP) ルール・セットは、標準化対象のファイルの準備に不可欠です。
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Standardize ステージのワークフローは、一般に他の国でも同様になります。

ソース
 (U.S) のレコード

Standardize ステージ
プリプロセッサー (PREP) ルール・セット

Standardize ステージ
ドメインルール・セット:
USNAME
USADDR
USAREA

'レコード
()、+,、および01のデータ
2が4まれる

必須値に対するリテラルの使用
リテラルとは、レコードに値が欠落している場合に入力される記号または略語のこ
とを指しています。リテラルは、列の接頭部または接尾部の場合があります。
入力レコードに重要なエントリーが含まれていない場合、必須値をリテラルとして
挿入し、それを出力に表示することができます。リテラルの挿入には、「標準化ル
ール・プロセス」ウィンドウを使用します。
例えば、すべての入力がバーモント州 (Vermont) のレコードであるため、州の入力
が入力レコードにない場合が考えられます。この場合、標準化レコードに州を入れ
るため、市町村名と郵便番号の間に VT というリテラルを挿入します。
また、入力レコードに部屋番号のみが含まれる部屋番号列がある場合、建物単位タ
イプとその単位の値の間にリテラル、# (ポンド記号) を挿入することができます。
リテラルには、スペースを入れることはできず、列と列の間に挿入する必要があり
ます。また、1 つのルール・セットで連続して 2 つのリテラルを入れることもでき
ません。
リテラルで使用できる特殊文字は、以下に限られます。
第 3 章 データの標準化
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#

ポンド記号

%

パーセント文字

^

キャレット

&

アンパーサンド

<>

不等号括弧

/

スラッシュ

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの場合は、リテラルを使用した列区
切り文字を挿入する必要があります。

標準化ジョブのセットアップ
1 つの入力ソース・データ・ファイル、1 つの出力ソース、および一緒にリンクさ
れた 1 つの Standardize ステージを使用して、デザイナー・クライアントのキャン
バスでステージを編成します。

このタスクについて
Standardize ステージの出力は、標準化された列と入力列の両方が含まれる列セット
になります。この列の一部またはすべての列を、InfoSphere QualityStage ジョブの出
力リンクにマップすることができます。

手順
1. 新規パラレル・ジョブを作成するか、または既存のパラレル・ジョブを開きま
す。
2. パレットが表示されない場合は、「表示」 > 「パレット」をクリックして表示
します。
3. パレットで、「データ品質」をクリックして、「Standardize ステージ」アイコ
ンを見つけます。
4. アイコンをグラブし、デザイナー・クライアントのキャンバスの中央付近にドロ
ップします。
5. 入力および出力ステージをセットアップするには、以下のステップを行います。
a. 入力を表す適切なアイコンをグラブして、デザイナーのキャンバス上の
Standardize ステージの左側にドロップします。入力は、出力リンクをサポー
トするオブジェクトであれば、どれでもかまいません。
このオブジェクトがソース・データ・ソース・データ・ファイルになりま
す。ソース・データはファイルまたはデータベースから入手しますが、ソー
ス・データを他のステージで前処理してから、Standardize ステージに入力す
ることもできます。
b. ステップ a を繰り返して、別のアイコン (順次ファイルなど) をデザイナ
ー・クライアントのキャンバス上の Standardize ステージの右側にドロップし
ます。
このファイルが出力またはターゲット・ファイルになります。
6. リンクをステージに追加するには、以下のステップを行います。
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a. ソース・ファイルを右クリックして、キャンバスの Standardize ステージにド
ラッグします。
リンクが赤で表示されている場合は、リンクするステージにラインが到達す
るまでラインを延ばす必要があります。
b. 同様にして、キャンバスに配置したすべてのステージを接続します。
7. 以下のステップに従って、ステージおよびリンクの名前を変更します。
a. ステージを右クリックして、「名前の変更」を選択します。 デフォルト名
が、強調表示されたボックスで囲まれます。
b. ボックス内に意味を表す名前を入力します。スペースは使用しないでくださ
い。
c. ボックスの外側をクリックして、新しい名前に設定します。

次のタスク
Standardize ステージを構成して、データを処理するための列およびルールをセット
アップする必要があります。

Standardize ステージの構成
Standardize ステージを構成する際には、ルール・セットを 1 つ以上の列に適用しま
す。

始める前に
Standardize ステージを構成するには、事前にまずジョブをセットアップします。

このタスクについて
Standardize ステージでは、1 つ以上の標準化プロセスを実装します。標準化プロセ
スは、ルール・セットを 1 つ以上の列に適用することによって実装されます。プロ
セスには、リテラルおよび名前処理の使用も含まれます。ルール・セットは、
Standardize ステージで一度だけ使用されます。
標準化プロセスは、Standardize ステージで追加および変更することができます。

手順
1. ソース・データ・ファイルをセットアップします。
2. 「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。
3. 「新規プロセス」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。
4. 「ルール・セット」フィールドで、

をクリックします。

5. 「開く」ウィンドウで、「標準化ルール」 > 「ルール・セット」 とナビゲー
トします。
6. 必要なルール・セットを見つけて、選択します。
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31

選択されたルールが「ルール・セット」フィールドに表示されます。
7. 選択したルール・セットのアクションに従います。
ルール・セット

操作

NAME

1. 「使用可能な列」フィールド内のいずれ
かの名前を選択します。「オプションの
名前処理」リストが使用可能になりま
す。
2. 次のいずれかのオプションを選択しま
す。
v 「すべての列を個人として処理」。す
べての列は、個人名として標準化され
ます。
v 「すべての列を組織として処理」。す
べての列は、組織名として標準化され
ます。
v 「未定義列を個人として処理」。すべ
ての未定義 (未処理) 列は、個人名とし
て標準化されます。
v 「未定義列を組織として処理」。すべ
ての未定義 (未処理) 列は、組織名とし
て標準化されます。
名前処理オプションを指定すると、名
前のタイプを判別する処理ステップが
除去され、パフォーマンスが向上しま
す。
このオプションは、入力ファイルに含
まれている名前のタイプ情報が分かっ
ている場合に便利です。例えば、ファ
イルには組織名のみが含まれているこ
とが分かっている場合は、「すべての
列を組織として処理」を指定します。
ファイル内の名前項目はすべて、組織
名として処理されます。個人の名前で
あることが明白な項目が含まれている
場合でも、組織名として構文解析され
ます。

3.

をクリックして、選択した列を
「選択された列」リストに移動します。
名前処理は、「選択された列」リストの
先頭に表示されます。

4. ステップ 8 に進みます。
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ルール・セット

操作

COUNTRY

1. 「リテラル」フィールドに、ZQXXZQ と入
力します。ここで、XX は 2 文字の国別
コードです。
COUNTRY ルール・セットで入力情報が
属する国または地域が判別できない場
合、データは、「リテラル」フィールド
でデフォルト区切り文字として指定され
た国または地域のパターンに割り当てら
れます。

2.

をクリックして、選択した列を
「選択された列」リストに移動します。
リテラルは、「選択された列」リストの
先頭に表示されます。

3. ステップ 8 に進みます。
PREP

1. 列にデータを記述するには、区切り文字
を使用します。「リテラル」フィールド
に、「使用可能な列」リストから「選択
された列」リストに移動する予定の列に
対応する、スペースのない区切り文字値
を入力します。例えば、住所列にはリテ
ラル「ZQADDRZQ」を使用します。

2.

をクリックして、リテラルを「選
択された列」リストに移動します。その
リテラルが、対応する列の先頭に付加さ
れます。

3. ステップ 8 に進んで、選択された各列の
先頭にリテラルが付加されるまで、前の
ステップを繰り返します。
ADDR、 AREA、 VDATE、 VEMAIL、
VTAXID

ステップ 8 に進みます。

8. 「使用可能な列」リストから、ルールを適用する列を 1 つ以上選択し、
をクリックして「選択された列」リストに移動します。
9. オプション: 列の順序または選択を調整します。
a. 「選択された列」リストで列を選択します。
b. 「上に移動」または「下に移動」をクリックします。
注: リテラルの順序は重要です。選択した列の順序を移動する場合には、リ
テラルが先頭となるようにする必要があります。例えば、住所情報を処理す
る場合には、住所は、国または地域の郵便事業で予期されるのと同じ順序で
示す必要があります。
第 3 章 データの標準化
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10. 「選択された列」リストから列を削除するには、列を選択して、「列の削除」
をクリックします。
11. ルール・セットに必要なすべての列がリストされたら、「OK」をクリックしま
す。
ウィンドウが閉じ、標準化するルール・セットおよび列が「Standardize ステー
ジ」ウィンドウに表示されます。
12. ステージの設定プロセスを続行するには、以下のようにします。
v 別のルールを追加する場合は「新規プロセス」をクリックします。
v 選択を変更する場合は、プロセスを選択して「プロセスの変更」をクリック
します。
v プロセスを削除する場合は、プロセスを選択して「プロセスの削除」をクリ
ックします。
v プロセスの実行順序を変更する場合は、「上に移動」または「下に移動」を
クリックします。
13. 「デフォルト標準化出力フォーマット」リストからフォーマットを選択しま
す。
14. 「Standardize ステージ」ウィンドウを閉じるには、いつでも「OK」をクリック
します。

タスクの結果
引き続きステージ・プロパティーを設定し、出力リンクにマップします。

事前定義標準化ジョブ
IBM InfoSphere QualityStage に装備された標準化ジョブを使用して、標準化データ
とそのデータの頻度情報を生成することができます。このデータは、事前定義マッ
チング・ジョブ用または Match Designer で実行するテスト用の入力データとして使
用可能です。
事前定義標準化ジョブは、以下のファイルにあります。
installation_directory¥Clients¥Samples¥DataQuality¥MatchTemplates¥Jobs¥
PredefinedJobs.dsx
ここで、installation_directory は、InfoSphere Information Server クライアント層のル
ート・インストール・ディレクトリーです。
「データ品質」 > 「マッチング・テンプレート」 > 「ジョブ」の順に選択するこ
とによって、ジョブをインポートし、それらのジョブを Designer Client リポジトリ
ー・ツリーに表示できます。
以下の表は、事前定義標準化ジョブと、各ジョブの目的をリストしたものです。
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表 1. 事前定義標準化ジョブ
ジョブ名

目的

MT10_StandardizeMatchDataInput

単一ソース・マッチングの入力と
MT20_CreateSQAReportInput_USNAME ジョ
ブの入力を作成します。

MT20_CreateSQAReportInput_USNAME

標準化の品質評価 (SQA) レポート
(USNAME ルール・セットを使用した標準化
ジョブの結果を要約したもの) のデータを生
成します。

MR10_StandardizeMatchDataInput

2 ソース・マッチングのデータ入力を作成し
ます。

MR20_StandardizeMatchReferenceInput

2 ソース・マッチングの参照入力を作成しま
す。

使用上の注意
事前定義標準化ジョブは、初期構成時に実行することも、特定の標準化要件を満た
すジョブを作成するためのモデルとして使用することもできます。
このジョブを初期構成時に実行すると、付属のサンプル入力データを使用できま
す。
事前定義ジョブに変更を加えると、そのジョブの初期構成が上書きされます。
事前定義ジョブのいずれかを基にジョブを作成する場合は必ず、その事前定義ジョ
ブをコピーして固有の名前を付けるようにしてください。初期構成と異なる列を含
む入力データを使用する場合は、Standardize ステージの各ルール・セットをその入
力データ列にリンクさせる必要があります。
事前定義標準化ジョブでは、US ドメイン固有のルール・セットのみを使用します。
事前定義標準化ジョブを編集または実行時する前に、そのジョブの注釈を確認して
ください。

各国の住所データの標準化および修正
Multinational Standardize (MNS) ステージでは、各国の住所データを標準化します。
任意の数の国の番地レベルと市町村レベルの住所データを標準化するように、MNS
ステージを構成できます。MNS ステージでは、MNS ルール・セットを使用しま
す。

MNS ステージについて
MNS ステージでは、入力ファイル内の国名、略語、または ISO 国別コードを使用
して、その国に合った適切な標準化ルールを適用します。そのため、各国のレコー
ドを別個のファイルにまとめたり、各国特有のルール・セットを使用してレコード
を標準化したりする必要がなく、すべてのレコードを標準化することができます。
ほとんどの国について、 MNS ステージは、以下のタスクを行います。
第 3 章 データの標準化
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v 番地レベルの住所情報を市町村レベルの住所情報から分離します。
v 市町村、区、都道府県 (州)、郵便番号、追加郵便番号 (米国など) を別々のフィ
ールドに割り当てます。
v ISO 国別コード (2 および 3 バイト・バージョン) を割り当てます。
v 表記が正しくない市町村名を一致させるために、市町村名の発音を拡張 NYSIIS
(New York State Information and Intelligence Systems) および逆 Soundex に割り
当てます。

MNS ルール・セットでサポートされる国および地域
MNS ルール・セットは MNS ステージ内で使用されます。このルール・セット
は、特定の国セットをサポートします。
MNS ルール・セットでサポートされる国および地域は、以下のとおりです。
国または地域

省略形

オーストラリア

AU

オーストリア

AT

ベルギー

BE

ブラジル

BR

カナダ

CA

デンマーク

DK

フィンランド

FI

フランス

FR

ドイツ

DE

英国

GB

イタリア

IT

ルクセンブルグ

LU

メキシコ

MX

オランダ

NL

ノルウェー

NO

ポルトガル

PT

スペイン

ES

スウェーデン

SE

スイス

CH

アメリカ合衆国

US

MNS ステージの構成
MNS ステージでは、ジョブの作成時に入力ファイル構成を定義することができま
す。データ・ソースに最もよく一致する構成を使用します。

始める前に
MNS ステージでは、住所と郵便番号情報のみを処理します。そのため、ジョブを実
行する前に、関係がないデータをファイルから削除する必要があります。
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MNS ステージを構成する前に、Standardize ステージなどのプリプロセッサー・ス
テージをデザイナー・クライアントのキャンバスに追加して、住所の詳細に関連し
ないデータを住所列から削除します。例えば、「気付」、「連絡先」、または「注
意」情報は住所の一部として受け入れ可能ですが、「配送不可」、「要署名」、
「秘密文書」などは受け入れられません。
また、MNS ステージは、入力データに国別コードが含まれている場合に、最適に動
作します。国別コードの割り当てには、Standardize ステージで COUNTRY ルー
ル・セットを使用します。

このタスクについて
MNS ステージの入力データを構成する場合は、以下のいずれかの方法で入力列を編
成します。
v 都道府県 (州)、市町村、番地、および郵便番号を 1 つの列に結合し、もう 1 つ
の列に国別情報が含まれるようにする
v 都道府県 (州)、市町村、および郵便番号を 1 つの列に結合し、さらに 1 つ以上
列に番地、1 つの列に国別情報が含まれるようにする
v 1 から 5 までの個々の住所列に、郵便番号、都道府県 (州)、市町村、番地、およ
び国別情報が含まれるようにする
各レコードには、国または地域標識がなければなりません。フォーマットは、以下
のいずれかです。
v 完全な国または地域名
v 省略語 (フランスは FR など)
v ISO による国または地域コード
地域コードが、示されている地域に想定されている国レベル、地域レベル、または
番地レベルのフォーマットと一致しない場合、データは標準化されずに、そのまま
出力ファイルに書き込まれます。例えば、レコード ID が GB で、住所のフォーマ
ットがフランスのものである場合、レコードは標準化されません。
レコードには、気付、宛、部門などの連絡先情報が含まれていることがあります。
この情報は、標準化され、出力の連絡先情報列に入れられます。
MNS ステージを構成するには、次のようにします。

手順
1. 郵便番号、都道府県 (州)、市町村、番地、国または地域でソース・ファイルを
構成します。順次ファイルを使用して入力データを定義する方法の例を、以下
に示します。
a. 「順次ファイル」アイコンをダブルクリックして、「プロパティー」ページ
を開きます。
b. 「ソース」 > 「ファイル」を選択して、「ファイル」フィールドをアクテ
ィブにします。
c. メニューで「ファイルの参照」を選択して、ソース・データをインストール
しているファイルを見つけます。
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d. ファイルを選択します。 ファイル名が「ファイル」フィールドに表示され
ます。
e. 「列」をクリックします。
f. 「ロード」をクリックして、「表定義」ウィンドウを開きます。
g. 「リポジトリー」 > 「表定義」ディレクトリーにインポートしたソース・
ファイル・メタデータを見つけます。
h. 列メタデータをソース・ファイルにロードするためのファイルを選択しま
す。
i. 「OK」をクリックして、「表定義」ウィンドウを閉じます。
j. 「OK」をクリックして、ソース・ファイル・ステージを閉じます。
2. 「MNS ステージ」アイコンをダブルクリックして、「MNS」ウィンドウを開
きます。
3. 入力ファイルの構成に基づいて、入力項目オプションを 1 つ選択します。
ステージ・ウィンドウの右下側でアクティブ状態のフィールドは、選択したオ
プションによって異なります。
4. 列を選択し、適切なフィールドに移動します。
5. 「ステージ・プロパティー」 > 「出力」 > 「マッピング」をクリックしま
す。
6. 「列」ペインで、以下のステップに従います。
a. ペインを右クリックして、コンテキスト・メニューで「すべて選択」を選択
します。
b. ペインを右クリックして、コンテキスト・メニューで「コピー」を選択しま
す。
c. 「出力」ペインを右クリックして、コンテキスト・メニューで「列の貼り付
け」を選択します。
左ペインの列が、出力リンク・ペインに貼り付けられて、リンク・ラインが
引かれます。
7. ターゲット・データ・セット・ファイルへの出力を構成する方法の例を以下に
示します。
a. 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、「Properties
ステージ」ウィンドウを開き、「入力」 > 「プロパティー」とクリックし
ます。
b. フォルダー「ターゲット」 > 「ファイル」 を選択して、「ファイルの参
照」を選択します。
c. 出力データを書き込むファイルを指定します。
d. 「OK」をクリックして、「Properties ステージ」ウィンドウを閉じます。
8. 「コンパイル」をクリックします。
ジョブが正常にコンパイルされたら、次のステップに進みます。正常にコンパ
イルされなかった場合は、コンパイルが失敗した個所がコンパイル・ログに示
されます。
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9. 「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。
10. 「実行」をクリックして、ジョブを実行します。

標準化の品質評価 (SQA) レポート
標準化プロセスの結果を評価し、結果がデータ品質目標を満たしていることを検証
するために、Standardization Quality Assessment (SQA) ステージを使用することがで
きます。
SQA ステージでは、Standardize ステージで処理されたレコードを処理します。SQA
ステージでは、標準化プロセスに関するデータを収集します。このデータは、SQA
レポートの作成に使用されます。SQA レポートは IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールで作成します。
SQA レポートには、標準化結果のエグゼクティブ・サマリーが含まれています。こ
のレポートを、標準化ジョブの結果や IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー (ここでレポートのデータを生成する) に直接アクセスできないチーム・
メンバーや利害関係者に送ることができます。
このレポートを、実動プロセスの今後の品質管理の一部として、または標準化ルー
ル・セットの作成または変更の一部として使用します。例えば、データ品質チーム
の技術メンバーは標準化を構成し、出力を生成して、その結果を技術顧問と共有す
る必要があります。技術顧問は、標準化結果は成功であると判定するのに必要なド
メイン知識を持っています。技術担当者は、SQA レポートを技術顧問に送信して、
フィードバックやサインオフを求めることができます。
SQA レポートは、ペアで表示されることを意図しています。上位レポートと下位レ
ポートで相互に補完します。ただし、各タイプのレポートは別個に生成されます。
標準化の品質評価 (SQA) レポート
標準化されていないデータ量などの、標準化プロセスに関する統計が含まれ
ています。このレポートは、HTML ファイル、PDF ファイル、または RTF
ファイルとして作成できます。レポート内のグラフィックスを最も正確にレ
ンダリングするには、Microsoft Word または Microsoft Word Viewer で
RTF ファイルを表示してください。
「標準化の品質評価 (SQA) レコードの例」レポート
処理済みレコードの例が含まれています。このレポートを作成できるのは、
Microsoft Excel (.xls) ファイルとしてのみです。

SQA ステージの追加
標準化の品質評価 (SQA) レポート用のデータを生成するには、Standardize ステー
ジの出力を処理するジョブに SQA ステージを追加します。必要であれば、SQA ス
テージを Standardize ステージに直接追加できます。

始める前に
SQA ステージを追加する前に、以下のタスクを完了します。
v Standardize ステージ・ジョブの作成
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v 標準化ジョブのセットアップ
v Standardize ステージ・ジョブの構成

手順
1. SQA ステージに追加するジョブを開きます。 標準化ジョブの出力データを含む
ステージを持つどのジョブにも、SQA ステージを追加できます。Standardize ス
テージを SQA ステージに直接リンクすることができますが、Standardize ステー
ジがサポートするのは 1 つの出力リンクのみであることに注意してください。
2. パレットが表示されない場合は、「表示」 > 「パレット」をクリックして表示
します。
3. パレットで、「データ品質」をクリックします。
4. SQA ステージをキャンバス上にドラッグします。
5. 標準化ジョブの出力データを含むステージを SQA ステージにリンクします。

SQA レポート列を生成するための Standardize ステージの構成
ジョブに SQA ステージを追加したら、SQA レポートの作成に使用される追加の列
を生成するための、Standardize ステージを構成する必要があります。

始める前に
SQA レポート列を生成するための Standardize ステージを構成する前に、以下のタ
スクを完了します。
v SQA ステージを、標準化ジョブの出力を処理するジョブに追加します。必要であ
れば、Standardize ステージのジョブに SQA ステージを直接追加することができ
ます。

このタスクについて
SQA ステージでは、SQA レポートのデータを生成するために、Standardize ステー
ジからの追加の出力列を必要とします。追加の出力列を生成するように Standardize
ステージを変更する場合には、追加の出力列がジョブに与える影響を考慮してくだ
さい。 Standardize ステージで SQA ステージ用の追加データを生成すると、
qsSqaStI_rule set name という名前の列が、Standardize ステージで構成される標準
化プロセスごとに追加されます。この列には、サブセットの入力データ・フィール
ドが含まれ、その入力レコードの特定のルール・セットによって処理されます。例
えば、Standardize ステージの出力が書き込まれるターゲット・データベースを、生
成される追加の列を考慮して変更しておく必要があります。

手順
1. SQA レポートを作成する対象の標準化ジョブを開きます。
2. Standardize ステージをダブルクリックして、「ステージ・プロパティー」をクリ
ックします。
3. 「ステージ」 > 「プロパティー」タブで、「SQA レポート出力」プロパティー
を追加し、プロパティー値に「True」が設定されていることを検証します。
4. Standardize ステージの出力列を、SQA ステージで使用されるデータのあるステ
ージの入力列にマップします。 SQA ステージは、Standardize ステージからの出
力を直接受け取ることができることに注意してください。さらに、SQA ステー
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ジは、標準化ジョブの出力を含むファイルからデータを読み取る別のステージ
(Sequential File ステージなど) からの出力を受け取ることができます。
注: 出力列をマップするときには、その順序を保持する必要があります。
5. SQA ステージが Standardize ステージに直接リンクしていない場合は、
Standardize ステージからの追加の出力列を収容するために必要なステージを必ず
再構成してください。
6. 標準化ジョブを構成したら、これを実行して SQA ステージ用の追加の列を生成
します。

SQA ステージの構成
Standardization Quality Assessment (SQA) ステージを構成したら、標準化ジョブの出
力を含むステージの出力から列を選択します。SQA ステージでは、この列からデー
タを生成します。この列は、Web コンソールがレポートの生成に使用します。

始める前に
SQA ステージを構成する前に、以下のタスクを完了します。
v ジョブへの SQA ステージの追加
v Standardize ステージの構成

手順
1. SQA ステージを含むジョブを開きます。
2. 「SQA ステージ」アイコンをダブルクリックして、ステージ・エディターを開
きます。
3. 「ステージ」 > 「プロパティー」タブで、「未処理のデータ列」オプションを
選択し、完全に構文解析できなかったデータを含む Standardize ステージの列を
選択します。未処理のデータ列のフォーマットは、UnhandledData_rule set で
す。 Standardize ステージでは、複数のルール・セットを使用してデータを処理
できます。ルール・セットにはそれぞれ、未処理のデータ列があります。未処理
のデータ列以外の列を選択すると、非準拠列を選択したために、実行時エラーが
出されます。
4. SQA ステージの出力には、Sequential File ステージかまたは ODBC Enterprise
ステージを選択します。レポート列をデータベース表に出力する場合は、ODBC
Enterprise ステージを使用します。
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ステージ

操作

Sequential File ステー 1. パレットで、「ファイル」をクリック、Sequential File ステージ
ジを選択する場合
をキャンバス上にドラッグして、それを SQA ステージにリンク
します。
2. SQA ステージをダブルクリックします。
3. 「出力」 > 「マッピング」タブで、SQA ステージの列を
Sequential File ステージの出力列にマップして、「OK」をクリ
ックします。すべての出力列をマップし、リストされている順序
は保持されていることを確認します。
4. Sequential File ステージをダブルクリックします。
5. 「入力」 > 「プロパティー」タブで、次のプロパティーを設定
します。
v 「ファイル」フィールドに、出力データのファイル・パスを入
力します。
v 出力データの最初の行がヘッダー行の場合、「最初の行は列
名」フィールドで「真」を選択します。
6. 「入力」 > 「フォーマット」タブで、次のプロパティーを設定
して「OK」クリックします。
v 「区切り文字」フィールドで、「コンマ」を選択します。
v 「引用文字」フィールドで、「DOUBLE」を選択します。
v 「NULL フィールド値」フィールドに "" と入力します。
「NULL フィールド値」フィールドが表示されない場合、
「フィールド・デフォルト」を選択して、プロパティーのリス
トから「NULL フィールド値」をクリックします。
7. ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。
ODBC Enterprise ス
テージを選択する場合
注: ODBC Enterprise
ステージを使用するに
は、最初にデータベー
ス表と ODBC 接続を
セットアップする必要
があります。ODBC
データ・ソースへのア
クセスの構成の詳細に
ついては、「IBM
InfoSphere Information
Server プランニング、
インストール、および
構成ガイド」を参照し
てください。

1. パレットで、「データベース」をクリック、ODBC Enterprise ス
テージをキャンバス上にドラッグして、それを SQA ステージに
リンクします。
2. SQA ステージをダブルクリックします。
3. 「出力」 > 「マッピング」タブで、SQA ステージの列を
ODBC Enterprise ステージの出力列にマップして、「OK」をク
リックします。すべての出力列をマップし、リストされている順
序は保持されていることを確認します。
4. ODBC Enterprise ステージをダブルクリックします。
5. 「入力」 > 「プロパティー」タブで、次のプロパティーを設定
して「OK」クリックします。
v 「表」フィールドに、SQA レポートの列を送る先のデータベ
ース表の名前を入力します。
v 「書き込み方式」フィールドで、「書き込み」を選択します。
v 「書き込みモード」フィールドで、「置換」を選択します。
v 「データ・ソース」フィールドに、ODBC 接続がセットアッ
プされたときに使用された ODBC ドライバーの名前を入力し
ます。
v 「列名を切り捨て」フィールドで、「偽」を選択します。
6. ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。
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SQA レポートの作成
標準化ジョブを作成したら、標準化の品質評価 (SQA) レポートを作成して、
Standardize ステージの結果例を検討することができます。

始める前に
標準化レポートを作成する前に、以下のタスクを完了します。
v SQA ステージの構成
v アプリケーション・サーバーをセットアップします。「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」で、SQA
レポートまたは分析レポート用のアプリケーション・サーバーのセットアップに
関する情報を参照してください。

手順
1. Web コンソールで、「レポート作成」タブをクリックします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート・テンプレート」 > 「QualityStage」
> 「レポート・テンプレートの表示」をクリックします。
3. 「標準化の品質評価 (SQA)」かまたは「標準化の品質評価 (SQA) レコード例」
を選択します。
4. 「新規レポート」をクリックします。
5. オプション: 「名前」フィールドで、デフォルトの名前を分かりやすい名前に置
換します。例えば、標準化ジョブの名前を含む名前を選択できます。
6. オプション: 「説明」フィールドで、デフォルトの説明を分かりやすい説明に置
換します。例えば、標準化ジョブのサマリーを入力することができます。
「保存先フォルダー」フィールドには、新規レポートが保管される、サーバー上
のデフォルトのフォルダーの名前が含まれています。レポートをデフォルトのレ
ポート・フォルダーに保存できます。また、「参照」をクリックして、既存のフ
ォルダーを指定することもできます。
7. 以下のようにして、「レポート設定」パラメーターの項目を選択します。
a. 「プロジェクト」フィールドから、作成するレポート用のデータを生成する
SQA ステージを含むプロジェクトを選択します。
b. 「ジョブ・ソース」フィールドで、「値の取得」をクリックして SQA ステ
ージ・ジョブを選択します。
c. 「SQA ステージ名」フィールドで、「値の取得」をクリックして SQA ステ
ージを選択します。
d. 「合成セットの範囲 - 開始」および「終了」フィールドに、レポートに示す
合成セットの数を入力します。
合成セットは、同じディクショナリー列のデータが設定されるレコードのグ
ループです。例えば、あるレコード・セットの各レコードには 9 個のフィー
ルドがあるとします。このレコードのうちの 2 つには、5 つの同じディクシ
ョナリー列の値が含まれ、残りの 4 つのディクショナリー列は NULL で
す。この 2 つのレコードは、同じ合成セットのメンバーです。
レポートには、同じ列の値を含む、最大パーセンテージのレコードから最小
パーセンテージのレコードまでの合成セットが示されます。例えば、同じ列
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の値を含む、2 番目、3 番目、4 番目、5 番目に高いパーセンテージのレコ
ードのセットのみを表示する場合は、「合成セットの範囲 - 開始」フィール
ドに 2、「終了」フィールドに 5 を入力します。この値を入力すると、レポ
ートには 4 個の合成セットが含まれます。
デフォルト値は 1 と 20 です。この場合、上位 20 個のパーセンテージのセ
ットが表示されます。表示できるセットの最大数は 50 です。
e. オプション: 「または、すべての使用可能な合成セットを表示」を選択しま
す。 このチェック・ボックスを選択すると、すべての合成セットがレポート
に示されます。データによっては、数値の高い合成セットに、同じ列の値を
含むパーセンテージが低いレコードが含まれている場合があります。
f. オプション: レコードの例のレポートの場合は、「合成セットあたりのレコー
ド例の数 (1-50)」のデフォルト値を置換します。デフォルト値は 10 です。
このオプションは、「SQA レポートの例」テンプレートでのみ使用できま
す。
g. レポートのファイル・フォーマットを選択します。
h. オプション: 「有効期限」および「履歴ポリシー」の設定を選択します。
8. 「完了」をクリックして、「保存」、「直ちに実行」、「保存して直ちに実
行」、または「保存して閉じる」のいずれかのオプションを選択します。

SQA レポートの実行
レポートを作成したら、レポートを実行します。レポートを作成するまでは、
Standardize ステージの結果例を表示できません。

始める前に
SQA レポートを実行する前に、以下のタスクを完了します。
v SQA レポートの作成

手順
1. Web コンソールで、「レポート作成」タブを選択します。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
して、実行または表示するレポートを選択します。
3. レポートは今まで実行されていない場合、またはレポート設定を変更した場合
は、「直ちに実行」をクリックします。 レポートは実行用のキューに入りま
す。レポートの実行が開始されると、「実行中」ペインに実行日および実行時間
が表示されます。
4. オプション: 実行統計を更新するには、「更新」をクリックします。

SQA レポートの表示
レポートを実行したら、レポートを表示します。レポートは、実行したら即時に表
示できます。さらに、以前に実行したどのレポートでも表示できます。

始める前に
SQA レポートを表示する前に、以下のタスクを完了します。
v SQA レポートの実行
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手順
1. Web コンソールで、「レポート作成」タブを選択します。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」をクリックします。
3. 表示するレポートがカスタム・フォルダーに保存されていた場合は、レポートを
保存するフォルダーを選択します。
4. 「レポートの表示」を選択して、表示するレポートを選択します。
5. 「レポート結果の表示」をクリックします。 レポートが、作成時に選択したフ
ォーマットで開かれます。

SQA レポートの解釈方法
標準化の品質評価 (SQA) レポートを検討するときには、Standardize ステージでジ
ョブによって何が処理され、何が処理されなかったかの観点からデータを参照しま
す。
データを標準化するときには、以下のアクション・フローで行います。
1. Standardize ステージのユーザーのジョブでデータが処理されます。
2. 処理時には、そのジョブのステージとこのステージのルール・セットで、データ
を処理する方法が判別されます。ジョブで適切な列に配置できないデータは、未
処理と呼ばれます。
3. ジョブが終了したら、レポートを使用してジョブのルール・セットによってデー
タが正しく標準化されたことを検証します。ジョブの結果は、ユーザーのビジネ
ス要件で定義された、標準化データです。
SQA レポートと「SQA レコードの例」レポートが、次の分析を行うのに役立ちま
す。
v ジョブで処理されなかったデータ (未処理データ) を識別する。
v ジョブで処理されたが、正しく処理されなかったデータを識別する。
未処理データ
ジョブで処理されなかったデータ (未処理データ) です。レポートには、標
準化されなかったデータを含むレコードのパーセンテージが示されます。ま
た、UnhandledData 列内の値を含む例のレコードを表示することもでき、
さらに他のすべての列も表示できます。
UnhandledData 列内の値を検討して、次に行うアクションを決定します。
v 値が標準化する列と無関係の場合は、そのルール・セットの変更は不要で
あると結論付けることがあります。
v ジョブで標準化されなかったレコードのパーセンテージが高い場合は、そ
のステージのルール・セットはそのままにしておくか、変更するか、また
は置換するかを決定する必要があります。
例えば、SQA レポートの 46 ページの図 2 のセット 2 で、ジョブで標準
化されなかった値を含むレコードのパーセンテージを確認できます。セット
2 は、ジョブで標準化されなかった値が UnhandledData 列に設定されてい
るレコードを含む唯一のセットです。
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図 2. SQA レポートの例: 合成セット

「SQA レコードの例」レポートを参照すると、おそらく、標準化用のソー
ス・データが適切に準備されていなかったことが分かります。他のレコー
ド・セットとは異なり、セット 2 のレコード列は明確にまたは整合して定
義されていないことが分かります。セット 2 のレコードの状況が分かる
と、標準化のために使用されたルール・セットが問題ではないことが確信で
きます。つまり、ソース・データの構造に問題がある可能性があります。
処理済みデータ
ジョブによって標準化されるデータです。ステージのルール・セットでデー
タを構文解析できますが、ディクショナリー列内の値は妥当であるかどうか
を判別する必要があります。レポートに示されているレコードの例を検討し
ます。配置されることを予期していない列にジョブで値が配置されていない
かどうかを確認します。
例えば、レコードには、Ph.D、M.D.、CEng.、または LL.B などの称号が含
まれた、多くの専門家の名前が含まれています。NameSuffix 列内の値を持
つレコード・セットが見つかることを予期しています。 図 2 のセット 5
のデータは、予期したものではありません。
「SQA レコードの例」レポートを生成すると、標準化の結果の列をレコー
ド・セット・レベルで確認できます。図 3 で、名前の接尾部は予期された
ように標準化されていないことが分かります。ジョブで名前の接尾部 LL.B.
および CEng. が姓に付けられたが、NameSuffix 列には配置されませんでし
た。
セット 5/6 (8.33%、89レコード 36 のうちの 3) - 3 レコードの<を>?
レコード

NameType

GenderCode

FirstName

MiddleName

PrimaryName

Bob X Gabage LLB

I

M

BOB

X

GABAGE LLB

Ricardo E Campbell LLB

I

M

RICARDO

E

CAMPBELL LLB

MICHELLE H MEAD CEng

I

F

MICHELLE

H

MEAD CENG

図 3. 「レコードの例」レポートのセット 5

分析によって、レポートを使用して、データの標準化で予期した結果を評価し、検
証できます。SQA レポートの分析によって、「SQA レコードの例」レポート内の
特定のレコードの分析が必要になることがあります。データを解釈するには、SQA
レポート内の機能が役立ちます。
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標準化サマリー
SQA レポートでは、最初のチャートは、処理結果のグラフィカルなサマリ
ーを示す円グラフです。結果は、ジョブで完全に標準化されたレコードと、
部分的に標準化されたかまったく標準化されなかったレコードに分割されま
す。統計は、標準化プロセスで処理されるデータのパーセンテージに設定し
た目標と比較できます。ただし、処理結果の品質は高くて、業務要件を満た
すようにするには、「SQA レコードの例」レポートに示された実際のレコ
ードを検討する必要があります。
データが追加されたディクショナリー列別のレコードの頻度
SQA レポートの 2 番目のチャートは、特定のディクショナリー列内の値を
含むレコード合計のパーセンテージを示す棒グラフです。予期した内容に照
らしてチャートを確認します。特定のディクショナリー列のデータがすべて
のレコード、つまり、レコードにデータが存在することが分かっているた
め、100% 近くのレコードに設定されることが予期される場合があります。
あるいは、他のディクショナリー列ではより少ないパーセンテージであると
予期されることがあります。例えば、名前データを標準化する場合は、すべ
てのレコードに名と姓が含まれているが、ミドルネームを含むものは少数で
あると予期される場合があります。
棒グラフには、指定されたディクショナリー列のユニーク値の数も示されま
す。名前ドメインに多数のユニークな氏名の名が含まれる可能性がある場合
は、ディクショナリー列 FirstName には非常に多くのユニーク値があるこ
とと予期されることがあります。名前接尾部 (Ph.D、M.D.、J.D.、LL.B.) な
どの他の列については、存在する名前接尾部の値の数は限定されるため、ユ
ニーク値の数は少ないことが予期される場合があります。
合成セット
SQA レポートの 3 番目の部分は、いくつかのレコード・セットのデータが
1 つのディクショナリー列セットにジョブでどのように標準化されたかを示
すデータ・グリッドです。 46 ページの図 2 を参照してください。ディクシ
ョナリー列に対するレコードのビューで出力結果が要約されていて、またデ
ータの品質およびデータの標準化に対する考察が追加されることもありま
す。
例えば、データ・レコードの 72% が同じディクショナリー列に設定される
場合は、対応する「SQA レコードの例」レポートを検討して、結果が正確
かどうかを判別することができます。正確である場合は、データの 72% が
適切に標準化されたことが分かります。
また、チャートを使用してデータのギャップを見つけることもできます。適
度のパーセンテージのレコードに、ビジネスにとって重要なデータが反映さ
れる列のデータが設定される場合は、パーセンテージが予期したよりも高く
ない理由を見つけて、高いパーセンテージとする必要がある場合がありま
す。ジョブで、レコードが適切に標準化されないことがあります。あるい
は、レコードのデータを充実させる必要がある場合があります。
レコードの例
「SQA レコードの例」レポートには、データ・レコードのコンテキストで
の標準化の結果が示されます。このビューを使用すると、SQA レポートを
サマリー統計コンテキストで解釈できます。

第 3 章 データの標準化

47

レポートでの未処理データ - 例
SQA レポートを分析するときには、標準化ジョブで処理されなかったレコード (未
処理データ) に注目して、標準化プロセスが成功したかを判別します。標準化プロ
セスで処理されないデータ値を検討すると、潜在的な問題を発見できることがあり
ます。

標準化の品質評価 (SQA) レポート
標準化の品質評価 (SQA) レポートのさまざまなセクションに、さまざまなパースペ
クティブのデータが示されます。Standardize ステージでジョブによって全体または
一部が処理されなかったデータを含むレコードまたはレコード・セットのパーセン
テージを確認できます。 SQA レポートには、サマリー、頻度チャート、および複
合ビューが含まれています。
標準化サマリー

ド

完全に標準化されたレコード
部分的に標準化または標準化されないレコー
この円グラフは、ジョブによって完全に標準化されたレコードのパーセンテ
ージと、ジョブによって部分的に標準化されたかまたはまったく標準化され
なかったレコードのパーセンテージを示します。非標準化レコードには、ジ
ョブで処理できなかったデータ (未処理データ) が少なくともいくつか含ま
れています。データ品質目標に基づいて、未処理データを受け入れることが
できる場合があります。また、未処理データは、ビジネス要件にとって基本
的なデータである場合もあります。
「SQA レコードの例」レポートで、UnhandledData 列の値を参照して、ジ
ョブによって現在処理されていないデータをジョブで標準化するように、ス
テージのルール・セットを変更する必要があるかどうかを判別します。未処
理データのパーセンテージが低い場合に、「レコードの例」レポートに異常
な値がある場合、現行ルール・セットは適切であり、調整は不要であると判
断する場合があります。ただし、未処理データのパーセンテージが想定して
いたよりも大きい場合があります。「レコードの例」レポート内の値はジョ
ブで標準化できると思われる場合は、ルール・セットを変更するか別のルー
ル・セットを使用することを考慮してください。

データが追加されたディクショナリー列別のレコードの頻度
UnhandledData (25)
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この棒グラフは、指定されたディクショナリー列のユニーク値の数 (括弧内
に示す) を示します。また、そのディクショナリー列内の値を含むレコード
合計数のパーセンテージも示します。例えば、3.27% を示す
UnhandledData (25) などの列と数値は、次のように解釈されます。
v UnhandledData 列には、25 個のユニーク値がある。
v ステージで処理されたデータ・レコードのうちの 3.27% に、その列の値
が含まれている。
合成セット
8Gセット

>?されたセットは、CDみレコードの 98.13% でFGされています
セット 1

セット 2

セット 3

セット 4

セット 5

セット 6

セット 7

セット 8

セット 9

セット 10

72.03% 11.69% 2.43% 2.15% 1.68% 1.22% 1.12% 0.94% 0.56% 0.56%
HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

このデータ・グリッドは、ジョブによって同じディクショナリー列のデータ
が設定されたレコードを含む列セットを示します。セット見出しの下のパー
センテージは、そのセットに収められたレコード合計数のパーセントです。
UnhandledData 列を表すレポート内の行を見つけ、UnhandledData 列の値
を含む最初のセットを見つけます。ルール・セットが適切に作動する場合
は、UnhandledData 列内の値を含む最初のセットは、レコード合計のうち
の少ないパーセンテージに過ぎません。
例えば、セット 8 は、UnhandledData 列内の値を含むレコード合計数のう
ちの 0.94% を示しています。セット 8 に対応する、「SQA レコードの
例」レポートのシート 8 を見てみます。シート 8 に、ジョブで
第 3 章 データの標準化
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UnhandledData 列のデータが設定された値の例が示されています。この例
は、この値がルール・セットで正しく処理されたかどうかを判別するのに役
立つことがあります。

「標準化の品質評価 (SQA) レコードの例」レポート
「SQA レコードの例」レポートには、SQA サマリー・レポートに要約された合成
セットに対応するシートが含まれています。このレポートには、データ・レコード
のコンテキストでの標準化の結果が示されています。
「レコードの例」レポートのセット 8
3 セット 8/20 (0.94%、89レコード 1069 のうちの 10) - 10 レコードの<を>?
4 レコード

HouseNumber

StreetName

StreetSuffixType

AddressType

5

644

ENSLEY

DR

S

644

ENSLEY DR RT 29

6 8805

RT 29 8805 SIMPSON RD

8805

SIMPSON

RD

S

7 3079

ALLEN RD RT 29

3079

ALLEN

RD

S

120

HENRY HAYNES

RD

S

8125

JONESBORO

DR

S

8 120

HENRY HAYNES RD RT 16

9 8125

JONESBORO DR RT 16

10 830

GONDOLA DR RT 28

830

GONDALO

DR

S

11 619

KIMBERLIN HGTS RD RT 9

619

KIMBERLIN

HTS

S

12 443

KARLA DR RT 28

443

KARLA

DR

S

13 606

HENDRONS CHPL RD RT 9

606

HENDRONS CHPL

RD

S

14 1311

HOPEWELL RD RT 9

1311

HOPEWELL

RD

S

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

UnhandledData

InputPattern

UserOverrideFlag

ENSLY

Y425

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

HANRAN

S565

RT 16

^++TR^

NO

JANASBAR

O612

RT 16

^+TR^

NO

GANDAL

O435

RT 28

^+TR^

NO

CANBARLA

N461

RT 9

^+TR^

NO

CARL

A462

RT 28

^+TR^

NO

HANDRANS

L125

RT 9

^++TR^

NO

HAPAL

L100

RT 9

^+TR^

NO

このレポートは、処理されたレコードのセット 8 に含まれるレコードの例
を示します。セット番号は、「レコードの例」レポートのシート番号に対応
します。「レコードの例」レポートのセット 8 と、SQA サマリー・レポー
トの合成セットの最初のページを比較します。
レコード合計の 0.94% がこのセットに含まれていることが分かります。こ
れは、このセットについてサマリー・レポートに示されたパーセンテージと
同じです。サマリー・レポートのセット 8 列には、UnhandledData 列にチ
ェック・マークがあることが分かります。このチェック・マークは、「レコ
ードの例」レポートのデータ値を検討する手掛かりになります。
「レコードの例」レポートの UnhandledData 列で、未処理データ値内のパターンを
見つけてみてください。これは、このデータを標準化するためにルール・セットを
変更する場合に役立ちます。ジョブでデータ値を標準化できないことが妥当であ
り、ルール・セットでデータが考えられる最適な方法で処理されると判断した場合
は、標準化ジョブは予期されたように動作しているため、ルール・セットを変更す
る必要はないと評価することがあります。
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レポートでの処理済みデータ - 例
SQA レポートを検討するときには、レコードのディクショナリー列の値が妥当であ
るかどうかを判別します。妥当な値でない場合は、その値のパターンを検討し、必
要な結果を得るにはルール・セットをどのように変更するかを決定します。

標準化の品質評価 (SQA) レポート
SQA サマリー・レポートの次のセクションで、Standardize ステージで処理されたレ
コードのデータを識別します。
標準化サマリー

ド

完全に標準化されたレコード
部分的に標準化または標準化されないレコー
この円グラフは、ジョブによって完全に標準化されたレコードのパーセンテ
ージと、ジョブによって部分的に標準化されたかまたはまったく標準化され
なかったレコードのパーセンテージを示します。完全に標準化されたとは、
ジョブですべてのレコード値を UnhandledData 列以外のディクショナリー
列に配置できたことを意味します。
「標準化の品質評価レコード例」レポートでは、完全に標準化されたデータ
列内の値を参照して、次に行うアクションを決定します。
v 列内の値が妥当である場合は、現行ルール・セットは適切であり、調整は
不要であると判断できます。
v 把握しているデータと列内の値が整合しない場合は、データを適切に標準
化するようにルール・セットを調整します。

データが追加されたディクショナリー列別のレコードの頻度
HouseNumber (528)

この棒グラフは、指定されたディクショナリー列のユニーク値の数 (括弧内
に示す) を示します。また、そのディクショナリー列の値を含むレコード合
計数のパーセンテージも示します。例えば、78.39% を示す HouseNumber
(528) などの列と数値は、HouseNumber 列には 528 個のユニーク値が含ま
れ、処理済みデータの 78.39% にはその列のデータが含まれていることを示
します。
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合成セット
8Gセット

>?されたセットは、CDみレコードの 98.13% でFGされています
セット 1

セット 2

セット 3

セット 4

セット 5

セット 6

セット 7

セット 8

セット 9

セット 10

72.03% 11.69% 2.43% 2.15% 1.68% 1.22% 1.12% 0.94% 0.56% 0.56%
HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

このデータ・グリッドは、ジョブによって同じディクショナリー列のデータ
が設定されたレコードを含む列セットを示します。さらに、セット見出しの
下に示すパーセンテージは、そのセットに収められたレコード合計数のパー
セントです。
例えば、セット 1 は、8 個の同じディクショナリー列の値が設定されたレ
コード合計数のうちの 72.03% であることを示します。このパーセンテージ
は、各列の値が同じであること示しておらず、この特定のセット内の同じ列
にジョブによってデータが設定されたことのみを示しています。残りのセッ
トが、合計データのパーセンテージの降順に続いています。
「合成セット」ページの見出しには、レポート内の合成セットによって表さ
れる処理済みレコードのパーセンテージが表示されます。セット数が大きい
ほど、ステージで処理されたセット内のレコード合計数のうちのパーセンテ
ージは小さくなります。例えば、セット 20 では、パーセンテージは通常は
1% 未満です。セット 20 には、ジョブによってその同じ列にデータが設定
された 2 つのレコードのみが含まれている可能性があります。

「標準化の品質評価 (SQA) レコードの例」レポート
「SQA レコードの例」レポートには、SQA サマリー・レポートに要約された合成
セットに対応するシートが含まれています。
「レコードの例」レポートのセット 2
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3 セット 2/20 (11.69%、89レコード 1069 のうちの 125) - 10 レコードの<を>?
4 レコード
5

StreetSuffixType

RuralRouteType

RuralRouteValue

0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

StreetName

6 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

7 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

8 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

9 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

10 0

RT 16 ALVIN LN

ALVIN

LN

RTE

16

11 0

RT 16 ROGERS LANE

ROGERS

LN

RTE

16

12 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

13 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

14 0

RT 16 ALVIN LN

LN

RTE

16

ALVIN

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

InputPattern

UserOverrideFlag

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

0

S

RAGAR

S626

^R^+T

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

AdditionAddress AdditionType

このレポートは、ステージによって処理されたレコードのセット 2 に含ま
れるレコードの例を示します。セット番号は、「レコードの例」レポートの
シート番号に対応します。
「レコードの例」レポートのセット 2 と、SQA サマリー・レポート内の合
成セットの最初のページを比較します。レコード合計数のうちの 11.69% が
このセットに含まれていることが分かります。これは、このセットについて
サマリー・レポートに示されたパーセンテージと同じです。
この例では、サマリー・レポートの 5 番目のディクショナリー列
StreetName に、チェック・マークが含まれています。「レコードの例」レ
ポートでは、レポートの表の最初の列には入力レコードが含まれています。
レポートのその他の列はディクショナリー列です。StreetName は、「レコ
ードの例」レポートのセット 2 にある入力レコードの最初のディクショナ
リー列です。入力レコードにはそれぞれ、StreetName 列の値が含まれてい
ます。サマリー・レポートのセット 2 の列の残りのチェック・マークは、
StreetName 列と同じパターンに従います。 2 番目のチェック・マークは、
「レコードの例」レポートの 2 番目のディクショナリー列を表します。以
下、「レコードの例」レポートに UserOverrideFlag 列のデータ値が示され
るまで、このように示されます。後続のシートは、サマリー・レポート内の
残りのセットに対応します。
そのデータ値は特定の列に妥当であることを検証するには、「レコードの例」レポ
ートを使用します。値が予期したものでない場合は、データを適切に処理するよう
にルール・セットを変更します。
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第 4 章 マッチング・データ
IBM InfoSphere QualityStage でのマッチングは確率論的レコード・リンケージ・シ
ステムであり、これにより、同一エンティティーを表す可能性のあるレコードを識
別するプロセスが自動化されます。マッチング処理によって、データの整合性が向
上します。
マッチングによって、データの表現が変動していたり、情報が欠落または不正確で
あっても、データの重複を識別し、ある条件セットに基づいてレコードをグループ
化して、複数のファイルのレコード間の関係を作成できます。

マッチング目標
クレンジング割り当てによって、マッチング・ストラテジーを決定します。求めて
いるものを認識したら、目標を満たすマッチング・ストラテジーを策定することが
できます。
マッチングのいくつかの標準的な目標には、以下のものがあります。
v 個人、会社、サプライヤー、製品、または事象などのエンティティーの重複レコ
ードを識別する。
v 世帯などの同一または類似の値でレコードをグループ化する。
v 既存のデータを外部ソースからの新規属性で充実させる
v データウェアハウス内のエンティティーを見つける
v インベントリーまたはトランザクションを調整する

次ステップ
目標を特定したら、一致を構成する要件を定義します。比較する列、および列の比
較方法を選択します。
その後、Match Designer を使用して、カスタマイズされたマッチング仕様を作成
し、テストします。このマッチング仕様は、InfoSphere QualityStage ジョブの
Two-source Match ステージと One-source Match ステージで使用されます。

マッチング: 主要概念
マッチングによって、レコード・リンケージのプロセスが自動化されます。マッチ
ングの目的は、同一の現実のエンティティーを表す確率が高いレコードを識別する
ことです。
確率論的レコード・リンケージでは、値の統計的特性を使用して、レコードが同一
エンティティーに対応する可能性を計算します。データの情報内容、完全性、信頼
性、コンテキスト頻度、および表現によって、信頼性の累積評価が作成されると考
えられます。
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マッチング仕様の定義には、概念情報を理解する必要があります。結果の評価、確
率の見積もり、しきい値の設定、および関連タスクの実行の各方法を理解する必要
があります。また、レコード・リンケージの理論をある程度理解しておく必要があ
ります。

レコード・リンケージとマッチング・プロセス
レコード・リンケージは、個人、世帯、または製品などの同一エンティティーに対
応するレコードを識別する方法論です。
実際には、レコードのペアを比較し、それを一致したペアおよび不一致のペアのい
ずれかのセットに分類します。
以下の理由により、レコード・リンケージの統計的な方式が必要になります。
v 列には、エラー値または欠損値が含まれています。
v データが信頼できない場合があります。
v 統計的に妥当な確度で一致を検出する必要があります。

レコード・リンケージのシナリオ
シナリオで、レコード・リンケージの動作の仕組みを示します。
2 つのデータ・ソースがあるとします。それぞれのソースは多数のレコードで構成
され、レコードにはいくつかの列があります。通常、レコードはそれぞれエンティ
ティーに対応し、列はエンティティーを識別する属性 (名前、住所、年齢、および
性別など) です。レコード・リンケージまたはマッチング・プロセスの目標は、同
一エンティティーに対応する各ソース上のレコードを識別し、リンクすることで
す。レコードには、マッチング・オペレーションをたやすいものにしてくれるよう
な完全に信頼できるユニーク ID は含まれていません。また、個々の列はすべて、
エラーを含む可能性があります。
2 つのソースの間で共通する列が、マッチングに役立ちます。ただし、すべての列
に同じ情報量が含まれているとは限らず、またエラー率は異なります。例えば、
「性別」などの列に含まれる値の状況は 2 つしかなく、このため、一致を一意的に
識別するのに十分な情報を提供することができません。逆に、「姓」などの列はよ
り多くの情報を提供できますが、しばしば誤って報告または転記 (入力) されている
可能性があります。

ウェイトを使用して、正確な分類を行う確率に対する各列の寄与を測定します。レ
コード・リンケージには以下のような状況があり、レコードのペアは次のように分
類されます。
一致

複合ウェイトはしきい値 (カットオフ) を超えている。

不一致 複合ウェイトは 2 番目のしきい値より小さい。
未決定状態
複合ウェイトは、1 番目のしきい値と 2 番目のしきい値の間である。

情報内容のレベルの考慮
マッチングとは、使用可能なデータを単に比較するだけではありません。情報内容
と比較するデータの表現の両方が考慮されます。
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比較するには、一方のレコード内の 1 つ以上の列に相当する列が他方のレコード内
になければなりません。例えば、姓と年齢についてマッチングを行うには、両方の
レコードに、姓と年齢情報を含む列がなければなりません。ただし、2 ソース・マ
ッチングの場合は、相当する列のメタデータが同一である必要はありません。
実現可能なレコード・リンケージ・プロジェクトの場合は、レコードのペアを調べ
ると、一致したペアであるか不一致のペアであるかは大体の確度で分かります。例
えば、2 つのソース間で共通する列が「性別」のみの場合は、性別が一致したから
といって、そのペアは同じ個人を表すとは結論付けません。
情報内容で、ある列の別の列に対する重要度を測定します (値の区別)。例えば、情
報に対する性別コードの寄与は、納税識別番号よりも少なくなります。
また、情報内容で、列内のある値の他の値に対する重要度も測定します。米国で
は、John は GivenName 列では情報に対する寄与は Dwezel よりも少なくなりま
す。米国での氏名の名 John は、名 Dwezel よりもかなり一般的です。重要度は、
一致と不一致を区別する値の信頼性と値の能力によって決定されます。また、レコ
ードの比較では、信頼できる結論に達するには十分な情報が必要です。例えば、姓
Smith のみが含まれていて、他のすべての名前および住所列は値が欠落している 2
つの同一のカスタマー・レコードには、そのレコードは同じ個人を表すと判別する
ための十分な情報がありません。

InfoSphere QualityStage によるレコードのマッチング方法
マッチングとは、確率論的レコード・リンケージの実装です。マッチングは、必要
な最適の一致を得るためにチューニングできるオープン・システムです。

ウェイト、スコア、およびしきい値
マッチングでは、個々のデータ・エレメントの比較に対してウェイト と呼ばれる数
値スコアを割り当てます。スコアで、全体または複合ウェイトに対する各データ・
エレメントの寄与を測定します。複合ウェイトは順次、定義済みのすべての比較の
ウェイトを合計したものになります。一部のデータ・エレメントは、他よりもマッ
チングに重要であるかまたは信頼できるため、ウェイトへの寄与が大きくなりま
す。データ・エレメントとチューニング・パラメーターの統計的特性によって、寄
与のウェイトを判別します。
データ・エレメントのウェイトは、マッチングで使用可能ないずれかの比較関数を
使用して生成されます。比較関数の中には、完全一致関数と、すべての範囲のエラ
ー耐性を提供する関数、つまりファジー・マッチング関数があります。ある比較関
数の結果のウェイトを調整して、データ・エレメントのドメインおよび比較全体に
対するデータ・エレメントの重要性を反映させることができます。
複合ウェイトは、ウェイトを信頼性の尺度にどのように変換するかを判別するため
に、しきい値セット (カットオフ とも呼ばれる) と比較されます。信頼性は、レコ
ードの一致するペアが識別された可能性を示します。
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大容量のデータの計算上の負荷
マッチング・プロセスは、1 つ以上のパスで構成されます。パスはそれぞれ、ブロ
ッキングと呼ばれる技法を使用し、一致する可能性の高いレコードのペアに的を絞
って、計算上の負荷を削減します。また、このパスでは、レコードの比較に使用す
る列と比較関数も指定します。
妥当なサイズのデータ・ソースの場合、すべてのレコードのペアを比較することは
現実的ではありません。これは、可能なペアの数は、各ソースのレコード数の積に
なるためです。例えば、それぞれ 1000 個の少ない数のレコードを持つ 2 つのソー
スがあるとすると、各ソースから 1 つずつの、1,000,000 個のレコードの組み合わ
せがあります。しかし、一致する可能性があるのはせいぜい 1000 個のみです (ソ
ースには重複がない場合)。したがって、一致したペアのセットには、多くても
1000 個のペアが含まれ、不一致のペアのセットには、残りの 999,000 個のペアが含
まれます。
一致したペアよりもかなり多くの不一致のペアがあります。一致する確率が高いレ
コード・ペアに注目し、確率が非常に低いペアはすべて無視する場合にのみ、計算
上、大容量のデータのリンクが実現可能になります。

マッチング・タイプ
マッチングでは、単一ソースまたは 2 つのソースのデータを処理するためにいくつ
かの手段を使用できます。順次ファイル、データ・セット、リレーショナル・デー
タベースのレコードに対して、またはリアルタイム・サービスとしてマッチング・
タイプを適用できます。

2 ソース・マッチング
2 ソース・マッチングでは、データ・ソースと参照ソースが関係します。
2 ソース・マッチングには、以下のタイプを使用できます。
v 2 つのソースの多対 1
v 2 つのソースの多対 1 複数
v 2 つのソースの多対 1 重複
v 2 つのソースの 1 対 1
2 ソース・マッチングでは、データ・ソースの 1 つ以上の列に対応する列が、参照
ソースに存在する必要があります。例えば、姓と年齢に関するマッチングを行う場
合、どちらのソースもこれらの情報を含む列がなければなりません。ただし、デー
タ・ソース内の列の場所、名前、および長さは、参照ソースの対応する列と異なっ
ていてもかまいません。
1 対 1 マッチングと例:
1 対 1 マッチングでは、データ・ソースの 1 つのレコードを、参照ソースの 1 つ
のレコードにのみ割り当てることができます (逆も同様)。レコードはそれぞれ、単
一の個人または事象に関係します。
ある参照レコードがマッチングされている場合、その参照レコードは他のどのレコ
ードともマッチングできず、後続のパスから除去されます。レコード・ペアのスコ
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アが計算され、マッチングの可能性が判別されると、合計を線形的に代入するアル
ゴリズムを使用して一致レコードの割り当てが最適化されます。
1 対 1 マッチングの例には、以下のものがあります。
v 米国の国勢調査でカウントされた個人のサンプルは、Post Enumeration Survey と
一致します。テストの目標は、国勢調査と事後調査の両方に存在する個人および
世帯を判別することです。
v 幹線道路交通安全局で、警察官が行った高速道路の交通事故報告と、緊急医療セ
ンターおよび病院職員が作成した負傷者記録とのマッチングを行いました。この
マッチングによって、高速道路の安全対策が医療結果にどのような影響を及ぼす
かを測定する手段が得られます。
v 管理データを含むマッチング・ファイルは、多くの分野で役立ちます。例えば、
陪審員が、運転免許証レコードと選挙人名簿の両方から選ばれる場合、この 2 つ
のファイルのマッチングを行って、両方のファイルにリストされている個人を識
別できます。こうすると、両ファイルにリストされている個人が、1 つのファイ
ルにのみリストされている個人よりも 2 倍の確率で陪審員に選ばれることがない
ようにすることができます。
v また、マッチング管理ファイルを使用して、あるファイル・セットに欠落してい
るデータを補うこともできます。例えば、運転免許ファイルによって、年齢、性
別、人種に関する情報を入手し、選挙人名簿ファイルから国民識別番号を入手す
る、などが考えられます。
多対 1 マッチングと例:
多対 1 マッチングは、単一データ・ソースを参照ソースとマッチングする場合に使
用します。1 つの参照ソース・レコードを、データ・ソースの多数のレコードとマ
ッチングできます。

多対 1、複数タイプでは、最適なマッチング・スコアのデータ・レコードと結び付
けられたすべての参照レコードが報告されます。1 つの参照レコードが一致として
選択され、一致したペアとウェイトが同じである他の参照レコードは、重複のフラ
グが付けられます。多対 1、重複タイプの場合は、最適なレコードを一致として識
別し、重複カットオフしきい値を超えるウェイトを持つ他のすべての参照レコード
は重複としてフラグ付けされます。
多対 1 マッチングの例には、以下のものがあります。
v 購入者郵送先リストと顧客リストとのマッチング。購入者郵送先リストには重複
がある場合があり、また、多数のリストを統合して作られた可能性があります。
結果的に、メーリング・リストの複数のレコードが顧客リストに一致する場合が
生じます。
v 売上ファイルまたは売掛金ファイルとカスタマー・ファイルとのマッチング。特
定の顧客に対して、複数の売上がある場合があります。
v 住所のマッチングによって、データ・レコードを充実する。郵送住所を含むデー
タ・ソースを参照ソースとマッチングして、地理座標、国勢調査地区番号、特殊
地域コードなどの情報を入手することができます。
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例えば、103 Main St. は 101-199 Main St. のようなレコードと一致します。そ
のブロック内には複数のユーザー・レコードが存在することがあります。このた
め、データ・ソースの複数のレコードが、参照ソースの 1 つのレコードに一致す
る可能性があります。
v 公園の来訪者に関するデータを含むファイルを国勢調査参照ソースとマッチング
し、来訪者が居住する国勢調査地区を入手する。この情報は、来訪者の人口統計
プロファイルの作成に利用できます。
v カスタマー・ファイルを地理座標ファイルとマッチングし、顧客の場所を示す地
図を自動作成する。
v 救急車の要請や火事発生のファイルと火事発生地区コードを含むファイルをマッ
チングし、このような事象のあった場所を示す地図を作成する。

単一ソース・マッチング
単一ソース・マッチングでは、類似の属性を持つレコードをセットにグループ化し
ます。
単一ソース・マッチングでは、以下のタイプを使用できます。
v 単一ソース従属
v 単一ソース独立
v 単一ソース推移
データ・ソースを重複除去 するときには、共通の属性を共有するレコードのグルー
プを最初に識別します。この識別により、重複エントリーを訂正、マージ、または
除去することができます。しかし、単一ソース・マッチングは、重複除去の場合の
みではありません。単一ソース・マッチングでは、以下の状態にある場合でも、レ
コードをグループ化する機能があります。
v レコードにはユニーク ID (納税者識別番号など) はありません。
v 内容にはエラーがある場合があります。
単一ソース・マッチングでは、マッチング・パス間の関係、それぞれのパスで処理
されるレコード、およびグループの形成方法を判別します。ほとんどの場合は従属
マッチング・タイプを選択します。これは、重複を対象外にして、後続のパスで他
のレコードとマッチングしないようにするためです。ただし、住所とは関係なく個
人または組織をリンクする場合は、独立マッチング・タイプが便利です。例えば、
医者をそれぞれ、その医者が仕事しているすべての場所にリンクできます。推移マ
ッチング・タイプは、重複識別を行うときの支援となる列 (生年月日および運転免
許証番号) への不整合なデータ入力の理由を説明する必要がある場合に便利です。
パスでは、選択したタイプに基づいてレコードを処理し、グループ化します。
従属
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パスでは、データを順番に処理します。各パスでは、グループはマスター・
レコードを中心にして作成されます。同じマスター・レコードのすべてのパ
スで形成されるグループは、結合されて、マスターの最終グループが作成さ
れます。グループ内の重複レコードはそれぞれ、いずれかのマッチング・パ
スでグループのマスター・レコードとマッチングします。パスのマスター・
レコードと不一致レコードは、後続のパスで使用できます。重複は考慮され
ません。このためこれらは複数のグループには割り当てられません。既存の
マスター・レコードは、その後のパスでのグループ作成では優先されます。
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独立

パスはそれぞれ、すべての入力レコードを処理します。単一ソース従属マッ
チング・タイプの場合のように、各パスでは、グループはマスター・レコー
ドを中心にして作成されます。しかし、パスはそれぞれ、すべての入力レコ
ードを処理するため、1 つのレコードが複数のパスからのグループのメンバ
ーである場合があります (同様に、レコードは、あるパスで作成されたグル
ープ内のマスターである一方、別のパスで作成されたグループでは重複であ
る場合があります)。すべてのパスからのグループはマージされるため、共
通のレコードを持つグループは単一グループを形成します。
レコード A はレコード B を持つグループに存在し、レコード B はレコー
ド C を持つ別のグループに存在する場合、この 2 つのグループはマージさ
れるため、レコード A、B、および C はすべて同一グループに存在するこ
とになります (レコードが存在するのは 1 グループまでです)。グループ
は、共通のレコードを持つグループがすべてマージされるまで、マージされ
ます。パス・レベルでは、グループ・メンバーシップを判別する関係は、マ
スター・レコードをマッチングするレコードの関係です。ただし、マージ・
プロセスでは、関係はグループ・メンバーシップの 1 つです。したがっ
て、グループのメンバーは関係のチェーンによって接続でき、必ずしもすべ
てが 1 つの共通のマスターと一致するわけではありません。

推移

単一ソース推移マッチング・タイプでは、単一ソース独立マッチング・タイ
プの場合と同様に、それぞれのパスで、すべての入力レコードを処理しま
す。しかし単一ソース独立マッチング・タイプの場合とは異なり、単一ソー
ス推移マッチング・タイプでは、パスでグループ化されるペアだけでなく、
マッチング・カットオフを超えるスコアを持つすべてのペアをパスで使用し
ます。グループ化されたペアのみを使用すると、レコードが別のグループに
入れられる場合、高いスコアを持つレコード・ペアは廃棄されます。
単一ソース推移マッチング・タイプでは、別のグループに存在する高いスコ
アを持つレコード・ペアに関する情報を廃棄しません。単一ソース推移マッ
チング・タイプでは、任意のパスでのマッチング・カットオフを超えるスコ
アを持つレコードはすべて同じグループに存在するようにグループを作成し
ます。例えば、レコード A とレコード B のスコアはあるパスでマッチン
グ・カットオフを超え、レコード B とレコード C のスコアはあるパス (同
じパスの可能性あり) でマッチング・カットオフを超える場合、レコード
A、B、および C は同一グループに追加されます (レコードが存在するのは
1 グループまでです)。
グループのメンバーは、単一ソース独立マッチング・タイプの場合と同様
に、関係のチェーンによって接続でき、必ずしもすべてが 1 つの共通のマ
スターと一致するわけではありません。しかし、単一ソース推移マッチン
グ・タイプ・チェーンは、マッチング・カットオフを超えるスコアを持つす
べてのペアを使用するため、さらに拡張できます。

マスター・レコードの選択とグループの作成:
単一ソース・マッチングでは、マスター・レコードに適切にマッチングするレコー
ドを検出して、レコードのグループを作成します。
マッチングでは、一度に 1 つのレコード・ブロックを処理します。レコード・ブロ
ック内の各レコードが、ブロック内の他のすべてのレコードと比較されます。マス
第 4 章 マッチング・データ

61

ター・レコードは指定されます。グループの作成には、各マスター・レコードが使
用されます。あるブロックが完全に読み込まれると、入力データの終わりに達する
まで、別のブロックが読み込まれます。
以下に、プロセスの説明を示します。
1. ブロック内のすべてのレコード・ペアのスコアが計算されます。
2. グループに追加されなかったレコードから、カットオフしきい値を超える最高の
複合ウェイトを持つレコード・ペアが選択されます。
3. それ自体と比較したときに最高のスコアを持つペアのレコードが、マスター・レ
コードとして指定されます。
4. 他のレコードがその後追加されて、グループが作成されます。マスター・レコー
ドと比較したときに複合ウェイトがマッチング・カットオフを超えているレコー
ドは、一致重複 としてグループに割り当てられます。ウェイトが要検討カット
オフとマッチング・カットオフとの間にあるレコードは、要検討重複 としてグ
ループに割り当てられます。
5. ウェイトがいずれかのカットオフを超える残りのグループ化解除されたレコード
のペアがなくなるまで、ブロック内でプロセスが繰り返されます。
単一ソース・マッチングの例:
単一ソース・マッチングは多くの場合、リストの複製と、関連レコードのグループ
の識別に使用されます。
単一ソース・マッチングの例には、以下のものがあります。
v 患者のすべての診療料金をグループ化する。
v 世帯のすべてのメンバーを検索する。特定の住所または建物のすべての個人がグ
ループ化されます。
v 個々の顧客を識別するために、顧客請求書のファイルを複製する。
v 複数のファイルをマージして作成された郵送リストを複製する。
v 同じ個人、世帯、事象、製品、または部品に関係する重複レコードを、データウ
ェアハウスを更新または作成する前に、データ・ソースから削除する。

マッチング列の選択
ある所定のパスでは、一部のマッチング列をブロッキング列に使用する場合や、し
ない場合があります。一般的に、列がブロッキング列である場合は、それをマッチ
ング列にすることはありません。
すべてのパスが同じ比較を使用する場合、各パスの生成されたウェイトは同じにな
ります。すべてのパス比較を同一にしておくために、一部のブロッキング列をマッ
チング列にする場合があります。比較を同じにすると、カットオフ・ウェイトの設
定が容易になることがありますが、統計上の精度の観点からは適切でない場合があ
ります。
ブロッキング列のみを指定し、マッチング列は指定しないで、完全一致マッチング
を行います。ブロッキング列に一致するレコード・ペアはすべて、一致および重複
であると見なされます。
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2 ファイル・マッチングでは共通のすべての列を比較することをお勧めします。多
くの場合、信頼できない列は省略されます。しかし多くの場合、信頼できない列を
含め、その列に低い m 確率を割り当てて、不一致のペナルティーが大きくならない
ようすることが便利です。
マッチング比較数を少なくすると、一致数は多くなりますが、一部の一致の品質が
低下することもあります。比較数が少ないと、正しい一致と誤った一致を区別す
る、マッチング・プロセスの機能が低下することがあります。
製造値またはエンコード値 (Soundex コードまたは値の一部 (例えば、姓の先頭 3
文字) など) を含むブロッキング列を使用する場合、基礎となる値は必ずしも同じで
はありません。基礎となる値をマッチングすることを考慮する必要がある場合は、
基礎となる値をマッチング比較に必ず含めてください。

マッチング・パス
マッチング・パスで、比較する列とその比較方法を定義します。また、ブロック作
成の条件も定義します。
補完または独立したビジネス・ルールの実装、大規模データ・ボリュームの処理の
複雑性の克服、およびブロッキング列でのデータ・エラーまたは欠損値の補正に
は、複数のパスを使用します。
マルチパスのストラテジーには、以下のアクションが含まれています。
v 初めの方のパスは最も限定的にし、ブロックには最も信頼できる列を使用しま
す。不一致レコードの数が減少にするに従い、後続パスでのブロッキングの制約
を緩和します。
v パースペクティブやビューの異なる、さまざまなブロッキング制約を使用しま
す。また、類似のマッチング比較を使用して、あるパスのブロッキング条件によ
って検出されなかったペアが別のパスのブロッキング条件で検出されるようにし
ます。
v さまざまなマッチング比較セットを使用して、補完マッチング・ルールを実装し
ます。
v マッチング・パスで小規模なレコード・ブロックを作成するストラテジーを選択
します。小さなブロックのほうが、大きなブロックよりも何倍も効率的になりま
す。複数のパスを使用して、さまざまなブロックを定義します。
データのマッチングに選択するストラテジーは、データ・クレンジングの目標によ
って異なります。条件を決定したら、目標を満たすマッチング・ストラテジーを策
定することができます。例えば、目標は世帯のマッチングである場合は、一致の判
別に名前、住所、および生年月日の各データを使用できます。

マッチング・パスの例
このトピックの例では、共通の列名を使用して、1 番目、2 番目、および 3 番目の
マッチング・パスで使用されることがあるブロッキング列を示します。
例では、列が全体として使用される場合 (生年月日) または部分に分割される場合
(誕生年) があることが分かります。必要であれば、列の一部を使用するこのストラ
テジーは、追加の列を作成することによって達成されます。
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以下の例では、日付、名、姓、および性別を含む 2 つのソースが存在することを前
提としています。

列が日付、名、姓、および性別の場合
マッチング・パス 1: 日付および性別
マッチング・パス 2: 「姓」と「名の先頭 2 文字」の Soundex
マッチング・パス 3: 名、年、月 Soundex (日付列)

列が日付、姓、市町村名、および郵便番号の場合
マッチング・パス 1: 日付および性別
マッチング・パス 2: 郵便番号
マッチング・パス 3: 「姓」と「市町村名の先頭 2 文字」の Soundex

列が国民識別番号、姓、名、および生年月日の場合
マッチング・パス 1: 国民識別番号
マッチング・パス 2: 生年月日
マッチング・パス 3: 姓の Soundex、誕生年

列が姓、ミドルネーム、名、性別、および生年月日 (年、月、日) の場合
マッチング・パス 1: 姓、性別、および生年月日
マッチング・パス 2: 誕生月、誕生日、名の先頭文字、およびミドルネームのイ
ニシャル

ブロッキング
ブロッキングは、マッチングのパフォーマンスおよび効率にとって重要な要因で
す。

ブロッキングは、分析するレコードのペアのスコープを絞り込むための手段です。
妥当なサイズのソースの場合、可能なペアの数は、各ソースのレコード数の積にな
るため、すべてのレコード・ペアを比較することは実行不可能です。ブロッキング
は、分析対象となるペアの数を制限する手段です。
ブロッキングによってソースが相互に排他的で網羅的なサブセットに分割され、マ
ッチング・プロセスでは 1 つのサブセット内のみで一致するものを検索します。一
致する可能性の高いペアを一緒にし、一致する可能性の低いペアを無視するように
サブセットが意図されている場合は、大規模のデータ・ボリュームでの正常なマッ
チングが計算上可能になります。
ブロック内のレコードは、1 つ以上のブロッキング列について既に完全に一致して
います。ブロッキングは、データ・クレンジングのプロジェクトでマッチングを効
率的に行うために不可欠なステップです。

ブロッキングの考慮事項
ブロッキングは、パフォーマンスおよび効率を向上するために使用される手段です
が、効率に対するニーズと品質目標に適合させるニーズとのバランスを取る必要が
あります。
以下の問題でトレードオフが発生する可能性があります。
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v ブロッキングによって解決を支援する計算コスト (調査するレコードが多すぎる)
v レコードが同一ブロックのメンバーでないための、偽の負の値の頻度が高まる可
能性 (同一エンティティーを表すレコードのペアは一致でない場合)
ただし、ブロッキングおよびパス・ストラテジーが適切に計画され、実装される
と、このほとんどの懸念を緩和できます。
ブロッキング対象の列を選択する場合は、以下の考慮事項を検討してください。
v 信頼できるデータのある列を選択します。
– 目標を満たすために業務上意味のある列を選択します。ユニークな顧客を識別
する場合、番地でブロッキングするのは最適な選択でありません。
– 文字個別分析レポートが、ブロッキング列の選択に役立ちます。このレポート
では、列にデータが設定される頻度が分かります。 信頼できるデータのある
列を選択すると、データ値が信頼できるため、類似レコードが正しくグループ
化されます。
v 値が適切に分布している列を選択します。
– 一部の列には、可能な値があまり多くありません。例えば、列値としての性別
では、通常はブロックを十分に小さくすることはできません。
– 一部の列は値が適切に分布していません。例えば、データが少数の州または地
域からのみのものである場合、その州または地域は、使用するのに最適の列で
ない場合があります。
v 列を組み合わせることが望ましい場合があります
– ブロック・サイズを管理可能状態とするのに十分な列を使用します。

ブロッキングのアナロジー
箱にある多くの最近洗濯した靴下を対にマッチングする作業があるとします。ある
靴下を選択し、箱全体から 1 つ 1 つの靴下を探してもう片方を見つけるかもしれ
ません。しかしほとんどの場合は、より効率的な方式を考えます。靴下を分類、つ
まり特性によって靴下を「ブロック化」します。まず、色で分類できます。こうす
れば、白い靴下と比較する必要があるのは白い靴下のみであるため、白い靴下を青
い靴下と比較する時間の無駄がなくなります。
元は白であって現在は変色している可能性のあるピンクの靴下が 1 つ見つかった場
合はどうしますか? 変色のため、靴下の分類の最初のパスでは、ピンクの靴下を白
い靴下には分類しません。マッチング用語を使用すると、ピンクの靴下は白い靴下
のブロックにはなりません。その後のマッチング・パスでは、色で分類した後に、
残りの、対になっていない靴下をサイズと形状で分類します。その後のこれらのパ
スの 1 つで、そのピンクの靴下とおそらく一致しそうなものが見つかるかもしれま
せん。これと同様に、複数のパスが、正しいブロック・グループとならないレコー
ドの問題の解決に役立つのです。

ブロッキングのガイドライン
このトピックの一般ガイドラインは、有用なブロッキング列を選択する場合に役立
ちます。
ブロッキングを計画および実装するときには、以下のガイドラインに従ってくださ
い。
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ソート・キーなどのブロッキング列を使用する
ブロッキング列の値が同じレコードはすべて、マッチング・フェーズで比較
することができます。
ブロックはできる限り小さくする
ソースあたり 100 から 200 レコードが適切なサイズです。ブロック・サイ
ズが大きくなるに従って、効率が低下していきます。ブロッキングにより、
ソースが計算可能なサブセットに分割されます。レコードを処理する際に
は、小さいブロックを使用する方がシステム・パフォーマンスが良くなりま
す。効率的なブロッキング・ストラテジーを作成するには、各パスのブロッ
キングにいくつかの列を使用します。
マッチング目標に整合したブロッキング・ストラテジーを実装する
いくつかの列の小さなブロックが望ましいが、制約の大きいブロッキング・
スキームの場合、作成されるブロックの数が多すぎる場合があります。ブロ
ック数が多すぎる場合の問題は、比較のターゲットとなる可能性のあるレコ
ードが複数のブロックに分布することです。レコードが複数のブロックに分
布していると、レコードがあるパス内で比較されず、マッチング結果が損な
われることがあります。
ブロック・オーバーフローを回避する
ブロック・オーバーフローは、パス中に、ブロック・オーバーフロー制限に
指定した数よりも多くのレコードが特定のブロックにグループ化される場合
に発生します。ブロック・オーバーフローが発生すると、ブロック内のレコ
ードはすべて、パスではスキップされます。
ブロック・オーバーフロー設定を構成できます。ブロック・オーバーフロー
のデフォルト設定は 10,000 レコードです。多対 1 マッチングの 2 ソー
ス・マッチング・プロセスでは、オーバーフロー設定によって制約されるブ
ロック・サイズは、参照ブロック・サイズのみです。ブロック・オーバーフ
ローが発生した場合は、ブロッキング条件を調べてください。ブロック・オ
ーバーフロー限度を直ちに高くするのではなく、オーバーフローが発生した
理由を把握してください。いずれかのブロッキング列に多く数の異なる値が
ないか (高カーディナリティー) 判別します。
データに問題があることを把握せずにブロック・オーバーフロー限度を高く
すると、データやブロッキング・ストラテジーの問題を意図せずに隠蔽する
ことがあります。ブロック・オーバーフロー限度を高くするのは、ブロッ
ク・オーバーフローが発生した理由を確認した場合や、高くする論理的な理
由がある場合に行います。
ブロッキング列の欠損値を定義する
ブロッキング列の欠損値を定義します。欠損値のある列を持つブロックは、
マッチング・プロセスでスキップされます。欠損値のすべての一般的な代行
値 (UNKNOWN や 99999 など) を NULL に変換します。欠損値が NULL
に変換されない場合、マッチング・プロセスでは値は欠落しているとして識
別されません。その結果、損害の大きいブロック・オーバーフローが発生す
るおそれがあります。例えば、国民識別番号が、全体のレコードの半分にし
か存在しないが、欠損値が NULL ではなくスペースで示されている場合、
番号がブランクのすべてのレコードが 1 つの大きなブロックを形成しま
す。大きいブロックが原因で、過剰な計算が行われて、ブロック・オーバー
フローが発生することがあります。
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情報が限られているソースには、逆 Soundex コードを使用する
逆 Soundex は、名前を逆から読んで Soundex を計算することによって形成
されます。例えば、JONES の逆は、 SENOJ になります。Soundex アルゴ
リズムでは最初の文字を保持するため、逆 Soundex を実行すると名前の先
頭でのエラーを許容できます。

ブロッキング例
最適なブロッキング列は、最大数の値を持つことができ、信頼性が一番高い列で
す。この一般ガイドラインが、有用なブロッキング列の選択に役立ちます。

個人識別番号
識別番号は通常は信頼できます。最初のパスでは、国民識別番号、医療記録番号、
請求番号などの個人識別番号を使用します。これは、その識別番号が、かなりの割
合のレコードに欠落している場合、または、誤りがある場合でも同様です。
例えば、ソースのレコードの 50% に国民識別番号が含まれるとします。この場
合、パス 1 は、国民識別番号によってブロッキングされます。マッチングでは、国
民識別番号のないレコードはすべてスキップされます。スキップされたレコード
は、2 番目のパスに適用されます。ただし、かなり高いパーセンテージのレコード
が簡単に一致します。
識別番号が複数種ある場合は、それらを最初の 2 つのパスに使用します。その後、
別の列を試行します。識別番号によってレコードを多数のセットに分割できるた
め、識別番号はブロッキング列に理想的です。

生年月日
生年月日は、優れたブロッキング列です。
例えば、InfoSphere DataStage Transformer ステージを使用すると、生年月日を
「BirthYear (誕生年)」、「BirthMonth (誕生月)」、「BirthDay (誕生日)」の 3 つの
列に分離できます。大規模なソース (レコード数が 100,000 を超える場合) の場合
は、最初のパスのブロッキング列としてこれら 3 つのすべての列を使用します。小
規模なソースの場合は、BirthYear、BirthMonth、および追加の列 (「性別」など) を
使用します。 2 番目以降のパスとして、BirthDay を含むブロックを使用することが
考えられます。

イベント日付
イベント日付 (事故日、保険請求日、入院日など) は、ブロッキング列として役立ち
ます。

氏名
姓の音声エンコード (Soundex コード、NYSIIS コードなど) も、ブロッキング列に
適しています。大規模なソースの場合は、このコードを氏名の名の先頭文字、また
は誕生年と組み合わせます。国/地域が異なると姓の規則が異なるため、これのみに
依存できないことに注意してください。
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住所
住所はブロッキングの情報の宝庫と言えます。例えば、郵便番号と、通りの名前や
市町村名の音声エンコード (Soundex または NYSIIS) は、いずれも優れた選択対象
です。

ウェイトとレコードの比較
データの情報内容により、IBM InfoSphere QualityStage でのマッチングのような自
動化プロセスの場合と手動マッチングの場合の両方で、一致のレコード・ペアと不
一致のレコード・ペアが判別されます。
レコード内の各列に、何からの情報があります。ウェイトとは、データの情報内容
と、レコード・ペアが一致する可能性を示す尺度です。すべての列および比較を統
合することで、マッチング・プロセスによって分析されるペアの状況が判別されま
す。
ある列が、他の列よりも信頼性の高い情報を提供する場合があります。例えば、性
別の列のみを比較して、それが一致しているからレコードのペアは同一個人を表す
というのは妥当ではありません。しかし、個人の識別番号を使用してレコードを比
較し、この番号が一致した場合に、そのレコード・ペアが同じ個人を表していると
するのは妥当です。各列を区別する機能を使用して、マッチングを測定し、予測し
ます。

複合ウェイト
比較するレコード・ペアごとに、複合ウェイトが計算されます。

複合ウェイトは、すべてのマッチング比較の個々のウェイトを合計したものです。
これは、2 つのレコードが一致する信頼性の尺度です。

ウェイトの計算
ウェイト・マッチングでは、指定されたマッチング条件に基づいて、2 つのレコー
ドのマッチングの程度を測定します。ウェイトが高いレコード・ペアは、ウェイト
が低いレコード・ペアよりも強く一致しています。

確率は、あるグループ内でイベントが発生する可能性と、別のグループ内でイベン
トが発生する可能性の比率です。確率 1 は、両グループでのイベントの発生可能性
が等しいことを意味します。1 より大きい (>1) 確率は、最初のグループの方がイベ
ントの発生可能性が高いことを意味します。1 より小さい (< 1) 確率は、最初のグ
ループの方がイベントの発生可能性が低いことを意味します。
列のウェイト計算では、値は同じでレコード・ペアは一致する可能性と、値の可能
性は同じでレコード・ペアは不一致である可能性との確率を使用します。このよう
な確率を使用すると、選択したカットオフ値に対する要検討ペアの数が最小限にな
ります。

一致ウェイトと不一致ウェイト
マッチング比較ごとに、マッチング・プロセスで一致ウェイトと不一致ウェイトが
計算されます。
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マッチング・ウェイトは、その列に設定された一致ウェイトと不一致ウェイトを使
用して導出されます。
比較されるレコードのペアのマッチング比較が一致する場合は、複合ウェイトに一
致ウェイトが加算されます。一致ウェイトは正の値です。比較されるレコードのペ
アのマッチング比較が一致しない場合は、複合ウェイトに不一致ウェイトが加算さ
れます。不一致ウェイトは負の値です。したがって、一致ウェイトは複合ウェイト
に加算され、不一致ウェイトは複合ウェイトから減算されます。スコアが高いほ
ど、一致の度合いも大きくなります。

部分ウェイトは、完全一致でない、つまりファジー・マッチングの場合に割り当て
られます。
欠損値の場合は、デフォルト・ウェイト 0 となります。

信頼性と偶然一致
各列には、確率が関連付けられています。この確率は、m 確率および u 確率と呼ば
れ、m-prob および u-prob と呼ばれることもあります。

信頼性: m 確率の説明
m 確率とは、検査されるレコード・ペアが一致したペアである場合に、列値がその
ペアの値と一致する確率です。この m 確率は、実質的には 1 からその列のエラー
率を減算した値になります。例えば、一致レコードのサンプルで、転記エラーまた
は報告間違いのために性別の不一致が 10% の場合、この変数の m 確率は 0.9 (1 0.1) になります。
高い m 確率 (0.9) は、指定された列のデータの信頼性は高いと見なされます。m
確率が高いほど、不一致ウェイトが大きくなります。信頼できる列内の 2 つの値の
不一致は、低い m 確率 (0.1) が設定される信頼できない列よりも高いペナルティー
が科せられます。
ある列が重要な場合は、m 確率に他よりも高い値を指定できます。m 確率が高い場
合、これは、一致したペアではその列の値が一致しないことは稀であるということ
に相当します。したがって、不一致の場合のペナルティーは高くなります。

偶然一致: u 確率の説明
u 確率とは、検査されるレコード・ペアが不一致のペアである場合に、列値がその
ペアの値と一致する確率です。一致ペアよりも不一致ペアである可能性の方が非常
に高いため、u 確率は、実質的にはこの値が無作為に一致する確率です。
マッチングでは、頻度分析を使用してすべての値の偶然一致の確率を判別します。
稀な値では、マッチングにさらにウェイトが追加されます。
例えば、2 つの性別値が無作為に一致する確率は、およそ 0.5 です。分布が均一の
場合、2 つの値の 4 つの組み合わせの可能性があります。
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表 2. レコード・ペアの性別値の可能性ある組み合わせ
ファイル A

ファイル B

M

F

M

M

F

M

F

F

性別は、4 つの組み合わせのうちの 2 つで一致します。したがって、このペアの u
確率は 0.5 です。

ウェイトの計算
列のウェイトには、データの信頼性と偶然一致の可能性が反映されています。
列の一致ウェイトは、2 を底とした m 確率と u 確率の比率の対数として計算され
ます。次に、式を示します。
log2(m 確率/u 確率)

列の不一致ウェイトは、次の式に示すように計算されます。
log2((1 - m 確率)/(1 - u 確率))

一致ウェイト例
性別および国民識別番号を使用して、頻度または信頼性の相違によって列の一致ウ
ェイトがどのように変化するかを例示します。
ウェイト計算がどのようにして実際の値に変換されるかを理解するために、性別と
国民識別番号の列の値を取り上げます。この例では、性別のエラー率は 10 パーセ
ント、国民識別番号のエラー率は 40% とします。
したがって、性別の m 確率は 0.9 となります。u 確率は、0.5 です。したがって、
性別のウェイトは、次に示す例のとおりになります。
log2 (m/u) = ln(m/u)/ln(2) = ln(0.9/0.5)/ln(2) = 0.85

控えめに見積もって、国民識別番号が偶然一致する確率を、1000 万分の 1 としま
す。 m が 0.6 (一致したペアのエラー率 40%) ですから、国民識別番号のウェイト
は ln(0.6/0.0000001) = 22.51 となります。
したがって、「性別」列のマッチングに対するウェイトは 0.85、国民識別番号のマ
ッチングについては、22.51 になります。ウェイトによって、列に関して直感的に認
識できる内容が分かります。

カットオフ値
マッチング・カットオフおよび要検討カットオフとは、スコアが計算されたレコー
ド・ペアをどのように分類するかを判別するしきい値です。
カットオフの設定目標は、偽の分類数を限定する一方で、マッチング結果の不確実
性を最小にすることです。
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複合ウェイトがマッチング・カットオフ以上のレコード・ペアは、一致と見なされ
ます。複合ウェイトが要検討カットオフ以上であるがマッチング・カットオフより
小さいレコード・ペアは、要検討ペアと呼ばれます。マッチング・プロセスでは、
要検討ペアは一致か不一致であるかどうかは不確実です。複合ウェイトが要検討カ
ットオフより小さいペアは、不一致と見なされます。両カットオフに同じ値を設定
できます。こうすると要検討レコードがなくなります。
高いカットオフしきい値を設定すると、結果を限定して品質の良い一致が得られま
す。しかし、一致数は少なくなる可能性があります。しきい値が低いと多くの一致
が得られますが、この一致の一部の品質は低い可能性があります。決定を行うに
は、業務上の要件を考慮します。結果は、カットオフ値を定義するのに、控えめの
方法を採用するか積極的な方法を採用するかによって異なります。
例えば、個人の支払いを連結するためのマッチングは、ショッピング・カタログの
メーリング・リストを複製する場合よりも控えめな方法とする必要がある可能性が
あります。ベスト・プラクティスとして、マッチング設定をチューニングする際
は、ビジネス目的を考慮してください。
各レコード・ペアには複合ウェイトが設定され、これによって非常に高い正のスコ
アから非常に高い負のスコアにいたるまで、さまざまなスコアが配分されることに
なります。 72 ページの図 4 のグラフは、低スコアのペア数が少なくなり、高スコ
アのペアが増加し始める位置のヒストグラムの領域に注目しています。グラフのこ
の領域では、ペアは一致するか不一致であるかの可能性は高くありません。
この範囲内のペアの処理方法をマッチング・プロセスに指示するためにカットオフ
値を設定します。設定値の決定には、ペアの分布の相違が役立ちます。一致レコー
ドと不一致レコードのグラフの詳細は、カットオフ点に関連します。通常は、不一
致の下り坂と一致の上り坂上にカットオフを設定します。カットオフを設定する位
置は、ビジネス目標とエラー許容度の両方によって影響されます。
縦線間のウェイトでグレイの領域が形成されます。ここでは、ペアは一致している
かどうかは判別できません。一致グループと不一致グループをさらに離して分散さ
せる (不確実なペアを最小にする) ための十分な変数が必要です。要検討領域内にあ
るものは大部分はブランク、欠損値、またはデフォルト値を持つレコードである場
合の適切なマッチング・ストラテジーは作成しています。
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Qカットオフ

Nカットオフ

TUV

RS

ペアM

WRS

XYのウェイト

図 4. ウェイトのヒストグラム

要検討領域内のレコードが少ないほど、検討するケースは少なくなりますが、エラ
ーの確率は高くなります。

偽の正とは、レコードは一致レコードと分類されているが、実際には不一致レコー
ドであるケースです。偽の負とは、レコードは不一致レコードと分類されている
が、実際には一致レコードであるケースです。
カットオフの設定目標は、要検討ペアの数を最小にして、偽の負および偽の正の数
を限定することです。組織の目標に応じて、結果を微調整します。

確率を判別する場合のガイドライン
このガイドラインは、確率を割り当てる場合に使用できます。
m 確率が高いほど、不一致ウェイトが大きくなります。したがって、ある列が重要
である場合は、m 確率には、他の列より高い値を指定してください。m 確率が高い
場合、一致ペアでその列が一致しないということは稀であるため、不一致の場合の
ペナルティーが高くなることになります。これらの確率から計算されるウェイト
は、Match Designer のデータ・ビューアーで表示できるため、結果を検査すること
ができます。
m 確率を判別する場合は、次のガイドラインを使用します。
v 非常に重要で信頼できる列には、高い m 確率を指定します。
v エラーが多い、あるいは不完全なことが多い列は、m 確率を低く設定してくださ
い。
v m 確率は、常に u 確率よりも高くします。また、m 確率をゼロおよび 1 にはし
ないでください。
データ値の一致または不一致は、信頼できるデータではより重要であり、信頼でき
ないデータではあまり重要でありません。
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開始点として、u 確率を推測できます。これは、マッチング・プロセスで推測値が
実際の値に置換されるからです。適切な評価では、u 確率は 1/n 値になります。こ
こで、n はその列のユニーク値の数です。デフォルトでは、各比較の u 確率は、
Frequency ステージの頻度情報を使用して、マッチング・プロセスによって自動的に
計算されます。この計算された u 確率は、非一様分布の列の場合には重要です。
この頻度情報によって、ある列の特定の値に従ってマッチングでウェイトを変える
ことができます。稀な値では、マッチングにさらにウェイトが追加されます。例え
ば、「FamilyName」などの列を使用する場合、「Smith」や「Jones」は米国では一
般的です。しかし、「Alcott」などの値は米国では比較的稀です。稀な姓「Alcott」
のマッチングでは、一般的な姓のマッチングよりも大きなウェイトが設定されま
す。これは、「Alcott」の偶然一致の確率は、「Smith」や「Jones」などの他の値に
ついて一致する確率と比較すると相対的に低いためです。
値が一様に分布し、異なる値の数が多い列 (個人識別番号など) の場合は、頻度情報
を生成しない方が適切です。Match Designer の「変数特殊処理」ウィンドウに変数
タイプ NOFREQ を指定します。
完全一致マッチングは、確率論的なマッチングと同じ統計法則に従います。したが
って、同一の値を含む 2 つのレコードがあるが、同じエンティティーを表さないこ
とがあります。十分な情報がない場合は、明確な判別をすることはできません。

Match Designer を使用するための準備
Match Designer を使用してマッチング仕様を定義およびテストする前に、Match
Designer データベースが構成されていて、サンプル・データが準備されていること
を確認してください。

始める前に
Match Designer データベースの準備の詳細については、「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してく
ださい。

Match Designer データベースのセットアップ
v Match Designer テスト環境を使用可能にし、マッチング・パスのテストを実行す
るには、このアクティビティーからの出力を受け取るデータベースが必要です。
– 既存のデータベースを使用したり、新規データベースを作成したりできます。
– このデータベースは、アクセス可能であればどのコンピューターにも配置でき
ます。クライアントまたはエンジン層の IBM InfoSphere Information Server に
配置することができます。さらに、別個のシステム上に構成できます。
– このデータベースを作成する必要があるのは一度だけです。それは、IBM
InfoSphere DataStage と IBM InfoSphere QualityStage を最初にインストールす
るときです。これは変更しない限り、その後のマッチング仕様の作成では同じ
データベースを再使用できます。
– このデータベースは、マッチング・ジョブの実行時には不要です。マッチング
仕様の作成時にのみ、Match Designer で必要とします。完了したマッチング仕
様を、このマッチング仕様の作成に関係しなかったコンピューターにエクスポ
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ートして実行することができます。その実行時コンピューターは、Match
Designer データベースに接続する必要はありません。
v Match Designer データベースに接続するには、InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントのホストである各クライアントに、ODBC
データ・ソース名 (DSN) が必要です。Match Designer の構成と DSN の定義の
詳細については、「IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストー
ル、および構成ガイド」を参照してください。
– クライアントで使用可能なのと同じ DSN が、エンジン層でも使用可能でなけ
ればなりません。
– InfoSphere Information Server のクライアントとエンジン層が同一コンピュータ
ーにインストールされている場合、必要な DSN は 1 つのみです。
注: インストール時に、InfoSphere Information Server は、Match Designer が必要と
する DSN を定義する際に使用できるさまざまな ODBC ドライバーをインストール
します。

データの準備
v 通常は、Match Designer の入力として必要なサンプル・データ・セットおよび頻
度データを準備する前に、データ・ソースおよび参照ソースを標準化し、フォー
マット設定します。ブロッキングおよびマッチングに使用する予定のすべての列
を対象としてください。ブロッキング列のスペース、ゼロ、または 9 などの非
NULL 値を NULL 値に置換します。
v InfoSphere DataStage Data Set ステージを使用して、データ・ソースからの
Match Designer サンプル入力データをデータ・セット・フォーマットで準備しま
す。Two-source Match ステージの仕様を準備する場合は、Data Set ステージを使
用して、データ・セット・フォーマットで、参照ソースからのサンプル入力デー
タも準備します。
v Match Frequency ステージを使用して、標準化されたフォーマット設定データか
ら生成された頻度入力データを準備します。この頻度情報は、Data Set ステージ
を使用して作成したデータ・セット・フォーマットでなければなりません。
Two-source Match ステージのマッチング仕様を準備する場合は、Data Set ステー
ジを使用して、データ・セット・フォーマットの参照データ頻度情報も準備しま
す。
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して、
Match Designer の入力データの列を定義する表定義をインポートまたは作成しま
す。

テスト環境の定義
Match Designer でマッチング・パスをテストするには、マッチング仕様テスト環境
を構成します。

このタスクについて
このタスクは、作成するマッチング仕様ごとに 1 度実行する必要があります。頻度
の名前、パス、または内容などの情報およびサンプル・データ・セット・ファイル
を変更した場合は、テスト環境を更新する必要もあります。
テスト環境は、次の項目で構成されています。
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サンプル情報
Match Designer のすべての機能を使用するデータが必要です。Match
Designer は、適度のデータ・ボリュームを使用する場合により効率的に処理
を行います。Match Designer で実動ソースからの無作為のサンプルを使用す
ると、サンプル・データは確実にソース・データを適切に表現できます。サ
ンプル・データは、IBM のデータ・セット・ファイル・フォーマットでな
ければなりません。データ・セット・ファイルを作成するには、Data Set ス
テージへの入力としてサンプル・データを使用します。Data Set ステージ
は、出力としてデータ・セット・ファイルを生成します。
頻度情報
データ頻度データ・セットを定義し、また参照マッチングの場合は参照頻度
データ・セットを定義することにより、マッチング仕様への入力として機能
させる必要があります。頻度データ・セットは Match Frequency ステージ
を使用して作成され、マッチングに関係するデータ列の頻度分布を含みま
す。また、最大頻度値も指定します。この値は、パスのテストを実行すると
きに使用される最大頻度数です。通常は、デフォルト値 100 で十分です。
テスト結果データベース
Match Designer からのテスト結果を保持するデータベース (Match Designer
データベース) を定義する必要があります。
実行環境
熟練した Match Designer ユーザーは、このオプションを設定すると、エン
ジン層でマッチング・パスを実行する方法を制御または詳細化することがで
きます。環境変数は、問題を診断するために追加の詳細情報が必要な場合
に、デバッグ援助機能として特に役立ちます。 パラレル・ジョブのセット
アップおよびオペレーションに影響する環境変数の参照詳細については、
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ上級開発者
ガイド」を参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. テスト環境を定義する対象のマッチング仕様を開きます。
3. Match Designer で、「仕様の構成」 > 「テスト環境」をクリックして、「テス
ト環境」ウィンドウを開きます。
4. 「サンプル情報」領域に、ソース・データからのサンプル入力データを指定し
ます。
要確認: サンプル・データは、IBM InfoSphere DataStage データ・セット・フォ
ーマットでなければなりません。
a. 「データ・サンプル・データ・セット」フィールドにファイル名を入力する
か、「...」をクリックしてデータ・セット・ファイルを選択します。
b. 2 ソース・マッチング仕様のみの場合は、「参照サンプル・データ・セッ
ト」フィールドにファイル名を入力するか、「...」をクリックして参照デー
タのデータ・セット・ファイルを選択します。
5. 「頻度情報」領域に、ソース・データからの頻度入力データを指定します。
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要確認: 頻度データは、InfoSphere DataStage データ・セット・フォーマットで
なければなりません。
a. 「データ頻度データ・セット」フィールドにファイル名を入力するか、
「...」をクリックしてデータ・セット・ファイルを選択します。
b. 2 ソース・マッチング仕様のみの場合は、「参照頻度データ・セット」フィ
ールドにファイル名を入力するか、「...」をクリックして参照データのデー
タ・セット・ファイルを選択します。
6. 「最大頻度値」フィールドに、パスのテストを実行するときに使用する最大頻
度数を入力します。
注: この値に関係なく、使用される頻度数は、頻度ファイルを生成する Match
Frequency ステージで出力される最大頻度数を超えてはなりません。
7. 「テスト結果データベース」領域で、以下のいずれかのオプションを使用して
パスのテスト結果を保管するデータベースの接続情報を指定します。
接続

操作

既存のデータ接続

1. 「ロード」をクリックして、データ接続
オブジェクトをメタデータ・リポジトリ
ーから選択します。
2. データ・ソースへの接続をテストしま
す。

新規接続

1. 現行接続が存在する場合は、「クリア」
を選択して新規接続を指定します。
2. 「ODBC データ・ソース名」リストか
ら、DSN を選択します。
3. DSN 用データベースのユーザー名とパス
ワードを入力します。
4.

データ・ソースへの接続をテストしま
す。

5. メタデータ・リポジトリーへの接続をデ
ータ接続オブジェクトとして保存しま
す。 Match Designer が作成できるのは、
新規データ接続のみです。作成したデー
タ接続を変更するには、InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナー を
使用する必要があります。

8. オプション: 「構成ファイルのロケーション」フィールドにファイル名を入力す
るか、「...」をクリックしてパラレル・エンジンのデフォルト構成ファイル
(APT_CONFIG_FILE) 以外の構成ファイルを選択します。構成ファイルを使用
すると、並列処理の度合いと、マッチング・パスのテストなどのパラレル・ジ
ョブで使用されるソースを実行時に動的に設定できます。
9. オプション: 「環境変数」フィールドに、環境変数と、ENVIRONMENT
VARIABLE=VALUE フォーマットの値を入力します。パラレル・ジョブのセットア
ップおよびオペレーションに影響する環境変数の参照詳細については、「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」を
参照してください。 環境変数と値の構文が正しいことを確認してください。
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Match Designer は構文を検証しません。正しくない場合は、パスのテストの実
行またはテスト環境の更新でエラーが出されます。
10. 「更新」をクリックします。 更新が正常終了すると、最新のテスト環境設定が
保存され、「テスト環境」ウィンドウが閉じます。更新が正常終了しない場
合、「テスト環境」ウィンドウは開いたままであるため、現行設定を保存、変
更、または廃棄することができます。

構成情報の更新
テスト環境かまたは使用するファイルに変更を行った場合は、テスト環境構成を更
新する必要があります。

このタスクについて
「テスト環境」ウィンドウ内のいずれかの情報を変更する場合、あるいは入力デー
タ・セットまたは頻度データ・セットの内容を変更した場合は、Match Designer で
マッチング仕様のテスト環境を再生成する必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 構成情報を更新する対象のマッチング仕様を開きます。
3. 「仕様の構成」 > 「テスト環境」をクリックします。
4. 更新する構成設定を選択します。
5. 「更新」をクリックして、テスト環境の変更内容を適用します。 次回にパスの
テストを実行すると、この変更内容が表示されます。

Match Designer の使用
データ・マッチングの条件を定義し、テストするには、Match Designer を使用しま
す。
Match Designer は、マッチングの定義、サンプル・データに対するマッチングの実
行、データ結果および統計の表示、マッチング目標を達成するまでマッチングを微
調整するという、反復プロセスのデータ中心のデザイン環境です。
Match Designer では、マッチング・ジョブの結果は、統計、データ・グリッド、お
よびチャートとして表示されます。結果の検索、ソート、およびドリルダウンを行
うには、Match Designer の組み込み機能を使用することができます。
Match Designer を使用して、単一ソース・マッチングまたは 2 ソース・マッチング
用のマッチング仕様および関連マッチング・パスを作成し、それを One-source
Match ステージまたは Two-source Match ステージにデプロイします。必要であれ
ば、頻度情報を生成する対象の列を制限し、Match Frequency ステージにマッチング
仕様をデプロイします。
マッチングの実行は本質的には、次の 2 ステップのプロセスです。
1. ブロッキング・ストラテジーを使用して、処理するレコードのサブセットを分離
します。
2. その後、このレコードのスコアを調査します。
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ブロッキングでは共通集合のないデータのサブセットを作成しますが、そのサブセ
ット内のレコードは他のレコードより相互に一致する確率が高いものです。ブロッ
クを作成すると、マッチング・プロセスが、レコードの中でブロッキング列の値が
同じ一致レコードを検索するだけの処理になります。
Match Designer を使用すれば、マッチング・プロセスのためにどの列を調べるかを
決定することができます。
完了したマッチング仕様は、以下のステージで使用されます。
v One-source Match ステージ
v Two-source Match ステージ
v Match Frequency ステージ。マッチング仕様の使用は、このステージではオプシ
ョンです。マッチング仕様によって、頻度データを生成する対象の列が制限され
ます。一部の列の頻度データが必要であるが、他の列の頻度データは必要でない
場合は、マッチング仕様を使用します。
これらのマッチング・ステージの結果は、Survive ステージやデータベース・ロー
ド・アクティビティーなど、データ・クレンジングのプロジェクトの次のフェーズ
に適用されます。

マッチング仕様の作成
マッチング仕様は、特定のマッチング・ストラテジーの実装に使用する条件を定義
する場合に作成します。

単一ソース・マッチング仕様の作成
単一ソース・マッチング仕様には、類似した属性を持つレコードをグループ化する
のに使用される条件が用意されています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「データ品質」 > 「マッチング仕様」を選択して、「OK」をクリックします。
4. 以下のいずれかのオプションを使用してマッチング仕様を作成します。
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オプション

説明

マッチング仕様のセットアップ・ウィザード
を使用して、基本的なマッチング仕様を作成
します。

1. 「支援付きで開始」をクリックします。
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2. ウィザードの各種ページに必要事項をす
べて指定します。

オプション

説明

Match Designer でマッチング仕様を作成し
ます。

1. 「Match Designer に移動」をクリックし
ます。Match Designer で、タイトルが付
いていない仕様と、一時名 MyPass の付
いたデフォルト・パスが開きます。
注: マッチング・タイプは「2 つのソース
の多対 1 複数」に設定されており、2 つ
のデータ・ファイルが示されているボタ
ンが表示されます。
2. 「2 つのソースの多対 1 複数」をクリッ
クして、単一ソースのマッチング・タイ
プの 1 つを選択します。

3.

(当該仕様の入力
の定義) をクリックします。

4. 「入力列」ウィンドウで、「ロード」を
クリックします。
5. 「表定義」ウィンドウで、使用する表定
義を選択し、「OK」をクリックします。
表定義の列が「入力列」ウィンドウに表
示されます。
6. 「OK」をクリックします。表定義名がデ
ータ・ボタンの下に表示されます。
7. 「保存」 > 「仕様」をクリックします。
8. マッチング仕様を保存するフォルダーを
選択または作成します。デフォルトのマ
ッチング仕様フォルダーが用意されてい
ますが、プロジェクトのニーズに適した
代替のファイル構造を作成できます。
9. マッチング仕様の名前を入力して、「保
存」をクリックします。仕様がフォルダ
ーに保存され、Match Designer ウィンド
ウのタイトルに仕様名が表示されます。

次のタスク
1 つ以上のマッチング・パスを定義し、マッチング仕様をテストした後で、この仕
様を One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージで使用するに
は、事前にプロビジョニングする必要があります。この仕様をプロビジョニングす
るには、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー の「リポジトリー」ツリ
ーで仕様を右クリックして、「すべてプロビジョニング」をクリックします。
複数のマッチング仕様を一度にプロビジョニングすることができます。
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2 ソース・マッチング仕様の作成
2 ソース・マッチング仕様には、2 つのデータ・ソース内の関連レコードを識別す
る条件が用意されています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「データ品質」 > 「マッチング仕様」を選択して、「OK」をクリックします。
4. 以下のいずれかのオプションを使用してマッチング仕様を作成します。
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オプション

説明

マッチング仕様のセットアップ・ウィザード
を使用して、基本的なマッチング仕様を作成
します。

1. 「支援付きで開始」をクリックします。
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2. ウィザードの各種ページに必要事項をす
べて指定します。

オプション
Match Designer でマッチング仕様を作成し
ます。

説明
1. 「Match Designer に移動」をクリック
します。Match Designer で、タイトルが
付いていない仕様と、一時名 MyPass の
付いたデフォルト・パスが開きます。
注: マッチング・タイプは「2 つのソー
スの多対 1 複数」に設定されており、2
つのデータ・ファイルが示されているボ
タンが表示されます。
2. 「2 つのソースの多対 1 複数」をクリ
ックして、2 つのソースのマッチング・
タイプの 1 つを選択します。

をクリックしま

3.
す。

4. 「入力列」ウィンドウの「データ表定
義」ペインで、「ロード」をクリックし
ます。
5. 「表定義」ウィンドウで、使用するデー
タ表定義を選択し、「OK」をクリック
します。ウィンドウが閉じ、表定義の列
が「入力列」ウィンドウに表示されま
す。
6. 「参照表定義」ペインで、「ロード」を
クリックします。
7. 「表定義」ウィンドウで、使用する参照
表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。参照表定義は、データ表定義とは
別のものにする必要があります。
8. 「OK」をクリックします。表定義名が
データ・ボタンの下に表示されます。
9. 「保存」 > 「仕様」をクリックしま
す。
10. マッチング仕様を保存するフォルダーを
選択または作成します。デフォルトのマ
ッチング仕様フォルダーが用意されてい
ますが、プロジェクトのニーズに適した
代替のファイル構造を作成できます。
11. マッチング仕様の名前を入力して、「保
存」をクリックします。仕様がフォルダ
ーに保存され、Match Designer ウィンド
ウのタイトルに仕様名が表示されます。
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次のタスク
1 つ以上のマッチング・パスを定義し、マッチング仕様をテストした後で、この仕
様を One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージで使用するに
は、事前にプロビジョニングする必要があります。この仕様をプロビジョニングす
るには、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー の「リポジトリー」ツリ
ーで仕様を右クリックして、「すべてプロビジョニング」をクリックします。
複数のマッチング仕様を一度にプロビジョニングすることができます。

マッチング・パスの定義
マッチング仕様は、1 つ以上のマッチング・パスから構成されます。
マッチング・パスを定義する場合は、ブロッキングまたはマッチングに使用するソ
ース・データの列を指定します。ブロッキング列によって、比較されるレコードが
判別されます。このレコードは、ブロックと呼ばれます。マッチング列によって、
ブロック内のレコードを比較する方法が設定されます。マッチング列に加えて、選
択したマッチング比較が、ブロック内のレコードを比較する方法に影響を及ぼしま
す。
マッチング・パスの追加:
マッチング仕様を作成する大きなプロセスの一部として、マッチング・パスを追加
します。
このタスクについて
新規マッチング仕様には、一時名 MyPass の付いたデフォルトのマッチング・パス
が含まれています。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング・パスの追加先のマッチング仕様を開きます。
3. 以下のいずれかの方式を使用して、マッチング・パスを追加します。
方式

操作

新規マッチング・パスを追加する

1. 「パスの追加」 > 「新規パス」をクリッ
クします。
2. マッチング・パスを保存するフォルダー
を選択または作成します。
3. 「項目名」フィールドに新規マッチン
グ・パスの名前を入力して、「保存」を
クリックします。
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方式

操作

既存のマッチング・パスをコピーする

1. 「パスの追加」 > 「パスのコピー」をク
リックします。
2. コピーするマッチング・パスを選択し
て、「OK」をクリックします。
3. 「マッチング・パス定義の保存」ウィン
ドウで、マッチング・パスを保存するフ
ォルダーを選択または作成します。
4. 「項目名」フィールドに新規マッチン
グ・パスの名前を入力して、「保存」を
クリックします。

マッチング仕様に既にパスがある場合は、新規パスがその右側に表示されます。
仕様を実行すると、パスは、表示されている左から右の順に実行されます。
4. オプション: マッチング・ジョブでこの仕様を使用する場合に、実行されるパス
の順序を変更するには、Ctrl を押したままパスをクリックして、左または右に移
動します。
ブロッキング列の指定:
ブロッキング列は、関連付けられる可能性のある入力データ・レコードのサブセッ
トまたはブロックの作成に使用されます。ブロッキング列に同じ値を持つレコード
は、相互にのみ比較されます。ブロックによって、マッチング処理がより高速で効
率的になります。
このタスクについて
完全一致が必要な場合は、ブロッキング列のみを指定します。ブロッキング列のみ
を指定すると、ブロッキング列に同じ値が含まれているレコードのペアはすべて、
一致と見なされます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、ブロッキング列を指定する対象のマッチング・パスを
選択します。 「ブロッキング列」ペインで、ブロッキング列を追加、変更、ま
たは削除できます。
3. マッチング・パスにブロッキング列を追加するには、「追加」をクリックしま
す。
4. 「マッチング・ブロッキングの指定」ウィンドウで、次の手順を完了します。
a. 「名前」フィールドに、このブロッキング選択を識別するストリングを入力
します。 このフィールドをブランクにしておくと、ブロッキングの指定の名
前は、選択したブロッキング列の名前にデフォルトで設定されます。
b. 「使用可能なデータ列」表の列を選択します。
c. オプション: 選択した列を右クリックし、「プロパティー」をクリックして、
「列の詳細」ウィンドウに頻度情報を表示します。
d. 次のいずれかのブロッキング比較を選択します。
v 「文字比較」。列が英数字の場合に使用します。
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v 「数値比較」。列が数値のみの場合に使用します。
e. ブロッキング列をさらに追加する場合は、「適用」をクリックします。
f. ブロッキング列の追加を完了したら、「OK」をクリックします。
5. ブロッキング列を変更するには、次の手順で行います。
a. 列を選択し、「変更」 > 「ブロッキングの指定」をクリックします。
b. 「マッチング・ブロッキングの指定」ウィンドウで、ブロッキング列の名前
を変更するか、使用可能な別のデータ列を選択するか、またはブロッキング
比較を変更します。
c. 「OK」をクリックします。
6. オプション: ブロックの最大許容サイズを入力するには、「変更」 > 「オーバ
ーフロー値の設定」をクリックします。 単一ブロックに含まれるレコード数が
そのマッチング・パスのオーバーフローしきい値を超えると、ブロック・オーバ
ーフローが発生します。デフォルトのしきい値は 10,000 レコードです。ただ
し、このしきい値は 40,000 まで設定できます。オーバーフロー・ブロック内の
レコードは一致せず、マッチング・パスの残余として分類されます。マッチン
グ・パスのテスト実行時にブロック・オーバーフローが発生したかどうかを判別
するには、「パスの統計」タブで「オーバーフロー・ブロック」統計を検討しま
す。ブロック・オーバーフローが発生した場合は、発生した原因を調査して把握
します。問題を把握すると、ブロッキング条件を改善してブロック・オーバーフ
ローを防止できます。ブロッキング条件が適切な場合は、オーバーフローしきい
値を増やします。
7. オプション: ブロッキング列の実行順序を変更するには、列を選択して、「上に
移動」または「下に移動」をクリックします。 ブロッキング列を再配列して
も、マッチング・パスの結果には影響しません。しかし、ブロッキング列を再配
列すると、特定のデータ列の相対的な重要度を強調でき、またマッチング・パス
定義の読みやすさを改善できます。
マッチング・コマンドの追加:
マッチング・コマンド内に、2 ソース・マッチング仕様と単一ソース・マッチング
仕様のマッチング列とマッチング比較を指定します。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、マッチング・コマンドを追加する対象のマッチン
グ・パスを選択します。
3. マッチング・パスにマッチング・コマンドを追加するには、「追加」をクリッ
クします。
4. 「名前」フィールドに、マッチング・コマンドの名前を入力します。 このフィ
ールドをブランクにしておくと、マッチング・コマンドの名前は、デフォルト
で選択した列の名前に設定されます。
5. 「選択可能な比較タイプ」リストから、マッチング比較を選択します。 選択し
たマッチング比較で必要とする追加パラメーターおよびモードが、「コマン
ド・オプション」ペインに表示されます。
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6. 「使用可能なデータ列」表から、マッチング列を選択して
をクリック
します。必要に応じて繰り返し、選択した比較に必要な数のデータ列を指定し
ます。
注: 同一マッチング・パスでのブロッキングおよびマッチングに同じ列を選択
できますが、この選択を行う特別な目標がない場合は、お勧めしません。
7. 2 ソース・マッチング仕様の場合は、「使用可能な参照列」表から、参照列を
をクリックします。必要に応じて繰り返し、選択した比較に
選択して
必要な数の参照列を指定します。
8. 「コマンド・オプション」領域の「m 確率」フィールドに、 m 確率の値を入
力します。 デフォルト値は 0.9 です。
非常に重要な列については、0.999 を使用します。重要でない列については、
0.8 を使用します。m 確率を高く設定すると、一致しなかった場合のペナルテ
ィーが高くなります。次の 2 とおりでの m 確率が考えられます。
v 列のエラー率を反映する。例えば、列の値が時間の 10% と一致しない場合
は、「m 確率」に 0.9 を設定します。
v 列を強制的にさらに重要にする。例えば、値が一致しない場合に列に高いペ
ナルティーを設定する場合は、「m 確率」に高い値 (例えば、0.95) を設定
します。この場合、値が高いことは、その列の値が異なる可能性はほとんど
ないと見なしていることを示します。値が異なる場合は、高いペナルティー
を指定します。これは、高い不一致ウェイトとなります。
9. 「コマンド・オプション」領域の「u 確率」フィールドに、 u 確率の値を入力
します。 デフォルト値は 0.01 です。
デフォルト値を変更する場合に、使用する u 確率の値を決定するための大まか
なガイドラインを以下に示します。
v 大部分のデータについては、デフォルト値 0.01 を使用します。マッチン
グ・プロセスでは、列のすべての値の情報を含む頻度データを使用して、正
確な u 確率を計算します。
v 年齢については、0.02 を使用します。
v 性別については、0.5 を使用します。性別変数が無作為に一致する確率は、
およそ 0.5 です。
10. 以下の手順に従って、必須パラメーターおよびオプション・パラメーターを入
力します。
a. オプション: 選択した比較タイプで逆マッチングを使用できる場合には、
「逆」を選択して、列が一致しない場合には一致ウェイトを割り当て、列が
一致する場合には不一致ウェイトを割り当てます。
b. オプション: 「ベクトル」をクリックして、列ベクトルを表示して比較しま
す。 デフォルトで「列」が選択されています。
c. オプション: 「ウェイト・オーバーライド」クリックして、ウェイト・オー
バーライドを指定します。
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d. 「コマンド・オプション」ペインに、必須パラメーターを入力するかまたは
選択します。
11. マッチング・コマンドをさらに追加する場合は、「適用」をクリックします。
12. マッチング・コマンドの追加の追加を完了したら、「OK」をクリックします。
13. オプション: マッチング・コマンドの実行順序を変更するには、コマンドを選択
して、「上に移動」または「下に移動」をクリックします。 マッチング・コマ
ンドを再配列しても、マッチング・パスの結果には影響しません。しかし、マ
ッチング・コマンドを再配列すると、特定のデータ列の相対的な重要度を強調
でき、またマッチング・パス定義の読みやすさを改善できます。

「マッチング・コマンド」ウィンドウ内のベクトル:
「マッチング・コマンド」ウィンドウで「ベクトル」を選択すると、2 ソース・マ
ッチングでは、データ・ソースのベクトルを参照ソースのベクトルと比較でき、単
一ソース・マッチングでは、データ・ソースのベクトル間の比較を行うことができ
ます。
Match Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用
方法の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジョブ開発者ガイ
ド」を参照してください。
ベクトルのマッチングは、いくつかのマッチング比較で使用できます。ベクトルの
マッチングに使用できる比較には、マッチング比較のリストにアスタリスク (*) の
マークが付けられています。ベクトルのマッチングをサポートするマッチング比較
を選択する場合は、「ベクトル」を選択します。
ベクトル比較のウェイトは、単一列比較の結果のウェイトを超えることはありませ
ん。この制限によって、ベクトル比較のウェイトが、複合ウェイト中の単一列比較
のウェイトよりも優位にならないようにしています。

マッチング比較:
マッチング比較では、列の値を分析して複合ウェイトに対する寄与を計算します。
使用可能な 24 個を超える比較から、マッチング目標とデータの両方に適した正確
な比較またはエラー耐性のある比較を選択します。
等号 (=) でマークされた比較は、単一ソース・マッチングおよび 2 ソース・マッチ
ングの両方に使用できます。他の比較はすべて、2 ソース・マッチングにのみ適用
されます。
ベクトルのマッチングにも使用できる比較には、アスタリスク (*) が付けられてい
ます。Match Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージ
の使用方法の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレ
ル・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。
表 3. 文字に適用されるマッチング比較
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比較

説明

CHAR * =

文字単位でデータ値を比較します。この比較
は、スペルの間違いや反転した文字を見つけ
るためによく使用されます。
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表 3. 文字に適用されるマッチング比較 (続き)
比較

説明

LR_CHAR

左から右への文字ストリング比較を使用し
て、データ・ソースからの位置情報を住所情
報参照ファイルと比較します。

LR_UNCERT

情報理論原理に基づいた左から右へのストリ
ング比較アルゴリズムを使用して、データ・
ソースからの位置情報を住所情報参照ファイ
ルと比較します。

UNCERT * =

情報理論原理に基づいたアルゴリズムを使用
して、2 つの文字ストリングの類似性を評価
します。

表 4. 数値に適用されるマッチング比較
比較

説明

ABS_DIFF * =

2 つの数値の間の絶対差と指定された値を比
較します。

CNT_DIFF * =

2 つの数値ストリングを比較し、ストリング
内の数値間の差の数に基づいて、一致ウェイ
トまたは不一致ウェイトを割り当てます。ウ
ェイトは、不一致の度合いに従って比例配分
されます。

DATE8 * =

YYYYMMDD フォーマットの日付を比較
し、2 つの日付間の日数の差が測定されま
す。ウェイトは、不一致の度合いに従って比
例配分されます。

DELTA_PERCENT * =

列を比較し、差分は比較される値のパーセン
テージとして測定されます。
DELTA_PERCENTAGE の用途の 1 つは、年
齢の比較です。

DISTANCE =

2 地点間の距離を計算し、この間の距離に基
づいてウェイトを比例配分します。この比較
は、2 つの地点が互いに離れている距離が大
きくなるにつれてウェイトが少なくなるよう
な、地理的座標のマッチングに使用できま
す。

NUMERIC * =

2 つのストリングを整数値に変換して、整数
の数値比較を行います。ストリングを整数値
に変換する際に、前後のスペースは無視され
ます。

PRORATED * =

数値列を比較し、指定された絶対量によって
不一致とすることができます。差分が、ゼロ
から指定量までの間にある場合は、差分に比
例するウェイトが割り当てられます。
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表 4. 数値に適用されるマッチング比較 (続き)
比較

説明

TIME * =

HHMM または HHMMSS フォーマットの
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
時間または文字列にある値を比較します。時
間の場合は、完全な一致と許容する最大差分
との間に収まる時間差分に比例したウェイト
を割り当てます。

表 5. ストリングに適用されるマッチング比較
比較

説明

MULT_ALIGN =

2 つの用語のシーケンスの類似性のスコアを
計算します。この比較は、用語の類似度合
い、類似用語の順序、および類似用語の接近
性を組み合わせて行います。MULT_ALIGN
を使用すると、用語のシーケンスの順序が異
なる住所を比較できます。

MULT_EXACT =

レコードの 1 つの列内のすべてのワード
を、2 番目のレコードの同じ列内のすべての
ワードと比較します。

MULT_RANGE

1 つの列内のストリングを別の列内のある範
囲のストリングと比較します。
MULT_RANGE を使用すると、単一の番地
を、番地範囲リストと比較できます。

MULT_UNCERT =

情報理論原理に基づいたストリング比較アル
ゴリズムを使用して、レコードの 1 つの列
内のすべてのワードを、2 番目のレコードの
同じ列内のすべてのワードと比較します。

NAME_UNCERT * =

2 つのストリングを比較します。最初に、長
ストリングの右方を切り捨てて、短ストリン
グと同じ文字数となるようにします。比較が
完全一致マッチングでない場合は、UNCERT
比較を行ってストリングの類似性を評価しま
す。 NAME_UNCERT を使用すると、いず
れかの名前ストリングが他の名前ストリング
よりも短い、氏名の名を比較できます。

PREFIX * =

長ストリングの右方を切り捨てて、短ストリ
ングと同じ文字数となるようにしてから、文
字単位で 2 つのストリングを比較します。

表 6. 間隔に適用されるマッチング比較
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比較

説明

AN_DINT

データ・ソースからの英数字ストリングを参
照ソースからの 2 つの英数字間隔と比較し
ます。この比較を使用すると、番地を、国勢
調査、Etak、GDT DynaMap、郵便番号などの
ファイルと比較できます。
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表 6. 間隔に適用されるマッチング比較 (続き)
比較

説明

AN_INTERVAL

英数字の奇数/偶数間隔比較を使用して、デー
タ・ソースからの単一数値を参照ソースから
の間隔、つまり数値の範囲と比較します。

D_INT

データ・ソースからの数字ストリングを参照
ソースからの 2 つの数字間隔と比較しま
す。この比較を使用すると、番地を、国勢調
査、Etak、GDT DynaMap、または郵便番号の
各ファイルと比較できます。

D_USPS

左から右への間隔比較を使用して、データ・
ソースからの英数字番地を参照ソースからの
2 つの英数字番地間隔と比較します。参照間
隔の奇数/偶数パリティーを示す制御列は必須
です。

INT_TO_INT =

データ・ソースからの間隔を参照ソースから
の間隔と比較します。一方のファイル内の間
隔が、他方のファイル内の間隔と重なり合っ
ているか、完全に包含されている場合に一致
となります。

INTERVAL_NOPAR

データ・ソースからの単一数値を参照ソース
からの間隔と比較します。一致と見なすに
は、単一の数値が間隔 (両端を含む) 内にあ
る必要があります。単一数値の奇数/偶数パリ
ティーは、間隔の開始値のパリティーと一致
する必要はありません。

INTERVAL_PARITY

データ・ソースからの単一数値を参照ソース
からの間隔と比較します。数値の奇数/偶数パ
リティーは、間隔の開始値のパリティーと一
致している必要があります。

USPS

データ・ソースからの英数字番地を、英数字
範囲を含めることができる USPS ZIP コー
ド・ファイルや他の参照ソースからの 2 つ
の英数字番地間隔と比較します。USPS
ZIP+4 制御列などの奇数/偶数パリティー制御
情報は必須です。

USPS_DINT

基本番地を含む列について、データ・ソース
からの間隔を参照ソースからの 2 つの間隔
と比較します。このマッチング比較は、
USPS ZIP+4 ファイルの情報と、Census
Bureau TIGER ファイル、GDT Dynamap フ
ァイル、または Etak MapBase ファイルなど
の地理参照ファイルとの比較に使用できま
す。USPS ZIP+4 制御列などの奇数/偶数パリ
ティー制御情報は必須です。

第 4 章 マッチング・データ

89

表 6. 間隔に適用されるマッチング比較 (続き)
比較

説明

USPS_INT =

基本番地を含む列について、データ・ソース
からの間隔を参照ソースからの 1 つの間隔
と比較します。データ・ソース内の間隔が参
照ソースからの間隔の一部と重なり合ってい
て、奇数/偶数パリティーが同じの場合に一致
となります。USPS ZIP+4 制御列などのパリ
ティー制御情報は必須です。

逆マッチング:
一部のマッチング比較では、ウェイトを逆にすることができます。
デフォルトでは、一致ウェイトは、列が一致する場合に設定され、不一致ウェイト
は、列が一致しない場合に設定されます。しかし、次のマッチング比較では、逆マ
ッチングを使用して、列が不一致の時には常に一致ウェイトを割り当て、列が一致
するときには常に不一致ウェイトを割り当てることができます。
v CHAR
v CNT_DIFF
v DATE
v DELTA_PERCENT
v INT_TO_INT
v NUMERIC
v PREFIX
v PRORATED
v UNCERT
逆マッチングは、Match Designer の「マッチング・コマンド」ウィンドウで呼び出
します。まず、いずれか適切なマッチング比較を選択してから対象となる列を選択
し、「逆」を選択します。
PRORATED などの比較を必要とする引数について、一致ウェイトと不一致ウェイト
の機能が逆になります。例えば、列が異なり、その差が指定されたパラメーターよ
りも大きい場合に完全一致ウェイトが設定され、列が等しい場合に完全不一致ウェ
イトが設定されます。
ABS_DIFF 比較:
2 つの数値間の絶対差と指定された許容度を比較します。
数値の差が「パラメーター 1」フィールドで指定した値以下の場合は、比例配分さ
れたウェイトが割り当てられます。数値の差が「パラメーター 1」フィールドで指
定した値より大きい場合は、完全不一致ウェイトが割り当てられます。
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必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。数値を含むデータ・ソースの列。
このマッチング比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。
Match Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使
用方法の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレ
ル・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。数値を含む参照ソースからの列 (2 ソース・マッチングにのみ適用されま
す)。
必要なパラメーター
必須パラメーターが 1 つと、任意指定のパラメーターが 1 つあります。
v 「パラメーター 1」: 許容できる絶対値の最大差分。「パラメーター 1」パラメ
ーターのみに値が指定されている場合、この値は、参照ソース値がデータ・ソー
ス値より大きい場合、またはデータ・ソース値が参照ソース値より大きい場合の
いずれかに対する許容値を表します。両方のパラメーターが指定されている場
合、「パラメーター 1」パラメーターの値は、参照ソース値がデータ・ソース値
より大きい場合に許容される最大値です。
v 「パラメーター 2」(任意指定): 参照ソース値がデータ・ソース値よりも小さい場
合に許容される差の最大絶対値を指定します。
例
2 つのファイル内の年齢を比較すると想定します。10 歳までの差を許容する場合
は、「パラメーター 1」パラメーターに 10 を指定します。差の絶対値が 10 に近
づくごとに、一致ウェイトからウェイト範囲の 1/11 が減算されます。ウェイト範囲
は、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間の差です。この式は、1 歳の差の場合、
ウェイト範囲の 1/11 のペナルティーが一致ウェイトに科せられることを示します。
10 年の差の場合、ウェイト範囲の 10/11 のペナルティーが一致ウェイトに科せられ
ます。11 年の差の場合、ウェイト範囲の 11/11 のペナルティーが一致ウェイトに課
せられます。これは、完全不一致ウェイトが割り当てられることを意味します。
参照ソース値がデータ・ソース値よりも小さい場合に 5 歳の差を許容する場合は、
「パラメーター 2」パラメーターに 5 を指定します。
AN_DINT 比較:
データ・ソースからの英数字ストリングを参照ソースからの 2 つの英数字間隔と比
較します。この比較を使用すると、番地を、国勢調査、Etak、GDT DynaMap、郵便
番号などのファイルと比較できます。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
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必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。数値を含むデータ・ソースの列。
v 参照。1 番目の間隔 (通りの左側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。1 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。2 番目の間隔 (通りの右側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。2 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
例
英字が含まれている可能性のある単一の番地が、2 つの間隔と比較されます。一方
の間隔は通りの左側、他方の間隔は通りの右側を表します。
例えば、123A が、間隔 101-199 および間隔 100-198 と比較されます。番号が間隔
と一致するには、パリティー (奇数/偶数) と範囲の両方が合致しなければなりませ
ん。この比較を行うと、左と右のどちらの間隔が一致したのかを示す特別なフラグ
が設定されます。
間隔の始まりの数値が終わりの数値より大きくてもよく、その場合でも一致になり
ます。ファイル内で FROM 列に大きい方の番地が入っていて、TO 列に小さい方の
番地が入っていてもかまいません。例えば、153 は、範囲 200-100 と範囲 100-200
の両方に一致します。
AN_INTERVAL 比較:
英数字の奇数/偶数間隔比較を使用して、データ・ソースからの単一数値を参照ソー
スからの間隔、つまり数値の範囲と比較します。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。数値を含むデータ・ソースの列。
v 参照。間隔の開始値を含む参照列。
v 参照。間隔の終了値を含む参照列。
例
比較の数値には、英数字の接尾部または接頭部が含まれていてもかまいません。番
号のパリティーは、間隔の範囲の低い方のパリティーと合致していなければなりま
せん。例えば、123A から 123C という間隔は有効であり、数値 123A、123B、およ
び 123C が含まれます。
データ・ソースの 1 つの番号が、参照ソースの 1 つの間隔と比較されます。デー
タ・ソースの番号が奇数である場合、一致と見なされるには、参照ソースの範囲の
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開始番号も奇数でなければなりません。同様に、データ・ソースの番号が偶数であ
る場合、一致と見なされるには、参照ソースの範囲の開始番号も偶数でなければな
りません。
間隔マッチング比較は主として、住所情報アプリケーションで使用されます。例え
ば、123A Main St を 121 Main St から 123C Main St までの範囲とマッチングす
るとします。データ・ソース上の単一番号は、一致と見なすには間隔内になければ
なりません (両端を含む)。
間隔の始まりの数値が終わりの数値より大きくてもよく、その場合でも一致になり
ます。ファイル内で FROM 列に大きい方の番地が入っていて、TO 列に小さい方の
番地が入っていてもかまいません。例えば、153 は、範囲 200-100 と範囲 100-200
の両方に一致します。
CHAR 比較:
文字単位で 2 つのストリングを比較します。この比較は、スペルの間違いや反転し
た文字を見つけるためによく使用されます。
CHAR 比較では、一方のストリングが他方のストリングよりも短い場合、短い方の
列には、長い方の列の長さと一致するように、末尾ブランクが埋め込まれます。一
致しない文字があると、不一致ウェイトが割り当てられます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースの文字ストリング (2 ソース・マッチングにのみ適用されま
す)。
CNT_DIFF 比較:
2 つの数値ストリングを比較し、ストリング内の数値間の差の数に基づいて、一致
ウェイトまたは不一致ウェイトを割り当てます。ウェイトは、不一致の度合いに従
って比例配分されます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースからの数値を含む列。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
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v 参照。参照ソースからの数値を含む列 (2 ソース・マッチングにのみ適用されま
す)。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
パラメーター 1。完全不一致ウェイトが割り当てられるまでに許容される差分数を
示します。
例
CNT_DIFF 比較は、列中のキー入力の誤りをカウントするために使用します。キー
入力の誤りには、日付、電話番号、ファイル番号、レコード番号、国民 ID 番号な
どがあります。例えば、以下のような生年月日が両方のファイルに存在するとき
に、この数値は、6 番目の数字のデータ入力が間違った同じ生年月日を表している
のではないかと推測されます。
19670301
19670801

例
キー入力誤りがまったく検出されない場合、常に完全一致ウェイトが割り当てられ
ます。1 を指定し、1 個のキー入力誤りが検出された場合、割り当てられるウェイ
トは、次のように計算されます。
一致ウェイト - 1/2 (一致ウェイト + 不一致ウェイト)

2 つ以上の誤りがある場合、結果は不一致ウェイトになります。不一致ウェイト
は、常に負の値です。したがって、誤りが 1 個であれば、部分ウェイトになりま
す。
2 を指定すると、誤りは除算されてその 1/3 になります。 1 個の誤りは、一致ウェ
イトから、一致から不一致の範囲の 1/3 を引いたものを割り当てる結果になりま
す。2 個の誤りの場合、一致ウェイトからウェイト範囲の 2/3 を引いたものにな
り、以下同様になります。従って、ウェイトは、不一致の度合いに従って比例配分
されます。
D_INT 比較:
データ・ソースからの数字ストリングを参照ソースからの 2 つの数字間隔と比較し
ます。この比較を使用すると、番地を、国勢調査、Etak、GDT DynaMap、または郵
便番号の各ファイルと比較できます。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。数値を含むデータ・ソースの列。
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v 参照。1 番目の間隔 (通りの左側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。1 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。2 番目の間隔 (通りの右側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。2 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
v ZERO_VALID。データ列または参照列の値 0 は有効な値であることを示しま
す。参照列のブランク値は、表す範囲値は対応する参照列の範囲値と同じである
ことを示します。
v ZERO_NULL。データ列の値 0 は欠損値であることを示します。範囲の終了を表
す参照列内の値 0 またはブランク値は、範囲の終了値は、範囲の開始を表す参照
列内の範囲の開始値と同じであることを示します。
D_USPS 比較:
左から右への間隔比較を使用して、データ・ソースからの英数字番地を参照ソース
からの 2 つの英数字番地間隔と比較します。参照間隔の奇数/偶数パリティーを示す
制御列は必須です。
D_USPS 比較では、番地用の列名が (通常はデータ・ソースに) あること、および、
2 つの番地範囲間隔、および番地範囲のパリティーを指示する制御列が参照ソース
にあることが必要です。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。数値または非数値を含むデータ・ソースの列。
v 参照。(1) 1 番目の間隔 (通りの左側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。(2) 1 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。(3) 2 番目の間隔 (通りの右側など) の開始値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。(4) 2 番目の間隔の終了値を含む参照ソースの参照列。
v 参照。(制御 1): 参照列 (1) および (2) で定義される範囲の奇数/偶数パリティ
ー。
v 参照。(制御 2): 参照列 (3) および (4) で定義される範囲の奇数/偶数パリティ
ー。
USPS ZIP+4 コードからの制御情報は、次のとおりです。
v O: 範囲は、奇数の番地のみを表している。
v E: 範囲は、偶数の番地のみを表している。
v B: 範囲は、間隔内のすべての番地 (奇数と偶数の両方) を表している。
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v U: 範囲のパリティーが不明である。
例
データ・ソースの番地は、まず、参照ソース列 (1) および (2) で定義される間隔範
囲と比較されます。番地のパリティーが、制御 1 で定義されるコードとも、参照ソ
ース列 (1) で定義される番地のパリティーとも合致し、かつ、間隔が重なり合って
いる場合、一致と見なされます。そうでない場合、次に、データ・ソースの番地
は、参照ソース列 (3) および (4) で定義される間隔と比較されます。
DATE8 比較:
YYYYMMDD フォーマットの日付を比較し、2 つの日付間の日数の差が測定されま
す。ウェイトは、不一致の度合いに従って比例配分されます。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 日付フィールド、および YYYYMMDD
日付形式の文字日付フィールドがサポートされています。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの日付。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースの日付 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されます)。
注: 無効日付は、欠損値として扱われます。
必要なパラメーター
次のパラメーターのうち少なくとも 1 つが必要です。
v 「パラメーター 1」。許容される最大の日数差を示します。この日数を超える
と、完全不一致ウェイトが割り当てられます。「パラメーター 1」パラメーター
のみに値が指定されている場合、この差は、参照ソース日付がデータ・ソース日
付より大きい場合、またはデータ・ソース日付が参照ソース日付より大きい場合
のいずれかに許容可能な日数です。
v 「パラメーター 2」(任意指定): 参照ソース日付がデータ・ソース日付よりも小さ
い場合に許容される、最大の日数差を指定します。
例
例えば、生年月日についてマッチングを行う場合に、「パラメーター 1」パラメー
ターに 1 を指定するとします。差がない場合は常に、完全一致ウェイトが割り当て
られます。1 を指定して、生年月日が 1 日違っている場合、割り当てられるウェイ
トは次のように計算されます。
一致ウェイト - 1/2 (一致ウェイト + 不一致ウェイト)
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2 日以上の差がある場合、結果は不一致ウェイトになります。不一致ウェイトは、
常に負の値です。したがって、1 日の差によって、部分ウェイトが生じます。
2 を指定すると、誤りは除算されてその 1/3 になります。 1 日の差は、一致から不
一致のウェイト範囲の 1/3 を一致ウェイトから減算したものを割り当てる結果にな
ります。2 日の差の場合は、一致ウェイトからウェイト範囲の 2/3 を減算したもの
になり、以下同様になります。従って、ウェイトは、不一致の度合いに従って比例
配分されます。
高速道路での事故と入院とのマッチングを行うとします。入院は、それに関連する
事故の発生日より前には起こりません。「パラメーター 1」パラメーターに 1 を指
定すると、入院日付が事故日付の 1 日だけ後である (大きい) ことを許容し、「パ
ラメーター 2」パラメーターに 0 を指定すると、事故日付より前の入院日付は許可
しません。
DELTA_PERCENT 比較:
列を比較し、差分は比較される値のパーセンテージとして測定されます。
DELTA_PERCENTAGE の用途の 1 つは、年齢の比較です。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの値。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースの値 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されます)。
必要なパラメーター
必須パラメーターが 1 つと、任意指定のパラメーターが 1 つあります。
v 「パラメーター 1」: 許容できる最大パーセンテージ差分。「パラメーター 1」
パラメーターのみに値が指定されている場合、この値は、参照ソース値がデー
タ・ソース値より大きい場合、またはデータ・ソース値が参照ソース値より大き
い場合のいずれかについて許容可能なパーセンテージです。両方のパラメーター
が指定されている場合、「パラメーター 1」パラメーターの値は、参照ソース値
がデータ・ソース値より大きい場合に許容される最大パーセンテージです。
v 「パラメーター 2」(任意指定): 参照ソース値がデータ・ソース値よりも小さい場
合に許容される最大パーセンテージ差を指定します。
例
85 歳の人にとっての 1 年の差は 3 歳の子よりも有意性は小さいが、どちらの場合
でも 10 % の差は大きな意味を持ちます。
2 つのファイル内の年齢を比較すると想定します。値の 10% の差を許容する場合
は、「パラメーター 1」パラメーターに 10 を指定します。1% の差では、一致ウ
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ェイトからウェイト範囲 (一致ウェイトと不一致ウェイトとの差) の 1/11 を減算し
ます。10% の差では、ウェイト範囲での差の 10/11 を減算します。
参照ソース値がデータ・ソース値よりも小さい場合に 5% まで許容する場合は、
「パラメーター 2」パラメーターに 5 を指定します。
DISTANCE 比較:
2 地点間の距離を計算し、この間の距離に基づいてウェイトを比例配分します。こ
の比較は、2 つの地点が互いに離れている距離が大きくなるにつれてウェイトが少
なくなるような、地理的座標のマッチングに使用できます。
注: 距離は、ピタゴラス距離として計算されます。これは、座標の二乗の合計の平
方根です。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの X 座標。
v データ。データ・ソースの Y 座標。
v 参照。参照ソースの X 座標。
v 参照。参照ソースの Y 座標。
注: 座標は、正または負の整数でなければなりません。小数点以下の桁は許可され
ません。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
「パラメーター 1」。許容できる最大距離。
例
距離の単位は、座標に使われている単位です。例えば、座標が 1000 分の 1 度であ
る場合、最大距離 100 は、0.1 度の距離が許容されることを意味します。
地点間の距離がゼロの場合、一致ウェイトが割り当てられます。距離が 0.05 度であ
る場合、一致ウェイトと不一致ウェイトの中間が割り当てられます。距離が 0.1 度
である場合、不一致ウェイトが割り当てられます。
INT_TO_INT 比較:
データ・ソースからの間隔を参照ソースからの間隔と比較します。一方のファイル
内の間隔が、他方のファイル内の間隔と重なり合っているか、完全に包含されてい
る場合に一致となります。
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入院日を比較して入院期間が部分的に重なり合っているかどうかを確認するため
に、このマッチング比較を使用することができます。さらに、住所の範囲を含む 2
つの地理参照ファイルのマッチングに、このマッチング比較を使用することができ
ます。
この比較は、逆マッチングでも使用できます。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。間隔の開始値を含むデータ列。
v データ。間隔の終了値を含むデータ列。
v 参照。間隔の開始値を含む参照列。
v 参照。間隔の終了値を含む参照列。
必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
v ZERO_VALID。データ列または参照列の値 0 は有効であることを示します。参
照列のブランク値は、表す範囲値は対応する参照列の範囲値と同じであることを
示します。データ列のブランク値は、データ列で表す範囲値は、対応するデータ
列の範囲値と同じであることを示します。
v ZERO_NULL。データ列の値 0 は欠損値であることを示します。範囲の終了を表
す参照列内の値 0 またはブランク値は、範囲の終了値は、範囲の開始を表す参照
列内の範囲の開始値と同じであることを示します。範囲の終了を表すデータ列内
の値 0 またはブランク値は、範囲の終了値は、範囲の開始を表すデータ列内の範
囲の開始値と同じであることを示します。
例
以下の例は、間隔と間隔の比較の例です。
データ・ソースの間隔が 19931023 から 19931031 までであると想定します。
参照ソースからの間隔が一致しているか一致していないかは、参照ソースからの間
隔が、データ・ソースの間隔の範囲に重なるかどうかによって決まります。
v 19931025 から 19931102 までの場合、19931031 は参照ソースの間隔の範囲内な
ので、一致していることになります。
v

19930901 から 19931225 までの場合、データ・ソースの間隔は、参照ソースの
間隔の範囲内なので、一致していることになります。

v

19930920 から 19931025 までの場合、19931023 は参照ソースの間隔の範囲内な
ので、一致していることになります。

v

19931030 から 19940123 までの場合、19931031 は参照ソースの間隔の範囲内な
ので、一致していることになります。
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v

19930901 から 19930922 までの場合、データ・ソースの間隔は、参照ソースの
間隔と重なり合わないので、一致していないことになります。

INTERVAL_NOPAR 比較:
データ・ソースからの単一数値を参照ソースからの間隔と比較します。一致と見な
すには、単一の数値が間隔 (両端を含む) 内にある必要があります。単一数値の奇
数/偶数パリティーは、間隔の開始値のパリティーと一致する必要はありません。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v

データ。データ・ソースの数値。

v

参照。間隔の開始値を含む参照列。

v

参照。間隔の終了値を含む参照列。

必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
v ZERO_VALID。データ列または参照列の値 0 は有効な値であることを示しま
す。参照列のブランク値は、表す範囲値は対応する参照列の範囲値と同じである
ことを示します。
v ZERO_NULL。データ列の値 0 は欠損値であることを示します。範囲の終了を表
す参照列内の値 0 またはブランク値は、範囲の終了値は、範囲の開始を表す参照
列内の範囲の開始値と同じであることを示します。
例
間隔の開始値が、終了値よりも大きい場合があります。例えば、データ・ソースか
らの数値が 153 の場合は、間隔 200-100 と間隔 100-200 に一致します。
INTERVAL_PARITY 比較:
データ・ソースからの単一数値を参照ソースからの間隔と比較します。数値の奇数/
偶数パリティーは、間隔の開始値のパリティーと一致している必要があります。
データ・ソースの数値が奇数である場合、一致と見なされるには、参照ソースの範
囲の開始値も奇数でなければなりません。同様に、データ・ソースの数値が偶数で
ある場合、一致と見なされるには、参照ソースの範囲の開始値も偶数でなければな
りません。
このマッチング比較は、主として、住所情報アプリケーションで、データ・ソース
からの番地を参照ソースからの住所の間隔と比較するのに使用されます。ZIP コー
ド・ファイルなどの参照ソースには、奇数または偶数の間隔が 1 つ含まれていま
す。パリティー・チェックでは、通りの各側に異なる間隔を指定できます。
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頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの数値。
v 参照。間隔の開始値を含む参照列。
v 参照。間隔の終了値を含む参照列。
必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
v ZERO_VALID。データ列または参照列の値 0 は有効な値であることを示しま
す。参照列のブランク値は、表す範囲値は対応する参照列の範囲値と同じである
ことを示します。
v ZERO_NULL。データ列の値 0 は欠損値であることを示します。範囲の終了を表
す参照列内の値 0 またはブランク値は、範囲の終了値は、範囲の開始を表す参照
列内の範囲の開始値と同じであることを示します。
例
間隔の開始値が、終了値よりも大きい場合があります。例えば、データ・ソースの
数値が 153 の場合は、間隔 199-101 と間隔 101-199 に一致します。
LR_CHAR 比較:
左から右への文字ストリング比較を使用して、データ・ソースからの位置情報を住
所情報参照ファイルと比較します。
ユーザー・データ・ファイルの 1 つの列が、参照ソースの 2 つの列と、文字単位
で一致していなければなりません。
Census Bureau (米国国勢調査局) の TIGER ファイルまたはその他の地理関連の参
照ソースには、左郵便番号と右郵便番号、左都市コードと右都市コードが含まれて
います。左コードは、左住所範囲間隔との一致があった場合に適用され、右コード
は、右住所範囲との一致があった場合に適用されます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v

データ。データ・ソースの列。

v

参照。参照ソースからの左フィールド (ZIP コード、市町村など)。

v

参照。参照ソースからの右フィールド (ZIP コード、市町村など)。

必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
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v

EITHER: 完全一致ウェイトを受け取るには、データ・ソース列の内容が、指定
された参照列のどちらか一方 (または両方) と一致している必要があります。

v

BASED_PREV: 前回の D_INT 比較の結果を使用して、どちらの列を比較するの
かが決定されます。

EITHER モードを指定した場合、一致ウェイトを受け取るには、データ・ソースの
列が、参照ソースの列のどちらかと一致している必要があります。BASED_PREV
モードを指定した場合、データ・ソース列は、前回の D_INT 比較の最初の参照ソ
ース列に一致するか、データ・ソースが左間隔に一致した同様の 2 間隔の比較の最
初の参照ソース列に一致するか、または、データ・ソースが右間隔に一致した前回
の D_INT 比較の最初の参照ソース列に一致しなければなりません。左間隔も右間
隔も一致しない場合、列の欠損ウェイトが割り当てられます。
LR_UNCERT 比較:
情報理論原理に基づいた左から右へのストリング比較アルゴリズムを使用して、デ
ータ・ソースからの位置情報を住所情報参照ファイルと比較します。
国勢調査ファイルまたはその他の地理関連の参照ソースには、左郵便番号と右郵便
番号、左都市コードと右都市コードなどが含まれています。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの列。
v 参照。参照ソースの左列 (例えば、都市コード)。
v 参照。参照ソースの右列 (例えば、都市コード)。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
「パラメーター 1」。最小しきい値は、0 から 900 の範囲内の数値です。以下に、
どのように値が解釈されるのかを示します。
v

900: 2 つのストリングは、同一である。

v

850: 2 つのストリングは、同じであると見なすことができる。

v

800: 2 つのストリングは、おそらく同じである。

v

750: 2 つのストリングは、おそらく違っている。

v

700: 2 つのストリングは、違っている。

「パラメーター 1」パラメーターの値が大きくなるに従い、「パラメーター 1」パ
ラメーターに小さい値を指定した場合と比較して、マッチングで許容される差が小
さくなっていきます。
割り当てられるウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間で線形に比例配
分されます。例えば、 700 を指定し、スコアが 700 以下である場合は、完全不一
致ウェイトが割り当てられます。両ストリングが完全に同じである場合、完全一致
ウェイトが割り当てられます。
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別の例として、「パラメーター 1」パラメーターに値 850 を指定するとします。こ
れは、許容度が比較的小さいことを示します。スコア 800 は、指定したパラメータ
ー値よりも小さいので、完全不一致ウェイトが設定されます。スコア 800 ではスト
リングが同じである可能性があることを意味するが、小さな許容度を設定しまし
た。
必要なモード
いずれかのモードが必要です。以下のモードの 1 つを選択してください。
v

EITHER: 完全一致ウェイトを受け取るには、データ・ソース列の内容が、指定
された参照列のどちらか一方 (または両方) と一致している必要があります。

v

BASED_PREV: 前回の D_INT 比較の結果を使用して、どちらの列を比較するの
かが決定されます。

EITHER モードを指定した場合、一致ウェイトを受け取るには、データ・ソースの
列が、参照ソースの列のどちらかと一致している必要があります。BASED_PREV
モードを指定した場合、データ・ソース列は、前回の D_INT 比較の最初の参照ソ
ース列に一致するか、データ・ソースが左間隔に一致した同様の 2 間隔の比較の最
初の参照ソース列に一致するか、または、データ・ソースが右間隔に一致した前回
の D_INT 比較の最初の参照ソース列に一致しなければなりません。左間隔も右間
隔も一致しない場合、列の欠損ウェイトが割り当てられます。
MULT_ALIGN 比較:
2 つの用語のシーケンスの類似性のスコアを計算します。この比較は、用語の類似
度合い、類似用語の順序、および類似用語の接近性を組み合わせて行います。
MULT_ALIGN を使用すると、用語のシーケンスの順序が異なる住所を比較できま
す。
次の 3 つの独立したスコアを、最終スコアで考慮します。
v 用語の類似性
v オリジナルのシーケンスでの類似用語の順序
v オリジナルのシーケンスでの類似用語の接近性
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
v 参照。参照ソースの文字ストリング (2 ソース・マッチングにのみ適用されま
す)。
パラメーター
以下の 3 つのパラメーターで、最終スコアに対する 3 つの独立した各スコアの相
対的な重要度を制御します。最も重要なスコアに、最も大きい数値を割り当てま
す。例えば、MatchMix には 200、OrderMix には 100、CompactMix には 100 を入
力すると、これは、類性スコアは、順序スコアおよび近接スコアの 2 倍の重要度が
あることを示します。また、順序スコアと近接スコアの重要度は同じであることも
示しています。
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MatchMix
すべての一致した用語についての、類似スコアの相対的な重要度を表す正整
数を入力します。
OrderMix
FactorCutoff パラメーターに入力した値以上のスコアを持つ一致した用語の
順序スコアの相対的な重要度を表す正整数を入力します。
CompactMix
FactorCutoff パラメーターに入力した値以上のスコアを持つ一致した用語の
近接スコアの相対的な重要度を表す正整数を入力します。
以下のパラメーターで、類似スコアを制御します。
MatchParm
UNCERT マッチング比較でその誤差の許容度を判別するために使用される
ウェイトを表す、0 から 900 までの正整数を入力します。このパラメータ
ーで、比較の許容度を指示します。数値が高いほど、比較でのストリングの
差の許容度が小さいことを示します。MatchParm は、UNCERT 比較の「パ
ラメーター 1」パラメーターに類似しています。以下の値を、大まかなガイ
ドラインとして使用してください。
v

900: 2 つのストリングは、同一でなければならない。

v

850: 2 つのストリングは、同じであると見なしても安全である。

v

800: 2 つのストリングは、おそらく同じである。

v

750: 2 つのストリングは、おそらく違っている。

v

700: 2 つのストリングは、ほぼ確実に違っている。

割り当てられるウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間で線形に
比例配分されます。例えば、 700 を指定し、スコアが 700 以下である場合
は、完全不一致ウェイトが割り当てられます。両ストリングが完全に同じで
ある場合、完全一致ウェイトが割り当てられます。
別の例として、MatchParm に 850 を指定するとします。これは、許容度が
比較的小さいことを意味します。スコア 800 は、指定したパラメーター値
よりも小さいので、完全不一致ウェイトが設定されます。スコア 800 では
ストリングは同じである可能性があることを意味するが、小さな許容度が必
要です。
MultType
以下のいずれかの値を選択します。この値で、2 つの用語のシーケンスに同
じ数の用語が含まれていない場合に、マッチングでこの 2 つのシーケンス
のスコアを正規化する方法を判別します。
v 0 – 2 つのシーケンスのうちのワードの最大数
v 1 – 2 つのシーケンスのうちのワードの最小数
v 2 – 1 番目のシーケンスのワード数
v 3 – 2 番目のシーケンスのワード数
v 6 – ワードの最小数と x を加算した数。ここで、x は、ExtraTerms 計算
の結果です。
ExtraTerm
MultType 値が 6 の場合は、最小ワード数に追加する 2 つのワード数の多
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い方と少ない方との差のパーセントの正整数を入力します。ExtraTerm 値 0
は、MultType 値 1 と同等です。ExtraTerm 値 100 は、MultType 値 0 と
同等です。
MatchRange
2 つのシーケンスの長い方の用語数のパーセント (最大ワード数のパーセン
テージ) の正整数を入力します。結果の用語数によって、それぞれのシーケ
ンス内の 2 つの用語の位置がどの程度異なるか、またまだ比較できるかを
判別する、比較半径が設定されます。例えば、長い方のシーケンスには 20
個の用語が含まれていて、MatchRange パラメーターに 50 を入力すると、
マッチングでは、相互の位置の差が 10 までの用語のみが比較されます。
OutOfRangeScore
欠落用語ウェイトの計算に使用されるデフォルトまたは稀値の不一致ウェイ
トのパーセントの正整数を入力します。短い方のシーケンスのすべての用語
は、何かに対してスコアを計算する必要があります。 MatchRange パラメー
ターによって決定される範囲内にある長い方のシーケンスのすべての用語
が、他の用語とペアである場合は、ペアでない用語のスコアとして
OutOfRangeScore パラメーターの値が使用されます。
このパラメーターで、順序スコアおよび近接スコアの計算にどの一致した用語のペ
アを使用するかを制御します。
FactorCutoff
順序および近接スコアが計算される一致した用語のカットオフ・ポイントの
設定に使用される、デフォルトまたは稀値の一致ウェイトのパーセントの正
整数を入力します。カットオフ・スコアを設定すると、わずかに正および負
のスコアが除去されます。これは、このスコアの用語は実際には一致しない
ためです。例えば、FactorCutoff が 33 の場合、スコアが最も小さい 3 番目
の用語のペアは、順序スコアおよび近接スコアは計算されません。
以下のパラメーターで、順序スコアを制御します。
OrderParm
このパラメーターの値で、順序スコアの誤差の許容度を決定します。順序が
正しくない一致した用語のペナルティーとして使用される、デフォルトの一
致ウェイトと不一致ウェイトとの差のパーセントの正整数を入力します。数
値が小さいほど許容度が大きくなり、数値が大きいほど許容度が小さくなり
ます。
以下のパラメーターで、近接スコアを制御します。
GapOpen
一致した用語間のギャップの出現の近接スコア・ペナルティーの決定に使用
される、デフォルトまたは稀値の一致ウェイトのパーセントの正整数を入力
します。
GapExtend
ギャップの各追加スペースの近接スコア・ペナルティーの決定に使用され
る、デフォルトまたは稀値の一致ウェイトのパーセントの正整数を入力しま
す。
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例
以下の例で、用語の順序および用語の近接のスコアを計算する仕組みを示します。
最初の例では、最初のペアの方が順序スコアが大きくなっています。これは、一致
した用語のすべての順序が同じであるからです。
Apartment 4-B Building 5
Apartment 4-B Building 5
Building 5 Apartment 4-B
Apartment 4-B Building 5

次の例では、最初の用語のペアの方が近接スコアが大きくなっています。これは、2
番目のペアには、一致した用語のシーケンスに割り込む用語があるからです。
Building 5 Apartment 4-B
Apartment 4-B Building 5
Building 5 Apartment 4-B
Apartment 4-B Upstairs Building 5

MULT_EXACT 比較:
レコードの 1 つの列内のすべてのワードを、2 番目のレコードの同じ列内のすべて
のワードと比較します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
v 参照。参照ソースの文字ストリング。
例
この比較は、個々のワードが配列エレメントであると見なされる点を除いて、配列
マッチングに似ています。このマッチング比較では、ワードの順序は問題でなく、
欠落しているワードや誤ったワードがある可能性がある、フリー・フォームのテキ
ストをマッチングできます。スコアは、列と列が類似している度合いに基づきま
す。
例えば、以下の例では、すべてのワードが検査されると、最初の住所と 2 番目の住
所は一致します。
Building 5 Apartment 4-B
Apartment 4-B Building 5

MULT_RANGE 比較:
MULT_RANGE 比較は、単一の番地を、番地範囲リストと突き合わせます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
v 参照。参照ソースの文字ストリング。
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例
各範囲は、パイプ記号 (|) で分離されている必要があります。ハイフンが正当な住
所接尾部として使用されることがあるため (120-A)、範囲を示すためにチルド (~)
が使用されます。範囲内に奇数と偶数の両方が含まれることを示す場合、接頭部
「B:」を使用します。それがない場合は、始まりの番地のパリティーが使用されま
す。
101~199 | B:201~299|456|670 ½| 800-A~898-B|1000~

上記の例の場合、結果として、以下の範囲になります。
101 から 199 までの奇数のみ
201 から 299 までの奇数と偶数の両方
456 (1 つのみの番地)
670 ½ (1 つのみの番地)
800-A から 898-B までの偶数のみ
1000 以上のすべての偶数の番地

MULT_UNCERT 比較:
情報理論原理に基づいたストリング比較アルゴリズムを使用して、レコードの 1 つ
の列内のすべてのワードを、2 番目のレコードの同じ列内のすべてのワードと比較
します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
v 参照。参照ソースの文字ストリング。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
「パラメーター 1」: 0 から 900 の範囲内のカットオフしきい値。
v

900: 2 つのストリングは、同一である。

v

850: 2 つのストリングは、同じであると見なしても安全である。

v

800: 2 つのストリングは、おそらく同じである。

v

750: 2 つのストリングは、おそらく違っている。

v

700: 2 つのストリングは、ほぼ確実に違っている。

「パラメーター 1」の値が大きくなるに従い、「パラメーター 1」に小さい値を指
定した場合と比較しマッチングで許容される差が小さくなっていきます。
例
割り当てられるウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間で線形に比例配
分されます。例えば、 700 を指定し、スコアが 700 以下である場合は、完全不一
致ウェイトが割り当てられます。両ストリングが完全に同じである場合、完全一致
ウェイトが割り当てられます。
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別の例として、MatchParm に 850 を指定するとします。これは、許容度が比較的小
さいことを意味します。スコア 800 は、指定したパラメーター値よりも小さいの
で、完全不一致ウェイトが設定されます。スコア 800 ではストリングは同じである
可能性があることを意味するが、小さな許容度が必要です。
例
以下の例のような住所を突き合わせるには、MULT_UNCERT 比較が最適の選択で
す。
Building 5 Apartment 4B
Apartment 4-B Building 5

NAME_UNCERT 比較:
2 つのストリングを比較します。最初に、長ストリングの右方を切り捨てて、短ス
トリングと同じ文字数となるようにします。比較が完全一致マッチングでない場合
は、UNCERT 比較を行ってストリングの類似性を評価します。 NAME_UNCERT
を使用すると、いずれかの名前ストリングが他の名前ストリングよりも短い、氏名
の名を比較できます。
NAME_UNCERT は、2 値比較です。最初に、短ストリングと同じ文字数を含むよ
うに長ストリングを切り捨ててから、2 つのストリングを文字単位で比較します。
次に、このストリングが完全に一致しない場合は、情報理論原理に基づいたアルゴ
リズムを使用して、ストリングの類似性を評価します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースからの氏名の名。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースからの氏名の名 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されま
す)。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
パラメーター 1。0 から 900 の範囲内の最小しきい値。つまり、「パラメーター
1」パラメーターの値が大きくなるに従い、「パラメーター 1」パラメーターに小さ
い値を指定した場合と比較して、マッチングで許容される差が小さくなっていきま
す。
v 900: 2 つのストリングは、同一である。
v 850: 2 つのストリングは、同じであると見なすことができる。
v 800: 2 つのストリングは、おそらく同じである。
v 750: 2 つのストリングは、おそらく違っている。
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v 700: 2 つのストリングは、違っている。
例
割り当てられるウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間で線形に比例配
分されます。例えば、 700 を指定し、スコアが 700 以下である場合は、完全不一
致ウェイトが割り当てられます。両ストリングが完全に同じである場合、完全一致
ウェイトが割り当てられます。
MatchParm に 850 を指定するとします。これは、許容度が比較的小さいことを意味
します。スコア 800 は、指定したパラメーター値よりも小さいので、完全不一致ウ
ェイトが設定されます。スコア 800 ではストリングは同じである可能性があること
を意味するが、小さな許容度が必要です。
例
NAME_UNCERT は、2 つの名前のうち短い方の長さを使用して比較を行い、その
長さ以降の文字は比較しません。
例えば、以下の 2 組の名は、完全一致と見なされます。
AL
W

ALBERT
WILLIAM

この結果は、CHAR 比較とは異なります。CHAR 比較では、この 2 つの名前は一
致しません。NAME_UNCERT では、長さは末尾ブランク (スペース) を無視して計
算されます。埋め込みブランクは無視されません。
この 2 つの名前セットは、UNCERT 比較でも一致しません。UNCERT では、完全
不一致ウェイトの割り当てとなる可能性があるストリング間の削除数などの、変数
を要因として考慮します。
NUMERIC 比較:
2 つのストリングを整数値に変換して、整数の数値比較を行います。ストリングを
整数値に変換する際に、前後のスペースは無視されます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの列。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースの列 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されます)。
PREFIX 比較:
長ストリングの右方を切り捨てて、短ストリングと同じ文字数となるようにしてか
ら、文字単位で 2 つのストリングを比較します。
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必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースのストリング。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースのストリング (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されま
す)。
例
この比較は、2 つのストリングのうち短い方の長さを使用して比較を行い、その長
さ以降の文字は比較の対象にしません。
例えば、ABECROMBY という姓が ABECROM に切り捨てられているとします。
PREFIX 比較は、これらの 2 つの表現を一致であると見なします。この比較は
CHAR 比較とは異なります。CHAR 比較では、この 2 つの名前は一致しません。
長さは、末尾ブランク (スペース) を無視して計算されます。埋め込みブランクは無
視されません。
PRORATED 比較:
数値列を比較し、指定された絶対量によって不一致とすることができます。差分
が、ゼロから指定量までの間にある場合は、差分に比例するウェイトが割り当てら
れます。
2 つの列の差分がゼロである場合、完全一致ウェイトが割り当てられます。差分が
絶対量よりも大きい場合は、不一致ウェイトが割り当てられます。差分が、ゼロか
ら指定絶対量までの間にある場合は、差分に比例するウェイトが割り当てられま
す。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの数値列。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースからの数値列 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されま
す)。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
パラメーター 1 は必須、パラメーター 2 は任意指定です。
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v 「パラメーター 1」: 許容できる絶対値の最大差分。「パラメーター 1」のみが
指定されている場合、この値は、参照ソース値がデータ・ソース値より大きい場
合かまたはデータ・ソース値が参照ソース値より大きい場合の許容可能な差で
す。
両方のパラメーターが指定されている場合、「パラメーター 1」は、参照ソース
値がデータ・ソース値より大きい場合の許容差です。
v 「パラメーター 2」(任意指定): 参照ソース値がデータ・ソース値よりも小さい場
合に許容される差の絶対値を指定します。
例
列と列の差分が小さい場合、完全一致ウェイトより少しだけ小さいウェイトになり
ます。差分が大きい場合、不一致ウェイトに近いウェイトを受け取ることになりま
す。
「パラメーター 1」に 15 を指定すると想定します。また参照ソースの値がデー
タ・ソースの値よりも 18 だけ大きいとします。比較の結果は、完全不一致ウェイ
トになります。参照ソースの値がデータ・ソースの値よりも 8 だけ大きいとしま
す。この場合には、比較の結果は、一致ウェイトと不一致ウェイトのちょうど中間
のウェイトになります。
例
2 つの日付を比較する際に、「パラメーター 1」に 5 を、「パラメーター 2」に 7
を指定するとします。この場合、参照ソース値はデータ・ソース値より 5 日大きく
ても許容されますが、データ・ソース値は参照ソース値よりも 7 日大きくても許容
されます。
TIME 比較:
HHMM または HHMMSS フォーマットの IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage 時間または文字列にある値を比較します。時間の場合は、完全な一致と
許容する最大差分との間に収まる時間差分に比例したウェイトを割り当てます。
時間値は 24 時間形式で指定する必要があります。0 は午前 0 時、2359 (HHMM)
は 11:59 PM、235959 (HHMMSS) は 11:59:59 PM です。時刻は、午前 0 時をまた
がっていてもかまいません。時刻の連続性を考慮して最短の差が常に計算されるか
らです。許容できる最大の時間差を分単位で指定できます。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの時刻。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v

参照。参照ソースの時刻 (2 ソース・マッチングの場合のみ適用されます)。
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必要なパラメーター
パラメーター 1 は必須、パラメーター 2 は任意指定です。
v 「パラメーター 1」: 許容できる最大時間差。「パラメーター 1」パラメーター
の値のみが指定されている場合、この値は、データ・ソースの時刻が参照ソース
の時刻よりも大きい場合、または参照ソースの時刻がデータ・ソースの時刻より
も大きい場合のいずれかに対する許容差です。両方のパラメーターが指定されて
いる場合、「パラメーター 1」パラメーターの値は、参照ソースの時刻がデー
タ・ソースの時刻より大きい場合の許容差です。
v 「パラメーター 2」(オプション): 参照ソース時刻がデータ・ソース時刻よりも小
さい場合に許容される最大時間差を指定します。
例
2 つの時刻の差分がゼロである場合、完全一致ウェイトが割り当てられます。差分
が絶対量よりも大きい場合は、不一致ウェイトが割り当てられます。差分が、ゼロ
と、指定した最大時間差との間にある場合は、差分に比例するウェイトが割り当て
られます。
「パラメーター 1」パラメーターに 10 を指定したとします。時刻の差が 12 分の
場合、比較が受け取るウェイトは、完全不一致ウェイトになります。時刻の差が 5
分の場合、比較が受け取るウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトの間になり
ます。
例
データ・ソースと参照ソースの許容度を別にする場合は、両パラメーターを使用し
ます。「パラメーター 1」パラメーターに 20 を指定し、「パラメーター 2」パラ
メーターに 14 を指定したとします。この場合、参照ソース値はデータ・ソース値
を 20 分超えていても許容されますが、データ・ソース値は参照ソース値を 14 分
しか超えることができません。
UNCERT 比較:
情報理論原理に基づいたアルゴリズムを使用して、2 つの文字ストリングの類似性
を評価します。
割り当てられるウェイトは、比較される 2 つのストリング間の差に基づき、ストリ
ング長、転置数、および文字の未割り当て挿入数、削除数、または置換数の関数と
して比較されます。ストリングの長さは、長いワードは短いワードよりもエラーの
許容度が高いため、重要な考慮事項です。つまり、長いワードのエラー数が短いワ
ードと同じである場合、長いワードの方が良く理解できます。
注: IBM InfoSphere QualityStage バージョン 8.0 以前で UNCERT マッチング比較
を使用していて、その動作を保持する場合は、QSM_MAT_UNCERT_VERSION 環境
変数を設定します。QSM_MAT_UNCERT_VERSION を設定すると、UNCERT 比較
の動作は、環境変数に指定された値が反映される InfoSphere QualityStage のバージ
ョンと整合します。値は、次のとおりです。
v バージョン 7.5 動作の場合は 7.5
v バージョン 8.0 および 8.1 動作の場合は 8.0

112

IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド

環境変数と、パラレル・ジョブのジョブ・パラメーターの指定方法の詳細について
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイ
ド」を参照してください。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの文字ストリング。
この比較は、ベクトル・マッチングと逆マッチングで使用できます。Match
Designer で使用するベクトルを作成する場合、Make Vector ステージの使用方法
の詳細については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
v 参照。参照ソースの文字ストリング (2 ソース・マッチングの場合のみ適用され
ます)。
必要なパラメーター
次のパラメーターが必要です。
パラメーター 1: 0 から 900 の範囲内のカットオフしきい値。
v

900: 2 つのストリングは、同一である。

v

850: 2 つのストリングは、同じであると見なしても安全である。

v

800: 2 つのストリングは、おそらく同じである。

v

750: 2 つのストリングは、おそらく違っている。

v

700: 2 つのストリングは、ほぼ確実に違っている。

「パラメーター 1」パラメーターの値が大きくなるに従い、「パラメーター 1」パ
ラメーターに小さい値を指定した場合と比較して、マッチングで許容される差が小
さくなっていきます。
例
割り当てられるウェイトは、一致ウェイトと不一致ウェイトとの間で線形に比例配
分されます。例えば、 700 を指定し、スコアが 700 以下である場合は、完全不一
致ウェイトが割り当てられます。両ストリングが完全に同じである場合、完全一致
ウェイトが割り当てられます。
別の例として、MatchParm に 850 を指定するとします。これは、許容度が比較的小
さいことを意味します。スコア 800 は、指定したパラメーター値よりも小さいの
で、完全不一致ウェイトが設定されます。スコア 800 ではストリングは同じである
可能性があることを意味するが、小さな許容度が必要です。
QSM_MAT_UNCERT_VERSION 環境変数の追加:
IBM InfoSphere QualityStage バージョン 8.0 以前で UNCERT マッチング比較を使
用していて、その動作を保持する場合は、QSM_MAT_UNCERT_VERSION 環境変数
を設定します。QSM_MAT_UNCERT_VERSION を設定すると、UNCERT 比較の動
作は、環境変数に指定された値が反映される InfoSphere QualityStage のバージョン
と整合します。
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このタスクについて
環境変数と、パラレル・ジョブのジョブ・パラメーターの指定方法の詳細について
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイ
ド」を参照してください。
手順
1. デザイナー・クライアントでジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択して、「パラメーター」タブをク
リックします。
3. 「環境変数の追加」をクリックして、「QSM_MAT_UNCERT_VERSION」を選択
します。
4. 保持する動作に対応する値を入力します。
v バージョン 7.5 動作の場合は 7.5
v バージョン 8.0 および 8.1 動作の場合は 8.0
5. 「OK」をクリックします。
USPS 比較:
データ・ソースからの英数字番地を、英数字範囲を含めることができる USPS ZIP
コード・ファイルや他の参照ソースからの 2 つの英数字番地間隔と比較します。
USPS ZIP+4 制御列などの奇数/偶数パリティー制御情報は必須です。
USPS 比較では、データ・ソースに番地用の列名が含まれていることと、参照ソー
スに番地範囲の始まりと終わりの数値、および、番地範囲のパリティーを指示する
制御列が含まれていることが必要です。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v データ。データ・ソースの番地。
v 参照。(1): 参照ソースにおける範囲の始まりの主番地の ZIP+4 列。
v 参照。(2): 参照ソースにおける範囲の終わりの主番地の ZIP+4 列。
v 参照。(制御): (1) および (2) で定義される範囲の奇数/偶数パリティー。
USPS ZIP+4 コードからの制御情報は、次のとおりです。
v O: 範囲は、奇数の番地のみを表している。
v E: 範囲は、偶数の番地のみを表している。
v B: 範囲は、間隔内のすべての番地 (奇数と偶数の両方) を表している。
v U: 範囲のパリティーが不明である。
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USPS_DINT 比較:
基本番地を含む列について、データ・ソースからの間隔を参照ソースからの 2 つの
間隔と比較します。
このマッチング比較は、USPS ZIP+4 ファイルの情報と、Census Bureau TIGER フ
ァイル、GDT Dynamap ファイル、または Etak MapBase ファイルなどの地理参照
ファイルとの比較に使用できます。USPS ZIP+4 制御列などの奇数/偶数パリティー
制御情報は必須です。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
データ・ソースには、主番地範囲の始まりと終わりの番号、および主番地奇数/偶数
制御が必要です。USPS ZIP Code ファイルに、この情報が含まれています。参照ソ
ースは、主番地範囲の始まりと終わりの番号、奇数/偶数制御を、通りの両サイドの
分として、それぞれ 2 つ必要とします。
以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v

データ。(1): データ・ソースの番地範囲の始まり。

v

データ。(2): データ・ソースの番地範囲の終わり。

v

参照。(3): 参照ソースにおける通りの片側 (例えば、左側) の番地範囲の始ま
り。

v

参照。(4): 参照ソースにおける通りの片側 (例えば、左側) の番地範囲の終わ
り。

v

参照。(5): 参照ソースにおける通りの反対側 (例えば、右側) の番地範囲の始ま
り。

v

参照。(6): 参照ソースにおける通りの反対側 (例えば、右側) の番地範囲の終わ
り。

v

データ。(制御): (1) および (2) で定義される範囲の奇数/偶数パリティー。

v

参照。(制御): (3) および (4) で定義される範囲の奇数/偶数パリティー。

v

参照。(制御): (5) および (6) で定義される範囲の奇数/偶数パリティー。

USPS ZIP+4 コードからの制御情報は、次のとおりです。
v O: 範囲は、奇数の番地のみを表している。
v E: 範囲は、偶数の番地のみを表している。
v B: 範囲は、間隔内のすべての番地 (奇数と偶数の両方) を表している。
v U: 範囲のパリティーが不明である。
動作
以下の場合には、一致ウェイトが割り当てられます。
v 奇数/偶数制御が、データ・ソースと参照ソースの両方で、E、O、または B に設
定されている。
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v 奇数/偶数制御が、一方のソースでは E または O に設定され、他方のソースでは
B に設定されている (例えば、データ・ソースでは E、参照ソースでは B、とい
うように設定されている)。
このパリティーが一方のソースでは E または O に設定され、他方のソースでは逆
に設定されている場合は、不一致ウェイトが割り当てられます。つまり、データ・
ソースが E で参照ソースが O に設定されているか、または、データ・ソースが O
で参照ソースが E に設定されている場合です。
すべてのストリングが数字である場合、この比較は、整数間隔比較を実行し、それ
以外の場合は英数字間隔比較を実行します。
データ・ソースの間隔は、まず、参照 (3) および参照 (4) で定義された最初の間隔
と比較されます。奇数/偶数パリティーが同じである場合、つまり、データ・ソース
でのこの制御が、制御 (1) または制御 (2) に一致している場合で、かつ、間隔が重
なり合っていれば、それらの間隔は一致していると見なされます。
以下の表では、データ・ソースの間隔は、参照 (3) および参照 (4) で定義された参
照ソースの間隔と一致しています。なぜなら、奇数/偶数パリティーが互換 (デー
タ・ソースでは奇数、参照ソースでは両方) であり、間隔 101-199 は 123-299 と重
なり合っているからです。
ソース

範囲の始まり

範囲の終わり

奇数/偶数制御

データ間隔 (1) およ
び (20)

101

199

O

参照間隔 (3) および
(4)

123

299

B

参照間隔 (5) および
(6)

124

298

B

データ・ソースの間隔が参照ソースの最初の間隔と一致しない場合、データ・ソー
スの間隔は、参照 (5) および参照 (6) で定義された参照ソースの間隔と比較されま
す。
USPS_INT 比較:
基本番地を含む列について、データ・ソースからの間隔を参照ソースからの 1 つの
間隔と比較します。データ・ソース内の間隔が参照ソースからの間隔の一部と重な
り合っていて、奇数/偶数パリティーが同じの場合に一致となります。USPS ZIP+4
制御列などのパリティー制御情報は必須です。
頻度情報は、このマッチング比較が使用されるが、2 ソース・マッチングでは 4 つ
の入力ストリームが必要な場合は考慮されません。Two-source Match ステージ・ジ
ョブでこのマッチング比較を使用する場合は、頻度情報を含むファイルではなく、2
つのダミー・ファイル入力を作成します。
必要な列
両ソースには、主番地範囲の始まりと終わりの番号、および主番地奇数/偶数制御が
必要です。
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以下のデータ・ソース列および参照ソース列が必要です。
v

データ。データ・ソースの番地範囲の始まり。

v

データ。データ・ソースの番地範囲の終わり。

v

参照。参照ソースの番地範囲の始まり。

v

参照。参照ソースの番地範囲の終わり。

v

データ。データ・ソースの奇数/偶数パリティー。

v

参照。参照ソースの奇数/偶数パリティー。

USPS ZIP+4 コードからの制御情報は、次のとおりです。
v O: 範囲は、奇数の番地のみを表している。
v E: 範囲は、偶数の番地のみを表している。
v B: 範囲は、間隔内のすべての番地 (奇数と偶数の両方) を表している。
v U: 範囲のパリティーが不明である。
動作
以下の場合には、一致ウェイトが割り当てられます。
v 奇数/偶数制御が、データ・ソースと参照ソースの両方で、E、O、または B に設
定されている。
v 奇数/偶数制御が、一方のファイルでは E または O に設定され、他方のファイル
では B に設定されている (例えば、データ・ソースでは E、参照ソースでは
B、というように設定されている)。
このパリティーが一方のソースでは E または O に設定され、他方のソースでは逆
に設定されている場合は、不一致ウェイトが割り当てられます。つまり、データ・
ソースが E で参照ソースが O に設定されているか、または、データ・ソースが O
で参照ソースが E に設定されている場合です。
すべてのストリングが数字である場合、この比較は、整数間隔比較を実行し、それ
以外の場合は英数字間隔比較を実行します。

ウェイト・オーバーライドの指定:
ウェイトの計算方法に対しての追加制御が必要な場合は、ウェイト・オーバーライ
ドを使用します。
このタスクについて
マッチング・コマンドごとにウェイトを独立して制御するには、ウェイト・オーバ
ーライドを使用します。
ウェイト・オーバーライドを使用して作業するときには、「ウェイト・オーバーラ
イド」ウィンドウでの用語「参照レコード」は、必ずしも 2 ソース・マッチングで
の参照レコードを指している訳ではないことに注意してください。そうではなく、
この用語は、一致するかどうかを判別するためにマスター・レコードと比較する候
補レコードを指します。このコンテキストでは、参照レコードは、同一ファイル内
のレコード (1 ファイル・マッチング) や別のファイル内のレコード (2 ファイル・
マッチング) の場合があります。
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単一ソース・マッチング仕様に次のいずれかのウェイト・オーバーライドを使用す
る場合、データ・ソースおよび参照ソースの値は、同一ソース内の比較される 2 つ
のレコードです。「データ・ソース欠落ウェイト」の値を指定した場合は、「参照
ソース欠落ウェイト」の値も指定する必要があります。
v 参照ソース欠落ウェイト
v 両ソース欠落ウェイト
v 条件付き参照ソース値
オーバーライド・オプションは、以下のとおりです。
置換

このマッチング・コマンドについて計算されるウェイトを、指定したウェイ
トで置換します。

追加

指定したウェイトを、このマッチング・コマンドについて計算されるウェイ
トに追加します。負の数値を追加すると、計算されたウェイトを削減するこ
とができます。

スケール
「置換」オーバーライドの場合と同様ですが、「スケール」では確率スコア
が保持されます。
「スケール」オーバーライド・オプションを使用すると、各列の相対的なウ
ェイト寄与を制御したり、より感覚的で分かりやすい方法でスコアを提示す
ることができます。また、「スケール」を使用してさまざまなパスからのス
コアを正規化し、同じ範囲の値を反映させることもできます。結果のスケー
リングされたウェイトは、オーバーライドの一致ウェイトおよび不一致ウェ
イトとして指定する高値と低値の間の範囲になります。一致ウェイトまたは
不一致ウェイトのいずれかが省略されている場合は、デフォルト・ウェイト
が適用されます。
確率スコアを「スケール」で保持する仕組みを理解するには、稀値と共通値
との違いを理解する必要があります。稀値とは、Match Frequency ステージ
で生成された頻度データ表に存在しない値です。共通値とは、頻度データ表
に存在する値です。「スケール」では、稀値に対して計算されたウェイト
を、指定されたウェイトで置換します。「スケール」では、共通値に対して
計算されたウェイトを、スケーリングされたウェイトで置換します。共通値
ウェイトはスケーリングされます。したがって、稀値ウェイトが置換された
後も、値の間の以前の関係は保持されます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、ウェイト・オーバーライドを指定する対象のマッチ
ング・コマンドを含むマッチング・パスを選択します。
3. 「マッチング・コマンド」ペインで、マッチング・コマンドを選択して「変
更」をクリックします。
4. 「マッチング・コマンド」ウィンドウで、「ウェイト・オーバーライド」をク
リックします。
5. 「ウェイト・オーバーライドの構成」ペインで、いずれかのオーバーライド・
オプションを選択します。 オーバーライド・オプションは、「置換」、「追
加」、または「スケール」です。
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6. オプション: 「条件付きデータ・ソース値 [AV]」または「条件付き参照ソース
値 [BV]」、あるいはこの両方に、以下の表に示す値を入力します。 値を入力
すると、ウェイト・オーバーライドは条件付きであることを示します。これ
は、候補レコードの列の値が指定された値と等しい場合にのみ適用されます。
「すべて」を選択するかまたは引数が欠落している場合、ウェイト・オーバー
ライドは、列のすべての NULL 以外の値に適用されます。
重要: 条件付きウェイト・オーバーライドが条件なしウェイト・オーバーライ
ドと結合されている場合は、条件付きウェイト・オーバーライドを最初に「ウ
ェイト・オーバーライドのサマリー」表に指定する必要があります。
ウェイト・オーバーライドは、「ウェイト・オーバーライドのサマリー」表に
リストされている順序でテストされます。満たされた最初のオーバーライドが
適用されます。オーバーライドの優先順位は、表にリストされたオーバーライ
ドの順序で示されます。特に、オーバーライドは必ず固有性の降順でリストし
てください。こうすると、固有性の高いオーバーライドが最初にテストされま
す。
条件付きウェイト・オーバーライド

単一引用符 (')、入力

条件付きデータ・ソース値 [AV]

ウェイト・オーバーライドを適用する対象の
データ・レコード内の列の値。あるいは、
「すべて」を選択します。

条件付き参照ソース値 [BV]

ウェイト・オーバーライドを適用する対象の
候補レコード内の列の値。あるいは、「すべ
て」を選択します。候補レコードは、デー
タ・レコードと同じファイル内のレコードの
場合があります (1 ファイル・マッチング)。
あるいは、候補レコードは、別のファイル内
のレコードの場合があります (2 ソース・マ
ッチング)。

7. 1 つ以上の他のウェイト・オーバーライドの値を入力します。
ウェイト・オーバーライド

入力内容

一致ウェイト [AW]

列の値が一致して、欠落していない場合の一
致ウェイトを指定します。

不一致ウェイト [DW]

列の値が一致せず、欠落していない場合の不
一致ウェイトを指定します。

データ・ソース欠落ウェイト [AM]

データ・ソースの値が欠落している場合のウ
ェイトを指定します。

参照ソース欠落ウェイト [BM]

参照ソースの値が欠落している場合のウェイ
トを指定します。

両ソース欠落ウェイト [XM]

両方のソースの値が欠落している場合のウェ
イトを指定します。

8. 「オーバーライドの追加」をクリックします。 「ウェイト・オーバーライドの
サマリー」表にオーバーライドが表示されます。
9. オプション: オーバーライドを削除するには、オーバーライドを選択して「オー
バーライドの削除」をクリックします。
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10. 「OK」をクリックします。

ウェイト・オーバーライド例:
ウェイト・オーバーライドは、計算済みウェイトの変更、あるいは特定の値の組み
合わせまたは欠落値のウェイトの計算に使用できます。
以下の例で、マッチング・コマンドによって割り当てられたデフォルト・ウェイト
を変更する利点を示します。
住所
「両ソース欠落ウェイト [XM]」にウェイト 1.0 を追加し、両方のデータのソース
に欠損値がある場合は、片方のソースに欠損値がある場合よりも若干高いウェイト
とすることができます。これは、例えば、「123 Broadway Ave」と「123 Broadway
Ave.」を比較する場合のほうが、「123 Broadway Ave」と「123 N Broadway Ave.」
を比較する場合よりも高いウェイトを設定されることになります。欠損値は N で
す。
元の住所

一致する住所

廃棄される住所

123 Broadway Ave

123 Broadway Ave.

123 N Broadway Ave

電話番号
単一ソース・マッチングでは、無効な電話番号は一致としてはなりません。特定の
数値の組み合わせでは、電話番号の形式となっていますが、有効な電話番号でない
場合があります。例えば、番号 1111111111 は有効な電話番号ではありません。
電話番号 1111111111 の場合は、データ・ソース値 1111111111 について、計算さ
れた「一致ウェイト」を -10 で置換します。
ビジネス・ロケーションのマッチング
勤務地リストを住所によって重複除去する場合、オフィス番号が重要になります。
これは、高層オフィス・ビルの場合、同じビルに多くの会社があることが多いため
です。したがって、オフィス番号が一致しない場合は、マッチング・ペナルティー
を科します。また、オフィス番号が、2 つのレコードの片方に欠落している場合、
同じ建物単位を表すかどうか明確になりません。
例えば、「不一致ウェイト」に -20 のウェイトを加算し、「データ・ソース欠落ウ
ェイト」と「参照ソース欠落ウェイト」の両方に -9 を加算します。
この場合、オフィス番号が片方のレコードに欠落している場合は、9 がウェイトか
ら差し引かれ、オフィス番号が一致しない場合は、20 が差し引かれます。両方のレ
コードにオフィス番号がない場合は、その場所には分割されたオフィスや部屋がな
いものと考えられます。
不一致を強制する条件付きオーバーライド
条件付きウェイト・オーバーライドを使用すると、特定の値が含まれているレコー
ドをすべて、不一致カテゴリーに強制的に入れることができます。例えば、最初の
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マッチング・パスでは、「顧客コード」列をマッチングするように構成されている
とします。その列に値 1 が含まれているレコードはすべて、他のレコードと一致し
ないものとします。
この強制不一致を実現するには、2 つの条件付きオーバーライドを定義します。オ
ーバーライドによって、計算済みの「一致ウェイト」と「不一致ウェイト」が負の
値 (-20 など) で置換されます。ウェイト・オーバーライド (-20) は、他のフィール
ドの複合ウェイトがオーバーライドされないようにするのに十分な小さな値です。
最初のオーバーライドでは、「条件付きデータ・ソース値 [AV]」は 1 に設定さ
れ、「条件付き参照ソース値 [BV]」は「すべて」に設定されます。2 番目のオーバ
ーライドでは、「条件付き参照ソース値 [BV]」値は 1 に設定され、「条件付きデ
ータ・ソース値 [AV]」値は「すべて」に設定されます。
最初のオーバーライドによって、IBM InfoSphere QualityStage はウェイト -20 を、
「条件付きデータ・ソース値 [AV]」レコードの値が 1 である、すべての比較に割
り当てます。このケースでは、比較される「条件付き参照ソース値 [BV]」値は問題
でありません。さらに、「条件付き参照ソース値 [BV]」値が 1 であるかどうかは
問題でありません。
逆に、2 番目のオーバーライドによって、InfoSphere QualityStage はウェイト -20
を、「条件付き参照ソース値 [BV]」レコードの値が 1 である、すべての比較に割
り当てます。このケースでは、比較される「条件付きデータ・ソース値 [AV]」値は
問題でありません。さらに、「条件付きデータ・ソース値 [AV]」値が 1 であるか
どうかは問題でありません。

選択した列の頻度情報の表示:
Match Designer の「列の詳細」ウィンドウには、頻度情報や選択された列の確率お
よびウェイトなどの詳細情報が表示されます。
このタスクについて
特定のデータ値が発生する大体の頻度を把握すると、マッチングのチューニングに
及ぼす影響が分かります。例えば、データには無効値が一般的に存在することを検
出することがあります。このような値を見つけたら、ウェイト・オーバーライドを
指定して、レコード内にこの値が発生した場合のマッチングのスコアにペナルティ
ーを科す場合があります。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、頻度情報を表示する対象の列を含むマッチング・パス
を選択します。
3. 頻度情報を表示して対応する手順を実行する元の、以下のいずれかのロケーショ
ンを選択します。
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ロケーション

操作

「マッチング・ブロッキングの指定」ウィン
ドウ

1. 「ブロッキング列」ペインで、ブロッキ
ング列を選択して、「変更」 > 「ブロッ
キングの指定」をクリックします。
2. 使用可能な列を右クリックして、「プロ
パティー」をクリックします。

「マッチング・コマンド」ウィンドウ

1. 「マッチング・コマンド」ペインで、マ
ッチング・コマンドを選択して「変更」
をクリックします。
2. 使用可能な列を右クリックして、「プロ
パティー」をクリックします。

列の詳細が、「ブロッキング列」ペインか
「マッチング・コマンド」ペインに表示され
ます。

1. ブロッキング列またはマッチング・コマ
ンドを展開します。

「テスト結果」データ・グリッド

1. データ・グリッドで、いずれかの一致し
た列の見出しを右クリックします。

2. データ列または参照列を右クリックし
て、「プロパティー」をクリックしま
す。

2. 「プロパティー」をクリックします。
「結果表示」ウィンドウ (2 ソース・マッチ
ング仕様の場合のみ適用可能)

1. 「パス定義」タブで、「結果表示」を選
択します。
2. 列を右クリックして、「プロパティー」
をクリックします。

「列の詳細」ウィンドウが開きます。列名、説明、およびタイプが、この列のデ
ータ値の頻度分布とともに表示されます。
4. ウィンドウを閉じるには、「キャンセル」をクリックします。

変数特殊処理の定義:
選択された列がマッチング・パスに関係する場合は、その列に 1 つ以上の特殊処理
フラグを割り当てることができます。
このタスクについて
以下の特殊処理アクションが使用できます。
v CLERICAL
列が不一致のときに、複合ウェイトがマッチング・カットオフを超えていても、
そのレコード・ペアは要検討ペアとみなす場合に使用します。例えば、自動車事
故のマッチングで、国別コードがマッチングしない場合は、レコードを検討する
必要があります。列のいずれかまたは両方が欠損値になっている場合、そのレコ
ードのペアは要検討ペアと分類されます。
– CLERICAL [MISSINGOK]
MISSINGOK は、レコード・ペアが強制的に要検討と見なされた原因は、おそ
らく欠損値でない場合に使用します。
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v CRITICAL
列が一致しない場合、レコード・ペアを自動的に不一致とみなす場合に使用しま
す。例えば、生年月日のエラーを許容しないようにする場合、その列を
CRITICAL とします。列のいずれかまたは両方が欠損値になっている場合、その
レコード・ペアはリジェクトされます。
– CRITICAL [MISSINGOK]
MISSINGOK は、いずれかまたは両方が欠損値になっていることを許容できる
場合に使用します。
v NOFREQ
通常は、列のカーディナリティーが高い場合 (国民識別番号など) に使用します。
NOFREQ は、頻度分析は実行してはならないことを示します。
v CONCAT
列を連結して 1 つの頻度数とする場合に使用します。例えば、健康診断コード
は、年齢および性別と高い相関がある場合があります。20 歳の男性が、乳癌にな
る可能性はありません。 4 つまでの列を連結できます。このいずれかの列がマッ
チングに関係する場合は、指定された値が連結され、頻度表で検索されます。し
たがって、連結された列で、表内の 1 つの値を形成します。
特殊処理はマッチング仕様レベルで設定されます。これは、1 つのマッチング仕様
内のすべてのマッチング・パスに適用可能であることを示します。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 特殊処理を定義する対象の列を含むマッチング仕様を開きます。
3. 「仕様の構成」 > 「変数特殊処理」をクリックします。
4. 「特殊処理の定義」領域で、特殊処理を割り当てる列の位置に対応する「データ
列」または「参照列」を選択します。
a. 使用可能なアクションを選択します。
注: 2 ソース・マッチング仕様では、NOFREQ および CONCAT 特殊処理ア
クションのみを使用できます。

b. 使用可能な列のリストから列を選択して、

をクリックします。

c. CONCAT を選択していた場合は、前のステップを繰り返します。 4 つまでの
列を連結できます。
d. 「追加」をクリックします。 列とアクションは、「特殊処理のサマリー」領
域に表示されます。
5. 必要なすべての特殊処理をすべて追加するまで、前のステップを繰り返します。
6. 「特殊処理のサマリー」領域から特殊処理アクションを削除する必要がある場合
は、そのアクションを選択して「削除」をクリックします。
7. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
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マッチング・パス・カットオフの割り当て:
カットオフは、レコード・ペアの各比較結果をどのように分類するかを判別するし
きい値です。各比較の複合ウェイトで、カットオフを基準にして、そのレコード・
ペアが一致、要検討ペア、重複、または不一致と見なされるかどうかを判別しま
す。
このタスクについて
マッチング・タイプに応じて、以下の最大 3 つのマッチング・カットオフをセット
アップできます。
v 「一致」。複合ウェイトがこのカットオフ以上のレコード・ペアは、一致と見な
されます。
v 「要検討」。複合ウェイトがマッチング・カットオフより小さいが要検討カット
オフ以上のレコード・ペアは、そのペアが一致か不一致かどうかを検討して判別
できます。複合ウェイトが要検討カットオフより小さいレコード・ペアは不一致
と見なされ、次のパスに関係します。要検討カテゴリーを除去するには、マッチ
ング・カットオフと等しい要検討カットオフを設定します。また、このカットオ
フは、単一ソース独立または単一ソース推移のマッチング・タイプでは使用でき
ません。
v 「重複」。「2 つのソースの多対 1 重複」マッチング・タイプでのみ使用する重
複カットオフを設定できます。このカットオフはオプションであり、マッチン
グ・カットオフより大きくなければなりません。複合ウェイトが重複カットオフ
以上のレコード・ペアの各参照ソース・レコードは、重複レコードに分類されま
す。
マッチング・パスをテストしたら、頻度/ウェイト・ヒストグラムで使用できるカッ
トオフ・ハンドルをドラッグする代替方式を使用して、カットオフ値を調整するこ
とができます。このヒストグラムは「パス定義」タブの「テスト結果」ペイン内に
あります。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、カットオフを割り当てる対象のマッチング・パスを選
択します。
3. 「カットオフ値」ペインで、該当する次の 1 つ以上のフィールドに値を入力し
ます。
v 一致
v 要検討
v 重複
4. 「パス定義」タブで、「パスの保存」をクリックして、選択したマッチング・パ
スを保存します。 また、「構成」タブの「保存」 > 「現行パス」または「保
存」 > 「すべてのパス」をクリックして、選択したマッチング・パスまたはす
べてのマッチング・パスを保存することもできます。
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マッチング・パス保留領域の使用:
Match Designer のこの領域は、マッチング・パス定義のバージョンを保存する場合
に使用します。これは、さまざまな組み合わせのマッチング・パスやさまざまな定
義を実験する際に、マッチング・パスを保持する場所として機能します。
このタスクについて
保留領域内のパスは、マッチング仕様の一部としては実行されませんが、スタンド
アロンでテストおよび変更することができます。マッチング・パス定義は、保留領
域とマッチング仕様との間で移動できます。
マッチング・パスを保留領域に移動して、それがない場合の影響を評価する場合が
あります。また、マッチング・パスが将来に必要になると予想される場合には、マ
ッチング・パスを保留領域に移動することがあります。
パスが保留領域にある間に、そのパスを開いたり、変更したり、テストしたりする
ことができます。また、必要に応じて、マッチング仕様のフローに容易に戻すこと
ができます。
Match Designer ですべてのマッチング・パスをテストする際には、マッチング・パ
ス保留領域にあるものは実行されません。同様に、ジョブ内の Two-source Match
ステージ、One-source Match ステージ、または Frequency Match ステージでマッチ
ング仕様を使用する場合、マッチング・パス保留領域内のパスは実行されません。
また、マッチング・パス保留領域のマッチング・パスをテストする際に、表示され
るパスは、最初で唯一のマッチング・パスと見なされます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング・パス保留領域を使用する対象のマッチング仕様を開きます。
3. Match Designer にマッチング・パス保留領域が表示されない場合は、「パス保留
領域の表示」をクリックして表示します。
4. Ctrl キーを押したままパスをクリックして、マッチング・パス保留領域との間で
ドラッグします。 あるいは、パスを右クリックして、「保留領域に移動」かま
たは「保留領域から戻す」を選択します。
5. 保留領域内のマッチング・パスをテストするには、そのパスを選択して、次のい
ずれかのオプションをクリックします。
a. パスを選択します。
b. 「パス定義」タブで「パスのテスト」矢印をクリックして、「前のパスの出
力を使用してテスト」かまたは「サンプル入力データ・セットを使用してテ
スト」を選択します。
c. 「パスのテスト」をクリックします。

マッチング・パスのテスト結果
マッチング仕様を構成するマッチング・パスを作成するときには、Match Designer
を使用してこのマッチング・パスを実行、検討、および詳細化します。マッチン
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グ・パスのテスト・プロセスは多くの場合、繰り返されて、マッチング仕様がマッ
チング目標に適合することを確認されてから、実動ジョブに組み込まれます。
1 つ以上のマッチング・パスを定義してテスト環境を構成したら、テスト・パスを
実行します。テスト結果は、統計、データ・グリッド、チャート、および他の分析
ツールで表示されます。このテスト結果を評価して、カットオフ、ブロッキング
列、またはマッチング条件を変更する必要があるかどうかを判別します。また、追
加のマッチング・パスが必要であると判断することもあります。
例えば、国民識別番号でマッチングするマッチング・パスの直後に生年月日でマッ
チングするマッチング・パスを含めることを計画するとします。最初のマッチン
グ・パスの結果を検討して、マッチング目標が達成され、2 番目のマッチング・パ
スは不要であると判断します。あるいは、結果は、2 番目のパスで別の列について
マッチングする必要があることを示している場合があります。各マッチング・パス
をテストすると、適切なアクティビティーのシーケンスを選択するのに役立ちま
す。
以下に、テストの選択肢として可能ないくつかの例を示します。
v ヒストグラム内の適切なカットオフ・ハンドルを移動するか、または「パス定
義」タブのカットオフ値を変更してカットオフ値を調整します。その後、新しい
カットオフ値とその他の変更を適用して、再度パスをテストします。
v 入力データ・サンプルかまたは前のマッチング・パスの出力を使用してパスをテ
ストします。前のパスの出力を使用してテストすると、マッチング仕様でパスが
どの程度効果的に連携して動作するかを評価できます。
v あるパスの 1 つのテストをベースラインとし、このベースラインに照らしてその
後のテストを検討して、後続のマッチング・パス結果に対する変更内容の影響を
確認します。
v 現行マッチング仕様のすべてのアクティブ・パスを実行するには、「構成」タブ
の「すべてのパスをテスト」をクリックします。あるいは、「パス定義」タブの
「パスのテスト」をクリックして、個別のパスを開いて実行することもできま
す。

マッチング・パスのテスト
1 つ以上のマッチング・パスを定義したら、このパスをテストして、実際上どの程
度マッチング目標を満たすかを判別します。また、調整してテストし直す必要があ
るかどうかも判別します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、テストするマッチング・パスを選択します。
3. 「パスのテスト」矢印をクリックして、以下のいずれかのオプションを選択しま
す。 単一ソース独立マッチング・タイプの場合は、「サンプル入力データ・セ
ットを使用してテスト」オプションのみを使用できます。
v 「前のパスの出力を使用してテスト」
v 「サンプル入力データ・セットを使用してテスト」
4. 「パスのテスト」をクリックします。 テストが実行されます。テストが完了す
ると、「テスト結果」ペインが表示されます。
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5. オプション: 「パス定義」タブの表示を変更するには、以下のオプションを選択
します。
「タブ」領域

操作

「ブロッキング列」、「マッチング・コマン
ド」、および「カットオフ値」ペイン

v 最小化するには、「ブロッキング列」ペイ
ンの上にある三角形をクリックします。
v オリジナルのサイズに復元するには、タブ
の下部にある「ブロッキング列、マッチン
グ・コマンド、カットオフ」の横の三角形
をクリックします。

「テスト結果」ペイン

v 最小化するには、「テスト結果」ペインの
左上にある「テスト結果」の横の三角形を
クリックします。
v オリジナルのサイズに復元するには、タブ
の下部にある「データ」の横の三角形をク
リックします。
v 左方にサイズを変更するには、「テスト結
果」ペインの左境界をドラッグします。
v 上方にサイズを変更するには、「テスト結
果」ペインの境界をドラッグします。

6. テスト・データを保存するには、「パスの保存」をクリックします。

テスト結果の評価
Match Designer では、パスのテスト結果の評価に役立つさまざまなフォーマットで
情報を利用できます。このフォーマットには、テスト結果データ・グリッド、チャ
ート、統計、列レベル・メタデータ、および「ウェイト比較」ウィンドウがありま
す。この情報は、現行テスト結果の評価と以降のマッチング・パスの計画に役立ち
ます。

始める前に
マッチング・パスをテストします。

このタスクについて
例えば、マッチング・パスをテスト後に、以下のプロセスで、テスト結果を評価す
るために行うステップが示されます。
1. 「テスト結果」ペインをクリックし、「パスの統計」タブをクリックしてテスト
結果を表示します。
2. 「全体統計」タブをクリックして、すべてのマッチング・パスの結合された統計
を表示します。
3. 「テスト結果」ペインで、データ・グリッドのレコードのサブセットを選択し
て、「ウェイトの比較」を右クリックします。選択されたレコードについての、
マッチング列が複合マッチング・ウェイトに寄与するウェイトを表示します。
Match Designer のこの領域で、以下のアクションを実行できます。
v マッチング結果の探索
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v テスト実行に関する統計の表示
v チャートの作成
v ベースライン結果の設定と、現行テスト結果と前のテスト結果との比較
v 列を右クリックして、一致ウェイトや不一致ウェイトなどの列の詳細の表示
v マッチング列が複合マッチング・ウェイトに寄与するウェイトの表示
手順

手順
1. カットオフ値を判別しやすくするために、「テスト結果」データ・グリッドをウ
ェイトの降順でソートします。
a. ソート結果を分析します。
b. 特定のウェイト範囲でのマッチング結果に疑問がある場合は、そのウェイト
に要検討カットオフを設定します。
2. 疑問のある一致がより高いウェイト範囲で発生している場合は、そのマッチング
列に高い m 確率を指定します。非常に重要な列には、0.99999 のような大きな
m 確率が適切です。この値により、この列の値が不一致の場合に、大きなペナル
ティーが割り当てられます。
3. 「テスト結果」データ・グリッドを右クリックして、出力表示に不一致レコード
を含めます。このレコードの一部が一致と分類されていると思われる場合は、マ
ッチング・カットオフか要検討カットオフ、またはこの両方の値を小さくするこ
とを考慮してください。
4. オプション: 結果を評価したら、1 つ以上のパスの一部のエレメントを変更し、
パスをテストして、その結果を再度評価する必要がある場合があります。

タスクの結果
マッチング仕様のすべてのパスの結果に問題がなければ、そのマッチング仕様を、
One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージで使用する準備がで
きました。
「テスト結果」ペイン:
このペインには、ヒストグラムとデータ・グリッドが表示されます。「テスト結
果」タイトル・バー上にカーソルを移動すると、表示されるレコード数、選択され
たグループ化フォーマットとソート順序、および表示に不一致レコードが含まれて
いるかどうかをリストしたツールチップが表示されます。

データ・グリッド:
データ・グリッドには、Match Designer の「パス定義」タブでテストしたマッチン
グ・パスの結果が示されます。
「テスト結果」データ・グリッドには、一致データのレコードと列が表示されま
す。データ・グリッドは、マッチング・パスが 単一ソース・マッチング仕様にあっ
たか 2 ソース・マッチング仕様にあったかによって異なります。デフォルトでは、
不一致レコードは表示されず、レコードはマッチング・セット ID の昇順にソート
されます。別の列に基づいてデータ・グリッドをソートし、不一致レコードを表示
することができます。
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データ・グリッドを使用した作業:
「テスト結果」ペインのデータ・グリッドのさまざまな領域をクリックすると、詳
細情報を表示したり、ビューをカスタマイズできます。
次の表に、「テスト結果」データ・グリッドで使用できるオプションを示します。
データ・グリッド・オプションを表示するには、選択するオプションに対応するア
クションを実行します。
オプション

操作

1 つの列または複数の列で行をソートする

v 1 つの列の昇順または降順に行をソートす
るには、列見出しを右クリックします。
v 複数の列で行をソートするには、データ・
グリッドを右クリックして「複数列でソー
ト」をクリックします。

行をクリアする

v 選択済みの行をクリアするには、各行をク
リックします。
v データ・グリッドを右クリックし、「すべ
ての選択をクリア」をクリックします。

マッチング・コマンド、ブロック、またはユ
ーザー配置列に関係する列を識別します。
注: ブロッキング列、マッチング列、または
配置列それぞれの列見出しは、関係する列の
名前ではありません。見出しは、その列を使
用するマッチング・コマンド、ブロッキング
列、またはユーザー配置の名前です。

関係する列の名前を表示するには、列見出し
の上にカーソルを移動します。

列メタデータを表示する

v 列見出しを右クリックして、「プロパティ
ー」をクリックします。
v 2 ソース・マッチング仕様の場合は、デー
タ・ソース列と参照ソース列から選択する
こともできます。
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オプション

操作

不一致レコードを表示または除外する
注: デフォルトでは、不一致レコードは表示
されません。

単一ソース・マッチング仕様の不一致レコー
ドを表示するには、データ・グリッドを右ク
リックして、以下のいずれかの項目をクリッ
クします。
v 「マッチング・ペアによるグループ化」 >
「不一致レコードを含める」
v 「マッチング・セットによるグループ化」
> 「不一致レコードを含める」
不一致レコードは、データ・グリッドの最後
に表示されます。指定の列でソートする場
合、不一致レコードはソートされますが、デ
ータ・グリッドの最後にクラスター化された
ままになっています。
単一ソース・マッチング仕様の不一致レコー
ドを削除するには、データ・グリッドを右ク
リックして、以下のいずれかの項目をクリッ
クします。
v 「マッチング・ペアによるグループ化」 >
「不一致レコードを除外」
v 「マッチング・セットによるグループ化」
> 「不一致レコードを除外」

列表示のサイズを変更する

列の境界をドラッグします。

列の表示を再配列する

列見出しをクリックし、リストから別の列を
選択します。選択した列が新しい位置に表示
されます。

1 つ以上の行を選択する

v 行の任意の場所をクリックします。
v 連続した複数の行を選択するには、Shift
キーを押したまま行をクリックします。
v 連続しない複数の行を選択するには、Ctrl
キーを押したまま行をクリックします。
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マッチング・セットまたはマッチング・ペア
別にマッチング・レコードをグループ化する

データ・グリッドを右クリックし、「マッチ
ング・セットによるグループ化」または「マ
ッチング・ペアによるグループ化」をクリッ
クします。

結果グリッドを検索する

データ・グリッドを右クリックし、「データ
検索」をクリックします。
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オプション

操作

結果グリッド内の複数レコードのウェイトを
比較する

v データ・グリッドを右クリックし、「ウェ
イトの比較」をクリックします。
v 現行マッチング・パスの最新の実行に有効
なマッチング条件を使用してウェイトを比
較するには、「前回のマッチング実行に基
づいて比較」を選択します。
v まだテストされていない変更済みマッチン
グ条件を使用してウェイトを比較するに
は、「現行のマッチング設定に基づいて比
較」を選択します。

「ウェイト比較」ウィンドウでの作業:
「ウェイト比較」ウィンドウには、一致した列それぞれの複合ウェイトに対する寄
与が表示されます。既存の一致したセットのレコードのほかに、現行のマッチング
条件に基づいて、一致と見なされないレコードを比較できます。
「ウェイト比較」ウィンドウのさまざまな領域をクリックすると、詳細情報を表示
したり、ビューをカスタマイズできます。
次の表に、「ウェイト比較」ウィンドウで使用できるオプションを示します。
注: ウェイト比較結果の初期表示は、複合ウェイトの降順です。
一部の不一致レコードには、デフォルトのスコア -99.99 が表示されます。また、列
レベル・ウェイト寄与、一致ウェイト、または不一致ウェイトがないことも表示さ
れます。
オプション

操作

複合ウェイトによるソート順を定義する

パス定義列 (1 番目の列) を右クリックしま
す。

列値または列ウェイトによるソート順を定義
する

1 番目の列以外の任意の列を右クリックし
て、「列値でソート」または「列ウェイトで
ソート」をクリックします。

列のプロパティーを表示する

列見出しを右クリックして、「プロパティ
ー」をクリックします。プロパティーは、現
行マッチング・パスに関係するすべてのデー
タ列および参照列に使用できます。

水平にスクロールするときに、列をフリーズ
する

v 1 番目と 2 番目の列の間に当初配置され
ている列スプリッター上にカーソルを移動
します。
v ポインターが変化したら、フリーズする列
の右にスプリッターをドラッグします。

列の表示を再配列する

列見出しをクリックして、別の位置にドラッ
グします。 1 番目の列は移動できません。

切り捨てられたセルの完全な値を表示する

セル上にカーソルを移動します。
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テスト結果データの検索:
「データ検索」ウィンドウを使用すると、「テスト結果」データ・グリッドの列に
ある特定のデータ値を検索できます。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、検索するマッチング・パスを選択します。
3. データ・グリッドを右クリックし、「データ検索」をクリックします。 あるい
は、特定の列のデータ・グリッドを右クリックして、その列のみを検索します。
4. 「検索」フィールドに、検索するストリングを入力します。
5. 「検索対象」リストから、「すべての列」を選択するか、または特定の列を選択
します。
6. 「検索」をクリックします。 「テスト結果」データ・グリッドが、検索ストリ
ングを含む最初のレコードに自動的にスクロールされます。結果を表示するに
は、右または左にスクロールする必要がある場合があります。
7. 「検索」をクリックして、指定された値の各インスタンスをさらに検索します。
検索がデータ・グリッドの最後に達すると、値が見つからなかったことを示すメ
ッセージが表示されます。
8. 「データ検索」ウィンドウを閉じるには、「キャンセル」をクリックします。

「テスト結果」データ・グリッドのソート機能の使用:
「テスト結果」データ・グリッドには、マッチング・パスのテスト結果の評価に役
立つ、さまざまなソートおよびグループ化オプションが用意されています。
以下のオプションを使用できます。
v デフォルトで、初期表示はセット ID 列の昇順にソートされます。
v マッチング・セット別にグループ化された単一ソース・マッチング仕様の場合、
セットはマスター・レコードの値でソートされます。
マスター・レコードとその重複をまとめてグループ化するには、データ・グリッ
ドを右クリックして、「マッチング・セットによるグループ化」クリックしま
す。
v マッチング・ペアによってグループ化された単一ソース・マッチング仕様の場
合、セットは重複レコードの値でソートされます。
各セットのマスター・レコードの直後に 1 つの重複を表示するには、データ・グ
リッドを右クリックして、「マッチング・ペアによるグループ化」クリックしま
す。(このアクションでは、同じマスター・レコードが複数回表示されることがあ
ります。)
注: 「テスト結果」ヒストグラムの「選択済みデータ」ハンドルの位置に基づい
てデータ・グリッドをスクロールする場合は、「マッチング・ペアによるグルー
プ化」を選択します。
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v 列をグループ化してこのグループ内の値でソートするには、データ・グリッドを
右クリックして「複数列でソート」をクリックします。
v 複数のブロッキング列でソートし、相互に比較するレコードのセットをグループ
化するには、データ・グリッドを右クリックして「結合ブロッキング列でソー
ト」をクリックします。
v 不一致レコードは、選択した条件でソートされますが、常にデータ・グリッドの
下部に 1 つのグループとして表示されます。
2 ソース・マッチング仕様のテスト結果表示の配置:
「結果表示」ウィンドウで、2 ソース・マッチング仕様のマッチング・パスのテス
ト結果の表示をカスタマイズできます。列の表示を意味のある方法でカスタマイズ
すると、マッチング結果の評価とマッチング条件のチューニングが容易になりま
す。
始める前に
2 ソース・マッチング仕様のマッチング・パスをテストします。
このタスクについて
マッチング・パスをテストすると、一致したペアが「パス定義」タブの「テスト結
果」領域に表示されます。
「結果表示」ウィンドウを使用して、この表示に加えて、データ列と参照列の追加
の組み合わせを配置することができます。 1 つ以上のデータ列の値を表示し、それ
と 1 つ以上の参照列をペアにすることができます。
「結果表示」ウィンドウで行った選択は、マッチング・パスまたはマッチング・ス
テージの実行に影響しません。むしろ、「結果表示」ウィンドウでは、データ列と
参照列との間のビジュアル・リンクを作成するのみです。このリンクは、基準マッ
チング結果の評価とマッチング条件のチューニングに役立ちます。
制約事項: 「結果表示」ウィンドウで定義されたブロッキング列およびマッチング
列のデフォルトの配置は、変更または削除できません。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 2 ソース・マッチング仕様を開いて、テスト結果表示を配置する対象のマッチ
ング・パスを選択します。
3. 「パス定義」タブで、「結果表示」をクリックします。
4. 以下のいずれかの方式を使用して、配置を追加します。
v 名前が同じで、前の配置で使用されなかったすべてのデータ列および参照列
を自動的に配置するには、「すべて自動配置」をクリックします。
v データ列および参照列の配置を手動で行うには、以下の手順に従います。
a. 「データ入力列」リストから、1 つ以上の列を選択します。
b. 「参照入力列」リストから、1 つ以上の列を選択します。
c. 「配置の追加」をクリックします。選択されたデータ列と参照列のペア
が、「列配置のサマリー」ペインの、ブロッキング列およびマッチング・
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コマンド列のリストに表示されます。ブロッキング列は、薄いシェーディ
ングで強調表示されます。マッチング・コマンドは、濃いシェーディング
で強調表示されます。
d. さらに手動で配置を追加するには、この手順を繰り返します。
5. 選択した配置を編集するには、「編集」をクリックします。このアクションに
より、「列配置のサマリー配置」ペインからその配置が削除され、その列が
「新規列配置の定義」ペインで選択されます。
6. すべての配置をクリアするには、「クリア」をクリックします。
7. 配置を削除するには、「削除」をクリックします。
8. 選択した配置の表示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。 配置の順序を変更すると、テスト結果表示での列の順序が変
更されますが、マッチング・パスのテスト結果には影響しません。
9. ウィンドウを閉じるには、「OK」をクリックします。
10. この配置を「テスト結果」ペインで表示するには、変更されたマッチング・パ
スを再度テストするか、またはマッチング・パス・ボタンをクリックしてテス
ト結果表示を更新します。
タスクの結果
作成した各配置の値は、テスト結果データ・グリッドの右側の「ユーザー配置」列
に表示されます。

列のウェイト寄与の表示:
マッチング・パスのテスト結果を評価するときには、一致した列がレコードの複合
マッチング・ウェイトに寄与する、個別のスコアを表示すると役立ちます。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
このタスクについて
「テスト結果」データ・グリッドにあるレコードを選択して、一致した列それぞれ
のスコアを「ウェイト比較」ウィンドウで表示できます。また、「ウェイト比較」
ウィンドウを使用して、マッチング条件での変化の可能性を探索したり、さまざま
なマッチング・セットに現在分布しているレコードを比較したりすることもできま
す。
選択する最初のレコードは常にマスターとして指定されます。これが、ウェイト比
較の基本となります。残りのレコードはそれぞれ、ウェイト比較処理によって、重
複、要検討、不一致、または参照重複に分類されます。分類は、現行カットオフ設
定値を基準にした、レコードの複合ウェイトに基づきます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、選択した列のウェイト寄与を表示する対象のマッチン
グ・パスを選択します。
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3. 「テスト結果」データ・グリッドで、以下のいずれかのオプションに従って、少
なくとも 2 つのレコードを選択します。選択するレコードは、連続でも不連続
でもかまいません。また、選択するレコードには、複数の一致したセットのレコ
ードでもかまいません。
マッチング仕様

選択

2 ソース・マッチング仕様の場合

1. 任意のデータ・レコード (レコード・タイ
プ MA または CA)
2. 1 つ以上の参照レコード (レコード・タイ
プ MB、DB、または CB)

単一ソース・マッチング仕様の場合

任意の一致したセットからのレコードの組み
合わせ (レコード・タイプ MP、DA、CP、
または RA)

4. データ・グリッドを右クリックして、比較オプションをクリックします。 「前
回のマッチング実行に基づいて比較」オプションでは、現行マッチング・パスの
最新の実行のマッチング条件が適用されます。「現行のマッチング設定に基づい
て比較」オプションでは、パス定義に適用されたがテストされていない、変更さ
れたマッチング条件を使用します。
5. 「ウェイト比較」ウィンドウを閉じるには、「OK」をクリックします。

「テスト結果」データ・グリッドの列:
「テスト結果」データ・グリッドの列は、単一ソース・マッチング仕様かまたは 2
ソース・マッチング仕様のいずれのマッチング・パスをテストしたかによって異な
ります。
単一ソース・マッチング仕様の場合、以下の列が以下のデフォルトの順序で表示さ
れます。
v SetID。一致したレコードの各セットのユニーク ID 番号。レコードは、最初は
SetID 列の昇順でソートされます。
v レコード・タイプ。レコードの状況。
一致したレコードのセットには以下のレコード・タイプが含まれます。
– MP。マスター・レコード
- DA。重複レコード
- CP。要検討レビューを必要とするレコード
一致したセットには以下のレコード・タイプは含まれません。
– RA。不一致レコード
v ウェイト。複合マッチング・ウェイトです。これは、所定レコードのすべての一
致した列の個々の列レベル・ウェイトの合計です。
v DataID。各レコードに割り当てられるユニークな識別番号。
v マッチング・コマンドで使用されるすべての列。
v ブロックで使用されるすべての列。
v データ・ソースに存在する他のすべての列。
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2 ソース・マッチング仕様の場合、以下の列が以下の順序で表示されます。
v SetID。一致したレコードの各セットのユニーク ID 番号。レコードは、最初は
SetID の昇順でソートされます。
v レコード・タイプ。一致したレコードのセット内のレコードの状況。レコード・
タイプは、以下の項目のいずれかです。
– MA。データ・レコード
- MB。1 次参照レコード
- DB。重複参照レコード
– CA。要検討レビューを必要とする一致したセットのデータ・レコード
- CB。要検討レビューを必要とする一致したセットの 1 次参照レコード
- DB。要検討レビューを必要とする一致したセットの重複参照レコード
v ウェイト。複合マッチング・ウェイトです。これは、所定レコードのすべての一
致した列の個々の列レベル・ウェイトの合計です。
v DataID。各データ・レコードに割り当てられるユニークな識別番号。
v RefID。各参照レコードに割り当てられるユニークな識別番号。
注: 1 つの参照レコードが、複数のデータ・レコードと一致することがありま
す。このため、同一 RefID の複数のインスタンスが「テスト結果」データ・グリ
ッドに表示されることがあります。
v マッチング・コマンド: 各マッチング・コマンドごとに 1 つの列。各列には、マ
ッチング・コマンドでの各参照列の値とペアのデータ・ソース列の値が示されま
す。
v ブロッキング列: 作成された各ブロッキング列ごとに 1 つの列。各列には、参照
列の値とペアのデータ・ソース列の値が示されます。
v ユーザー配置。「結果表示」ウィンドウを使用して作成するユーザー定義配置ご
とに 1 つの列。

ヒストグラム:
「テスト結果」ペインの上部にある頻度/ウェイト・ヒストグラムは、マッチング・
パスの実行により割り当てられたウェイトの分布をグラフィカルに表したもので
す。

頻度/ウェイト・ヒストグラムの使用:
Match Designer のヒストグラムは、複合ウェイトの分布状況を表示するものです。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
このタスクについて
ヒストグラムの「現行データ」ハンドルを新しいウェイトに移動すると、データ・
グリッドが、選択されたウェイトを持つデータの位置まで自動的にスクロールされ
ます。同様に、データ表示内で選択項目の位置を変更すると、ヒストグラム内の
「現行データ」ハンドルの位置が変更されます。
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以下のいずれかのアクションを行って、「現行データ」ハンドルを移動します。
v 特定のウェイトのレコードを表示するには、「現行データ」ハンドルを「ウェイ
ト」軸に沿って移動します。「ウェイトを昇順にソート」の場合は、「現行デー
タ」ハンドルが最も低い詳細ウェイト値に移動します。
注: 単一ソース仕様の場合、「現行データ」ハンドルを使用できるのは、データ
表示が一致したペアの順になっているときのみです。一致したペア順に表示する
には、データ表示を右クリックして「マッチング・ペアによるグループ化」をク
リックします。
v 要検討カットオフまたはマッチング・カットオフの設定を調整するには、カット
オフ・ハンドルを「ウェイト」軸に沿って移動します。変更されたカットオフ
が、「カットオフ値」ペインに表示されます。
以下のリストには、カットオフについて留意する必要のあるいくつかのポイントが
含まれています。
v 要検討カットオフとは複合ウェイトであり、この値を超える複合ウェイトを持つ
レコードのペアは、一致する可能性があるとみなされます。ウェイトがマッチン
グ・カットオフと要検討カットオフの間にあるレコードのペアは、要検討レコー
ドと呼ばれ、通常、それらは一致しているか不一致であるかどうかを判別するた
めに検討されます。要検討レコードを検討しない場合は、マッチング・カットオ
フ・ウェイトと要検討カットオフ・ウェイトを同じ値に設定します。
v 必要であれば、カットオフ・ウェイトは負の値にすることができます。しかし、
カットオフ・ウェイトに負の値を設定すると、この設定によって一致したレコー
ドの非常に包括的なセットが作成されます。ヒストグラムは、複合ウェイトの分
布状況を表示するものです。カットオフ・ウェイトに負の値を使用すると、大部
分は不一致のペアなので、このヒストグラムには高い負のウェイトの位置に多く
の値が表示されます。ただし、不一致であることが明白なレコードのペアはマッ
チング処理の多くの部分を占めていないため、負のウェイトはあまり表示されま
せん。
v 一致したケースの高い正のウェイトの位置に別の多数の値のグループがありま
す。マッチングを実行する場合のカットオフ値は、このヒストグラムを調べるこ
とによって設定することができます。要検討カットオフを、ヒストグラムの突起
が軸の近くに達する位置のウェイトに設定します。他のカットオフ・ウェイト
を、不一致のケースが支配的になり始める位置の値に設定します。カットオフの
設定のガイドとして、テストを行って結果を分析します。
v 「2 つのソースの多対 1 重複」マッチング・タイプの場合は、重複カットオフと
呼ばれる追加のカットオフ・ウェイトがあります。このカットオフはオプション
です。重複カットオフを使用する場合は、マッチング・カットオフ・ウェイトよ
り大きい値を設定します。複数のレコード・ペアの複合ウェイトがマッチング・
カットオフよりも大きい場合、このレコードは、その複合ウェイトが重複カット
オフ以上であれば、重複であるとされます。
手順
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
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2. マッチング仕様を開いて、ヒストグラムを使用する対象のマッチング・パスを選
択します。
3. ヒストグラムで、「現行データ」ハンドルを移動するかまたはデータ・グリッド
でレコードをスクロールして、確認するウェイトを表示します。 「現行デー
タ」ハンドルの位置と可用性は、以下の要因によって異なります。
単一ソース・マッチング仕様
「現行データ」ハンドルは、マッチング・セットではなくマッチング・
ペアでグループ化されている場合にのみ表示されます。ハンドルの初期
位置は、最初の重複レコードのウェイトに基づきます。
2 ソース・マッチング仕様
「現行データ」ハンドルの初期位置は、最初のデータ・レコードのウェ
イトによって決まります。
単一ソース・マッチング仕様と 2 ソース・マッチング仕様の両方
「テスト結果」データ・グリッドをスクロールすると、選択されたレコ
ードに基づいて「現行データ」ハンドルが再配置されます。
4. 「テスト結果」データ・グリッドにあるデータを検査して、マッチングが適切で
あるかどうかを確認します。
5. 前の 2 つのステップを繰り返して、最適なマッチング・カットオフ・ポイント
および要検討カットオフ・ポイントを見つけます。
注: 要検討カットオフ値がマッチング・カットオフ値を超えないようにしてくだ
さい。要検討カットオフ値がマッチング・カットオフ値を超えると、エラー・メ
ッセージが表示され、要検討カットオフ値をキャンセルまたは削減する必要があ
ります。
6. 「マッチング・カットオフ」および「要検討カットオフ」ハンドルを必要な値ま
で移動します。値は「カットオフ値」ペインに表示されます。
7. 新しいカットオフ設定値を使用して、マッチング・パスを再度テストします。
「パスの統計」タブ:
このタブには、現在のテストに関する統計および実行ベースラインに関する統計
(実行ベースラインを作成していた場合) が表示されます。また、パス統計もグラフ
ィック表示されます。

マッチング・パスの統計の検討:
Match Designer の「パスの統計」タブには、マッチング・パスのテスト結果の評価
に使用できるオプションがあります。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
このタスクについて
マッチング・パスの各テスト実行の統計は、「パスの統計」タブで保存されます。
ある特定のテスト実行を実行ベースラインとして設定し、以降の実行と比較するこ
とができます。さらに、すべてのパスをテストし、その統計をこのタブで比較する
ことができます。
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「全体統計」タブに、すべてのパスの累積統計を表示できます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、統計を表示する対象のマッチング・パスを選択しま
す。
3. 「パスの統計」タブをクリックします。
4. 「パスの統計」領域を展開するには、「マッチング・パス」ペインの上部境界を
ドラッグします。

マッチング・パスのベースライン・テスト実行の作成および設定:
実行ベースラインで、後続のテスト実行の比較対象とすることができる、マッチン
グ・パスのテスト実行を制御できます。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
このタスクについて
マッチング・パスの統計は、「パスの統計」タブで保存できます。表を使用して、
最新のマッチング・パスのテスト実行と選択した実行ベースラインの統計を比較す
ることができます。
統計データのタイプごとに、「パスの統計」タブの表に以下の値が示されます。
v 現行値
v ベースライン値
v 両方の値の差
「差分」列には、変更された統計と、その値が増加したか減少したかを示す矢印が
表示されます。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、実行ベースラインを作成および設定する対象のマッチ
ング・パスを選択します。
3. 「パスの統計」タブをクリックします。
4. 「現行統計を保存」をクリックします。 現行マッチング・パスのテストの統計
が実行ベースラインとして保存されます。この実行ベースラインは、「実行ベー
スライン」リストからアクセスできます。
5. 「実行ベースライン」リストから実行するベースラインを選択します。 作成し
た実行ベースラインを選択できます。また、前のマッチング・パスのテスト実行
で保存された統計を持つ実行ベースラインを選択することもできます。
6. 必要に応じて、「更新」をクリックし、表のデータを更新できます。
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パスの統計のグラフおよびチャートの表示:
Match Designer の「パスの統計」ペインには、マッチング・パスに関するデータが
グラフィック形式で表示されます。
始める前に
マッチング・パスをテストします。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング仕様を開いて、グラフおよびチャートを表示する対象のマッチング・
パスを選択します。
3. 「パスの統計」タブをクリックします。
4. 表の「チャート」列で、表示する統計の各タイプを選択します。
5. チャート・タイプ、チャート・スタイルを選択して「チャートの更新」ボタンを
クリックします。
ヒント: 多くのタイプの統計を表示するように選択した場合、円グラフが読み取
りにくくなることがあります。このような場合は、「小セクター付き」チャー
ト・スタイルを選択します。
6. オプション: 「チャートの印刷」をクリックします。
「全体統計」タブ:
このタブには、各マッチング・パスのテスト実行の結果と、すべてのマッチング・
パスの結合された結果が表示されます。連続したマッチング・パスを実行した場合
は、それぞれのマッチング・パスを個別に評価することも、結合された結果を評価
することもできます。

全体統計の検討:
Match Designer の「全体統計」タブに、実行されたすべてのパスについての統計デ
ータがグラフィック・フォーマットで表示されます。
このタスクについて
累積統計は、複数のパスをマッチング仕様に示された順に連続してテストする場合
にのみ有用です。「全体統計」タブには、以下の情報が表示されます。
v マッチング仕様内のすべてのパスの現在の実行についての累積統計
v 各パスの現在の実行についての個別の統計
v すべてのマッチング・パスの現在の実行についての統計を比較するチャート
要確認: 「全体統計」タブには、マッチング・パス保留領域にあるマッチング・パ
スに関する情報は表示されません。
手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. マッチング・パスの全体統計を検討する対象のマッチング仕様を開きます。
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3. 「すべてのパスをテスト」をクリックして、アクティブなマッチング・パスをす
べて、順に実行します。このときに、あるマッチング・パスの出力を後続のマッ
チング・パスの入力として使用します。
4. 「全体統計」をクリックします。
タスクの結果
「全体統計」表に、すべてのマッチング・パスの現在の実行についての追加の値が
表示されます。「マッチング・パス」表には、各マッチング・パスの現在の実行に
ついての値が表示されます。

全体統計チャートの表示:
「全体統計」タブには、すべてのマッチング・パスの実行に関する情報を表す、全
体統計チャートが表示されます。
始める前に
アクティブなすべてのマッチング・パスをテストして、全体統計を検討します。
手順
1. 累積統計表の「チャート」列で、表示する統計の各オプションを選択します。
2. 「チャート種別」リストから、以下のいずれかのオプションを選択します。
「統計」
選択したオプションに関する統計を表示するチャートを作成します。
「パス」
マッチング・パスに関する統計を表示するチャートを作成します。
3. チャート・タイプ、チャート・スタイルを選択して「チャートの更新」ボタンを
クリックします。
要確認: 多くのタイプの統計を表示するように選択した場合、円グラフが読み取
りにくくなることがあります。このような場合は、「小セクター付き」チャー
ト・スタイルを選択します。
4. オプション: 「チャートの印刷」をクリックします。

マッチング仕様のレポート作成
マッチング仕様の詳細内容を検討するために、マッチング仕様レポートを作成しま
す。例えば、マッチング・ステージで使用するマッチング仕様を判別するためにレ
ポートを作成することがあります。

マッチング仕様レポートの作成
マッチング仕様を作成したら、プロジェクトのアクティブなすべてのマッチング・
パスを説明するレポートを作成できます。マッチング仕様の内容には、ブロッキン
グ列、マッチング列、マッチング比較、およびカットオフ値などがあります。
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始める前に
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで使用できるように Web ブ
ラウザーを構成します。Web ブラウザーの構成の詳細については、「IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してください。
v Two-source Match ステージまたは One-source Match ステージのマッチング仕様
を作成します。
v テスト環境を定義します。
v マッチング・パスを定義します。

このタスクについて
マッチング仕様レポートでは、アクティブなすべてのマッチング・パスについて説
明します。このパスは、保留領域に存在しないパスです。マッチング仕様内のすべ
てのパスを検討する場合は、保留領域にパスが含まれていないことを確認してくだ
さい。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
2. 「レポート作成」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート・テンプレート」 > 「QualityStage」
> 「レポート・テンプレートの表示」をクリックします。
4. 「マッチング仕様」を選択して「新規レポート」をクリックします。
5. オプション: 「名前」フィールドで、デフォルトの名前を分かりやすい名前に置
換します。例えば、このレポートに選択するマッチング仕様の名前が含まれてい
る名前を選択できます。
6. オプション: 「説明」フィールドで、デフォルトの説明を分かりやすい説明に置
換します。例えば、マッチング仕様が使用されるジョブを含むマッチング仕様の
サマリーを入力することができます。
「保存先フォルダー」フィールドには、新規レポートが保管される、サーバー上
のデフォルトのフォルダーの名前が含まれています。レポートの作成時には、別
のフォルダーを指定することはできません。レポートを表示するときには、レポ
ートを任意のフォルダーに保存することができます。
7. レポート設定を構成します。
a. 「プロジェクト」フィールドから、このレポートを作成する対象のマッチン
グ仕様を含むプロジェクトを選択します。
b. 「マッチング仕様」フィールドで、「値の取得」をクリックし、このレポー
トを作成する対象のマッチング仕様を選択します。
c. レポートのファイル・フォーマットを選択します。
d. オプション: 「有効期限」および「履歴ポリシー」の設定を選択します。
8. 「完了」をクリックして、「保存」、「直ちに実行」、「保存して直ちに実
行」、または「保存して閉じる」のいずれかのオプションを選択します。

マッチング仕様レポートの実行
レポートを作成したら、レポートを実行します。レポートを実行するまで、選択し
たマッチング仕様の内容を示す結果を表示することはできません。
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始める前に
マッチング仕様レポートを作成します。

このタスクについて
レポートを実行する理由の 1 つは、マッチング仕様の内容を示す初期結果を作成す
るためです。もう 1 つの理由としては、レポートを実行する必要があるのは、選択
されたマッチング仕様の更新結果を生成するためです。初期レポートが実行された
後にマッチング仕様が変更された場合は、レポートを再度実行して、マッチング仕
様に対する変更内容を表示する必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
2. 「レポート作成」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
し、実行するレポートを選択します。 表示するレポートがカスタム・フォルダ
ーに保存されていた場合は、レポートを保存するフォルダーを選択します。
4. 「直ちに実行」をクリックします。
5. オプション: 「レポート設定」>「パラメーター」ペインで、レポートの未定義
ランタイム・パラメーターを設定します。 レポートは実行用のキューに入りま
す。レポートの実行が開始されると、「実行中」ペインに実行日および実行時間
が表示されます。
6. オプション: 実行時間などの実行統計を更新するには、「更新」をクリックしま
す。

マッチング仕様レポートの表示
レポートを実行したら、レポートを表示できます。以前に実行した 1 つのレポー
ト、つまりどのレポートも表示できます。

始める前に
マッチング仕様レポートを実行します。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
2. 「レポート作成」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
し、表示するレポートを選択します。 表示するレポートがカスタム・フォルダ
ーに保存されていた場合は、レポートを保存するフォルダーを選択します。
4. 「レポート結果の表示」をクリックします。 レポートが、作成時に選択したフ
ォーマットで開かれます。
5. オプション: レポートを保存します。 レポートを保存する場合は、ローカル・デ
ィスクに保存されます。
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マッチング・ジョブのデザイン
Two-source Match ステージ、One-source Match ステージ、または必要であれば
Match Frequency ステージを使用する IBM InfoSphere QualityStage ジョブをデザイ
ンするときには、マッチング仕様を使用します。

頻度情報の生成: Match Frequency ステージ
Match Frequency ステージでは頻度分布を生成します。これは、マッチング・プロセ
スへの入力に必要です。分布は、マッチング・ジョブとは独立して生成されます。
このステージでは、データベース、ファイル、または処理ステージから入力を受け
取り、入力データ内の列の値の頻度分布を生成します。
頻度情報は、入力データと共に One-source Match ステージ、または、Two-source
Match ステージを実行する場合に使用します。頻度情報は個別に生成されるため、
必要に応じて再利用することができ、したがって、単一ソース・マッチング・ジョ
ブまたは 2 ソース・マッチング・ジョブを実行するたびに生成する必要はありませ
ん。

Match Frequency ステージの入力
Match Frequency ステージでは、頻度情報を生成する対象のデータに対して、1 つの
入力リンクを受け入れます。一部の列の頻度データが必要であるが、他の列の頻度
データは必要でない場合は、マッチング仕様を使用できます。
Match Frequency ステージでは、入力リンク上のデータを読み取り、入力データ内の
列の値の頻度分布を生成します。生成された頻度データは、マッチング・ステージ
に入力する、または、後で使用するために保管する、あるいはその両方を同時に行
うこともできます。
Match Frequency ステージからの出力はデータのマッチングに特に使用されますが、
通常、頻度データは標準化ジョブおよびマッチング・ジョブとは独立して生成され
ます。頻度データの生成プロセスを分離しておくと、ジョブをあらかじめ決めた間
隔で実行することができます。さらに、このジョブを、標準化ジョブおよびマッチ
ング・ジョブと比較して少ない頻度で実行することができます。これは、最適なマ
ッチング結果を得るには、頻度は必ずしも最新である必要はないからです。
Match Frequency ステージは、入力として 1 つのデータ・ファイルを使用します。
このデータ・ファイルの元となるのは、以下のいずれかかです。
v Match Designer で使用する、Data Set ステージで生成されたサンプル・データ・
セット・ファイルからのリンク。
v 以下のステージに必要な情報を持つ、並列データベース、ファイル、または処理
ステージからのリンク。
– One-source Match ステージ
– Two-source Match ステージのデータ・ソース入力
– Two-source Match ステージの参照ソース入力
Match Designer およびマッチング・ステージで使用する前に、入力データを標準化
してください。
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ステージを構成する際には、以下の選択肢があります。
v リポジトリーからのマッチング仕様を指定して、その仕様内のマッチング列につ
いてのみ頻度情報が生成されるようにします。
v マッチング仕様の指定を行わないで、入力のすべての列について頻度情報が生成
されるようにします。
v 出力で報告される頻度の数を増やします。デフォルトは 100 です。
Match Frequency ステージには出力リンクが 1 つあり、そこには以下の 4 つの列が
あります。
v qsFreqVal
v qsFreqCounts
v qsFreqColumnID
v qsFreqHeaderFlag
これらの列内のデータは、Match Designer、One-source Match ステージ、および
Two-source Match ステージへの入力に必要な情報です。
Match Frequency ステージの入力または出力へは、並列データベース・ステージ、フ
ァイル・ステージ、およびほとんどの処理ステージからリンクすることができま
す。

Match Frequency ステージのワークフロー
Frequency Match ステージには、頻度情報を生成するための入力データが必要です。
マッチング・ジョブで使用するマッチング仕様を作成するには、入力データと、(2
ソース・マッチング仕様を作成する場合は) 参照データの頻度情報が必要です。
Match Frequency ステージからのこの頻度情報は、Data Set ステージへの出力でな
ければなりません。 Data Set ステージではデータ・セット・ファイルを作成しま
す。このファイルは、マッチング仕様内のマッチング・パスのテストに Match
Designer が使用できる唯一のファイル・タイプです。
Match Frequency ステージを使用する標準的なワークフローに含まれるタスクは、以
下のとおりです。
v データ・ソースおよび、(2 ソース・マッチング・ジョブを作成する場合は) 参照
ソースのソース・データを標準化する。
v Match Designer の入力として使用するソース・データの典型的なサンプル・デー
タ・セットを準備する。 2 ソース・マッチング仕様を作成する場合は、参照デー
タの典型的なサンプル・データ・セットを準備する。
v Match Frequency ステージを使用してソース・データの頻度情報を生成する。2
ソース・マッチング仕様を作成する場合は、参照データの頻度情報も生成しま
す。入力データについては、すべてのソース・データを使用することも、代表的
なサンプル・ソース・データのみを使用することもできます。すべてのソース・
データを使用する場合は、ジョブの実行に多くの時間を必要とすることがありま
すが、頻度情報は入力としてサンプルを使用する場合よりも正確である可能性が
あります。
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v Match Designer の入力として、サンプル・データとともに Match Frequency ステ
ージの出力を使用して、2 ソース・マッチング仕様かまたは単一ソース・マッチ
ング仕様を作成する。
v オプションです。マッチング・ジョブで使用される頻度データの量を削減する必
要がある場合は、Frequency Match ステージ・ジョブを再実行する。ただし、こ
のジョブの再実行では、作成したマッチング仕様を選択します。Frequency Match
ステージ・ジョブでマッチング仕様を選択すると、頻度データはこのマッチン
グ・ジョブに関係する列のみに限定されます。
v Two-source Match ステージまたは One-source Match ステージを含む IBM
InfoSphere QualityStage ジョブを作成します。
v このジョブ用に作成したマッチング仕様を選択します。

マッチング頻度ジョブの作成
デザイナー・クライアントのキャンバスでマッチング頻度ジョブを作成する場合
は、ソース・データを含むステージを、1 つの出力と共に Match Frequency ステー
ジに入力します。

このタスクについて
Standardize ステージから直接に入力を取り込み、それを同じジョブで Frequency
Match ステージに直接出力する方法が考えられますが、この方法にはいくつかの問
題があります。
v パフォーマンス。頻度の生成には時間がかかります。代わりに、例えば定期的に
(毎月など) 頻度の生成を実行して、夜間に実行するマッチングをサポートしま
す。
v リアルタイムでないこと。Frequency Match ステージは、リアルタイム・モード
で実行されないので、このステージはリアルタイムの互換性がありません。
v データが典型的でないこと。特定のマッチング実行のデータは典型的なものでな
い可能性があります。頻度は、典型的なデータ・セットに基づいてビルドしま
す。
頻度データは他のジョブ (Standardize ステージやマッチング・ステージを使用する
ジョブなど) とは別個に生成されるモジュラー・ジョブをビルドする方が適切で
す。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「ジョブ」と「パラレル・ジョブ」を選択して、「OK」をクリックします。
4. 「データ品質」パレットから、Match Frequency ステージを選択し、それをキャ
ンバスの中央にドラッグします。
5. 「ファイル」パレットで、Sequential File ステージを選択し、それを Match
Frequency ステージの左方のキャンバス上にドラッグします。それを Match
Frequency ステージにリンクします。 このステージでは、ソース・データを
Match Frequency ステージに入力します。ソース・データは通常、ファイルまた
はデータベースから入手しますが、ソース・データを他のステージで前処理して
から、Match Frequency ステージに入力することもできます。
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6. Data Set ステージを選択し、それを Match Frequency ステージの右方のキャン
バス上にドラッグします。Match Frequency ステージを Data Set ステージにリ
ンクします。 このステージでは、Match Frequency ステージからの出力を受け取
ります。任意のファイル、データベース、または処理ステージを使用できます。
ただし、Match Designer への入力として頻度データを使用してマッチング仕様を
作成する計画の場合は、InfoSphere DataStage Data Set ステージを使用する必要
があります。
7. Sequential File ステージをダブルクリックします。
a. 「出力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、入力データの読
み取り元のファイルを入力または選択します。 別のステージを入力に使用し
ていた場合は、該当する入力を選択して、ソースが必要とする追加プロパテ
ィーを定義します。
b. 「出力」>「列」タブで、「ロード」をクリックして表定義を選択します。
c. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。
8. Data Set ステージ (または、出力に使用した他のステージ) をダブルクリックし
ます。
a. 「入力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、出力データの書
き込み先のファイルを入力または選択します。 別のステージを出力に使用し
ていた場合は、該当する出力を選択して、ターゲットが必要とするプロパテ
ィーを定義します。
b. 「OK」をクリックします。
9. オプション: ステージおよびリンクの名前を、ジョブまたはプロジェクトにおけ
る機能を反映するわかりやすい名前に変更します。

Match Frequency ステージの構成
Match Frequency ステージの構成時に、入力データのソースを判別し、ステージ・プ
ロパティーを編集して、データをターゲット・ファイルに送ります。

このタスクについて
Frequency Match ステージ・ジョブを使用すると、マッチング仕様を選択して、マッ
チング・ジョブに関係する列についてのみの頻度情報を生成できます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 構成する Match Frequency ステージを含むジョブを開きます。
3. 「Match Frequency」ステージをダブルクリックします。
4. オプション: 「...」をクリックして、マッチング仕様を選択します。
a. 「リンク・タイプ」ペインで、入力リンクがデータ・ソースからである場合
は、「データ」を選択します。入力リンクが参照ソースからである場合は、
「参照」を選択します。
5. マッチング仕様を使用しない場合は、「マッチング仕様を使用しない」を選択し
ます。 ジョブによって、入力データのすべての列についての頻度情報が生成さ
れます。
6. オプション: 出力に表示される最大頻度数を増やすには、「最大頻度項目数」フ
ィールドに、101 から 100,000 までの数値を入力します。 デフォルトでは、頻
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度の高いものから順に 100 までの異なる頻度が出力されます。多数のレコード
を処理する場合には、この数を増やしてください。
7. 「ステージ・プロパティー」をクリックします。
a. 「出力」 > 「マッピング」タブで、列を選択し、それを出力リンクにマップ
します。
8. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。

Match Frequency ステージ表定義の保存
Match Frequency ステージ・ジョブを実行すると、表定義が作成されます。この表定
義を保存します。これは、One-source Match ステージ・ジョブまたは Two-source
Match ステージ・ジョブで頻度データを使用するときに、この表定義をロードする
必要があるからです。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 表定義を保存する対象の Match Frequency ステージを含むジョブを開きます。
3. Match Frequency ステージをダブルクリックして、「ステージ・プロパティ
ー」をクリックします。
4. 「出力」>「列」タブをクリックして、「保存」をクリックします。
5. 「表定義の保存」ウィンドウの「表/ファイル名」フィールドに表定義の名前を入
力して、「OK」をクリックします。
6. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義を保存するフォルダーを選
択して、「保存」をクリックします。
7. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。

単一ソースのマッチング: One-source Match ステージ
One-source Match ステージでは、単一ソース・ソース・ファイルのレコードをマッ
チングします。
レコードのグループ化の例としては、同じ個人、世帯、イベントに該当するすべて
のレコードの検出が挙げられます。さらに、ファイルの重複除去を行って、1 件の
顧客の請求書をすべてグループ化したり、郵送リストをマージしたりすることがで
きます。
One-source Match ステージでは、以下のアクションを実行します。
v ウェイトがマッチング・カットオフ値を超えるすべてのレコードを重複レコー
ド・セットとして分類する。
v 重複レコードのセット内で、自分自身とのマッチングのウェイトが最も高いレコ
ードを選択することによって、マスター・レコードを識別する。このマスター・
レコードは、その重複レコード・セットに関連付けられます。
v 重複セットに含まれないレコードを不一致レコードとする。一般に、この不一致
とマスター・レコードが次のパスで使用可能になります。
v 重複を後続のパスで除外する。ただし、後続のパスに重複レコードを含めたい場
合は、「独立」のマッチング・タイプを選択することができます。
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One-source Match ステージの出力には、マスター・レコード、マッチング・カット
オフを超える重複、要検討の重複、不一致レコード、およびマッチング・プロセス
結果についての統計を入れることができます。この出力は、Survive ステージの入力
として使用できます。

One-source Match ステージへの入力
One-source Match ステージでは次の 2 つの入力リンクを受け入れます。1 つはソー
ス・データ用のリンクで、もう 1 つは、そのデータの頻度情報からのリンクです。
One-source Match ステージでは、単一ソース・マッチング仕様を使用して、データ
のグループ化およびマッチングを行います。
ソース・データを One-source Match ステージに追加するには、以下のソースからの
リンクが必要です。
v 一致を見つける対象のデータ。出力を作成するいずれかのステージがソースであ
る場合があります。ただし、ベスト・プラクティスとして、One-source Match ス
テージを使用する前にデータを標準化してください。
v Match Frequency ステージで生成された、そのデータの頻度情報。Match
Frequency ステージからの頻度データを、現行ジョブの一部として入力できま
す。また、以前に実行されたマッチング頻度ジョブの出力である頻度データを入
力することもできます。
このステージを構成する場合、リポジトリーからの既存のマッチング仕様を指定す
る必要があります。このマッチング仕様は、単一ソース・マッチング・タイプでな
ければならず、また One-source Match ステージに入力するデータの列定義に基づい
ている必要があります。
One-source Match ステージでは、マッチング仕様に基づいて、入力データのマッチ
ングおよびグループ化を行います。出力する列は、ユーザーが選択します。

One-source Match ステージのワークフロー
One-source Match ステージには、特定の属性に従ってデータを処理するための、単
一ソース・マッチング仕様、標準化済みデータ、および頻度情報が必要です。
One-source Match ステージを使用する標準的なワークフローに含まれるタスクは、
以下のとおりです。
v ソース・データを標準化します。
v ソース・データから典型的なサンプル・データ・セットを作成します。
v Match Frequency ステージを実行して、頻度情報を生成します。Match Designer
で使用する場合は、出力に Data Set ステージを使用します。
v Match Designer を使用して、One-source Match ステージで使用するマッチング仕
様を作成します。
v オプションです。頻度データの量を削減する必要がある場合は、Frequency Match
ステージ・ジョブを再実行します。ただし、このジョブの再実行では、単一ソー
ス・マッチング用に作成したマッチング仕様を使用します。単一ソース・マッチ
ング仕様を使用すると、頻度データはこのマッチング・ジョブに関係する列のみ
に限定されます。
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v ソース・データと頻度情報を入力として、One-source Match ステージを含む IBM
InfoSphere QualityStage ジョブを作成します。
v One-source Match ステージを構成します。このステージには、作成した単一ソー
ス・マッチング仕様の選択が含まれています。
v One-source Match ステージの出力情報を、Survive ステージの入力として使用し
ます。

One-source Match ステージ・ジョブの作成
One-source Match ステージ・ジョブでは、One-source Match ステージをジョブに追
加して、それを 2 つのソース・ステージと最大 5 つの出力ステージにリンクする
必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「ジョブ」と「パラレル・ジョブ」を選択して、「OK」をクリックします。
4. 「データ品質」パレットで、One-source Match ステージを選択し、それをキャ
ンバスの中央にドラッグします。
5. パレットで、2 つの入力ステージを追加します。以下のデータ・ソースごと
に、1 つ追加します。
a. データ・ソース
b. データ・ソースの頻度情報
通常、ソース・データはファイルまたはデータベースから入手しますが、ソー
ス・データを他のステージで前処理してから One-source Match ステージに入力
することもできます。
6. 入力ステージを次の順序でリンクします。
a. データ
b. データ頻度
7. パレットで、One-source Match ステージで使用する予定の各出力オプションに
ついて 1 つの、最大 5 個の出力ステージを追加します。 以下に、5 つの出力
オプションをリストします。
v 一致
v 要検討
v 重複
v 不一致
v マッチング統計
出力ステージでは、任意のファイル、データベース、または処理ステージを使
用できます。
8. 使用する予定のマッチング出力オプションについて、以下の順序でステージを
リンクします。
a. 一致
b. 要検討
c. 重複
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d. 不一致
e. マッチング統計
注: 「ステージ」>「リンク順序」タブで、リンク・ラベルとリンク名が正しい
ことを検証します。
9. 入力ステージをダブルクリックします。
a. 「出力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、入力データの読
み取り元のファイルを入力または選択します。 ファイル・ステージ以外の
ステージを入力に使用していた場合は、該当する入力を選択して、ソースが
必要とする追加プロパティーを定義します。
b. 「出力」>「列」タブで、「ロード」をクリックして表定義を選択します。
頻度入力の表定義を選択する場合は、頻度マッチング・ジョブの実行時に作
成した表定義を使用します。
c. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。
d. すべての入力ステージが構成されるまで、この手順を繰り返します。
10. 出力ステージをダブルクリックします。
a. 「入力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、出力データの書
き込み先のファイルを入力または選択します。 ファイル・ステージ以外の
ステージを出力に使用していた場合は、該当する出力を選択して、ターゲッ
トが必要とするプロパティーを定義します。
b. 「OK」をクリックします。
c. すべての出力ステージが構成されるまで、この手順を繰り返します。
11. オプション: ステージおよびリンクの名前を、ジョブまたはプロジェクトにおけ
る機能を反映するわかりやすい名前に変更します。

One-source Match ステージの構成
このステージを含むジョブを作成したら、使用可能なマッチング仕様と、1 つのデ
ータ・ソース内のレコードと一致するその他の設定を選択します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 構成する One-source Match ステージを含むジョブを開きます。
3. One-source Match ステージをダブルクリックします。
4. 「マッチング仕様」フィールドで、「...」をクリックして、単一ソース・マッチ
ング仕様を選択します。
5. オプション: 選択したマッチング仕様のいずれかのマッチング・カットオフ値を
オーバーライドするには、「オーバーライド・カットオフ」を選択して、「マ
ッチング」または「要検討」列に新規の値またはジョブ・パラメーターを入力
します。
6. オプション: オーバーライド・マッチング・カットオフに複数のカットオフ値を
設定するには、オーバーライドする値を選択して矢印アイコンをクリックしま
す。次のいずれかのオプションを選択します。
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オプション

操作

既存のジョブ・パラメーターを使用する場合

「ジョブ・パラメーター」と既存のパラメー
ターを選択します。

新規ジョブ・パラメーターを入力する場合

「ジョブ・パラメーター」 > 「新規」を選
択して、新規パラメーターを定義します。

特定の値を入力する場合

「入力値」を選択して、値を入力します。

7. オプション: マッチング・カットオフ値をオーバーライドする場合に、マッチン
グ仕様のマッチング・カットオフ値に戻すには、次のいずれかのオプションを
選択します。
オプション

操作

オーバーライドされたすべての値を戻す場合

「オーバーライド」をクリアします。

選択されたオーバーライド値を戻す場合

戻す値を選択します。「選択されたカットオ
フの設定値」をクリックして、「マッチング
仕様からの値」を選択します。

8. 「マッチング・タイプ」ペインから、マッチング・タイプを選択します。
9. 「マッチング出力」ペインで、作成する 1 つ以上の出力を選択します。以下の
条件に注意してください。
v 選択する出力にはそれぞれ、対応する出力リンクがなければなりません。
v 出力は、複数のリンクに送ることはできません。
10. 「ステージ・プロパティー」をクリックします。
a. 「出力」 > 「マッピング」タブで、列を選択し、それを出力リンクにマッ
プします。
11. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。
One-source Match ステージのマッチング・タイプ:
One-source Match ステージのマッチング・タイプで、マッチング・パス間の関係、
それぞれのパスで処理されるレコード、およびグループの形成方法を判別します。
One-source Match ステージを使用する場合は、次のいずれかのマッチング・タイプ
を選択します。
v 従属。単一ソース従属マッチングのパスでは、データを順に処理します。各パス
では、グループはマスター・レコードを中心にして作成されます。同じマスタ
ー・レコードのすべてのパスで形成されるグループは、結合されて、マスターの
最終グループが作成されます。グループ内の重複レコードはそれぞれ、いずれか
のマッチング・パスでグループのマスター・レコードとマッチングします。パス
のマスター・レコードと不一致レコードは、後続のパスで使用できます。重複は
考慮されません。このためこれらは複数のグループには割り当てられません。既
存のマスター・レコードは、その後のパスでのグループ作成では優先されます。
v 独立。単一ソース独立マッチングの各パスでは、すべての入力レコードを処理し
ます。単一ソース従属マッチング・タイプの場合のように、各パスでは、グルー
プはマスター・レコードを中心にして作成されます。しかし、パスはそれぞれ、
すべての入力レコードを処理するため、1 つのレコードが複数のパスからのグル
ープのメンバーである場合があります (同様に、レコードは、あるパスで作成さ
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れたグループ内のマスターである一方、別のパスで作成されたグループでは重複
であることがあります)。すべてのパスからのグループはマージされるため、共通
のレコードを持つグループは単一グループを形成します。レコード A はレコー
ド B を持つグループに存在し、レコード B はレコード C を持つ別のグループ
に存在する場合、この 2 つのグループはマージされるため、レコード A、B、お
よび C はすべて同一グループに存在することになります (レコードが存在するの
は 1 グループまでです)。グループは、共通のレコードを持つグループがすべて
マージされるまで、マージされます。パス・レベルでは、グループ・メンバーシ
ップを判別する関係は、マスター・レコードをマッチングするレコードの関係で
す。ただし、マージ・プロセスでは、関係はグループ・メンバーシップの 1 つで
す。したがって、グループのメンバーは関係のチェーンによって接続でき、必ず
しもすべてが 1 つの共通のマスターとマッチングするわけではありません。
v 推移。単一ソース独立マッチングの場合と同様に、単一ソース推移マッチングで
もそれぞれのパスですべてのレコードを処理します。ただし、単一ソース推移マ
ッチングでは、単一ソース独立マッチング・タイプの場合と異なり、パス・レベ
ルのグループは作成されません。これに代わり、グループの作成には、マッチン
グ・カットオフを超えるスコアを持つすべてのレコード・ペアが使用されます。
パス・レベルのグループを作成すると、各レコード・ペアが別のグループに入れ
られる場合、パスでレコード・ペアのスコアがマッチング・カットオフを超えて
いたという情報は廃棄されます。単一ソース推移マッチング・タイプでは、この
情報を廃棄しません。任意のパスでのマッチング・カットオフを超えるスコアを
持つレコードはすべて同じグループに存在するようにグループを作成します。例
えば、レコード A とレコード B のスコアはあるパスでマッチング・カットオフ
を超え、レコード B とレコード C のスコアはあるパス (同じパスの可能性あり)
でマッチング・カットオフを超える場合、レコード A、B、および C は同一グル
ープに追加されます (レコードが存在するのは 1 グループまでです)。グループの
メンバーは、単一ソース従属マッチングの場合と同様に、関係のチェーンによっ
て接続でき、必ずしもすべてが 1 つの共通のマスターとマッチングするわけでは
ありません。しかし、単一ソース推移チェーンは、マッチング・カットオフを超
えるスコアを持つすべてのペアを使用するため、さらに拡張できます。
ほとんどの場合は従属マッチング・タイプを選択します。これは、重複を対象外に
して、後続のパスで他のレコードとマッチングしないようにするためです。
ただし、住所とは関係なく個人または組織をリンクする場合は、独立オプションが
便利です。これは例えば、ある医者が仕事をしているすべての場所をリンクするよ
うなことが考えられます。
推移オプションは、重複識別を行うときの支援となるフィールド (生年月日および
運転免許証番号など) への不整合なデータ入力の理由を説明する必要がある場合に
便利です。
従属マッチング・タイプおよび独立マッチング・タイプの処理例
以下の例は、One-source Match ステージで、独立マッチング・タイプを使用する方
法を示します。表には、同じ人物を示す 4 つのレコードが示されています。住所と
は無関係に、同一人物の一致に関するすべてのレコードが必要であるとします。
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表 7. 同じ個人を説明する 4 つのレコード
レコード

名前

住所

納税者番号

1

William Nickson

123 Rodeo Drive

123456789

2

Bill Nixon

123 Rodeo Drive

3

B Nickson

978 Sunset Blvd.

123456789

4

Nickson

456 Western Ave.

123456789

このデータを使用するマッチング・プロセスでは、選択したマッチング・タイプに
応じてさまざまな結果が生じます。
v 従属
– 最初のパスで、名前と住所でブロッキング、マッチングを行います。レコード
1 と 2 が、一致ペアと判断されます。レコード 3 と 4 は、不一致レコード
と判断されます。
– レコード 2 (納税番号がない) がマスターとして選択されると、レコード 1 が
重複とみなされ、レコード 1 は 2 番目のパスでは使用されません。
– 2 番目のパスでは、名前と納税番号でブロッキング、マッチングを行うとする
と、レコード 3 と 4 だけが一致となります。この結果、一致レコードのグル
ープが、レコード 1 とレコード 2、そして、レコード 3 とレコード 4 の 2
つとなります。
v 独立
– 最初のパスの結果は、従属マッチングと同じです。レコード 1 と 2 が、一致
ペアと判断されます。レコード 3 と 4 は、不一致レコードと判断されます。
– レコード 2 (納税番号がない) がマスターとして選択されても、重複レコード
のレコード 1 も残りのレコードとの比較が行われます。名前と納税番号でブ
ロッキング行った場合、レコード 1、3、4 が一致となります。パス 1 でレコ
ード 1 がレコード 2 で一致となっていますから、出力は 4 つすべてのレコ
ードがリンクされた 1 つのグループになります。
従属マッチング・タイプおよび推移マッチング・タイプの処理例
以下の例は、One-source Match ステージで、推移マッチング・タイプ・オプション
を使用する方法を示します。表には、同じ姓のレコード間での 1 日の差異を示す 6
個のレコードが表示されています。同じ姓のレコードは、日付の差が 1 日以内の場
合は一致させる必要があります。
表 8. 同じ姓のレコード間での 1 日の差異を示すレコード
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レコード 姓

日付

5

Clifford

19530831 Benn

MP

0

1

5

5

7

Clifford

19530829 George

DA

0

1

5

7

6

Clifford

19530830 George

DA

0

1

5

6

8

Clifford

19530731 Thomas

MP

0

1

8

8

9

Clifford

19530801 David

DA

0

1

8

9

10

Clifford

19530802 David

DA

0

1

8

10
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名

qsMatch qsMatch qsMatch qsMatch qsMatch
DataID
タイプ
ウェイト 「パス」 SetID
番号

このデータを使用するマッチング・プロセスでは、選択したマッチング・タイプに
応じてさまざまな結果が生じます。
v 従属
– 1 番目のパスは、姓でブロックし、1 日の日付許容度を使用して日付でマッチ
ングします。レコード 5 と 6 が、一致ペアと見なされます。
– レコード 5 がマスター・レコードとして選択されると、レコード 6 は 2 番
目のパスには使用できず、他のレコードとマッチングされません。
v 推移
– 1 番目のパスは、姓でブロックし、1 日の日付許容度を使用して日付でマッチ
ングします。レコード 5 と 6 が、一致ペアと見なされます。
– レコード 5 がマスター・レコードとして選択されると、レコード 6 は後続の
パスで使用可能で、残りのレコードと比較されます。レコード 6 と 7 が、一
致ペアと見なされます。レコード 5 は 1 番目のパスでレコード 6 とマッチ
したため、3 つのレコードがすべてリンクされている 1 つのグループが作成
されます。レコード 5 と 6 は一致します。レコード 6 と 7 は一致します。
したがって、レコード 5、6、および 7 は同一の一致したセット内にありま
す。
One-source Match ステージのマッチング出力:
One-source Match ステージでは、最大 5 つまでの出力リンク、および並列データベ
ースまたはファイル・ステージ、および多くの処理ステージに対するリンクを選択
できます。
以下の出力オプションから選択します。オプションはそれぞれ、別々の出力リンク
に出力されます。したがって、出力リンクの数は、選択した出力オプションの数に
対応します。
v 「一致」。マスター・レコード。
v 「要検討」。要検討範囲に該当する重複。
v 「重複」。値がマッチング・カットオフを超える重複レコード。
v 「不一致」。マスター、重複、要検討のいずれでもないレコード。
v 「マッチング統計」。各マッチング・パスのマッチング・プロセスのマッチング
結果および統計に関するサマリー統計。
出力オプションを特定の出力リンクと関連付けるには、「ステージ・プロパティ
ー」>「リンク順序」タブを使用します。選択した各出力オプションのレコードが、
意図されたリンクに出力されるようにするには、「リンク順序」タブにチェック・
マークを付けます。
必要であれば、他の InfoSphere DataStage ステージ (例: Funnel ステージ) を追加し
て、出力の一部または全部を単一のファイルまたは表に統合することができます。
出力に使用できる列は、すべての入力列と、マッチング・プロセスで作成された列
になります。
不一致出力には、次の列が含まれています。
v qsMatchDataID: データ・レコード ID。
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v qsMatchType: レコードのマッチング ID。以下のいずれかです。
– MP. マスター・レコード。
- DA: 重複レコード。
- CP: 要検討レビューを必要とするレコード。
– RA: 不一致レコード。
v qsMatchSetId: マッチング・セット ID。(不一致レコードの場合、この識別子はデ
ータ・レコード ID と同じです。)
一致、要検討、および重複の出力には、以下の列に加えて上記の 3 つの列が含まれ
ます。
v qsMatchWeight: ウェイト。
v qsMatchPattern: パターン。
v qsMatchLRFlag: 左の場合「L」、右の場合は「R」。
v qsMatchExactFlag: 完全一致の場合、「X」が設定されます。
v qsMatchPassNumber: 一致が検出されたパスの数。
「マッチング統計」出力オプションを選択する場合、出力列には必ずデフォルト名
を使用するようにしてください。統計の出力には、以下の列が含まれます。
v qsMatchPassNumber: 一致が検出されたパスの数。
v qsMatchStatType: 統計タイプの識別に使用される番号。
v qsMatchStatValue: 個々の統計の値。
v qsMatchWeight: ウェイト。

2 つのソースのマッチング: Two-source Match ステージ
Two-source Match ステージでは、入力データ (参照レコードとデータ・レコード)
の 2 つのソースを比較して、マッチングします。
Two-source Match ステージでは、マッチングに次の 4 つのデータのソース使用し
ます。
v データ・ソース
v Match Frequency ステージで生成された、データ・ソースに関する頻度情報。
v 参照ソース
v Match Frequency ステージで生成された、参照ソースに関する頻度情報。

Two-source Match ステージへの入力
Two-source Match ステージでは、4 個の入力ソースを使用します。データ・ソース
および参照ソースは、並列データベース、ファイル、または処理ステージのいずれ
でもかまいません。
Two-source Match ステージの 4 つの入力のソースは、次のとおりです。
v データ・ソース
v 参照ソース
v Match Frequency ステージで生成された、データ・ソースおよび参照ソースに関
する頻度情報。Match Frequency ステージからの頻度データを、現行ジョブの一
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部として入力できます。また、以前に実行されたマッチング頻度ジョブの出力で
ある頻度データを入力することもできます。
このステージを構成する場合は、データ・ソースおよび参照ソースの列定義に基づ
いて、リポジトリーからの既存の 2 ソース・マッチング仕様を指定します。
Two-source Match ステージでは、マッチング仕様に基づいて、入力データのマッチ
ングおよびグループ化を行います。出力する列は、ユーザーが選択します。

Two-source Match ステージのワークフロー
Two-source Match ステージでは、ソース・データとしての標準化されたデータと参
照データ、2 ソース・マッチング仕様、および両ソースの頻度情報が必要です。
Two-source Match ステージを使用する標準的なワークフローに含まれるタスクは、
以下のとおりです。
v データ・ソースおよび参照ソースのソース・データを標準化します。
v ソース・データから典型的なサンプル・データ・セットを作成します。
v Match Frequency ステージを実行して、頻度情報を生成します。Match Designer
で使用する場合は、出力に Data Set ステージを使用します。
v Match Designer を使用して、Two-source Match ステージで使用するマッチング仕
様を作成します。
v オプションです。2 ソース・マッチング・ジョブで使用される頻度データの量を
削減する必要がある場合は、Frequency Match ステージ・ジョブを再実行しま
す。ただし、このジョブの再実行では、作成した 2 ソース・マッチング仕様を選
択します。Frequency Match ステージ・ジョブで 2 ソース・マッチング仕様を選
択すると、頻度データはこのマッチング・ジョブに関係する列のみに限定されま
す。
v データ・ソース、参照ソース、および各ソースの頻度情報を入力として、
Two-source Match ステージを含む IBM InfoSphere QualityStage ジョブを作成し
ます。
v Two-source Match ステージを構成します。このステージには、作成した 2 ソー
ス・マッチング仕様の選択が含まれています。
v Two-source Match ステージの出力情報を、Survive ステージの入力として使用し
ます。

Two-source Match ステージ・ジョブの作成
Two-source Match ステージ・ジョブでは、Two-source Match ステージをデザイナ
ー・クライアントのキャンバスに追加し、データ・ソースと参照ソースおよび出力
ステージにリンクする必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「ジョブ」と「パラレル・ジョブ」を選択して、「OK」をクリックします。
4. 「データ品質」パレットで、Two-source Match ステージを選択し、それをキャ
ンバスの中央にドラッグします。
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5. パレットで、4 つの入力ステージを追加します。以下のデータ・ソースごと
に、1 つ追加します。
a. データ・ソース
b. データ・ソースの頻度情報
c. 参照ソース
d. 参照ソースの頻度情報
通常、ソース・データはファイルまたはデータベースから入手しますが、ソー
ス・データを他のステージで前処理してから Two-source Match ステージに入
力することもできます。
6. 入力ステージを次の順序でリンクします。
a. データ
b. 参照資料
c. データ頻度
d. 参照頻度
7. パレットで、Two-source Match ステージで使用する予定の出力オプションごと
に 1 つの、最大 7 個の出力ステージを追加します。 以下に、7 つの出力オプ
ションをリストします。
v 一致
v 要検討
v データ重複
v 参照重複
v データ不一致
v 参照不一致
v マッチング統計
出力ステージでは、任意のファイル、データベース、または処理ステージを使
用できます。
8. 使用する予定のマッチング出力オプションについて、以下の順序でステージを
リンクします。
a. 一致
b. 要検討
c. データ重複
d. 参照重複
e. データ不一致
f. 参照不一致
g. マッチング統計
注: 「ステージ」>「リンク順序」タブで、リンク・ラベルとリンク名が正しい
ことを検証します。
9. 入力ステージをダブルクリックします。
a. 「出力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、入力データの読
み取り元のファイルを入力または選択します。 ファイル・ステージ以外の
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ステージを入力に使用していた場合は、該当する入力を選択して、ソースが
必要とする追加プロパティーを定義します。
b. 「出力」>「列」タブで、「ロード」をクリックして表定義を選択します。
頻度入力の表定義を選択する場合は、頻度マッチング・ジョブの実行時に作
成した表定義を使用します。
c. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。
d. すべての入力ステージが構成されるまで、この手順を繰り返します。
10. 出力ステージをダブルクリックします。
a. 「入力」>「プロパティー」タブで、「File = ?」を選択し、出力データの書
き込み先のファイルを入力または選択します。 ファイル・ステージ以外の
ステージを出力に使用していた場合は、該当する出力を選択して、ターゲッ
トが必要とするプロパティーを定義します。
b. 「OK」をクリックします。
c. すべての出力ステージが構成されるまで、この手順を繰り返します。
11. オプション: ステージおよびリンクの名前を、ジョブまたはプロジェクトにおけ
る機能を反映するわかりやすい名前に変更します。

Two-source Match ステージの構成
このステージを含むジョブを作成したら、使用可能なマッチング仕様と、2 つのデ
ータ・ソース内のマッチング・レコードを判別するその他の設定を選択します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開きます。
2. 構成する Two-source Match ステージを含むジョブを開きます。
3. Two-source Match ステージをダブルクリックします。
4. 「マッチング仕様」フィールドで、「...」をクリックして、2 ソース・マッチン
グ仕様を選択します。
5. オプション: 選択したマッチング仕様のいずれかのマッチング・カットオフ値を
オーバーライドするには、「オーバーライド・カットオフ」を選択して、「マ
ッチング」、「要検討」、または「重複」列に新規の値またはジョブ・パラメ
ーターを入力します。
6. オプション: オーバーライド・マッチング・カットオフに複数のカットオフ値を
設定するには、オーバーライドする値を選択して矢印アイコンをクリックしま
す。次のいずれかのオプションを選択します。
選択

操作

既存のジョブ・パラメーターを使用する場合

「ジョブ・パラメーター」と既存のパラメー
ターを選択します。

新規ジョブ・パラメーターを入力する場合

「ジョブ・パラメーター」 > 「新規」を選
択して、新規パラメーターを定義します。

特定の値を入力する場合

「入力値」を選択して、値を入力します。

7. オプション: マッチング・カットオフ値をオーバーライドする場合に、マッチン
グ仕様のマッチング・カットオフ値に戻すには、次のいずれかのオプションを
選択します。
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選択

操作

オーバーライドされたすべての値を戻す場合

「オーバーライド」をクリアします。

選択されたオーバーライド値を戻す場合

戻す値を選択します。「選択されたカットオ
フの設定値」をクリックして、「マッチング
仕様からの値」を選択します。

8. 「マッチング・タイプ」ペインから、マッチング・タイプを選択します。
9. 「マッチング出力」ペインで、作成する 1 つ以上の出力を選択します。以下の
条件に注意してください。
v 選択する出力にはそれぞれ、対応する出力リンクがなければなりません。
v 出力は、複数のリンクに送ることはできません。
10. 「ステージ・プロパティー」をクリックします。
a. 「出力」 > 「マッピング」タブで、列を選択し、それを出力リンクにマッ
プします。
11. 「OK」をクリックし、さらに「OK」をクリックします。
Two-source Match ステージのマッチング・タイプ:
Two-source Match ステージのマッチング・タイプで、マッチング・パス間の関係、
それぞれのパスで処理されるレコード、およびグループの形成方法を判別します。
Two-source Match ステージを使用する場合は、次のいずれかのマッチング・タイプ
を選択します。
「多対 1」
参照ソース・レコードは、多数のデータ・ソース・レコードと一致すること
が可能です。これに対して、1 つのデータ・ソース・レコードがマッチング
できるのは、1 つの参照ソース・レコードとのみです。例えば、データ・ソ
ースの「101 Main St.」が参照ソースの 2 つのレコード、「101-199 Main
St SW」と「101-199 Main St SE」に一致する場合、1 番目の参照ソース・
レコードが一致レコードとなり、2 番目の参照ソース・レコードは、この特
定のデータ・ソース・レコードと一致するとは見なされません。2 番目の参
照ソース・レコードは、別のデータ・ソース・レコードと一致する可能性が
あります。
「多対 1 複数」
各参照ソース・レコードがデータ・レコードに対してスコア計算された場合
に、一致ペアと同じウェイトが設定された参照ソース・レコードは、重複レ
コードのフラグが設定されます。1 つのデータ・ソース・レコードが、複数
の参照ソース・レコードと一致することがあります。例えば、データ・ソー
スの「101 Main St.」が参照ソースの 2 つのレコード、「101-199 Main St
SW」と「101-199 Main St SE」と一致する場合、片方の参照ソース・レコー
ドが一致レコードとなり、他方のレコードは重複とされます。
「多対 1 重複」
「多対 1 複数」オプションの場合と同様ですが、重複カットオフ値を超え
るレベルで一致する追加の参照ソース・レコードは重複のフラグが付けられ
る点が異なります。この機能は、マッチング・ウェイトよりウェイトが低い
レコードに重複フラグを設定できることを示しています。例えば、データ・
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ソースの「101 Main St.」が参照ソースの 3 つのレコード、「101-199
Main St SW」、「101-199 Main St SE」、および「101 Main Rd」と一致す
る場合、「101-199 Main St SW」が一致レコードとなり、他の 2 つの住所
は重複とされる場合があります。
「1 対 1」
データ・ソースの 1 つのレコードが参照ソースの 1 つのレコードとのみ一
致とします。参照ソースの 1 つのレコードも、1 つのデータ・ソース・レ
コードにのみ一致します。
Two-source Match ステージのマッチング出力:
Two-source Match ステージでは、最大 7 つの出力が可能です。この機能により、
以下のオプションを使用して、レコードを次の各カテゴリーからさまざまな出力に
送ることができます。
以下のいずれかのオプションを使用して、さまざまなリンクにレコードを送ること
ができます。
v 「一致」。両方の入力が一致したレコード。
v 「要検討」。両方の入力で検討を要するレコード。
v 「データ重複」。データ・ソース内の重複レコード。
v 「参照重複」。参照ソース内の重複レコード。
v 「データ不一致」。データ入力の不一致レコード。
v 「参照不一致」。参照入力の不一致レコード。
v 「マッチング統計」。各マッチング・パスのマッチング・プロセスのマッチング
結果および統計に関するサマリー統計。
これらの各オプションには、それぞれ独立した出力にリンクさせる必要がありま
す。出力先のリンクは、「ステージ・プロパティー」>「リンク順序」タブで制御で
きます。
必要であれば、他の InfoSphere DataStage ステージ (例: Funnel ステージ) を追加し
て、出力の一部または全部を単一のファイルまたは表に統合することができます。
出力に使用できる列は、すべての入力列と、マッチング・プロセスで作成された列
になります。「マッチング統計」出力オプションを選択する場合、出力列には必ず
デフォルト名を使用するようにしてください。

事前定義マッチング・ジョブ
IBM InfoSphere QualityStage に装備されたマッチング・ジョブを使用して、1 つま
たは 2 つの入力データ・ソースからのレコードのマッチングを行うことができま
す。事前定義マッチング・ジョブは、「マッチング仕様のセットアップ・ウィザー
ド」を使用して作成するマッチング仕様を追加した後で実行可能です。
事前定義マッチング・ジョブは、以下のファイルにあります。
installation_directory¥Clients¥Samples¥DataQuality¥MatchTemplates¥Jobs¥
PredefinedJobs.dsx
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ここで、installation_directory は、InfoSphere Information Server クライアント層のル
ート・インストール・ディレクトリーです。
「データ品質」 > 「マッチング・テンプレート」 > 「ジョブ」の順に選択するこ
とによって、ジョブをインポートし、それらのジョブを Designer Client リポジトリ
ー・ツリーに表示できます。
以下の表は、事前定義マッチング・ジョブと、各ジョブの目的をリストしたもので
す。
表 9. 事前定義マッチング・ジョブ
ジョブ名

目的

MT30_BusinessDeduplicationMatch

単一データ・ソース内で同じ住所の同じ企業
を表すレコードを識別します。

MT30_BusinessHouseholdMatch

単一データ・ソース内で同じ住所の企業を表
すレコードをグループ化します。

MT30_IndividualDeduplicationMatch

単一データ・ソース内で同じ住所の同じ個人
を表すレコードを識別します。

MT30_IndividualHouseholdMatch

単一データ・ソース内で同じ住所の個人を表
すレコードをグループ化します。

MR30_BusinessHouseholdReferenceMatch

2 つのデータ・ソースから、同じ住所のビジ
ネスを表すレコードをグループ化します。

MR30_BusinessReferenceMatch

2 つのデータ・ソースから、同じ住所の同じ
ビジネスを表すレコードを識別します。

MR30_IndividualHouseholdReferenceMatch

2 つのデータ・ソースから、同じ住所の個人
を表すレコードをグループ化します。

MR30_IndividualReferenceMatch

2 つのデータ・ソースから、同じ住所の同じ
個人を表すレコードを識別します。

使用上の注意
標準化されたデータとそのデータの頻度情報を事前定義マッチング・ジョブの入力
データとして使用してください。このデータの生成は、該当する事前定義標準化ジ
ョブを実行して行うことができます。入力データ内の列は、US ドメイン固有のルー
ル・セットによって生成された列でなければなりません。
事前定義マッチング・ジョブは、初期構成時に実行することも、特定のマッチング
要件を満たすジョブを作成するためのモデルとして使用することもできます。
事前定義ジョブに変更を加えると、そのジョブの初期構成が上書きされます。
事前定義ジョブのいずれかを基にジョブを作成する場合は必ず、その事前定義ジョ
ブをコピーして固有の名前を付けるようにしてください。事前定義ジョブで
One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージを構成する際には、
そのステージに適用するマッチング仕様を選択します。また、この仕様は必ず、そ
のステージの入力データとなる列に適用されるようにしてください。
事前定義マッチング・ジョブを編集または実行する前に、そのジョブの注釈を確認
してください。
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マッチング統計レポート
マッチング統計レポートは、マッチング・パスごとに、マッチング・プロセスのマ
ッチングの結果と統計に関するサマリー・レベルの統計を示したものです。
マッチング統計レポートを使用して、マッチング・プロセスの結果を評価します。
また、この結果を、そのレポートのデータが生成される IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー に直接アクセスできないチーム・メンバーや利害関係
者と共有することもできます。
これらのレポートのデータを生成するには、One-source Match ステージまたは
Two-source Match ステージを使用したジョブを実行します。いずれかのステージを
構成する際に、マッチング出力リストから「マッチング統計」を選択して、マッチ
ング統計レポートに必要なデータを生成します。
マッチング統計レポートのデータを含む出力ステージは、Sequential File ステージか
または ODBC Enterprise ステージである必要があります。出力ステージを構成する
際には、ファイルの最初の行に列名を含めることを指定してください。
マッチング統計レポートの作成は、IBM InfoSphere Information Server Web コンソ
ールで行います。

マッチング統計レポートの作成
One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージを含むジョブを実行
した後は、マッチング統計レポートを作成してマッチング・プロセス結果に関する
統計を表示することができます。

始める前に
v 統計を必要とするジョブで One-source Match ステージまたは Two-source Match
ステージを構成します。必ず、マッチング出力のリストで「マッチング統計」を
選択するようにしてください。この統計の出力にある列の名前は変更しないでく
ださい。
v 統計を必要とするジョブで Sequential File ステージまたは ODBC Enterprise ステ
ージを出力ステージとして使用していることを確認してください。出力ステージ
を構成する際には、ファイルの最初の行に列名を含めることを指定してくださ
い。
v 統計を必要とするジョブを実行します。
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで使用できるように Web ブ
ラウザーを構成します。Web ブラウザーの構成について詳しくは、「IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
2. 「レポート作成」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート・テンプレート」 > 「QualityStage」
> 「レポート・テンプレートの表示」をクリックします。
4. 「マッチング統計」を選択して「新規レポート」をクリックします。
5. オプション: レポート用に分かりやすい名前と説明を入力します。
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a. 「名前」フィールドで、デフォルトの名前を分かりやすい名前に置換しま
す。 例えば、このレポートで選択するジョブ名やステージ名が含まれた名前
などにすることができます。
b. 「説明」フィールドで、デフォルトの説明を分かりやすい説明に置換しま
す。 例えば、このジョブの要約 (このジョブの入力データを説明したもの)
などを入力できます。
「保存先フォルダー」フィールドには、新規レポートが保管される、サーバ
ー上のデフォルトのフォルダーの名前が含まれています。レポートの作成時
には、別のフォルダーを指定することはできません。レポートを表示する際
には、そのレポートを任意のフォルダーに保存することができます。
6. レポート設定を構成します。
a. 「プロジェクト」リストから、レポート作成の対象となるジョブを含んだプ
ロジェクトを選択します。
b. 「ジョブ・ソース」リストでは、「値の取得」をクリックしてから、レポー
ト作成の対象となるジョブを選択します。
c. 「1 - source Match ステージ名または 2 source Match ステージ名」リスト
では、「値の取得」をクリックしてから、レポート作成の対象となるステー
ジを選択します。
d. レポートのファイル・フォーマットを選択します。
e. オプション: 有効期限および履歴ポリシーの設定を変更します。
7. 「完了」をクリックし、次に、作成したレポートで行いたい操作をオプション・
リストから選択します。

マッチング統計レポートの実行と表示
レポートを作成したら、レポートを実行できます。次に、この実行済みのレポート
を表示することができます (以前に実行されたレポートも表示可能です)。

始める前に
マッチング統計レポートを作成します。

このタスクについて
マッチング統計レポートを実行して、マッチング・プロセスの初期結果の情報を生
成します。One-source Match ステージまたは Two-source Match ステージの入力デ
ータまたは構成を変更した場合、そのレポートを再実行すると、更新された情報を
生成できます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
2. 「レポート作成」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
し、実行したいレポートを選択します。
4. 「直ちに実行」をクリックします。 レポートは実行用のキューに入ります。レ
ポートを実行すると、「実行中」ペインに実行時刻と実行時間が示されます。
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5. レポートの処理が完了したら、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリック
します。
6. レポートのリストから、この実行済みのレポートを選択します。
7. タスク・ペインで、「レポート結果の表示」をクリックします。 レポートが、
作成時に選択したフォーマットで開かれます。
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第 5 章 重複レコードを統合して代表的レコードを作成する
Survive ステージでは、関連または重複レコードのグループから列値を構成して、そ
の列値を各グループの選定レコード (最適結果レコード) に格納します。
この「最適結果」によって、選定するレコードの列に使用可能な最適のデータを設
定できます。このステージでは、ビジネス・ルールおよびマッピング・ルールを実
装して、ターゲット・アプリケーションに必要な出力構造を生成し、また、ロード
標準に適合しない列を識別します。
選定ジョブは、InfoSphere QualityStage ワークフローの最終ジョブで、通常、
One-source Match ステージ・ジョブの後で実行されます。One-source Match ステー
ジの出力、および場合によっては、Two-source Match ステージの出力が、Survive
ステージに使用するソース・データになります。
Survive ステージでは、binary 以外の基本的な (ベクトル、アグリゲートではない)
あらゆるデータ・タイプを受け付けます。Survive ステージでは、以下の任意のグル
ープから単一のデータ・ソースを受け入れます。
v データベース・コネクター
v フラット・ファイル
v データ・セット
v 処理ステージ
Survive ステージは、1 つの入力ソースを必要とします。入力がマッチング・ステー
ジの結果である場合、別のステージ (Funnel ステージなど) を設定して、マスタ
ー・レコードと重複レコードを 1 つの入力ソースに結合する必要があります。
Survive ステージを使用する場合、事前にマッチング・ステージでデータ処理を行う
必要はありませんが、ソース・データには、関連する行グループまたは重複する行
グループが含まれている必要があります。また、データは、各グループを識別する
1 つ以上の列でソートできなければなりません。このような列は、グループ・キー
と呼ばれます。
レコードを配列するため、グループ・キーでソートし、同じグループ内のすべての
レコードが隣接するようにします。「Survive ステージ」ウィンドウの「プレソート
入力」オプションが選択されている場合は、Survive ステージで自動的にレコードの
ソートが行われます。ただし、この自動ソートでは、各グループ内のレコードの順
序は指定できません。グループ内の順序を制御するには、 Sort ステージを使用して
入力をプレソートします。
Survive ステージの出力リンクは、1 つだけです。このリンクから、出力を他の任意
のステージに送信できます。ユーザーは、各グループのどの列および列の値によっ
て、グループの出力レコードを作成するかを指定します。出力レコードには、次の
情報を入れることができます。
v 入力レコード全体
v 特定のレコードから選択した列
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v グループ内の異なるレコードから選択した列
列の値は、列のテストに使用するルールに基づいて選択します。ルールは、条件セ
ットと 1 つ以上のターゲット列のリストとで構成されます。ある列のテスト結果が
それらの条件に対して真になった場合、当該レコードのその列の値が、ターゲット
の最適候補になります。グループ内の各レコードがテストされた後、最適候補の列
が結合されて、その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には、次のように複数の列を指定できます。
v レコード作成日
v レコードの発生元のデータ・ソース
v 列内のデータの長さ
v グループ内のデータ頻度
例えば、One-source Match ステージで、次のように氏名の表記は異なるが同じ人物
を表す 3 つのレコード部分が識別されたとします。
ミドルネームの
イニシャル
姓

列名 qsMatchSetID

名

9

JON

SMITH

9

J

SMITHE

9

JOHN

E

接尾部
JR

SMITH

Survive ステージでは、「名」、「ミドルネームのイニシャル」、「接尾部」の各列
について長さ分析を使用し、「姓」の列について頻度分析を使用して、ベスト・レ
コードを構成し、次のような結果を生成します。

列名 qsMatchSetID

名

ミドルネームの
イニシャル
姓

接尾部

9

JOHN

E

JR

SMITH

選定レコードの作成
選定レコードを作成するには、Survive ステージをセットアップおよび構成します。

始める前に
Survive ステージへのソース・データの追加を行うには、その前に、すべての入力レ
コードが結合されて 1 つの入力ソースになっていなければなりません。

手順
1. Survive ジョブをセットアップします。
2. Survive ステージを構成します。
a. 選定ルールを定義します。
b. ステージ・プロパティーを設定します。
3. ジョブをコンパイルします。
4. ジョブを実行します。
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選定ジョブのセットアップ
選定ジョブでは、Survive ステージに 1 つの入力ステージと 1 つの出力ステージが
リンクされている必要があります。

始める前に
デザイナー・クライアントを開きます。

手順
1. 新規パラレル・ジョブを作成するか、または既存のパラレル・ジョブを開きま
す。
2. パレットが表示されない場合は、「表示」 > 「パレット」をクリックして表示
します。
3. 「データ品質」をクリックして、Survive ステージを見つけます。
4. 「Survive ステージ」アイコンをキャンバスにドラッグして、キャンバスの中央
にドロップします。
5. パレットで、以下のステップに従います。
a. 入力を表す適切なアイコンを選択して、デザイナーのキャンバス上の Survive
ステージの左側にそのアイコンをドロップします。入力は、出力リンクをサ
ポートするオブジェクトであれば、どれでもかまいません。
このオブジェクトがソース・データ・ソース・データ・ファイルになりま
す。ソース・データはファイルまたはデータベースから入手しますが、ソー
ス・データを他のステージで前処理してから、Standardize ステージに入力す
ることもできます。
b. これを「Survive ステージ」アイコンの左側にドロップします。
c. デザイナーのキャンバス上の 2 番目の適切なステージをドラッグして、
Survive ステージ・アイコンの右側にドロップします。
このファイルが出力またはターゲット・ファイルになります。
d. 「全般」をクリックして、リンクをドラッグし、 Survive ステージと左側の
順次ファイルの間に追加します。 リンクを追加するには、順次ファイルを右
クリックして、マウスを Survive ステージにドラッグして追加することもで
きます。
e. 別のリンクを Survive ステージと右側の順次ファイルの間にドラッグしま
す。
6. ステージおよびリンクの名前を変更します。

選定ジョブの構成
選定ジョブを実行する前に、Survive ステージおよび順次ファイルを構成する必要が
あります。

このタスクについて
Survive ステージの構成時に、「新規ルール」ウィンドウに表示される単純ルールを
選択するか、または「複雑な選定式」を選択して独自のカスタム・ルールを作成し
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ます。ソース・ファイルから一部またはすべての列を使用し、各列にルールを追加
して、データを適用します。 Survive ステージでレコードを処理してベスト・レコ
ードを選択すると、この情報がターゲット・ファイルに送信されます。

手順
1. ソース・ファイルをダブルクリックします。
2. ソース・ファイルを構成するには、以下のステップに従います。
a. 「プロパティー」ウィンドウで、「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. 「ファイルの参照」を選択します。
c. 入力データ・ファイルが保管されているディレクトリーを見つけます。
d. ファイルを選択します。 ファイル名が「ソース: ファイル」ペインに表示さ
れます。
e. 「OK」をクリックして、「プロパティー」ウィンドウを閉じます。
3. デザイナー・クライアント・キャンバスの「Survive ステージ」アイコンをダブ
ルクリックします。
4. Survive ステージを構成するには、以下のステップに従います。
a. 「Survive ステージ」ウィンドウで、「グループ ID データ列の選択」をク
リックして、一致した各グループの ID 番号が含まれている列を選択しま
す。 Match ステージからのデータを使用している場合、これは
qsMatchSetId 列になります。
b. 入力データが、サブステップ a で指定したグループ・キーで既にソートさ
れている場合は、「入力データをプレソートしない」を選択します。
選択しないと、Survive ステージは、サブステップ a で選択された列で入力
データをソートします。
c. 「新規ルール」をクリックして、新しい選定ルールを追加します。
d. 「選定ルール定義」ウィンドウで、「使用可能な列」リストから 1 つ以上
の列を選択します。

e.

をクリックして、「出力列の指定」領域の「ターゲット」リストに
選択項目を追加します。
複雑な選定式を作成している場合は、「すべての列」を選択して、レコード
全体を保持します。

f. 以下のいずれかの手順を選択して、単純ルールまたは複合式を使用するルー
ルを作成します。
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オプション

説明

171 ページの『単純選定ルールの定義』

技法を選択して、選択した列にその技法を適
用することにより、単純ルールを定義しま
す。

172 ページの『複雑な選定式の定義』

「複雑な選定式」ボタンをクリックして、選
択した列に対する条件を作成することによ
り、複合式を定義します。
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5. 「OK」をクリックして、「Survive ステージ」ウィンドウに戻ります。
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。
「マッピング」列を構成して、出力順次ファイルに送信するターゲット列を指
定します。 Survive ステージのルールを選択すると、「マッピング」タブに、
ルール作成時に選択したターゲット列のみが表示されます。
7. 列を左のペインから右のペインにコピーします。
8. 「OK」を 2 回クリックして、変更を保存し、ステージを終了します。
9. 「コンパイル」をクリックします。 「コンパイル」ウィンドウに、コンパイル
処理に関する情報が表示されます。
10. コンパイルがエラーなしで終了したら、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクター を開いて「実行」をクリックします。

単純選定ルールの定義
出力レコードのターゲット (データ列) を判別するために、Survive ステージでは、
1 つ以上のターゲットと 1 つの TRUE 条件式が含まれているルールが必要です。

このタスクについて
Survive ステージでは、以下の各エレメントを指定して、単純ルールを定義します。
v ターゲット列 (複数も可)
v 分析する列
v 分析する列に適用される技法
ルールは、選択した技法に従って定義されます。

手順
1. 「分析列」フィールドで、ドロップダウン・メニューをクリックして、分析する
列を選択します。
他の列との比較対象となるターゲットとしての列を選択します。「すべての列」
のような単一のターゲット列を選択した場合は、「ターゲットの使用」を選択し
て、その列を分析することができます。選択したターゲット列の値は、その列の
基準設定に応じて選定されます。各ルールによって分析される列は 1 つだけで
すが、結果的に複数のターゲット列の値を選定することができます。
2. 「技法」フィールドで、分析する列に適用する技法を選択します。
技法は、一般的に使用される選定ルールを単一の記述名にまとめたものです。以
下の表に、使用可能な技法とそれぞれの技法に関連したパターンをリストしま
す。 column は分析する列名、DATA は「データ」列の内容、c. は分析する現行
レコード、 b. は分析されたベスト・レコードを示します。
技法

パターン

最短フィールド

SIZEOF(TRIM(c."column"))<=
SIZEOF(TRIM(b."column"))

最長フィールド

SIZEOF(TRIM(c."column"))>=
SIZEOF(TRIM(b."column"))
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技法

パターン

最多

FREQUENCY

最多 [非ブランク]

FREQUENCY (最高頻度のカウント時に欠損値を
含めません。)

等しい

c."column" = "DATA"

等しくない

c."column" <> "DATA"

より大きい

c."column" >= "DATA"

より小さい

c."column" <= "DATA"

少なくとも 1 レコード

1 (他のルールに関係なく、少なくとも 1 つ
のレコードが残ります。)

3. 「等しい」、「等しくない」、「より大きい」、または「より小さい」技法を選
択する場合は、「データ」フィールドに値、フィールド名、または式を入力する
必要があります。
その他のすべての技法については、「データ」フィールドに何も入力する必要は
ありません。
4. 「OK」をクリックして、ルールを追加します。「選定ルール定義」ウィンドウ
が閉じられ、「Survive ステージ」ウィンドウにルールが表示されます。

タスクの結果
同様にして、ターゲット・データに表示したいすべての列について、単純ルールを
追加、変更、または削除できます。
ルールが複数ある場合は、「Survive ステージ」ウィンドウでルールを再配列するこ
とができます。

複雑な選定式の定義
出力レコードのターゲットを判別するために、Survive ステージでは、 1 つのター
ゲットと TRUE 条件式が含まれているルールが必要です。

このタスクについて
ルール式ビルダーで、以下の各エレメントを指定して、ルールを定義します。
v 列リストの現行レコード
v 1 つまたは 2 つの関数
v オペレーター
v 列リストのベスト・レコード
v 1 つまたは 2 つの関数

手順
1. 「複雑な選定式」をクリックして、ルール式ビルダーを表示します。
2. 以下のステップに従って、複合式を作成します。
a. 関数リストで、SIZEOF 関数をダブルクリックします。 SIZEOF 関数は、ス
トリング・タイプの列の文字数 (スペースを含む) を判別します。
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b. 「式」フィールドで、SIZEOF 関数の後の括弧の間にカーソルを配置しま
す。
c. TRIM 関数をダブルクリックします。 TRIM 関数は、ストリング・タイプの
列から先頭と末尾のスペースを除去します。
d. 「式」フィールドで、TRIM 関数の後の括弧の間にカーソルを配置します。
e. 列リストで、現行レコードをダブルクリックして選択します。 現行レコード
は、接頭部に文字 c が付加されて、列名になります。例えば、 c.AddressLine
のようになります。
f. 「式」フィールドで、すべての括弧の右側をクリックします。
g. オペレーション・リストで、2 つのレコードの比較に最も適したオペレーシ
ョンをダブルクリックして選択します。
h. ステップ a から d を繰り返します。
i. 列リストで、ベスト・レコードをダブルクリックして選択します。 ベスト・
レコードは、接頭部に文字 b が付加されて、列名になります。例えば、
b.AddressLine のようになります。
j. 式の構文が正しいかどうか確認するために、「式の検証」をクリックします。
構文にエラーがあった場合は、メッセージにエラーの説明と発生個所が示され
ます。カーソルが、「式」フィールド内のエラー個所に移動します。エラーを
修正して、再度「式の検証」をクリックします。
3. 「OK」をクリックして、ルールを追加します。式チェッカーは、再度ルールを
検査して、構文的に正しいかどうか調べます。
注: 構文が正しくても、ルールがそのデータとの関連で有意とは限りません。ル
ールの構成時に、ルールのロジックを評価する必要があります。

タスクの結果
「選定ルール定義」ウィンドウが閉じられ、「Survive ステージ」ウィンドウにルー
ルが表示されます。

選定ルールの適用
Survive ステージでは、レコード列に単純ルールまたは複合ルールを適用して分析
し、そのルールに従って最適な列を選択します。
入力列に選定ルールを適用するため、Survive ステージには、以下の項目が含まれて
います。
v 事前定義の技法セット: 選定式をパッケージ化したもので、ここから任意に技法
を選択できます。
v ルール式ビルダー: ユーザー独自の複合式の作成に使用します。
あるターゲットを出力レコードの最適候補と認定するには、1 つ以上のターゲット
と、真となる条件式とで構成されるルールが必要になります。条件の構成要素は、
次のとおりです。
v 列名
v 定数またはリテラル値
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v 比較または算術演算を指定する演算子
ルールは、1 つのターゲットに対して複数作成することができます。また、条件の
テストには、任意の入力列を使用できます。この列は、ターゲットとすることもで
きますし、ターゲットと関連しない別の列でもかまいません。

Survive ステージのルール処理
Survive ステージでは、ルールに照らして列を評価し、ルールの条件に適合した列を
最適な列として選択します。
Survive ステージでは、最初のレコードを読み取り、選択したルールに従ってそのレ
コードを評価します。評価プロセスでは、次のような方法が使用されます。
v 最初のレコードに最適な列がない場合、ターゲット・レコードに選択されたルー
ルが、そのレコードのすべての列に対して評価されます。ターゲット・レコード
がテストに合格した場合、そのレコードの列が最適な列となり、列名の先頭に b
が表示されます。
v グループ内の後続の各レコードが現行レコードと対比して評価されます。あるタ
ーゲット・レコードがテストに合格した場合、その列が最適な列となり、既存の
最適列に置き換えられます。現行列のいずれも条件に適合しない場合は、最適列
はそのままで変更されません。
v グループ内のすべてのレコードが評価されると、最適な値として指定された値が
出力レコードに組み入れられます。選定処理が次のレコードについて継続されま
す。

ルール処理の例
以下のルールでは、現行レコードの COLUMN3 に 5 文字以上が含まれ、
COLUMN1 に値がある場合、COLUMN3 が保持されることを示しています。
COLUMN3: (SIZEOF (TRIM c.COLUMN3) >= 5) AND (SIZEOF (TRIM c.COLUMN1) > 0) ;

このルールは、COLUMN3 をターゲットとして選択し、ルール式ビルダーを使用し
て複合式を生成することによって作成されます。
次の表は、最初のレコード・グループの 3 つのレコードについて、その文字数を示
しています。
レコード

COLUMN1

COLUMN3

1

3

2

2

5

7

3

7

5

レコード 1 は、COLUMN3 が 2 文字で、COLUMN1 が 2 文字になっています。
このレコードは、COLUMN3 が 5 文字未満なのでテストには不合格となります。
レコード 2 は、COLUMN3 が 7 文字で、COLUMN1 が 5 文字になっています。
このレコードは、ルールの条件に合い、合格となります。現行の (2 番目のレコー
ドの) COLUMN3 が、最適な列となります。
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レコード 3 は、COLUMN3 が 5 文字で、COLUMN1 が 7 文字になっており、や
はり条件に合っています。このレコードの COLUMN3 が、最適値を置き換え、新
たに最適値となります。
同じターゲットに複数のルールを定義した場合、ルール・リストで後に記載された
ルールが優先することになります。
例えば、ターゲット COLUMN1 に 2 つのルールを定義した場合、2 番目のルール
としてリストされた条件に合うレコードの値が最適値となります。2 番目のルール
に適合するターゲットがない場合、 1 番目のルールの最適値が出力レコードに含ま
れることになります。

Survive ステージのルールの例
Survive ステージのルールは、1 つ以上のターゲットと、1 つの真の条件ステートメ
ントで構成されます。条件ステートメントは、列名、定数またはリテラル値、およ
び比較または算術演算からなります。
単純ルール、または複合式を使用するルールを定義することができます。複合式を
使用するルールを定義する場合は、以下の要件を考慮してください。
v ルールには複数のターゲットを指定できます。
v ルールに指定する条件は、1 つに限られます。
v 1 つのルールが複数の行にわたっていてもかまいません。
v 複合条件のグループ化には、括弧 () を使用する必要があります。
v 整数定数は、数字で示されます (例: 9)。
v ストリング・リテラルは、二重引用符で囲まれます。例えば、ストリング・リテ
ラル MARS は "MARS" として指定されます。

ルール演算子
Survive ステージでは、以下に示す種類の演算子がサポートされています。
表 10. ストリング列および整数列用の演算子のリスト
算術演算子

説明

=

等しい

<> または !=

等しくない

>

より大きい

<

より小さい

>=

以上

<=

以下

表 11. 整数列用の演算子のリスト
算術演算子

説明

+

加算

-

減算

*

乗算

/

除算 (余りはドロップする)
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表 11. 整数列用の演算子のリスト (続き)
算術演算子

説明

%

モジュロ (余りを評価する)

表 12. 論理演算子のリスト
演算子

説明

AND

2 項論理積 (式 1 AND 式 2 は、両方の式
が真の場合に真である)

OR

2 項論理和 (式 1 OR 式 2 は、どちらかの
式が真の場合に真である)

NOT

単項論理否定 (NOT 式 1 は、式 1 が偽の場
合に真である)

表 13. Survive ステージでサポートされている関数のリスト
関数

説明

SIZEOF

ストリング・タイプ列の場合は、スペースも
含めた文字数。整数タイプ列の場合は、10
進数字桁数。

TRIM

ストリング・タイプの列から、先頭と末尾の
スペースを除去します。

例
複合式を使用して Survive ステージのルールを定義するには、以下の例を使用しま
す。
グループ内の先頭レコードを選定する
グループ内の先頭レコードをベスト・レコードとして割り当てるには、すべ
ての列をターゲットとして選択し、以下の複合式を作成します。
SIZEOF (TRIM b.column) = 0) AND (SIZEOF(TRIM c.column) >= 0)
ここで、column は、常に値が入っている列です。
このルールは、Survive ステージで他のすべてのルールの前になければなり
ません。
日付列をターゲットにする
この例では、YEAR がレコード内の列です。YEAR 列をターゲットとして
選択すると、現在の年がベストの年より大きい場合、現在の列が選定される
ように指定できます。以下の複合式を作成します。
c.YEAR > b.YEAR
複数のターゲット
この例では、NAME、PHONE、および YEAR がレコード内の列です。
NAME 列と PHONE 列をターゲットとして選択すると、現在の年がベスト
の年より大きい場合、ターゲット列の現在値が選定されるように指定できま
す。以下の複合式を作成します。
c.YEAR > b.YEAR
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データの長さを使用する
列内のデータ長を使用する場合は、列のタイプがストリングでなければなり
ません。
この例では、GNNAMES と MDNAMES がレコード内の列です。
GNNAMES 列と MDNAMES 列をターゲットとして選択すると、最長の名
を基に名とミドルネームが選定されるように指定できます。以下の複合式を
作成します。
(SIZEOF (TRIM c.GNNAMES) > SIZEOF (TRIM b.GNNAMES)
レコードの発生元のファイルを使用する
レコードの発生元のファイルを使用するには、各レコードにファイル ID を
割り当てます。次に、その列に対して条件を定義します。
複数のルール
選定列に対して複数のルールがある場合、後にあるルールを満足する値が選
定されます。レコード全体が確実に分析に選定されるようにするには、レコ
ード内のすべての列をターゲットにするルール (複数可) を定義します。
この例では、TRUE、TYPE、FREQ、FIRSTACC、および V9 がレコード内
の列です。これらすべての列をターゲットとして選択するルールを 3 つ定
義します。これらのルールには、以下の複合式を使用します。
v (c.TYPE <>"DD")
v (c.FREQ>b.FREQ)
v (c.FIRSTACC = 1)
次に、V9 列をターゲットとして選択し、以下の複合式を使用するルールを
定義します。
(c.V9 > b.V9)
これらのルールが適用されると、レコードは以下のように処理されます。
v あるレコードがすべての列をターゲットとする最後のルールを満たしてお
り、列 FIRSTACC の値が 1 である場合、このレコードはベスト・レコ
ード (b.RECORD) になります。
v グループ内の複数のレコードが最後のルールを満足する場合、ルールを満
足する最後に処理されたレコードが選定されます。
v FIRSTACC ルールを満足するレコードがない場合、c.FREQ>b.FREQ ルー
ルを満足する最後に処理されたレコードが選定されます。
v FREQ ルールを満足するレコードがない場合、c.TYPE<> "DD" ルールを
満足する最後に処理されたレコードが選定されます。
v いずれかのルールを満足するレコードがまったくない場合、選定レコード
はすべてブランクになります。
これらのルールのうちには、レコード内の 1 つの列 (V9) に関する選定ル
ールがあります。V9 ルールは、ルールのリスト中ですべての列のルールよ
りも後にあるため、レコード内のその列で選定される値より優先されます。
以下の例は、次のような値が入っている、グループ内の 3 つのレコードを
使用します。
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TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

MD

3

2

19990401

DD

4

1

19990314

DN

5

4

19980302

Survive ステージは、ルールを使用してこれらのレコードを処理し、
FIRSTACC=1 により、2 番目の入力レコードがすべての列をターゲットと
するルールで選定されますが、V9 に対して選定される値は、1 番目の入力
レコードのものです。これらのどのレコードの FIRSTACC も 1 に等しく
なかった場合は、3 番目のレコードに FREQ 列の最高値があるため、この
レコードがすべての列をターゲットとするルールで選定されます。以下のレ
コードが選定されます。
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TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

DD

4

1

19990401
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第 6 章 データ・クレンジング・プロセスで適用されるルール・
セット
ルール・セットで、入力データを検査し、正規化します。データが入力されたとき
にそれを訂正したり、複数のデータベース内のデータを訂正するために、クレンジ
ング・ルールを適用できます。

ルール・セットの概要
事前定義ルール・セットを使用すると、新規ルール・セットを作成したり、既存の
ルール・セットをコピーおよび変更してデータ・クレンジングのプロジェクトのス
コープを拡張することができます。Standardization Rules Designer でルール・セット
を拡張することもできます。

ルール・セットの使用方法
ルール・セットを使用すると、データの整合性と品質が強化されます。データにル
ール・セットを適用することにより、複数の地域にまたがる無効な住所フィールド
など、共通のデータ品質上の問題を解決できます。
ルール・セットのルールは、使用するデータのパターンから作成します。入力デー
タの分析、データの標準化、およびマッチング用のデータ準備を行うときに、その
ルール・セットを適用します。
ルール・セットを使用するには、次のようにします。
1. クレンジングを必要とするデータを判別し、データ・クレンジング目標を反映す
る出力にデータ入力をマップするための要件文書を作成します。例えば、カスタ
マー・リレーションシップ・マネジメント・データベース内の重複したカスタマ
ー名および住所を訂正する必要がある場合があります。
2. データを構文解析して標準化するためのルールを策定します。
a. データ・クレンジングの基本として使用できる事前定義ルール・セットを識
別します。
b. さらに柔軟性のあるクレンジングを必要とする特殊な状態では、カスタム・
ルール・セットを作成するか、既存のルール・セットのコピーをカスタマイ
ズするか、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張するか、ま
たは既存のルール・セットでのオーバーライドの使用を計画します。
3. ルール・セットをテストして詳細化します。

ルール・セットの機能と特長
ルール・セット・アーキテクチャーには、多くの機能および特長があります。
以下に、ルール・セット・アーキテクチャーが提供する機能および特長をリストし
ます。
v データに含まれる重要な情報の把握を最大化することにより、ビジネス目標をサ
ポートする。ルールによって作成されるデータ構造によって、データ・ストレー
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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ジ要件を満たすために必要なすべてのデータ・エレメントへの広範なアクセスが
可能になり、効果的なマッチングを進められます。
v 複雑な標準化の課題の解決に対応する「プラグ・アンド・プレイ」方式可能なモ
ジュラー・デザイン。
v 国または地域の標準を使用した各国間データ処理用の国固有および地域固有のデ
ザイン。ルールは、指定された国または地域内で使用される名前および住所デー
タ規則に準拠しています。
v Standardization Rules Designer は、ルール・セットを拡張するために使用できる、
Web ベースのインターフェースです。
v 未処理データの識別および収集。また、対応する未処理パターンの生成によっ
て、ルール・セットの効率の測定が容易になります。

ルール・セット内のオブジェクト
ルール・セットは、入力データを検査して正規化するために使用される特定のオブ
ジェクト・セットで構成されます。
以下のステージは、データ・クレンジング・プロセス中にデータを操作する次のル
ール・セット・オブジェクトを使用します。
v Investigate
v Standardize
v Multinational Standardize (MNS)
各ルール・セットには、次のオブジェクトが必要です。
v 分類
v 出力列
v ルール
ルール・セットには、拡張、オーバーライド・オブジェクト、およびルックアッ
プ・テーブルも含まれることがあります。
ルール・セット記述ファイル (.PRC) は使用されなくなりました。
ルール・セットを構成するオブジェクト・セットに関する詳細については、「IBM
InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス」を参照してくださ
い。

分類
基礎となる値が特定のカテゴリーに属することを特定することで、分類は、パター
ンによって提供されるコンテキスト情報を強化します。各ルール・セットには、ク
ラスと呼ばれる、独自のカテゴリー・セットが含まれています。
IBM InfoSphere QualityStage では、レコードはパターンとして表されます。レコー
ドが 1 つ以上の値から構成されるのと同様に、パターンも 1 つ以上の抽象文字か
ら構成され、それぞれの抽象文字がクラスを表します。例えば、一連の住所データ
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には、パターン ^D++T で表されるレコード 123 N CHERRY HILL ROAD が含まれて
いるとします。次の表に、パターン ^D++T 内の各クラスによって提供されるコン
テキスト情報を示します。
表 14. 標準の住所パターンの例と、各クラスによって提供されるコンテキスト情報
入力レコード

クラス・ラベル

クラスによって提供されるコ
ンテキスト情報

123

^

数字のみが含まれる値

N

D

通りの方向

Cherry

+

文字のみが含まれる値

Hill

+

文字のみが含まれる値

Road

T

通りの種類

パターンには、以下のタイプのクラスが含まれています。
v デフォルト・クラスは、値が英字のみ、数字のみ、または英字と数字の組み合わ
せのいずれで構成されるかなど、値のタイプに関する基本的な情報を提供しま
す。
v カスタム・クラスは、値のタイプに関するより強力なコンテキスト情報を提供し
ます。小売製品情報が含まれるデータ・セットでは、英字の値が製品の名前であ
るか、ブランドの名前であるかを示すために、カスタム・クラスが使用されるこ
とがあります。カスタム・クラスの 1 文字のラベルは、ローマ字のアルファベッ
トの任意の文字または 0 (NULL クラスを示します) です。
ルール・セットは、分類を使用して、キー値を特定して分類します。例えば、住所
データのルール・セットは分類を使用して、以下の情報を提供することで、通りの
種類 (AVE、ST、RD) または方向 (N、NW、S) である値を分類することがありま
す。
v 「Highway」に対して「HWY」など、各ワードの標準省略語。
v 処理時に個別のデータ・エレメントに割り当てられ、クラスを表す、1 文字のラ
ベルのリスト。
分類を追加および変更するには、分類表 (以前は .CLS ファイルと呼ばれていまし
た) を編集するか、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張するか、
ユーザーの分類オーバーライドを使用します。

クラス・タイプ
クラスは、値に関するコンテキスト情報を提供します。デフォルト・クラスは、値
のタイプに関する基本的な情報を提供し、カスタム・クラスは、値のタイプに関す
るより強力なコンテキスト情報を提供します。

デフォルト・クラス
値がカスタム・クラスに割り当てられていない場合、値には、以下の表に表示され
ているデフォルト・クラスの 1 つ、または基本的なパターン・クラスがあります。
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表 15. デフォルト・クラス
クラス・ラベ
ル
説明
^

数字のみ。
キャレット (^) クラスは、単一数値 (例えば、数値 123) を表します。ただ
し、ストリング 1,230 は 3 つの値 (以前はトークンと呼ばれていました)、
つまり数値 1、コンマ、および数値 230 を使用します。

?

カスタム・クラスに割り当てられていない、1 つ以上の連続したワード。
Standardization Rules Designer では ? クラスは使用されません。

+

文字のみ。

&

任意のタイプの単一値

>

先行数字に文字が続く。

<

先行文字に数字が続く。

@

混合された文字および数字。
例: A123B、 345BCD789。

~

SEPLIST 内にない特殊文字。これは、レコード内のある値が終わって、次の
値が始まることを示す文字のリストです。

k

1 つ以上の中国語数字。

カスタム・クラス
カスタム・クラスはユーザーによって定義されます。カスタム・クラスのラベル
は、大文字の英字にするか、NULL クラスを示す数値 0 にすることができます。
カスタム・クラスにより、デフォルト・クラスよりも強力な値のコンテキスト情報
が提供されます。例えば、分類定義で値 ROAD がカスタム・クラスに割り当てられ
ない場、値は、+ デフォルト・クラスに割り当てられます。このデフォルト・クラ
スは、値が単一の英字語であることを示しています。分類定義で、(文字 T によっ
て表されることがある) 通りの種類を表すカスタム・クラスに値を割り当てる場
合、値によって、より詳細なコンテキスト情報が提供されます。この情報が提供さ
れる場合、データの特定のサブセットに対処するルールを作成できるため、そのデ
ータをより効率的に処理できます。

NULL クラス
ラベル 0 を持つ NULL クラスは、値を NULL にするために、分類定義または
RETYPE アクション内で使用されます。NULL クラスを持つ値に一致するものは何
もないため、値がパターンで使用されることも、処理されることもありません。
値を NULL クラスに割り当てると、その値はパターン・マッチング・プロセスでス
キップされます。
NULL クラスと RETYPE アクションの詳細については、「IBM InfoSphere
QualityStage パターン・アクション・リファレンス」を参照してください。
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分類定義
分類定義は、値をクラスに割り当てます。定義には、値に関する追加情報が含まれ
ていて、その他の類似した値に影響を与えることがあります。
分類定義は以下の要素で構成されます。
値

定義を追加する 1 つ以上の文字で構成されたストリング。

標準の値
ルールでアクションまたは条件の一部として使用できる値の標準化されたス
ペリングまたは表記。標準の値を指定しない場合、これは値と同じになりま
す。
標準の値は、ワードの省略語または拡張されたバリエーションであることも
あります。例えば、WEST の標準の値は W であったり、POB の標準の値
は「PO BOX」であったりします。
分類表 (以前は .CLS ファイルと呼ばれていました) では、標準の値の最大
長は 25 文字です。
NULL クラスの値の分類定義では、標準の値は必要ありません。
クラス 値の割り当て先クラス。クラスは、1 文字のクラス・ラベルによって表され
ます。クラス・タイプの詳細については、 181 ページの『クラス・タイプ』
を参照してください。
類似性しきい値 (以前はしきい値のウェイトと呼ばれていました)
値のスペリングまたは表記に存在できるバリエーションの度合い。分類定義
で、定義内の値と異なる値に影響を与えるには、類似性しきい値をデフォル
トの 900 より低く設定します。
類似性しきい値は、700 から 900 までの範囲内の整数でなければなりませ
ん。整数は、以下の度合いのバリエーションを表します。
900

ストリングは正確に一致する必要があります。

800

ストリングは、ほぼ確実に同じと言えます。

750

ストリングはおそらく同じです。

700

ストリングは、おそらく違います。

分類定義が含まれているルール・セットをデータに適用すると、データ内の
値が比較され、スコアが割り当てられます。このスコアは、2 つの値の間の
類似性の度合いを示します。使用されるストリング比較方式では、文字の音
声的エラー、ランダムな挿入、削除、および置換と、文字位置の交換を考慮
することができます。
小さいエラーは、長い値の場合、短い値のエラーに比べて重大性が低いた
め、スコアには、値の長さによって異なるウェイトが設定されます。短い値
のエラーは通常許容可能ではないため、短い値には類似性しきい値を指定し
ないでください。

分類表 (.CLS ファイル)
ルール・セットでは、分類表 (以前は .CLS ファイルと呼ばれていました) には、分
類定義のリストが含まれています。分類定義は、値をクラスに割り当てます。
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分類表のヘッダーには、ルール・セット名および分類の凡例が含まれています。凡
例は、分類定義で使用されるクラス、およびこれらのクラスの説明を示していま
す。ヘッダー内のすべての行は、テキストの前にセミコロンを付けることで、コメ
ントとして指定されます。例えば、小売製品データを処理するルール・セットの分
類表内のヘッダーには、以下のような行が含まれています。
;-------------------------------------------------------; Retail Product Classification Table
;-------------------------------------------------------; Classification Legend
;-------------------------------------------------------; B - Product Brand
; C - Product Color
; N - Product Name
; S - Product Size
; T - Product Type

ファイルには、ヘッダーの後に以下のストリングが含まれています。
;;ProductName vn.n
¥FORMAT¥ SORT=N

この行の前には、他のコメントを含めないでください。
ヘッダーおよび概要ストリングの後は、分類表内の各行に分類定義が 1 つ含まれて
います。分類表では、分類定義は次のフォーマットを使用します。
value standard value class [similarity-threshold] [; comments]

分類表では、各値は単一のワードでなければなりません。「New York」、「North
Dakota」、「Rhode Island」などの複数のワードまたは複合ワードは、別々の値とみ
なされます。

分類表内のリテラル
リテラルは、分類定義の部分の 1 つにストリングの代わりに入力される文字です。
リテラルとして機能する一部の文字は、デフォルト・クラスのラベルとしても使用
されます。これらの文字の 1 つをリテラルとして指定するには、リテラルとして使
用する文字の前に拡張文字を入力する必要があります。
分類表に分類定義を入力する際は、以下の表に示されているリテラルおよび拡張文
字を使用できます。
表 16. 分類表内のリテラルおよび拡張文字

184

文字

説明

¥&

アンパーサンド (&) は、任意のタイプの単一値を示すクラスです。ただし、
アンパーサンドをリテラルとして使用するには、アンパーサンドの前に円記
号 (¥) の拡張文字を入力できます。

/

リテラル。

¥/

スラッシュ (/) 文字を使用するときと同じ方法で、円記号 (¥) の拡張文字を
スラッシュ (/) とともに使用できます。

-

リテラル。

¥-

ハイフン (-) 文字を使用するときと同じ方法で、円記号 (¥) の拡張文字をハ
イフンとともに使用できます。
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表 16. 分類表内のリテラルおよび拡張文字 (続き)
文字

説明

¥#

リテラル。この文字は、¥# のように、円記号 (¥) の拡張文字と一緒に使用
する必要があります。

()

リテラル。
括弧は、パターン構文でオペランドまたはユーザー変数を囲むのに使用され
ます。

¥( および ¥)

括弧付きの注釈をフィルターに掛けて除外するには、円記号 (¥) の拡張文字
を左括弧または右括弧とともに使用します。

ルックアップ・テーブル
ルックアップ・テーブルには、定義のセットが含まれます。ルールは、アクション
または条件の一部としてルックアップ・テーブルを参照できます。
アクションまたは条件は、次の方法でルックアップ・テーブルを使用します。
v アクションまたは条件は、特定の値をルックアップ・テーブル内の値と比較でき
ます。例えば、レコードの特定の位置にある値がルックアップ・テーブルに存在
する場合にのみ、ルールがレコードを処理するように条件で規定することができ
ます。
v アクションは、特定の値をルックアップ・テーブルの値に変換できます。例え
ば、地理情報を含むルックアップ・テーブルをアクションで使用して、数値の位
置コードを地名に変換することができます。
一部のルール・セットでは、1 つ以上のルックアップ・テーブルを使用します。例
えば、特定の名前に関連付けられた性別が含まれるルックアップ・テーブルは、名
前ルール・セットに含まれています。
ルックアップ・テーブルは、Standardization Rules Designer で .TBL ファイルを追加
または編集するか、ルール・セットを拡張することで追加および変更されます。

ルックアップ・テーブル定義
ルックアップ・テーブル定義には、ルックアップされる値、戻り値、および類似性
しきい値が含まれています。
ルックアップ・テーブル定義は以下の要素で構成されます。
値

ルックアップ・テーブル定義を追加する 1 つ以上の文字で構成されたスト
リング。

戻り値 値の代わりにルールでアクションまたは条件によって使用できる 1 つ以上
の文字で構成されたストリング。戻り値を指定しない場合、これは値と同じ
になります。
類似性しきい値 (以前はしきい値のウェイトと呼ばれていました)
値のスペリングまたは表記に存在できるバリエーションの度合い。定義で、
定義内の値と異なる値に影響を与えるには、類似性しきい値をデフォルトの
900 より低く設定します。
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類似性しきい値は、700 から 900 までの範囲内の整数でなければなりませ
ん。整数は、以下の度合いのバリエーションを表します。
900

ストリングは正確に一致する必要があります。

800

ストリングは、ほぼ確実に同じと言えます。

750

ストリングはおそらく同じです。

700

ストリングは、おそらく違います。

ルックアップ・テーブル定義が含まれているルール・セットをデータに適用
すると、データ内の値が比較され、スコアが割り当てられます。このスコア
は、2 つの値の間の類似性の度合いを示します。使用されるストリング比較
方式では、文字の音声的エラー、ランダムな挿入、削除、および置換と、文
字位置の交換を考慮することができます。
小さいエラーは、長い値の場合、短い値のエラーに比べて重大性が低いた
め、スコアには、値の長さによって異なるウェイトが設定されます。短い値
のエラーは通常許容可能ではないため、短い値には類似性しきい値を指定し
ないでください。

出力列
各ルール・セットには出力列のリストが含まれています。標準化データは、これら
の列に追加されます。
出力列は、ディクショナリー (以前は .DCT ファイルと呼ばれていました) 内に定
義されます。
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で、入力データを出力列
にマップするルールを追加または変更できます。出力列でストリングを区切る先行
区切り文字を指定することもできます。
ほとんどのルール・セットには、次の表に示されているタイプの出力列が含まれて
います。
表 17. 出力列のタイプ
タイプ

説明

列の例

ビジネス・インテリジェンス

標準化された値が含まれてい
ます。これらの列は多くの場
合、ドメインに適した順序で
配置されます。例えば、米国
の住所データに適用される事
前定義ルール・セットでは、
番地の出力列は、通りの名前
の出力列の前にあります。

v HouseNumber

マッチングのために明示的に
使用される情報が含まれてい
ます。

v StreetNameSOUNDEX

マッチング

v HouseNumberSuffix
v StreetPrefixDirectional

v MatchFirstNameNYSIIS
v CityNameRVSNDX
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表 17. 出力列のタイプ (続き)
タイプ

説明

列の例

レポート作成

標準化結果を評価するために
使用される情報が含まれてい
ます。

v UnhandledData
v InputPattern
v ExceptionData

ディクショナリー (.DCT ファイル)
ディクショナリー (以前は .DCT ファイルと呼ばれていた) で、Standardize ステー
ジの出力ページにルール・セットが指定する出力列を定義します。
ディクショナリーには、ドメイン、マッチング、およびレポートの各フィールドの
リストが保持されます。各フィールドは、固有の記述名によって識別されます。ま
た、ディクショナリーには、データ・タイプ (文字や整数など) および長さ情報も指
定されています。
以下の例は、ディクショナリーのフォーマットを示しています。
field-identifier field-type field-length
missing-value-identifier [ description ;comments]

次の表で、ディクショナリー・フォーマットを説明します。
表 18. ディクショナリー・フォーマット
フォーマット

説明

field-identifier

パッケージ・ルールの後に続く、すべてのデ
ィクショナリーにおいてユニークな、説明的
なフィールド名。

field-type

フィールド内の情報のタイプ。フィールド・
タイプの詳細については、『フィールド・タ
イプ』を参照してください。

field-length

フィールド長を文字数で指定します。

missing-value-identifier

オプションです。プレースホルダーとして保
存されます。可能な値は、次のとおりです。
v S - スペース
v Z - ゼロまたはスペース
v N - 負の数値 (-1 など)
v 9 - すべて 9 の表示 (9999 など)
v X - 欠損値なし
通常、この引数には X か S を使用します。

description

オプションです。フィールドを説明します。

; comments

オプションです。フィールドに関する追加コ
メント。コメントは、セミコロンを前に付け
れば、複数の行にわたって記述することもで
きます。

次のストリングは、ディクショナリーの先頭 2 行として表示される必要がありま
す。
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;;QualityStage vn.n
¥FORMAT¥ SORT=N

次の例は、USADDR ディクショナリーの一部を示しています。
;;QualityStage v8.0
¥FORMAT¥ SORT=N
;---------------------------------; USADDR Dictionary File
;---------------------------------; Total Dictionary Length = 411
;---------------------------------; Business Intelligence Fields
;---------------------------------HouseNumber C 10 S HouseNumber ;0001-0010
HouseNumberSuffix C 10 S HouseNumberSuffix ;0011-0020
StreetPrefixDirectional C 3 S StreetPrefixDirectional ;0021-0023
.
.

ディクショナリー内のフィールドの順序は、ステージの出力タブにフィールドが表
示される順序になります。入力データを出力列にマップするときは、順序を変更で
きます。
フィールド・タイプ:
いくつかのフィールド・タイプが、ディクショナリーでサポートされています。
以下のフィールド・タイプが、ディクショナリーでサポートされています。出力で
は、SQL タイプは VarChar です。
表 19. フィールド・タイプ定義
フィールド・タイプ

定義

N

数値フィールド。右寄せされ、先行ブランク
で埋められます。

C

英字フィールド。左寄せされ、末尾ブランク
で埋められます。

NS

先行ゼロが除去される数値フィールド。例え
ば、番地フィールドを NS と定義し、ZIP コ
ードを N と定義します。先行ゼロは ZIP コ
ードには関係しますが、番地でのマッチング
では障害になる場合があるからです。

M

英字と数字の情報の混合。数値は右寄せ、英
字の値は左寄せされます。先行ゼロは保存さ
れます。U.S. Postal Service は、番地および
部屋番号に、このタイプのフィールドを使用
します。例えば、4 文字のタイプ M のフィ
ールドは、次のようになります (b はスペー
スを表します)。
v 102 は b102 になります。
v A3 は A3bb になります。
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表 19. フィールド・タイプ定義 (続き)
フィールド・タイプ

定義

MN

混合名。通常は通りの名前を表すのに使用さ
れます。文字で始まるフィールド値は左寄せ
されます。数字で始まるフィールド値は、数
字が別個の 4 文字フィールドであるかのよ
うにインデントされます。
次の例では、b はスペースを表します。1 桁
の数字は 3 個のスペースで、2 桁の数字は
2 個のスペースで、というようにインデント
されています。米国郵政公社では、ZIP+4 フ
ァイル内の通りの名前に、このタイプのフィ
ールドが使用されています。
v MAIN
v CHERRY HILL
v bbb2ND
v bb13TH
v b123RD
v 1023RD

ルール
ルールとは、関連したレコードのグループを標準化するプロセスのことです。ルー
ルは、同じパターンに一致するレコードや完全一致のテキスト・ストリングに適用
できます。
ルールを作成または変更する際には、入力レコード内の値を出力列にマップして、
データを操作するアクションを指定し、ルールが正しいレコードのみに適用される
ようにする条件を特定します。
ルールを追加および変更するには、パターン・アクション仕様 (以前はパターン・
アクション・ファイルと呼ばれていました) を編集するか、IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張するか、オーバ
ーライド・オブジェクトを使用します。
パターン・アクション仕様では、パターンは表示される順序で実行されます。ある
パターンは、入力レコードに一致するか、一致しないかのいずれかになります。一
致する場合、そのパターンに関連付けられたアクションが実行されます。一致しな
い場合、そのアクションはスキップされます。いずれの場合も処理は継続され、フ
ァイル内の次のパターンに進みます。

アクション
アクションはルールの一部であり、ルールによるレコードの処理方法を指定しま
す。レコード内の値ごとに 1 つ以上のアクションを追加できます。
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Standardization Rules Designer、パターン・アクション仕様、またはユーザー・オー
バーライドでアクションを指定できます。アクションが指定されている場所に関係
なく、特定のレコードを操作するすべてのアクションに次の部分が含まれていま
す。
表 20. アクションの部分
部分

例

処理されるオブジェクト

v 値
v 標準の値
v 値の最初の 3 文字
v リテラル

オブジェクトの 1 つ以上の操作

v オブジェクトをあるフィールドから別のフ
ィールドにコピーする
v ルックアップ・テーブルでオブジェクトを
ルックアップして、戻り値に変換する
v オブジェクトを別のオブジェクトと連結す
る

結果の文字ストリングのターゲット

v 出力列
v ユーザー変数 (パターン・アクション仕様
のみ)

パターン・アクション仕様では、ルール・セットによってレコードが処理される方
法、および処理される順序に影響を与えるアクションを指定することもできます。
例えば、CALL アクションを使用して、ユニット・タイプなどの特定のタイプの情
報を処理するサブルーチンを呼び出すことができます。

条件
条件は、ルール内のアクションをレコードに適用する前に、そのレコードが満たす
必要がある要件を指定します。レコード内の値ごとに 1 つ以上の条件を追加できま
す。
条件は、Standardization Rules Designer またはパターン・アクション仕様で指定しま
す。条件を指定する場所に関係なく、すべての条件に次の部分があります。
表 21. 条件の部分
部分

例

条件が適用されるオブジェクト

v 値
v 標準の値
v 値の最初の 3 文字

ルールをオブジェクトに適用するために、そ
のオブジェクトが満たす必要がある要件

v オブジェクトは特定の値と等しい
v オブジェクトがルックアップ・テーブル内
に存在する
v オブジェクトの長さが、特定の値より大き
いか等しい
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例えば、データに ccyy mm dd フォーマットのカレンダー日を表す個別値が含まれ
ているとします。このフォーマットの現在のレコードは 1986 03 16 です。データ
品質要件に、これらの値を ccyymmdd フォーマットの 1 つの値に連結するルールが
必要であるとします。
正しいフォーマットのカレンダー日のみにルールが適用されるようにするには、最
初の値の長さを 4 文字、2 番目と 3 番目の値の長さを 2 文字にする必要がある一
連の条件を追加します。この条件を追加すると、ルールは 1986 03 16 などのレコ
ードに適用されますが、03 16 86 などのレコードには適用されません。

パターン・マッチングの原理
正しい標準化を行うには、パターン・マッチングの概念と、マッチングの根拠を理
解する必要があります。
住所のすべてのエレメントがキーワードによって一意的に識別されれば、住所の標
準化は単純な作業になります。次の例では、あいまいさはまったく生じません。最
初のフィールドは数値 (番地) で、次のフィールドは、値 (以前はトークンと呼ばれ
ていました) によって一意に識別される方角「N」、その次は不明ワード
「MAPLE」、最後が通りの種類「AVE」となっています。
123 N MAPLE AVE

多くの住所は、若干の相違はあるもののこのパターンに当てはまります。
123 E MAINE AV
3456 NO CHERRY HILL ROAD
123 SOUTH ELM PLACE

最初の数値は番地と解釈され、番地フィールド {HouseNumber} に移動する必要があ
ります。方角は、前置方角フィールド {StreetPrefixDirectional} に、通りの名前は通
りの名前フィールド {StreetName} に、通りの種類は {StreetSuffixType} フィールド
に移されます。
中括弧は、出力データのフィールドを定義するディクショナリー・フィールドへの
参照を示しています。例:
表 22. パターン・マッチング
パターン

ディクショナリー・フィール
ド

数値。クラスは ^ です。

{HouseNumber}

例
123
3456
123

方角。クラスは D です。

{StreetPrefixDirectional}

E (東 (East) の省略形)
NO (北 (North) の省略形)
SOUTH

未分類ワード。クラスは ?
です。

{StreetName}

MAIN
CHERRY
HILL
ELM
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表 22. パターン・マッチング (続き)
パターン
通りの種類。クラスは T で
す。

ディクショナリー・フィール
ド
{StreetSuffixType}

例
AV (通り (Avenue) の省
略形)
ROAD
PLACE

ルール・グループ
ルール・グループは、標準化プロセスの同じ時点にレコードに適用されるルールの
集合です。ルールが特定の順序で適用されるようにするために、Standardization
Rules Designer ではルールをルール・グループに編成することができます。
ルール・グループには、標準化プロセスの他のアクションの前または後に、レコー
ドに適用されるルールを含めることができます。ルール・グループは、パターン・
アクション仕様内の別個のアクションによって呼び出されます。
例えば、次のアクションは、Hardware_Retail ルール・グループを呼び出します。例
には、呼び出されるルール・グループを指定するコメントが含まれています。
; Rules for hardware retail products
; ---------------------------------; ---------------------------& ; CALL Hardware_Retail SUBROUTINE
CALL Hardware_Retail

Hardware_Retail ルール・グループには、次のようなルールが含まれていることがあ
ります。
B | + | S | C | P ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductCode}
COPY_A [5] {ProductUnitPrice}
CALL Post_Process
EXIT

ほとんどのルール・セットでは、次のルール・グループのみが必要です。
v その他のすべてのアクションの前に、レコードに適用するルールのルール・グル
ープ
v その他のすべてのアクションの後に、レコードに適用するルールのルール・グル
ープ
IBM InfoSphere QualityStage バージョン 9.1 以降では、事前定義ルール・セットの
パターン・アクション仕様には、次のルール・グループが含まれています。
v Input_Overrides ルール・グループには、パターン・アクション仕様内のその他の
すべてのアクションの前に、レコードに適用されるルールが含まれています。
v Unhandled_Overrides ルール・グループには、パターン・アクション仕様内のその
他のすべてのアクションの後に、レコードに適用されるルールが含まれていま
す。
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パターン・アクション言語に基づくルールをこれらのルール・グループに追加する
ことはできません。
Standardization Rules Designer では、ルール・グループ内のルールの変更、ルール・
グループの追加、またはルール・グループの名前の変更を行うことができます。ル
ール・セットが正しく機能するには、パターン・アクション仕様内のルール・グル
ープへの参照が、Standardization Rules Designer 内のルール・グループに関する情報
と一致する必要があります。ルール・セットをプロビジョニングして、ジョブで適
用する前に、変更が Standardization Rules Designer からパブリッシュされ、パター
ン・アクション仕様が Standardization Rules Designer と一致するよう更新されるよ
うにしてください。
パターン・アクション仕様では、Standardization Rules Designer のルール・グループ
は、次のタイプのルール・セットに追加する必要があります。
v IBM InfoSphere QualityStage バージョン 9.1 の前に作成したカスタム・ルール・
セット
v IBM InfoSphere QualityStage バージョン 9.1 の前に作成された事前定義ルール・
セットのコピー

パターン・アクション仕様 (.PAT ファイル)
パターン・アクション仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼ばれてい
た) は ASCII ファイルで、標準的な任意のテキスト・エディターで作成、更新する
ことができます。
パターン・アクション仕様の一般的なフォーマットは、次のとおりです。
¥POST_START
post-execution actions
¥POST_END
¥PRAGMA_START
specification statements¥PRAGMA_END
pattern
actions
pattern
actions
pattern
actions
...

パターン・アクション仕様には、2 つの特殊なセクションがあります。その 1 つめ
は、¥POST_START と ¥POST_END にはさまれた行内に指定される実行後アクショ
ン (post-execution actions) です。実行後アクションは、入力レコードに対するパタ
ーン・マッチング・プロセスの終了後に実行されます。
実行後アクションには、Soundex コード、NYSIIS コード、逆 Soundex コード、逆
NYSIIS コードの計算、ディクショナリー・フィールド値のイニシャルのコピー、連
結、およびプレフィックス変換などがあります。
2 つめの特殊セクションは、¥PRAGMA_START と ¥PRAGMA_END にはさまれた
行内に指定される仕様ステートメント (specification statements) です。現在使用でき
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る仕様ステートメントは、SEPLIST、STRIPLIST、および TOK のみです。これらの
特殊セクションは任意指定です。省略された場合、ヘッダー行とトレーラー行も省
略する必要があります。
特殊セクションのほか、パターン・アクション仕様は標準化ルールで構成されま
す。標準化ルールには、パターンなどの 1 つ以上の条件と、関連付けられているア
クションが含まれています。パターン指定には、1 行使用します。アクションは、1
行ごとに 1 アクションでコーディングしてください。次のパターンは、さらにその
次の行から指定を始めます。
読みやすくするため、ブランク行を使用できます。例えば、ルールとルールを分け
る区切りとしてブランク行やコメントを入れることが考えられます。
コメントを入れる場合は、その前にセミコロンを置きます。次の例に示すように、
セミコロンを非ブランクの最初の文字として指定すれば、その行全体をコメント行
にすることができます。
;
; 以下に標準住所パターンを示す
;
^ | ? | T ; 123 Maple Ave

次の入力データがあるとします。
123 N MAPLE AVE
123 MAPLE AVE

以下のサンプル・コードは、通りの名前とプロセス・パターンの NYSIIS コードを
アクション後処理で計算し、上記入力データを処理する方法を示します。
¥POST_START
NYSIIS {StreetName} {StreetNameNYSIIS}
¥POST_END
^ | D | ? | T ; 123 N Maple Ave
COPY [1] {HouseNumber} ; Copy House number (123)
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional} ; Copy direction (N)
COPY_S [3] {StreetName} ; Copy street name (Maple)
COPY_A [4] {StreetSuffixType} ; Copy street type (Ave)
EXIT
^ | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY_S [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT

この例のパターン・アクション仕様には、通りの名前 (フィールド {StreetName})
の NYSIIS コードを計算し、結果を {StreetNameNYSIIS} フィールドに移動する
POST セクションがあります。
最初のパターンは、数値、方角、1 語以上の不明ワード、そして通りの種類の順に
並ぶ数値およびストリング (123 N MAPLE AVE) に一致します。関連付けられている
アクションは、次のとおりです。
1. オペランド [1] (数値) を {HouseNumber} 番地フィールドにコピーする。
2. オペランド [2] の標準省略語を {StreetPrefixDirectional} 方角の接頭部フィール
ドにコピーする。
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3. オペランド [3] の内のワードを {StreetName} フィールドにコピーし、ワード間
のスペースは保持する。
4. 4 番目のオペランドの標準省略語を、{StreetSuffixType} 通りの種類フィールド
にコピーする。
5. パターン・プログラムを終了する。ブランク行は、このパターンに対するアクシ
ョンの終了を示しています。
2 番目のルールも同様ですが、このルールでは「123 MAPLE AVE」というような場合
を処理します。最初のパターンに一致するものがない場合、パターン・アクション
が並ぶシーケンス内の次のパターンが照合されます。

特殊文字
標準化プロセスの開始時に、入力データは意味のある値に解析されます。特殊文字
は、個別値を特定して、役に立つ情報が含まれていない値と文字を区別するために
使用されます。
ルール・セットは、次のタイプの特殊文字を使用します。
v 分離文字は、レコード内のある値が終わる場所と、次の値が始まる場所を示しま
す。文字が分離リスト内に存在しても、ストリップ・リスト内には存在しない場
合は、その文字は個別値として識別されます。
v ストリップ文字は、レコードから削除されます。例えば、ピリオド (.) がストリ
ップ・リストにあっても、分離リストには存在しない場合、生データ内の文字
N.W. は、値 NW に解析されます。
パターン・アクション仕様では、分離文字は、SEPLIST ステートメントを使用して
指定される分離リストに指定されます。ストリップ文字は、STRIPLIST ステートメ
ントを使用して指定されるストリップ・リストに指定されます。入力データを解析
すると、分離リストが最初に適用されます。
両方のリストにある文字はすべて値を分離しますが、個別値そのものとしては識別
されません。例えば、スペースが両方のリストにある場合、生データ内の文字 123
456 は、2 つの値 123 と 456 に解析されます。スペースは両方のリストにあるた
め、これは 2 つの値を分離しますが、値そのものではありません。パターン・アク
ション仕様でパターンを指定する場合、パターンの両方のリストにある文字を含め
ることはできません。

例
この例では、スペースは両方のリスト内にあり、ハイフンはストリップ・リスト内
にはありますが、分離リストには存在しません。ハイフンは除去され、
STRATFORD-ON-AVON は STRATFORDONAVON と見なされます。
SEPLIST: " !?%$,.;:()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-¥¥’’"

次の例では、ハイフンは両方のリストにあります。分離リストはストリップ・リス
トの前に適用されているため、入力データの STRATFORD-ON-AVON は、3 つの
値 STRATFORD、ON、および AVON に解析されます。
SEPLIST: " !?%$,.;:-()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-¥¥’’"
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ルール・セット拡張
ルール・セット拡張は、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張する
ことで作成されます。ルール・セット拡張は、データがルール・セットで処理され
る方法を変更します。
拡張は、ルール・セットの既存のコンポーネントを拡張します。拡張を追加する前
に、ルール・セットには、ドメイン内のすべてのデータを標準化するために十分な
情報が含まれているか、データを標準化するために必要な一部の情報のみが含まれ
ているか、または情報がまったく含まれていないことがあります。例えば、分類フ
ァイルには、データ・セット内の一部の値の分類定義が含まれている場合がありま
す。Standardization Rules Designer では、既存の定義を変更する分類拡張を追加する
ことも、分類ファイルに存在しない分類定義を追加することもできます。
ルール・セット拡張は、次のファイルに保管されます。
v 分類拡張を含んでいる .RCC ファイル。
v ルール拡張を含んでいる .RCR ファイル。
v ルックアップ・テーブル拡張を含んでいる 1 つ以上の .RCT ファイル。
オーバーライド・オブジェクト・タイプを使用できますが、ルール・セット拡張に
は、より多くの標準化オプションが用意されています。ルール・セットでオーバー
ライドを使用する場合は、そのオーバーライドをルール・セット拡張に変換して、
Standardization Rules Designer で排他的に作業できます。

オーバーライド
オーバーライドは、分類表およびパターン・アクション仕様に指定されたデータの
処理を変更する場合に使用できます。
オーバーライドとして識別されたデータの処理方法を指示することができます (程
度は限定されます)。また、出力内のデータを配置する位置を指示することもできま
す。
オーバーライドの内容を編集するには、デザイナー・クライアントの「オーバーラ
イド」ウィンドウを使用します。
入力オーバーライドは、ルール・セット・ファイルの動作よりも優先されます。入
力オーバーライドは、メイン処理の前に入力パターンに対して適用されます。入力
オーバーライドは、以下のとおりです。
v ユーザー分類
v 入力テキスト
v 入力パターン
未処理オーバーライドは、メイン処理の完了後に実行されます。未処理オーバーラ
イドは、以下のとおりです。
v 未処理テキスト
v 未処理パターン
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットには、上にリストされている入力オ
ーバーライドと、次の 2 つの追加の入力オーバーライドもあります。
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v フィールド・テキスト
v フィールド・パターン
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットには、未処理オーバーライドはあり
ません。

事前定義ルール・セットのカテゴリー
データ・クレンジングのプロジェクト内のさまざまな事前定義ルール・セットから
選択できます。
処理するデータは国または地域に固有であることが既に分かっていて、その国また
は地域が既に特定されている場合は (例えば、データの一部に ISO コードあるいは
国または地域名がある場合)、COUNTRY ルール・セットを使用する必要はありませ
ん。処理するデータが既に名前、住所、および地域情報にグループ化されている場
合は、PREP ルール・セットを使用する必要はありません。
表 23. ルール・セットのカテゴリー
カテゴリー

説明

注釈

地域プリプロセッサー

住所データから国または地域
ドメインを識別します。

ルール・セットの名前は
COUNTRY です。

ドメイン・プリプロセッサー

特定の国または地域につい
て、データ・ドメインを識別
し、各レコードの名前、住
所、および地域列に割り当て
ます。これらのルール・セッ
トの目的は、入力情報が名
前、住所、または地域ドメイ
ンに属するかどうかを識別す
ることです。

国または地域にそれぞれ 1
つの PREP (プリプロセッサ
ー)

このタイプのルール・セット
の適用時に生成される出力
を、その国または地域に適切
なドメイン固有ルール・セッ
トの入力として使用すること
ができます。
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表 23. ルール・セットのカテゴリー (続き)
カテゴリー

説明

注釈

ドメイン固有

特定の国または地域につい
て、各データ・ドメインを標
準化します。最も一般的なル
ール・セットは、以下のとお
りです。

ほとんどの国または地域に
は、NAME、ADDR、および
AREA の 3 つのドメインが
あります。一部の国または地
域 (例えば、日本) には、さ
らにいくつかのドメイン固有
ルール・セットがあります。

名前: 個人名、組織名、宛先
指定、および別称を含む。
住所: ユニット番号、通りの
名前、通りの種類、通りの方
角を含む。
地域: 市町村、都道府県
(州)、郵便番号 (米国ならば
ZIP コード) を含む。
電話番号: 市外局番および内
線番号を含む。
検証

特定の国または地域につい
て、次のような共通ビジネ
ス・データのフォーマットお
よび値を標準化し、検証しま
す。
電話番号

VTAXID は米国専用です。
VPHONE は、カナダ、西イ
ンド諸島、および米国に対応
します。VEMAIL および
VDATE は、各国で使用でき
ます。

納税者番号
メール・アドレス
日付
各国間標準化

複数の国または地域につい
て、各国の住所データを標準
化し、検証します。

MNS ルール・セットは MNS
ステージによって使用されま
す。

国または地域識別子ルール・セット
国または地域識別子ルール・セットでは、地域情報を読み取って、関連する国また
は地域を識別します。ルール・セット名は COUNTRY です。
国または地域識別子ルール・セットの目的は、レコードの地域情報 (市、州または
地区、郵便番号、あるいは国または地域名の場合あり) の地理的発生元に関連した
2 バイトの適切な ISO 地域コードを各入力レコードに割り当てることです。
COUNTRY ルール・セットは通常、入力ファイルが複数の国および地域を表してい
て、信頼できる国または地域のインジケーターがない場合に使用されます。データ
に、国または地域を示す値 (以前はトークンと呼ばれていた) が含まれている場合、
ルール・セットでは、その情報を使用して ISO 地域出力フィールドにデータを設定
します。

198

IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド

国または地域の名前がデータに見つからない場合、このルール・セットでは地域情
報を評価して、住所が次のいずれかの国に属しているかどうかを判別します。
v オーストラリア
v カナダ
v フランス
v ドイツ
v イタリア
v スペイン
v 英国
v アメリカ合衆国
地域情報がどの国または地域パターンとも一致しない場合は、デフォルトの区切り
文字 (Standardize ステージの「リテラル」フィールドに指定) が割り当てられま
す。
国または地域識別子ルール・セットは、以下のアクティビティーに役立ちます。
v 分析: 入力ファイルに各国のデータが含まれるかどうかを判別する。ワード頻度
出力ファイルで、国または地域のワードの分布が提供されます。
v 入力準備: 国または地域固有の処理を行うために、入力ファイルを国または地域
固有のサブセットにセグメント化しやすくする。こうすると、出力フィールドを
使用して、その後のプロセスで国または地域でレコードをフィルタリングするこ
とができます。
この出力ファイルを作成した後、Filter ステージを使用して、1 つの国または地域の
データのみが含まれるファイルを作成できます。このファイルは、適切な国または
地域のドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットで使用できます。

国または地域コードの区切り文字
国または地域識別子ルール・セット (COUNTRY) では、ルール・セットでレコード
の発生元の国または地域を判別できない場合は、デフォルトの区切り文字を使用し
ます。
COUNTRY ルール・セットを使用してルール・プロセスを定義する場合は、デフォ
ルトの区切り文字を指定する必要があります。ジョブでルールを実行するには、事
前に区切り文字を定義しておく必要があります。
デフォルトの区切り文字フォーマットは次のとおりです。
ZQ<2 バイトの ISO 地域コード>ZQ

例えば、米国のデフォルト区切り文字は ZQUSZQ です。
ほとんどのレコードを表すと思われる、つまり入力データで最も頻繁に発生する国
または地域の地域コードを使用します。例えば、データにはカナダのデータがいく
つか含まれているが、多くは米国をベースとしている場合は、区切り文字の地域コ
ードには US を指定します。
デフォルトの区切り文字は、Standardize ステージの「リテラル」フィールドに指定
します。
第 6 章 データ・クレンジング・プロセスで適用されるルール・セット

199

国または地域識別子ルール・セットで地域コードを判別できない場合、デフォルト
値はデフォルト区切り文字が使用され、レコードに割り当てられます。

COUNTRY ルール・セットの出力データ
COUNTRY ルール・セットの出力データには複数のフィールドがあります。
以下のフィールドが、COUNTRY ルール・セットの出力データにあります。
v 2 バイトの ISO 地域コード。このコードは、レコードの住所および地域情報の地
理的な起点と関連付けられています。
v ID フラグ。
値は、次のとおりです。
Y

このルール・セットは、国または地域を識別します。

N

このルール・セットは、国または地域を識別できず、デフォルトの区切り
文字の値を使用します。

ドメイン・プリプロセッサー (PREP) ルール・セット
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットは、混合ドメイン入力 (フリー・フ
ォームの名前および住所情報など) を評価し、そのデータをドメイン固有の列セッ
トに分類します。
適切なドメインが識別されたら、ドメイン固有ルール・セットを使用して、適切に
標準化された構造を生成することができます。ドメイン・プリプロセッサー・ルー
ル・セットは、特定の国のファイルからの混合ドメイン入力を評価します。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの名前は、国または地域の省略形で
始まり、PREP (プリプロセッサーの省略形) で終わる命名規則に従います。次の表
は、その例を示しています。
ルール・セット名

国

USPREP

アメリカ合衆国

GBPREP

英国

CAPREP

カナダ (英語圏)

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの入力データの準備
入力データ内の列の順序は、ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットによる
データ・ドメイン (名前、住所、または地域) の判別には使用されません。列内のデ
ータを記述するには、区切り文字を使用する必要があります。
入力レコードの列には、1 つ以上のメタデータ区切り文字を挿入する必要がありま
す。各列または列のグループを区切ります。区切り文字によって、以下の 1 つ以上
に基づいて、列にどのようなデータが入っているかが示されます。
v メタデータの記述
v 分析結果
v 情報に基づく推測
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入力データに指定された区切り文字名については、ドメイン・プリプロセッサー
(PREP) ルール・セット内の分類 (.CLS) を参照します。一部の区切り文字名を以下
に示します。
ZQPUTNZQ
フィールド全体がデフォルトで名前ドメインに自動的に設定されます。
ZQMIXNZQ
フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフィケーションが適
用されてから、ルール・セットで名前、住所、および地域データのフィール
ドが (この順序で) 検査されます。ドメインが割り当てられていない情報は
すべて、デフォルトで名前ドメインに設定されます。
ZQNAMEZQ
名前区切り文字。フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフ
ィケーションが適用されてから、ルール・セットで共通の名前パターンが検
査されます。名前パターンが見つからない場合、ルール・セットでは住所お
よび地域パターンを検査します。住所および地域パターンが見つからない場
合、フィールドはデフォルトで名前ドメインに設定されます。
ZQPUTAZQ
フィールド全体がデフォルトで住所ドメインに自動的に設定されます。
ZQMIXAZQ
フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフィケーションが適
用されてから、ルール・セットで名前、住所、および地域データのフィール
ドが (この順序で) 検査されます。ドメインが割り当てられていない情報は
すべて、デフォルトで住所ドメインに設定されます。
ZQADDRZQ
住所区切り文字。フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフ
ィケーションが適用されてから、ルール・セットで共通の住所パターンが検
査されます。住所パターンが見つからない場合、ルール・セットでは名前お
よび地域パターンを検査します。名前および地域パターンが見つからない場
合、フィールドはデフォルトで住所ドメインに設定されます。
ZQPUTRZQ
フィールド全体がデフォルトで地域ドメインに自動的に設定されます。
ZQMIXRZQ
フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフィケーションが適
用されてから、ルール・セットで名前、住所、および地域データのフィール
ドが (この順序で) 検査されます。ドメインが割り当てられていない情報は
すべて、デフォルトで地域ドメインに設定されます。
ZQAREAZQ
地域区切り文字。フィールド・オーバーライドおよびフィールド・モディフ
ィケーションが適用されてから、ルール・セットで共通の地域パターンが検
査されます。地域パターンが見つからない場合、ルール・セットでは名前お
よび住所パターンを検査します。名前および住所パターンが見つからない場
合、フィールドはデフォルトで地域ドメインに設定されます。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットに予期される入力は、次のとおりで
す。
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v 入力レコードの列について、少なくとも 1 つのメタデータ区切り文字
v 各区切り文字に続くフィールドとの、最大 6 個の区切り文字。フィールドは、デ
ータが表す可能性が最も高いドメイン (名前、住所、または地域) を示します。
v 複数の入力列を 1 つの区切り文字に続けることができます。例えば、
ZQAREAZQ 市町村 州 ZIPCode
列区切り文字を挿入するには、リテラルを使用する必要があります。区切り文字を
挿入するには、「標準化ルール・プロセス」ウィンドウの「リテラル」フィールド
を使用します。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットでは、以下のアクションを実行しま
す。
v 区切り文字で区切られたフィールドはデフォルトのドメイン以外のドメインに属
しているかどうかを確認します。
v すべてのデータを、入力された順序で適切なドメイン出力フィールドに送信しま
す。
v MIX 区切り文字についての注: 配送されたほとんどのルール・セットでは、MIX
区切り文字が指定されると最小限の処理が行われます。つまり、ユーザー・オー
バーライドが必要です。
注: 入力レコードのメタデータ区切り文字を 1 つも入れなかった場合、次のような
エラー・メッセージが表示されます。PRE-PROCESSOR ERROR - NO METADATA
DELIMITERS WERE SPECIFIED

ドメイン・プリプロセッサーの例
列セットおよびメタデータのラベルは、必ずしもデータ内容に関して十分な情報を
表しているとは限りません。このため前処理で、入力データをドメイン固有の列セ
ット (名前、住所、地域) に分類します。
入力ファイルは通常はドメイン固有でないため、これらのルール・セットは、標準
化のためのファイルを準備する際に重要です。
列には、そのメタデータの記述に合致しないデータが含まれていることがありま
す。以下の例で、メタデータ・ラベルとデータ内容を示します。
名前 1 John Doe
名前 2 123 Main Street Apt. 456
住所 1 C/O Mary Doe
住所 2 Boston, MA 02111
ドメインが入力に指定されていません。以下に、ドメイン・ネームとデータ内容の
例を示します。
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名前

John Doe

名前

C/O Mary Doe

住所

123 Main Street Apt. 456

地域

Boston, MA 02111
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さらに、以下のような場合には、他の問題が生じることがあります。
v 情報が複数の列セットにまたがっている。
v 1 つの列セット内に複数のデータ・ドメインがある。
ドメイン・ネームとデータ内容を示す以下のセットは、サンプルです。
名前 1 John Doe and Mary
名前 2 Doe 123 Main Street
住所 1 Apt. 456 Boston
住所 2 MA 02111
ドメイン・ネームとデータ内容は、以下のとおりです。
名前

John Doe and Mary Doe

住所

123 Main Street Apt. 456

地域

Boston, MA 02111

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット内のオブジェクト
各ルール・セットには、オブジェクトのグループが関連付けられています。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの命名規則は、次のとおりです。
位置

説明

値

1-2

ISO 地域コード

US: アメリカ合衆国、GB: 英
国、CA: カナダ、AU: オー
ストラリア、DE: ドイツ、
ES: スペイン、FR: フラン
ス、IT: イタリア、など

3-6

ドメイン・プリプロセッサー
の省略形

PREP

例えば、米国のドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットには、次のようなオ
ブジェクトが含まれます。
USPREP.CLS
分類表
USPREP.DCT
ディクショナリー
USPREP.PAT
パターン・アクション仕様
USPREP.FPO
フィールド・パターン・オーバーライド
USPREP.FTO
フィールド・テキスト・オーバーライド
USPREP.IPO
入力パターン・オーバーライド

第 6 章 データ・クレンジング・プロセスで適用されるルール・セット

203

USPREP.ITO
入力テキスト・オーバーライド
USPREP.UCL
ユーザー分類

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのオーバーライド
ドメイン・プリプロセッサー・オーバーライドとその省略形によって、ユーザー独
自のカスタムの条件付けルールを指定できます。
次の表で、標準ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのオーバーライドに
ついて説明します。
ドメイン・プリプロセッサ
ー・オーバーライド名

オブジェクト・タイプ省略形

例 (米国)

ユーザー定義の分類

UCL

USPREP.UCL

入力パターン・オーバーライ
ド

IPO

USPREP.IPO

入力テキスト・オーバーライ
ド

ITO

USPREP.ITO

フィールド・パターン・オー
バーライド

FPO

USPREP.FPO

フィールド・テキスト・オー
バーライド

FTO

USPREP.FTO

ドメイン・プリプロセッサー・ディクショナリー
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットには、ディクショナリーが含まれて
います。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのディクショナリーには、以下の 2
つのタイプのフィールドがあります。
v ドメイン・フィールド
v レポート・フィールド
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのドメイン列:
ドメイン・フィールドは、ルール・セットに従って値 (以前はトークンと呼ばれて
いた) を編成する場合に使用されます。ステージでは、フィールドは列にマップさ
れます。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットは、すべての入力値を次のドメイ
ン・フィールドのいずれかに移します。
NameDomain
名前ドメインに属するすべての入力値
AddressDomain
住所ドメインに属するすべての入力値
AreaDomain
地域ドメインに属するすべての入力値
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Standardize ステージでは、ルール・セットの出力リンクに表示される列名には、ア
ンダースコアーとルール・セット名の接尾部が付けられています。例えば、USPREP
ルール・セットが使用された場合、NameDomain は、Standardize ステージの出力リン
クでは NameDomain_USPREP のラベルが付けられます。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのレポート列:
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットには、品質保証と標準化後の分析の
ためのレポート・フィールドがあります。ステージでは、フィールドは列にマップ
されます。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットにはすべて、以下のレポート・フィ
ールドがあります。
Field[N]Pattern
番号で示された、区切り文字で区切られた列に生成されるパターン。
Field1Pattern は、最初の区切り文字で区切られた列に生成されます。
Field2Pattern は、2 番目の区切り文字で区切られた列に生成されます。同様
にして、6 番目の区切り文字で区切られた列に生成される Field6Pattern ま
で生成されます。このパターンは、列入力値 (以前はトークンと呼ばれてい
ました) から生成され、構文解析規則と分類に基づいています。
InputPattern
構文解析規則および分類に基づいて、入力値のストリーム全体に生成される
パターン。
OutboundPattern
出力ファイルに書き込まれる直前のすべての値のパターン・イメージ。
UserOverrideFlag
このレコードに適用されたユーザー・オーバーライドのタイプを示すフラ
グ。
カスタム・フラグ
未使用。ユーザーがそのプロジェクトに必要なフラグの作成に使用できま
す。
Standardize ステージでは、ルール・セットの出力リンクに表示される列名には、ア
ンダースコアーとルール・セット名の接尾部が付けられています。例えば、
USAREA ルール・セットが使用された場合、UserOverrideFlag は、Standardize ス
テージからの出力リンクでは UserOverrideFlag_USAREA のラベルが付けられます。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット用のユーザー・フラグの説明:
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットで使用されるフラグは、ユーザー・
オーバーライドの使用を示します。
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの UserOverride フラグに可能な値
は、以下のとおりです。
NO

デフォルトです。ユーザー変更マスクは使用されません

IP

入力パターン・ユーザー・オーバーライドが使用されます

IT

入力テキスト・ユーザー・オーバーライドが使用されます
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UP

未処理パターン・ユーザー・オーバーライドが使用されます

UT

未処理テキスト・ユーザー・オーバーライドが使用されます

CustomFlag には、デフォルトではデータは設定されません。このフラグには、ルー
ル・セットを使用するためにそれを変更する場合にのみデータが設定されます。

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのドメイン・マスク
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットは、各入力値 (以前はトークンと呼
ばれていた) にドメイン・マスクを割り当てようとします。
すべてのパターン・アクションでは、以下のいずれかのドメイン・マスクに値を再
入力します。
A

ADDRESS

N

NAME

R

AREA

ドメイン・プリプロセッサーは、その最終ステップで、割り当てられた (またはデ
フォルトの) ドメイン・マスクに基づいて、ルール・セットからの出力、つまり値
をドメイン列にマップします。

プリプロセッサー・ルール・セットのアップグレード
新しいリリースが使用可能になったとき、または、配布されているルール・セット
を変更するときには、改善内容を既存のプロジェクトに組み込むことができます。
以下の項目は更新しないでください。
v ルール・セットの説明
v ディクショナリー
v ユーザー・オーバーライド表
これらの項目はジョブに固有であり、不適切に変更すると、処理時に障害が発生し
たり異なる結果が生成されたりすることがあります。
USPREP ルール・セットでは、以下の項目を変更しないでください。
USPREP.DCT
ディクショナリー
USPREP.UCL
ユーザー分類
USPREP.ITO
ユーザー・オーバーライド入力テキスト・オブジェクト
USPREP.IPO
ユーザー・オーバーライド入力パターン・オブジェクト
USPREP.FTO
ユーザー・オーバーライド・フィールド・テキスト・オブジェクト
USPREP.FPO
ユーザー・オーバーライド・フィールド・パターン・オブジェクト

206

IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド

以下の項目は更新できます。
v 分類
v パターン・アクション
v ルックアップ・テーブル
これらの項目は、旧バージョンから変更されている可能性があります。
USPREP ルール・セットでは、変更できる項目は次のとおりです。
USPREP.CLS
分類
USPREP.PAT
パターン・アクション
USCITIES.TBL
米国の市町村ルックアップ・テーブル
分類に対する変更はユーザー分類 (.UCL) を介して行われるため、分類を置換するこ
とができます。ただし、現在の分類に存在する内容が、新たに配布された分類にも
あることを確認してください。どのルックアップ・テーブルについてもそうするよ
うにしてください。
パターン・アクションのアップグレードは、より複雑です。作成時のパターン・ア
クションに対する変更は、Input_Modifications と Column_Modifications の 2 つ
のサブルーチンで行われます。この場合、これらのサブルーチンを既存のパター
ン・アクションからコピーして、サブルーチンが空になっていることが検出された
パターン・アクションにそれらを貼り付けます。
モディフィケーション・サブルーチンの外側では、何度も他の変更が行われます。
また、その変更内容を新しいパターン・アクションに追加することもできます。
注: ジョブの開発は、そのジョブが現在使用しているルールに基づいているため、
ルールの変更は出力に影響を与えることがあります。既存のジョブでルールをアッ
プグレードする必要がある場合は、そのジョブを実動で実行する前に、十分なテス
トを実施することをお勧めします。

ドメイン固有ルール・セット
ドメイン固有ルール・セットでフリー・フォーム・データを処理します。このデー
タは、構造の制約によって限定されません。ルール・セットで処理されるデータは
単一ドメイン・データであり、特定のタイプの情報内容 (名前、住所、または地域)
に関係します。
国または地域それぞれの標準ドメイン固有ルール・セットは、以下のとおりです。
NAME
個人名、ビジネス名、および組織名。
ADDR 通りの名前、番号、建物単位、およびその他の住所情報
AREA 市町村、州、地域、およびその他の地域情報
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ドメイン固有ルール・セット内のオブジェクト
ドメイン固有ルール・セットには、オブジェクトのグループが関連付けられていま
す。
ドメイン固有ルール・セットの命名規則は、次のとおりです。
位置

説明

サンプル値

1-2

ISO 地域コード

US: アメリカ合衆国、GB: 英
国、CA: カナダ、AU: オー
ストラリア、DE: ドイツ、
ES: スペイン、FR: フラン
ス、IT: イタリア、など

3-6

ルールのタイプ

NAME: 名前、ADDR: 住所、
AREA: 地域

例えば、米国の名前ルール・セットには、次のようなオブジェクトが含まれます。
USNAME.CLS
分類表
USNAME.DCT
ディクショナリー
USNAME.PAT
パターン・アクション仕様
USNAME.IPO
入力パターン・オーバーライド
USNAME.ITO
入力テキスト・オーバーライド
USNAME.UCL
ユーザー分類
USNAME.UPO
ユーザー・パターン・オーバーライド
USNAME.UTO
ユーザー・テキスト・オーバーライド・ファイル
次のルックアップ・テーブルを使用することもできます。
USNAMEMF.TBL
マッチング・フィールドから除外するワードを含むファイル
USFIRSTN.TBL
氏名の名および性別の拡張バージョン (Bob Robert M) を含むファイル。拡
張バージョンがない場合、2 番目の列には性別のみが含まれます (Bob
M)。
USGENDER.TBL
接頭部 (Mr、Ms、Mrs、または Miss) に基づいた性別識別を含むファイ
ル。
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ドメイン固有ルール・セットのオーバーライド
ドメイン固有オーバーライドおよびそれらの省略形によって、ユーザー独自のカス
タムの条件付けルールを指定できます。
次の表に、ドメイン固有ルール・セットのオーバーライドに使用するオブジェクト
を示します。
ドメイン固有オーバーライド
名

オブジェクト・タイプ省略形

例 (米国住所)

ユーザー定義の分類

UCL

USADDR.UCL

入力パターン・オーバーライ
ド

IPO

USADDR.IPO

入力テキスト・オーバーライ
ド

ITO

USADDR.ITO

未処理パターン・オーバーラ
イド

UPO

USADDR.UPO

未処理テキスト・オーバーラ
イド

UTO

USADDR.UTO

ドメイン固有ルール・セットの特性
名前、住所、および地域の各ドメイン・ルール・セットは、特定の入力を操作し、
特定のルール・セット動作があります。

名前
名前ドメイン・ルール・セットに予期される入力は、特定の国または地域の有効な
個人名、組織名、または修飾名 (DBA (データベース管理者) など) です。
名前ドメイン・ルール・セットでは、処理オプションに基づいて以下のアクション
を実行します。
なし

入力は個人名か組織名であるかどうかを判別し、それに従って入力を標準化
します。ルール・セットで名前のタイプを判別できない場合、データは未処
理データ出力フィールドに入れられます。
ルール・セットはデータの処理については控えめです。例えば、パターン
「++」は、処理オプションなしでは処理されませんが、処理オプションが選
択されている場合は処理されます。

すべての列を個人として処理
入力はすべて個人名であり、ルール・セットが氏名の名、ミドルネーム、お
よび姓出力フィールドに許可する内容はより自由であると想定します。
すべての列を組織として処理
名およびミドルネームにデータを設定しません。入力名はすべて組織名であ
ると想定し、標準化して姓および接尾部出力フィールドに入れられます。
未定義列を個人として処理
入力は個人名か組織名であるかどうかを判別し、それに従って入力を標準化
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します。ルール・セットで名前のタイプを判別できない場合は、個人名であ
ると想定し、標準化して氏名の名、ミドルネーム、および姓出力フィールド
に入れられます。
未定義列を組織として処理
入力は個人名か組織名であるかどうかを判別し、それに従って入力を標準化
します。ルール・セットで名前のタイプを判別できない場合、ルール・セッ
トでは入力は組織名であると想定し、標準化して姓、および接尾部出力フィ
ールドに入れられます。
名前ドメイン・ルール・セットでは、分類された値 (以前はトークンと呼ばれてい
た) を句読点とともに使用して、名前を標準化する方法を判別します。例えば、
DAVIS CHRISTOPHER という名前の場合、パターンは +F です。パターンは、
「名 | 姓」または「姓 | 名」となることがあります。入力は未処理のままになり
ます。しかし、入力名が DAVIS, CHRISTOPHER の場合、パターンは +,F です。
CHRISTOPHER が名で、DAVIS は姓です。

住所
住所ドメイン・ルール・セットに予期される入力は、その国または地域の有効な地
番および 2 次住所データです。
住所ドメイン・ルール・セットでは、以下のアクションを実行します。
v 郵便標準に密接に従います (標準が使用可能な場合)。
v パターンが 2 つのタイプの住所を表すことができるが、それを処理する方法を区
別するインジケーターがない場合、ルール・セットでは両住所を未処理のままに
します。ユーザーが、オーバーライドを使用して入力を処理する方法を判別する
必要があります。

地域
地域ドメイン・ルール・セットに予期される入力は、正しい順序でのその国または
地域の有効なハイレベル住所データです。米国の場合、正しい順序は次のとおりで
す。
1. 市町村
2. 州
3. ZIP コード
4. 国
地域ドメイン・ルール・セットでは、以下のアクションを実行します。
v 国または地域、州または地区、および郵便コードを標準化して、ステージで列に
マップされる出力フィールドに入れます。
v 残りの情報は、最小限の標準化で市町村名フィールドに入れられます。
v 最小限の標準化は市町村に適用されます。
v
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ドメイン固有のディクショナリー
ドメイン固有ルール・セットのディクショナリーには、ビジネス・インテリジェン
ス・フィールド、マッチング・フィールド、およびレポート・フィールドが含まれ
ています。これらのフィールドは、Standardize ステージで指定された列にマップさ
れます。
ドメイン固有のルール・セットのビジネス・インテリジェンス・フィールド:
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、データ内に含まれる重要情報に注目
する場合に便利です。
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、ドメイン、および国または地域によ
って異なります。USAREA ビジネス・インテリジェンス・フィールド名は、以下の
とおりです。
CityName
StateAbbreviation
ZIPCode
Zip4AddonCode
CountryCode
ドメイン固有ルール・セットのマッチング・フィールド:
ドメイン固有ルール・セットでは、効果的なデータ・マッチングを容易にするフィ
ールドを作成します。
マッチング・フィールドは、ドメイン、および国または地域によって異なります。
USAREA マッチング・フィールド名は、CityNameNYSIIS と CityNameRVSNDX で
す。
ドメイン固有ルール・セットのレポート・フィールド:
レポート・フィールドは、品質保証と標準化後の分析に使用されます。
ドメイン固有ルール・セットには、以下のレポート・フィールドがあります。
UnhandledPattern
パターン・アクション言語による構文解析規則、分類、および追加操作に基
づくルール・セットで処理されなかった残りの値 (以前はトークンと呼ばれ
ていた) に生成されるパターン。
UnhandledData
ルール・セットによって処理されなかった残りの値。それぞれの値の間は 1
文字のスペースで区切られます。
InputPattern
構文解析規則および分類に基づいて、入力値のストリームに生成されるパタ
ーン。
ExceptionData
データ例外を表すため、ルール・セットによって処理されなかった値。デー
タ例外は、ルール・セットのドメインに含まれない値、あるいは、無効また
はデフォルト値の値の場合があります。
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UserOverrideFlag
このレコードに適用されたユーザー・オーバーライドのタイプを示すフラ
グ。
ドメイン固有ルール・セットのデータ・フラグ:
ドメイン固有ルール・セットには、オーバーライド・フラグの説明が含まれていま
す。
ドメイン固有ルール・セットのレポート・フィールドの UserOverride フラグの可能
性ある値は、以下のとおりです。
NO

デフォルトです。ユーザー変更マスクは使用されません

FP

列パターン・ユーザー変更マスクが使用されます

FT

列テキスト・ユーザー変更マスクが使用されます

IP

入力パターン・ユーザー変更マスクが使用されます

IT

入力テキスト・ユーザー変更マスクが使用されます

CustomFlag には、デフォルトではデータは設定されません。このフラグには、ルー
ル・セットを使用するためにそれを変更する場合にのみデータが設定されます。

検証ルール・セット
検証ルール・セットでは、ビジネス・インテリジェンス・フィールドとレポート・
フィールドを生成します。ステージでは、フィールドは列にマップされます。
検証ルール・セットは、以下の一般的なビジネス・データの標準化に使用されま
す。
VDATE
日、月、年から構成される日付。
VEMAIL
ユーザー、ドメイン、および最上位修飾子からなるメール・アドレス。
VPHONE
各国特有の電話番号。
VTAXID
納税者番号または年金基金番号。

検証ルール・セット内のオブジェクト
検証ルール・セットには、オブジェクトのグループが関連付けられています。
命名規則は、次のとおりです。
位置

説明

値

1

検証ルール省略形

V

2 から n

ルールのタイプ

DATE EMAIL PHONE
TAXID

例えば、DATE ルール・セットには、次のようなオブジェクトがあります。
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VDATE.CLS
分類表
VDATE.DCT
ディクショナリー
VDATE.PAT
パターン・アクション仕様
VDATE.IPO
入力パターン・オーバーライド
VDATE.ITO
入力テキスト・オーバーライド
VDATE.UCL
ユーザー分類
VDATE.UPO
ユーザー・パターン・オーバーライド
VDATE.UTO
ユーザー・テキスト・オーバーライド
ルール・セットで次のルックアップ・テーブルを使用することもできます。以下の
ファイルは、VDATE ルール・セットで使用されるルックアップ・テーブルです。
VDATELY.TBL
うるう年
VDATEMM.TBL
月
INVDATE.TBL
無効なカレンダー日

VDATE ルール・セット
VDATE ルール・セットでは、日付について、値を検証し、フォーマットを標準化
します。
以下の説明は、VDATE ルール・セットに関係します。
v このルール・セットは、グレゴリオ暦に限り適用されます。
v ハイフンやスラッシュなどの句読記号は、解析ステップ中に除去されます。
v このルール・セットでは、以下の条件を検査して無効のフラグを付けます。
– 月は 1 以上で 12 以下である。
– 2 月の場合、うるう年計算を使用し、日は 29 以下である。
– 4 月、6 月、9 月、または 11 月の場合、日は 30 以下である。
– 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、10 月、または 12 月の場合、日は 31 以下
である。
v ルール・セットからの出力は、列にマップされ、ビジネス・インテリジェンス列
およびレポート列となります。
v 標準出力フォーマットは CCYYMMDD です。
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VDATE ルール・セットのデフォルト構文解析パラメーター:
VDATE ルール・セットにはいくつかのデフォルト構文解析パラメーターがありま
す。
デフォルトの構文解析パラメーターは、次のとおりです。
SEPLIST <space character> ,;.%:&*¥"/+¥¥()-"
STRIPLIST <space character> ,;.:*¥"¥¥()
VDATE ルール・セットの入力日付フォーマット:
入力データに必要な日付については、いくつかのフォーマットがあります。
日付に予期される入力フォーマットと各フォーマットの例を、以下に示します。
mmddccyy
09211991
mmmddccyy
OCT021983
mmmdccyy
OCT21983
mmddccyy
04101986
mm/dd/ccyy
10/23/1960
m/d/ccyy
1/3/1960
mm/d/ccyy
10/3/1960
m/dd/ccyy
1/13/1960
mm-dd-ccyy
04-01-1960
m-d-ccyy
1-3-1960
mm-d-ccyy
10-3-1960
m-dd-ccyy
1-13-1960
ccyy-mm-dd
1990-10-22
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SEPLIST および STRIPLIST は、デフォルトのフォーマットのオーバーライドに使用
できるステートメントです。SEPLIST および STRIPLIST ステートメントの詳細につ
いては、「IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス」を
参照してください。
入力ストリングと出力結果の例を、以下に示します。
1990-10-22
19901022
1/13/1960
19600113
OCT021983
19831002
VDATE ルール・セットのビジネス・インテリジェンス・フィールド:
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、出力データ内に含まれる日付情報に
注目する場合に役立ちます。
データ値が検証を合格すると、このルール・セットでは、以下のビジネス・インテ
リジェンス・フィールドに値を設定します。
DateCCYYMMDD
9 バイトの数値。有効な日付データ。
ValidFlag
値 T。
VDATE ルール・セットのレポート・フィールド:
VDATE ルール・セットの出力は、検証を合格しないデータ値です。
データ値の検証が不合格の場合、このルール・セットでは、レポート・フィールド
にデータを設定します。出力フィールド InvalidData には、検証要件を満たさなか
ったデータが設定されます。出力フィールド InvalidReason には、以下のいずれか
の値が設定されます。
IF

無効なフォーマット

IM

無効な月 (例: JAN011776 ではなく JJJ011976)

IT

無効表にある日付 (例: 11111111)

MM

無効な数字月 (例: 13/10/1988)

FB

2 月の無効日 (例: 02/30/1976)

M0

30 日の月の無効日

M1

31 日の月の無効日

VEMAIL ルール・セット
VEMAIL ルール・セットでは、メール・アドレスのフォーマット、コンポーネン
ト、および完全性を識別します。
以下の説明は、VEMAIL ルール・セットに関係します。
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v すべてのメール・アドレスには、ユーザー、ドメイン、および最上位修飾子が含
まれていなければなりません。
v アットマーク (@) およびピリオド (.) は、構文解析ステップ中に区切り文字とし
て使用されます。
v このルール・セットのデフォルト分類には、共通ドメイン修飾子
(ORG、COM、EDU、GOV など) およびサブドメイン修飾子 (国コードや州コー
ドなど) が含まれています。
v このルール・セットでは、メール・フォーマットを検証してローカル、ドメイ
ン、および最上位ドメイン・コンポーネントを区別します。
v このルール・セットは、ローカルおよびドメイン・コンポーネントで見つかった
スペースは訂正しますが、最上位ドメインのスペースは訂正しません。訂正され
た情報を使用するには、出力がフォーマット設定されていなければなりません。
VEMAIL ルール・セットのデフォルト構文解析パラメーター:
VEMAIL ルール・セットにはいくつかのデフォルト構文解析パラメーターがありま
す。
デフォルトの構文解析パラメーターは、次のとおりです。
SEPLIST <space character>` , ; % : & * ¥ " / + ¥¥ ( )[ ] < > - @ . _
STRIPLIST <space character> `
VEMAIL ルール・セットの構文解析例:
構文解析パラメーターは、アドレスを解析して複数の値にします。
構文解析パラメーターは、以下の例のように、アドレスを解析して複数の値 (以前
はトークンと呼ばれていた) にします。
入力ストリング

値

値の数

John_Smith@abccorp.com

John_Smith

1

abccorp

2

com

3

kjones

1

example

2

org

3

kjones@example.org

アットマーク (@) およびピリオド (.) は、データを区切るために使用されます。こ
れらの記号は、構文解析処理中に除去されます。
Standardize ステージでは、処理する前に複数の値を単一の値に再組み立てすること
はありません。入力メール・アドレスをデータの末尾に追加する必要があります。
VEMAIL ルール・セットのビジネス・インテリジェンス・フィールド:
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、出力データ内に含まれるメール情報
に注目する場合に役立ちます。
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データ値が検証されると、このルール・セットでは、以下のビジネス・インテリジ
ェンス・フィールドにデータを設定します。
EmailUser
英数字
EmailDomain
英数字
EmailToplevel
EDU、ORG、または COM などの修飾子
EmailURL
可能な Web サイト。値には ww を含む
ValidFlag
値 T
VEMAIL ルール・セットのレポート・フィールド:
VEMAIL ルール・セットの出力は、検証を合格しないデータ値です。
データ値の検証が不合格の場合、このルール・セットでは、レポート・フィールド
にデータを設定します。出力フィールドは、以下のとおりです。
UnhandledData
検証要件を満たさなかった値が設定されます。
InputPattern
構文解析ルールおよび分類に基づいて入力値 (以前はトークンと呼ばれてい
た) のストリーム全体に生成されるパターンを示します。
UserOverrideFlag
このレコードに適用されたユーザー・オーバーライドのタイプを示すフラグ
が含まれています。
出力フィールド InvalidReason には、以下のいずれかの値が設定されます。
NA

入力データは「N/A」、つまり適用なしです。

@@

メール・アドレスには複数のアットマーク (@) が含まれています。

.@

アットマーク (@) の前にピリオド (.) が含まれています。

..

少なくとも 2 つの連続したピリオド (.) が含まれています。

.1

ピリオド (.) がメール・アドレスの先頭文字です。

IC

メール・アドレスに、無効文字が含まれています。

WW

メール・アドレスに、Web サイトと考えられるものが含まれています。こ
の情報は EmailURL フィールドにあります。

VPHONE ルール・セット
VPHONE ルール・セットでは、米国、カナダ、および西インド諸島の電話番号につ
いて、値を検証し、フォーマットを標準化します。
以下の説明は、VPHONE ルール・セットに関係します。
v ルール・セットでは、次の例のフォーマットを検証します。
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– (nnn) nnn-nnnn
– nnn nnn nnnn
– nnn-nnn-nnnn
– nnnnnnnnnn
v このルール・セットでは、1 で始まるシーケンス数値の条件を検査してフラグを
付けます。この条件は無効です。
v 以下の記号は、構文解析ステップで削除されます。
コンマ (,)
セミコロン (;)
ピリオド (.)
コロン (:)
スラッシュ (/)
アスタリスク (*)
円記号 (¥)
引用符 (")
二重円記号 (¥¥)
括弧 ( )
ダッシュ (-)
アンダースコアー (_)
VPHONE ルール・セットのデフォルト構文解析パラメーター:
VPHONE ルール・セットにはいくつかの構文解析パラメーターがあります。
デフォルトの構文解析パラメーターは、次のとおりです。
SEPLIST <space character>, ; . % : & * ¥ " / + ¥ ¥ ( ) - _
STRIPLIST <space character>, ; . : / * ¥ " ¥ ¥ ( ) - _
VPHONE ルール・セットの構文解析例:
VPHONE ルール・セットを使用して電話データを構文解析する方法の例に従うこと
ができます。
以下の表に、電話番号の構文解析例を示します。
表 24. 7 桁の電話番号
入力ストリング

値

値の数

(617) 338-0300

617

1

338

2

0300

3

表 25. 識別値として内線番号が付いた 7 桁の電話番号
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入力ストリング

値

値の数

(617) 338-0300 EXT 316

617

1
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表 25. 識別値として内線番号が付いた 7 桁の電話番号 (続き)
入力ストリング

値

値の数

338

2

0300

3

EXT

4

316

5

表 26. 最終値の一部として内線番号が付いた 7 桁の電話番号
入力ストリング

値

値の数

617-338-0300 X316

617

1

338

2

0300

3

X316

4

データを分離するために、ハイフン、スペース、および括弧が使用されます。デー
タが解析された後は、ハイフン、スペース、および括弧は除去されます。
VPHONE ルール・セットの検証ロジック:
VPHONE ルール・セットは、パターンおよび値を検証します。
VPHONE ルール・セットは、以下の基準に基づいて、パターンおよび値を検証しま
す。
v 値には 7 または 10 個の数字バイトがある。内線が含まれる場合は 10 バイトを
超えることもできる。
v 先頭 3 バイトがすべてゼロ (000) ではない。すべてゼロの場合は、ブランクに置
き換えられます。
v 値は、無効表 (INVPHONE.TBL) にリストされていない。無効な番号には、シー
ケンス数値 1234567 や、7 桁の同一数値 (例えば、2222222) があります。
データ値がいずれかの検証要件を満たさない場合は、InvalidData と InvalidReason
フィールドにデータが設定されます。
VPHONE ルール・セットのビジネス・インテリジェンス・フィールド:
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、出力データ内に含まれる電話番号情
報に注目する場合に役立ちます。
データ値が検証を合格すると、このルール・セットでは、以下のビジネス・インテ
リジェンス・フィールド値を出力します。
PhoneNumber
すべて数字の電話番号 (内線番号を除く)。
PhoneExtension
すべて数字の内線番号。
ValidFlag
値 T。
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VPHONE ルール・セットのレポート・フィールド:
VPHONE ルール・セットの出力は、検証を合格しないデータ値です。
データ値の検証が不合格の場合、このルール・セットでは、レポート・フィールド
にデータを設定します。出力フィールド InvalidData には、検証要件を満たさなか
ったデータが設定されます。出力フィールド InvalidReason には、以下のいずれか
の値が設定されます。
IL

無効な長さ。メインの電話番号 (内線なし) は、7 バイトか 10 バイトでな
ければなりません。

IP

無効なフォーマットのパターン。メインの電話番号 (内線なし) は、10 バイ
トの数値でなければなりません。英字も有効値と見なす場合は、このロジッ
クをコメント化できます。

IT

データ値は INVPHONE.TBL (無効表) にリストされます (例えば、
1234567)。

例
以下の表に、入力データと、生成される出力の例を示します。
入力ストリング

PhoneNumber

ValidFlag

0001234567
(617) 338-0300

6173380300

T

617-338-0300

6173380300

T

InvalidData

InvalidReason

0001234567

IT

VTAXID ルール・セット
VTAXID ルール・セットは、標準の 9 桁の納税者番号について、値を検証し、フ
ォーマットを標準化します。
VTAXID ルール・セットは、納税者番号および社会保障番号について、値を検証
し、フォーマットを標準化します。以下の説明は、VTAXID ルール・セットに関係
します。
v 句読点はすべて、構文解析ステップで削除されます。
v このルール・セットでは、入力データは 9 桁で、すべて数値であり、すべてが 1
つの数値 (例えば、000-00-0000) で構成されていないことを検証します。
VTAXID ルール・セットのデフォルト構文解析パラメーター:
VTAXID ルール・セットにはいくつかの構文解析パラメーターがあります。
デフォルトの構文解析パラメーターは、次のとおりです。
SEPLIST <space character>, ; . % : & * ¥ " / + ¥ ¥ ( ) STRIPLIST <space character>, ; . : / * ¥ " ¥ ¥ ( ) -
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VTAXID ルール・セットの構文解析例:
VTAXID ルール・セットを使用してデータを構文解析する方法の例に従うことがで
きます。
以下の表に、納税者番号および国民識別番号の構文解析例を示します。
表 27. 区切り文字を含む ID
入力ストリング

値

値の数

051-34-8198

051

1

34

2

8198

3

データを分離するために、ハイフンとスペースが使用されます。データの解析後
に、ハイフンとスペースは削除されます。
表 28. 区切り文字を含まない ID
入力ストリング

値

値の数

193837485

193837485

1

VTAXID ルール・セットの検証ロジック:
VTAXID ルール・セットは、パターンおよび値を検証します。
このルール・セットは、以下の基準に基づいて、パターンおよび値を検証します。
v この値には、9 個の数字がある。
v 先頭 3 バイトがすべてゼロ (000) ではない。
v 値が無効表 (INVTAXID.TBL) にリストされていない。無効な番号には、シーケン
ス数値 987654321 や、同一数値の桁 (例えば、888888888) があります。
データ値がいずれかの検証要件を満たさない場合は、InvalidData と InvalidReason
フィールドにデータが設定されます。
VTAXID ルール・セットのビジネス・インテリジェンス・フィールド:
ビジネス・インテリジェンス・フィールドは、出力データ内に含まれる納税者識別
情報に注目する場合に役立ちます。
データ値が検証を合格すると、このルール・セットでは、以下のビジネス・インテ
リジェンス・フィールド値を出力します。
TaxID 9 バイトの数値。
ValidFlag
値 T。
VTAXID ルール・セットのレポート・フィールド:
VTAXID ルール・セットの出力は、検証を合格しないデータ値です。
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データ値の検証が不合格の場合、このルール・セットでは、レポート・フィールド
にデータを設定します。出力フィールド InvalidData には、検証要件を満たさなか
ったデータが設定されます。出力フィールド InvalidReason には、以下のいずれか
の値が設定されます。
IP

データ値に含まれているのが 9 個の数字だけではなかった。

IT

データ値は INVTAXID.TBL (無効表) にリストされます (例えば、
555555555)。

Z3

最初の 3 個の数字がすべてゼロである。

例
以下の表に、入力データと、生成される出力の例を示します。
入力ストリング

TaxID

ValidFlag

InvalidData

InvalidReason

000123456

Z3

111111111

111111111

IT

222-22-2222

222222222

IT

A12-O9-1234

A12O91234

IP

000123456
193837485

193837485

T

193-83-7485

193837485

T

ルール・セットの管理
データ消去ジョブのステージ内にルール・セットのロジックを適用するには、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用します。標準化ルール・セ
ットを拡張するには、IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer を
使用します。
列を構文解析して値 (以前はトークンと呼ばれていた) に分類する方法を判別するに
は、Standardize ステージまたは Investigate ステージにルール・セットのロジックを
適用します。また、ルール・セットのロジックを、Multinational Standardize (MNS)
ステージなどの国際対応ステージ内に適用することもできます。
テキスト・エディターを使用して、ルール・セット内のファイルを編集します。ル
ール・セットは、「ルール管理」ウィンドウのデザイナー・クライアントで管理し
ます。分類、ルックアップ・テーブル、およびルールを追加および変更できる Web
ベースのコンソールである、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張
します。
ルール・セットを追加または削除した後で、ルール・セットの適用をルール管理で
テストすることができます。ビジネス・ルール・セットを変更または追加した場
合、そのルール・セットをテストして、ルール・セットが、ユーザーが要求してい
るデータ・クレンジングのビジネス・ルールを定義していることを検証できます。
また、オーバーライド表に情報を入力すると、その情報は、すべてのプロジェクト
にわたってルール・セットに適用されます。
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ルール・セットのアクセス
IBM InfoSphere Information Server ファイル・ディレクトリーからルール・セットを
インストールし、そのルール・セットをプロジェクトにインポートすることができ
ます。リポジトリーから事前定義ルール・セットにアクセスすることも、
Standardization Rules Designer でルール・セットを表示することもできます。

ルール・セットのインポート
資産交換を使用して、ルール・セットをプロジェクトにインポートできます。

始める前に
ルール・セットの開始セットは、デフォルトでプロジェクトに使用できます。資産
交換を使用して、メタデータ・リポジトリーからさらに事前定義ルール・セットを
インポートできます。
ファイルをインポートするには、資産交換コマンドを使用します。次のディレクト
リーからインストール・コマンドを実行します。
¥IBM¥InformationServer¥Clients¥istools¥cli。

手順
1. ディレクトリー・パスにリストされているルール・セットに移動します。
¥IBM¥InformationServer¥Server¥PXEngine¥QSRules。
2. 必要な資産交換アーカイブ・ファイルを見つけます。ルール・セットのファイル
名フォーマットは、QSRules_RegionName または
GenericName_Version_Release.isx です (例えば、QSRules_Peru_8_5.isx)。
3. クライアント層またはエンジン層がインストールされているコンピューターのコ
マンド・プロンプトで、次のコマンドを入力してルール・セットをプロジェクト
にインポートします。
オプション

説明

Windows

istool.bat import -domain domain_name
-username login_name -password password
-archive "archive_file_name_with_path"
-datastage "server/project"

Linux、UNIX

istool import -domain domain_name
-username login_name -password password
-archive "archive_file_name_with_path"
-datastage "server/project"

例
以下は、ルール・セットをインポートするために入力するコマンドの例です。
istool import -domain MYSERVER
-username dsadm1 -password qsadmin1
-archive "opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/QSRules/QSRules_Mexico_8_5.isx"
-datastage "MYSERVER/RulesMgmt"
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次のタスク
次のステップでは、デザイナー・クライアントを開いて、ジョブで使用する前にル
ール・セットをプロビジョニングします。

デザイナー・クライアントからのルール・セットの表示
リポジトリーに保管されているルール・セットは、InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー からアクセスできます。

このタスクについて
プロジェクトで使用できるデザイナー・クライアント・ビュー・ルール・セットに
直接移動することができます。

手順
1. ルール・セット・リストに移動します。
オプション

説明

デザイナー・クライアント・リポジトリー・
ビューの場合

1. ナビゲーション・ツリーを展開します。

次のいずれかのステージの場合

「デザイナー」パレット上のステージを右ク
リックして、「プロパティー」を選択しま
す。ステージにルール・セットが適用されて
いる場合は、そのルール・セットがウィンド
ウにリストされます。

v Investigate
v 標準化

2. ルール・セットを含むフォルダーを見つ
けます。「標準化ルール」フォルダー
に、いくつかの事前定義ルール・セット
があります。

Multinational Standardize (MNS) ステージで
は、ルール・セットを間接的に使用します。
このステージ内からルール・セットを表示す
ることはできませんが、「MNS ルール」フ
ォルダー内でこれらのルール・セットを表示
できます。

2. ルール・セットを開きます。
オプション

説明

デザイナー・クライアント・リポジトリー・
ビューの場合

1. ルール・セット・フォルダーを展開し
て、ファイルを表示します。
2. USPREP などのドメイン・プリプロセッ
サー・ルール・セット内の SET フォル
ダーを右クリックして、「プロパティ
ー」を選択し、「ルール管理」ウィンド
ウを開きます。
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オプション

説明

次のいずれかのステージの場合

1. ルール・セットを選択します。

v Investigate

2. 「新規プロセス」または「変更」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。

v 標準化

次のタスク
ルール・セットは、InfoSphere QualityStage ステージに適用したり、変更したりでき
ます。ジョブでルール・セットを使用する前に、ルール・セットをプロビジョニン
グします。

Standardization Rules Designer でのルール・セットの表示
Standardization Rules Designer で拡張するルール・セットにアクセスできます。

このタスクについて
Standardization Rules Designer で特定のルール・セットを表示するには、以下のいず
れかのロール・セットを持っている必要があります。
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
このロール・セットを持つユーザーは、Standardization Rules Designer にロ
グインして、各プロジェクト内のルール・セットをすべて表示できます。
スイート・ユーザー・ロールおよび DataStage and QualityStage ユーザー・ロール
このロール・セットを持つユーザーは、Standardization Rules Designer にロ
グインできます。DataStage 開発者または DataStage 製品マネージャー・ロ
ールを持つ各プロジェクトのルール・セットをすべて表示することもできま
す。

手順
Standardization Rules Designer でルール・セットを表示します。
オプション

説明

ランチパッドを使用して Standardization
Rules Designer にアクセスします。

1. 以下の URL を構成してランチパッドに
アクセスできます。
https://<server>:<port>/ibm/iis/
launchpad
2. Standardization Rules Designer にログイン
します。
3. ルール・セットのサーバーおよびプロジ
ェクトを展開します。
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オプション

説明

ブラウザーから Standardization Rules
Designer にアクセスします。

1. ブラウザーで、https://
host_name:secure_port_number/ibm/iis/
qs/StandardizationRulesDesigner/ に移
動します。ここで、host_name は、
Standardization Rules Designer がインスト
ールされているサーバーのホスト名で
す。
2. Standardization Rules Designer にログイン
します。
3. ルール・セットのサーバーおよびプロジ
ェクトを展開します。

デザイナー・クライアントから
Standardization Rules Designer にアクセス
します。

1. デザイナー・クライアントのリポジトリ
ー・ツリーで、表示するルール・セット
が格納されているフォルダーを展開しま
す。
2. ルール・セット・フォルダーを展開しま
す。
3. ルール・セットの SET フォルダーを右ク
リックしてから、「プロパティー」をク
リックします。
4. 次のいずれかのステップを実行します。
v ルール・セットの「ホーム」ページに
アクセスするには、「Standardization
Rules Designer に移動」をクリックし
ます。
v ルール・セットの「分類」、「ルック
アップ・テーブル」、または「ルー
ル」の各ページにアクセスするには、
「ルール・セット拡張」を展開して、
適切なオブジェクトをダブルクリック
します。
Standardization Rules Designer が開き、ルー
ル・セットの改訂がオープンします。
Standardization Rules Designer にログインす
る必要はありません。

次のタスク
ブラウザーから、またはランチパッドを使用して Standardization Rules Designer に
アクセスした場合は、ルール・セットをダブルクリックしてルール・セットの改訂
をオープンします。

ルール・セットの作成
業務上の特定の問題に適用する固有のルール・セットを作成することができます。
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手順
1. オプション: デザイナー・クライアント・リポジトリーに新規フォルダーを作成
します。プロジェクト・フォルダーまたはプロジェクト内の既存のフォルダーを
右クリックして、「新規」 > 「フォルダー」を選択します。
2. デザイナー・クライアント・リポジトリー・ツリーで、新規ルール・セットを含
めるフォルダーを右クリックし、「新規」 > 「データ品質」 > 「ルール・セッ
ト」を選択して、「新規ルール・セット」ウィンドウを開きます。
3. 「新規ルール・セット」ウィンドウで、「新規ルール・セット名の指定」フィー
ルドにルール・セット名を入力します。
4. 作成するすべてのルール・セットについて、フォルダーをリポジトリーに追加し
ます。
5. ルール・セット・フォルダーにナビゲートします。
6. オプション: 「説明の指定 (オプション) 」テキスト・フィールドにルール・セ
ットの説明を入力します。
7. 「OK」をクリックして、新規ルール・セットをフォルダーに追加します。

ルール・セットの開発
ルール・セットの作成後に、データ・クレンジング要件に対応するようルール・セ
ットを開発します。

始める前に
v 事前定義ルール・セットを使用または変更して、データ・クレンジング要件が満
たされていないことを確認します。
v ルール・セットを作成します。

このタスクについて
ルール・セットの開発は、多くの場合 IBM InfoSphere QualityStage の開発者と対象
分野の専門家間の共同作業を必要とする反復プロセスです。データ・クレンジング
の要件を満たすルール・セットを開発するには、このタスク内のステップを複数回
実行しなければならないことがあります。
ルール・セットの開発の詳細については、ルール・セット開発パッケージを参照し
てください。ルール・セット開発パッケージは InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー内にあり、資産交換からインストールできます。
特殊文字を選択して、ディクショナリーで出力列を定義した後で、Standardization
Rules Designer でルール・セットを拡張することで、このタスク内の残りのステッ
プの多くを実行できます。 Standardization Rules Designer で、ルックアップ・テー
ブルの追加、値の分類、ドメインのデータを標準化するルールの追加を行うことが
できます。

手順
1. データを意味のある値に解析するために使用する特殊文字を選択します。 次の
タイプの特殊文字を指定します。
v 分離文字は、レコード内のある値が終わる場所と、次の値が始まる場所を示し
ます。
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v ストリップ文字は、レコードから削除されます。
2. 標準化されたデータの出力列を定義します。
3. 入力データ内の値を分類して、特定のカテゴリーに値を割り当てます。 データ
を正しく処理するために、コンテキスト情報または変換が必要な値に焦点を当て
ます。例えば、標準の値を必要とする値を分類します。住所ドメインのルール・
セットでは、標準の値である ST を使用して Street を分類することがありま
す。
4. パターン・アクション仕様で、関連するレコードのグループを標準化するルール
を指定します。 ルールにはアクションが含まれています。アクションは、レコ
ードの処理方法と、アクションを適用する前にレコードが満たす必要がある要件
を設定する条件を指定します。
5. ルール・セットをテストします。 以下の方法のうち 1 つ以上を使用します。
v 単一のレコードをテストするには、標準化ルール・セットのテスターを使用し
ます。
v ルール・セットをデータに適用したときに標準化プロセスの結果を評価するに
は、SQA ステージが含まれているジョブを実行します。標準化の品質評価レ
ポートを生成して表示できます。このレポートには、標準化結果に関する統計
と、処理されたレコードの例が含まれています。

シナリオ: 小売製品データのルール・セット開発
事前定義ルール・セットが適用されないドメイン用の標準化ルール・セットを作成
および開発できます。このシナリオでは、架空の企業、Sample Outdoor 社が小売製
品データのルール・セットを開発する方法について説明します。
架空の企業、Sample Outdoor 社は、サード・パーティーの小売店および消費者に製
品を販売および流通させています。この企業は、小売製品データを標準化するため
のルール・セットを作成および開発することを決定しました。
新規ルール・セットを開発する前に、IBM InfoSphere QualityStage の開発者が対象
分野の専門家と共同作業して、データ・クレンジングの初期要件を決定しました。
開発者は、ルール・セットの最初の反復を完了した後で、対象分野の専門家ととも
に標準化結果を確認して、ルール・セットを改善する場所と方法を判別します。

ステップ 1: 構文解析する特殊文字の選択
最初に、開発者は、ルール・セット開発パッケージ内のルール・セットから分離文
字とストリップ文字のサンプル・リストをコピーします。開発者は、両方のリスト
にスペース文字が含まれていることを確認します。次の表に、各リスト内の文字を
示します。
表 29. 分離リストおよびストリップ・リスト内の文字
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リスト

文字

分離リスト

~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] |
¥ : ; “ ‘ < > , . ? /

ストリップ・リスト

^ + ? > < @
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初期リストの作成後に、開発者は、対象分野の専門家が提供した要件を確認しま
す。開発者は、特殊文字リストへの変更が必要な可能性がある次のタイプの要件を
探します。
v データ内で値として表示されるデフォルト・クラス。例えば、アットマーク (@)
は、製品サプライヤーのメール・アドレスに使用されるため、開発者は、両方の
リストからアットマークを削除します。
v データから削除できる特殊文字。例えば、ハイフン (-) は、9-PIECE や ONE-SIZE
など、入力データの値で使用されます。ハイフンはデータの理解に必要ないた
め、開発者は、ハイフンをストリップ・リストに追加します。

ステップ 2: 出力列の定義
出力列には多くの場合、ビジネス・インテリジェンス、マッチング、およびレポー
ト用の列が含まれています。最初の反復では、開発者は、ビジネス・インテリジェ
ンスに使用される単一ドメイン列に焦点を当てることにします。開発者は、次の出
力列をディクショナリーに追加します。
v ProductBrand
v ProductName
v ProductSize
v ProductColor
v ProductType

ステップ 3: 入力データでの値の分類
次に、開発者は値を分類します。値を分類すると、データを正しく処理するために
必要なコンテキストが提供されます。分類の複数のストラテジーを使用できます
が、開発者は、最初の反復でデータ内に最も頻繁に表示される値のみを分類するこ
とにしました。例えば、開発者は、製品のブランド、製品の色、および製品のタイ
プ用のクラスを分類表に作成します。
クラスを割り当てるときに、開発者は、対象分野の専門家の入力に基づいて、クラ
スに 1 文字のラベルを選択します。すべてのクラスが製品に関連付けられているた
め、開発者は、クラスの 2 次特性に基づいてクラス・ラベルを選択します。次の表
に、開発者によって割り当てられるクラス・ラベルを示します。
表 30. 小売製品データのクラス・ラベル
クラス・ラベル

説明

B

製品のブランド

C

製品の色

T

製品のタイプ

値をクラスに割り当てると、レコードは、新規クラスが含まれるパターンと一致し
ます。例えば、値を分類する前は、レコード HIBERNATOR PAD 195 CM GREY
SLEEPING BAG はパターン ++^++++ と一致します。値を分類した後は、レコードは
パターン B+^+CTT と一致します。
次に、開発者は、クラス・ラベルと値を確認するよう対象分野の専門家に依頼しま
す。対象分野の専門家は、パターン・アクション言語をよく理解していないため、
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Standardization Rules Designer でルール・セットの改訂をオープンします。専門家
は、Standardization Rules Designer でサンプル・データをインポートして、さまざま
なレコードが一致するパターンを確認します。
確認後に、対象分野の専門家は、製品のサイズ値に使用される新規クラス S を追加
することにします。例えば、値 CM を S クラスに割り当てると、レコード
HIBERNATOR PAD 195 CM GREY SLEEPING BAG はパターン B+^SCTT と一致します。

ステップ 4: ルールの指定
次に、開発者は、データで最も一般的なパターンに適用されるルールの初期セット
を作成することにしました。開発者は、ルール・セット開発パッケージからパター
ン・アクション仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼ばれていました)
テンプレートをコピーして、小売製品データ用のルールを 3 つ追加します。
例えば、開発者は、データ内で最も一般的なパターン用に次のルールを追加しま
す。
B | + | S | C | T ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductColor}
COPY_A [5] {ProductType}
CALL Post_Process
EXIT

再度、開発者は、ルールを確認するよう対象分野の専門家に依頼します。対象分野
の専門家はルールを確認して、Standardization Rules Designer を使用してルール・セ
ット拡張を追加することにします。拡張は、開発者がパターン・アクション仕様で
追加したルールによって満たされていない標準化要件に対応します。

ステップ 5: ルール・セットのテスト
最初の反復の最後に、開発者は、Standardization Rules Designer で改訂をパブリッシ
ュするよう対象分野の専門家に依頼します。次に開発者は、ルール・セットをプロ
ビジョニングして、標準化ジョブでサンプル入力データに適用します。ジョブには
SQA ステージが含まれているため、開発者は、SQA レポートを生成してジョブの
結果を確認できます。
SQA レポートでは、開発されたルール・セットを使用した標準化ジョブによって
39% のレコードが完全に標準化されたことが標準化サマリーに示されています。

開発者は、SQA レポートと対象分野の専門家からの入力を使用して、ルール・セッ
トを改善する場所と方法を判別します。
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特記事項: Sample Outdoor 社、GO Sales、Great Outdoors 名のすべてのバリエーシ
ョン、および Planning サンプルでは、架空の企業がサンプル・データを使用して
IBM および IBM のお客様向けのサンプル・アプリケーションを開発する作業が描
かれています。 これらの架空のレコードには、販売取引、商品流通、財務、および
人事に関するサンプル・データが含まれています。実在する名前、住所、連絡先の
電話番号、取引額とは一切関係がありません。 また、他のサンプル・ファイルの中
には、手動またはコンピューターで生成された架空のデータ、学術的ソースまたは
公共のソースを基に編集された実際のデータ、版権所有者の許可を得て使われてい
るデータなどが、サンプル・アプリケーションを開発するためのサンプル・データ
として使用されている場合もあります。参照される製品名は、それぞれの所有者の
商標である可能性があります。無許可で複製することは禁じられています。

ルール・セットのコピー
ルール・セットのコピーを作成して、変更することができます。

手順
1. コピー元のルール・セットを、デザイナーの「リポジトリー」ツリー内から見つ
けます。
2. そのルール・セットを右クリックして、「コピーの作成」を選択します。
3. 右クリックして「名前の変更」を選択し、コピーしたルール・セットの名前を変
更します。
4. オプション: オーバーライドでは行うことのできない変更を行う場合は、新規ル
ール・セットをリポジトリー内のカスタム・ルール・セット用のフォルダーにド
ラッグします。 例えば、ディクショナリーにフィールドを追加する場合です。

ルール・セットのプロビジョニング
新規ルール・セット、コピーしたルール・セット、またはカスタマイズしたルー
ル・セットを使用するジョブを実行するには、事前にこれらのルール・セットをデ
ザイナー・クライアント内からプロビジョニングしておく必要があります。

このタスクについて
ルール・セットをプロビジョニングすると、エンジン層のルール・セットに関する
情報が、メタデータ・リポジトリー内に保管されている情報に基づいて更新されま
す。その結果、そのルール・セットを使用するプロジェクト内のジョブを再度コン
パイルする必要はありません。ジョブを実行すると、ジョブは更新されたルール・
セットを使用します。
ルール・セットのプロビジョニング後にルール・セットをインポートまたはエクス
ポートする場合、ルール・セットを再度プロビジョニングする必要はありません。

手順
1. デザイナー・クライアントが開いていない場合は、開きます。
2. 使用するルール・セットを、デザイナーの「リポジトリー」ツリー内から見つけ
ます。
3. ルール・セットを選択します。
4. 右クリックして、メニューから「すべてプロビジョニング」を選択します。
第 6 章 データ・クレンジング・プロセスで適用されるルール・セット

231

タスクの結果
これでルール・セットをジョブで使用することができます。

ルール・セットの変更
Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張するか、オーバーライドを使
用するか、またはルール・セット・ファイルを直接編集することで、ルール・セッ
トを変更できます。

現在の標準化プラクティスでギャップを特定する方法
入力データが変化すると、既存のルール・セットの効果が下がる可能性がありま
す。新規または変更済みの標準化要件を満たすには、オーバーライド・オブジェク
ト・タイプを使用するか、パターン・アクション言語を変更することで、
Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張して、ルール・セットによる
データの処理方法を変更します。
現在のルール・セットで満たされていない標準化の目標を特定するには、以下の 1
つ以上の方法を使用できます。
v Investigate ステージによって処理されるデータを使用して生成される、分析レポ
ートを表示します。分析レポートには、ソース・データの内容および品質に関す
る詳細が記載されています。例えば、分析レポートには、フォーマット・エラー
や、重複レコードを示す可能性がある値に関する詳細が含まれていることがあり
ます。標準化ルール・セットによってまだ処理されていないデータには、
Investigate ステージと分析レポートを使用します。
v Standardize ステージによって処理されるデータを使用して生成される、標準化の
品質評価 (SQA) レポートを表示します。SQA レポートは、現在の標準化プロセ
スを評価するために使用できます。例えば、高いパーセンテージのレコードが、
ルール・セットを使用した標準化ジョブによって完全に標準化されなかったこと
が SQA レポートでわかることがあります。「SQA レコードの例」レポートを表
示して、処理されていないパターンを特定することができます。単純な共通のパ
ターンが処理されていない場合は、Standardization Rules Designer でそのパターン
のルールを追加することで、ルール・セットの拡張を選択することもできます。

ルール・セットの管理方式の選択方法
オーバーライド・オブジェクト・タイプを使用するか、パターン・アクション言語
を変更することで、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張してルー
ル・セットを変更できます。選択する方法は、要件と、パターン・アクション言語
の経験によって異なります。

IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
Standardization Rules Designer は、標準化ルール・セットを拡張するために使用でき
る、ブラウザー・ベースのインターフェースです。以下の条件に当てはまる場合
は、Standardization Rules Designer を使用してルール・セットを変更します。
v パターン・アクション言語よりも複雑ではない方式を使用したいか、パターン・
アクション言語の経験が比較的少ない。
v 標準化するデータに含まれているパターンの数が比較的少ない。
v データの大部分と一致するパターンの数が少ない。
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v 特定の入力データ・セットの標準化要件を満たすことができるアクションと条件
の数が比較的少ない。

オーバーライド・オブジェクト
オーバーライド・オブジェクトは、デザイナー・クライアントで編集できるルー
ル・セット内のオブジェクトです。これらのオブジェクトは、分類表とパターン・
アクション仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼ばれていました) でデ
ータの処理を変更するために使用されます。
オーバーライド・オブジェクトを使用できますが、Standardization Rules Designer に
は、より多くの標準化オプションが用意されています。既存のオーバーライドをル
ール・セット拡張に変換して、Standardization Rules Designer で処理することができ
ます。

パターン・アクション言語
パターン・アクション言語は、データの操作に使用される言語です。データを復号
してその中のパターンを識別し、パターンに基づいてパターン・アクション仕様で
アクションを指定できます。以下の条件に当てはまる場合、パターン・アクション
言語を直接編集してルール・セットを変更します。
v パターン・アクション言語の使用経験があり、パターン・アクション仕様で素早
く作業できる。
v 標準化するデータに、非常に長いか複雑なパターンまたはレコードが含まれてい
る。
v 標準化要件に複雑なルールが含まれているか、多数のアクションと条件が使用さ
れる。

ルール・セットをコピーするための考慮事項
事前定義ルール・セットのパターン・アクション仕様を直接編集することはできま
せん。パターン・アクション仕様を編集して事前定義ルール・セットを変更するに
は、ルール・セットをコピーして、パターン・アクション仕様のコピーを編集する
必要があります。
新しいバージョンの IBM InfoSphere QualityStage にアップグレードする場合は、事
前定義ルール・セットが更新されることがあります。事前定義ルール・セットが更
新されても、作成したパターン・アクション仕様のコピーは同時に更新されませ
ん。標準化ジョブで適用する事前定義ルール・セットを最新の状態に保つには、
Standardization Rules Designer のみを使用して、元のルール・セットを変更します。

分類のストラテジー
入力データの値を分類して、値によって提供されるコンテキスト情報を強化して、
カテゴリーにグループ化できます。
値を分類するときは、 234 ページの表 31 にリストされている 1 つ以上のストラテ
ジーを使用できます。
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表 31. 分類のストラテジー
ストラテジー

利点

インプリメンテーション

データ内に最も頻繁に表示さ
れる値を分類します。

多くのパターンに影響を与え
る分類の数は、比較的少なく
なります。

v Standardization Rules
Designer で「分類」ページ
に移動します。クラスのリ
ストから、「デフォルト・
クラスのすべての値」を選
択します。頻度で値をソー
トして、デフォルト・クラ
スに割り当てられている最
も一般的な値を特定しま
す。その後、値をカスタ
ム・クラスに割り当てる値
の定義を追加できます。
v デザイナー・クライアント
で、「ワード分析」オプシ
ョンを指定して、
Investigate ステージが含ま
れているジョブを実行しま
す。ジョブの出力には、値
に関する頻度情報が含まれ
ています。この頻度情報を
使用して、デフォルト・ク
ラスに割り当てられている
値を特定して、その値をカ
スタム・クラスに割り当て
ることができます。
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ドメインにとって重要な値を
分類します。

組織にとって重要なデータ
は、正確であり、ドメイン用
に適切に標準化されていま
す。

会社のガイドライン、ドメイ
ン標準、およびグロッサリー
などの文書を参照してくださ
い。これらの文書の用語が、
適切なカテゴリーにグループ
化されるようにしてくださ
い。分類を使用して、標準の
用語を強制することも、特定
の国またはコンテキストの規
則にデータを適応させること
もできます。

標準の値を必要とする値を分
類します。

要件に、特定の値の標準化さ
れたスペリングまたは表記が
含まれている場合、これらの
値を分類する必要がありま
す。多くの場合、これらの値
を出力列に直接マップできる
ため、この方法で値を分類す
ると、ルールの追加が容易に
なります。

標準の値を適用する必要があ
る場所を特定するには、対象
分野の専門家に問い合わせる
か、ドメイン標準を参照して
ください。
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表 31. 分類のストラテジー (続き)
ストラテジー

利点

インプリメンテーション

データでスペルまたは表記が
正しくないことが多い値を分
類します。

データの正確性と全体的な品
質が向上します。

v Standardization Rules
Designer で「分類」ページ
に移動します。クラスのリ
ストから、「すべてのクラ
スのすべての値」を選択し
ます。頻度で値をソートし
て、スペルまたは表記が正
しくない値を参照します。
これらの値は個別に分類で
きます。
または、表記が正しい値の
分類定義を編集することも
できます。表記が正しい値
の類似性しきい値を小さく
すると、表記が正しくない
値のバリエーションが、定
義によって影響を受けるこ
とがあります。
v デザイナー・クライアント
で、「ワード分析」オプシ
ョンを指定して、
Investigate ステージが含ま
れているジョブを実行しま
す。ジョブの出力には、デ
ータに表示される値に関す
る情報が表示されます。ス
ペルまたは表記が正しくな
い値を特定したら、これら
の値を個別に分類できま
す。
または、表記が正しい値の
分類定義を編集することも
できます。表記が正しい値
の類似性しきい値を小さく
すると、表記が正しくない
値のバリエーションが、定
義によって影響を受けるこ
とがあります。

オーバーライドを使用したルール・セットのカスタマイズ
オーバーライドを使用して、入力データの処理方法を変更できます。
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このタスクについて
オーバーライドは、既存のルール・セットを変更します。オーバーライドを使用す
るには、オーバーライドするパターン全体またはテキスト全体 (入力データ) が分か
っている必要があります。
オーバーライドには、各タイプのオーバーライドを示す 3 文字が付加されたルー
ル・セット・ファイル名が含まれています。
オーバーライドはユーザーのみが追加するために、最初に InfoSphere QualityStageを
インストールしたときオーバーライドは空です。
分類オーバーライドによるルール・セットの変更:
「ルール管理」ウィンドウで、1 つ以上の分類オーバーライドを追加して、共通す
る属性を共有する値を分類することができます。
このタスクについて
分類オーバーライドをルール・セットに追加すると、デザイナー・クライアントに
よって、変更するルール・セットに基づいてクラス・タイプの適切なリストが自動
的に表示されます。
オーバーライドの作成後に、次回ルール・セットを適用すると、値 (以前はトーク
ンと呼ばれていました) が指定に従って分類されます。
手順
1. 「ルール管理」ウィンドウで、「オーバーライド」をダブルクリックします。
2. 「入力トークン」フィールドで、分類をオーバーライドする対象の値 (SSTREET
など) を入力します。 値を入力ファイルにあるとおりに入力します。
3. 「標準形」フィールドで、値の標準化スペル (ST など) を入力します。
4. 「分類」メニューで、値のクラスを示す 1 文字のタグを選択します。
5. 「比較しきい値」フィールドに、値のスペルについて許容される不確実性の度合
いを定義する数値を入力します。
例えば、以下の表に比較しきい値の値を示します。
比較しきい値の範囲

説明

ブランクまたは値なし

値は完全に一致する必要があります

700

ストリング間の差について高い許容度を持ち
ます (最小値)

750 および 800

ワードの長さに応じて文字相違を 1 または
2 文字まで許容します (一般的なしきい値)

950

ストリング間の差についての許容度はゼロで
す (最大値)

6. 「追加」をクリックして、ウィンドウ下部のペインにオーバーライドを追加しま
す。
7. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
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オーバーライドを使用したプリプロセッサー・ルール・セットのカスタマイズ:
プリプロセッサー・ルール・セットの入力として提供されるデータ、またはプリプ
ロセッサー・ルール・セットによって識別されるフィールド・パターンにオーバー
ライドを追加できます。

入力およびフィールド・パターンのオーバーライドの変更:
プリプロセッサー・ルール・セットの場合、入力パターン・オーバーライドで関連
オブジェクト (*.IPO) が変更され、フィールド・パターン・オーバーライドで関連
オブジェクト (*.FPO) が変更されます。
このタスクについて
フィールドは、区切り文字によって定義されます。例えば、以下の入力列があると
します。
v 名前
v AddressLine1
v AddressLine2
v 市町村
v 州
v Zip
標準化プロセスは、4 つのフィールドを持つ入力を指定します。それぞれのフィー
ルドは、次の例に示すように、zq 修飾子で示されます。
zqnamezq Name zqaddrzq AddressLine1 zqaddrzq AddressLine2 zqareazq city state zip

プロセスには、修飾子 zq で示された 4 つのフィールドがあります。
パターン・オーバーライドには、以下の特性があります。
v 入力パターンのオーバーライドを使用して、入力パターンに基づいて値 (以前は
トークンと呼ばれていました) オーバーライドを指定できます。入力パターン・
オーバーライドは、パターン・アクション仕様に優先します。入力パターン・オ
ーバーライドは、入力パターン全体に指定されます。
v フィールド・パターン・オーバーライドの場合は、1 つのフィールド・パターン
に基づいた値オーバーライドを指定できます。このオーバーライドは、フィール
ド・パターン全体に対して指定されます。
例えば、以下のような入力パターンがあるとします。
N^+TA+S^

入力パターンにオーバーライドを追加して、N^+T ストリングを住所ドメインに移動
し、A+S^ ストリングを地域ドメインに移動します。
手順
1. 「USPREP」などのドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット内の「SET」
フォルダーを右クリックし、「プロパティー」を選択して、「ルール管理」ウィ
ンドウを開きます。
2. 「オーバーライド」をダブルクリックします。
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3. 必要に応じて、「入力パターン」または「列パターン」タブをクリックします。
「列パターン」タブで行った変更は、FPO フォルダーの内容に影響を与えま
す。FPO フォルダーは、デザイナー・クライアントのリポジトリー・ツリーで
表示できます。
4. 「分類凡例」リストから、N などのパターン内の最初のクラスを選択して、「こ
のコードを現行パターンに追加」をクリックします。
クラスは、「入力パターンの指定」または「未処理パターン」フィールドに追加
され、「現行パターン・リスト」セクションの「オーバーライド・コード」列に
デフォルトの A (住所ドメイン) とともに表示されます。
5. 入力パターン内のクラス (クラス ^、+、T、A、+、S、および ^ など) ごとに、
前のステップを繰り返します。
また、「入力パターンの指定」または「未処理パターン」フィールドにクラスを
直接入力することもできます。リストを使用すると、確実に正しい値を指定する
ことができます。

クラスのオーバーライド・コードの変更:
「現行パターン・リスト」でクラスのオーバーライド・コードを変更できます。
手順
1. 「現行パターン・リスト」セクションでクラスを選択します。
2. 「ディクショナリー・フィールド」リストからドメインを選択します。
例えば、パターン N^+TA+S^ の場合、 N^+T ストリングはデフォルトの A- 住所
ドメインのままにしておきます。A+S^ ストリングを R- 地域ドメインに変更し
ます。
注: あるいは、「現行パターン・リスト」セクションで、「トークン」列からク
ラスを、「オーバーライド・コード」列から使用したいオーバーライド・コード
を選択します。例えば、クラスのリストから A を選択して、オーバーライド・
コードのリストから R を選択します。
3. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーライ
ドを追加します。
4. 「OK」をクリックして、編集を保存し、ウィンドウを閉じます。
パターンでルール・セットを実行するたびに、パターンは指定されたドメインに
割り当てられます。

入力テキストおよびフィールド・テキストのオーバーライドの変更:
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの場合、入力テキストおよびフィー
ルド・テキストのオーバーライドで、入力テキストのオーバーライド・オブジェク
ト (*.ITO) および列テキストのオーバーライド・オブジェクト (*.FTO) が変更され
ます。
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このタスクについて
入力テキストおよびフィールド・テキスト・オーバーライドには、以下の特性があ
ります。
v 入力テキスト・オーバーライドを使用して、入力テキストのレコード全体に基づ
いたオーバーライドを指定できます。これらのオーバーライドは、パターン・ア
クション仕様に優先します。入力テキスト・オーバーライドの方がより具体的で
あるため、入力テキスト・オーバーライドが入力パターン・オーバーライドに優
先します。入力テキスト・オーバーライドは、入力テキスト・ストリング全体に
指定されます。部分的なストリングのマッチングは許可されません。
v フィールド・テキスト・オーバーライドでは、レコード内にある特定のフィール
ドの入力テキスト・ストリングに基づいたオーバーライドを指定できます。フィ
ールド・テキスト・オーバーライドの方がより具体的であるため、フィールド・
テキスト・オーバーライドもフィールド・パターン・オーバーライドよりも優先
されます。フィールド・テキスト・オーバーライドは、フィールド内のテキス
ト・ストリング全体に対してのみ指定できます。フィールド内の部分的なストリ
ングのマッチングを行うことはできません。
例えば、次に示すテキストの名前ドメインを住所ドメインに変更したい場合には、
入力テキスト・オブジェクトにオーバーライドを追加します。 ZQNAMEZQ は名前ド
メイン区切り文字で、ZQADDRZQ は住所ドメイン区切り文字です。
ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE

手順
1. 「USPREP」などのドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット内の「SET」
フォルダーを右クリックし、「プロパティー」を選択して、「ルール管理」ウィ
ンドウを開きます。
2. 「オーバーライド」をダブルクリックします。
3. 必要に応じて、「入力テキスト」または「列テキスト」タブをクリックします。
4. 「入力トークンの指定」または「列トークンの指定」フィールドに、ドメイン区
切り文字とオーバーライドする値 (以前はトークンと呼ばれていた) のテキスト
を入力します。 例えば、ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE のよう
に入力します。
入力したワードは、「トークン」列に入力したとおりに「現行パターン・リス
ト」セクションに表示されます。「オーバーライド・コード」列には、A (住所
ドメイン) などのデフォルト・ドメインが表示されます。
5. オーバーライドするテキストの現行ドメイン区切り文字に値 ZQNAMEZQ を選択し
て、「ディクショナリー・フィールド」リストから適用するオーバーライドを選
択します。 例えば、例のテキストを住所として処理する場合は、ZQNAMEZQ と
ZQADDRZQ が両方とも同じオーバーライド・コードであるため、オーバーライ
ド・コードは変更しないでください。
6. さらに他のワードも変更する必要がある場合は、前のステップを繰り返します。
7. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーライ
ドを追加します。
8. 「OK」をクリックして、編集を保存し、ウィンドウを閉じます。
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カスタマイズしたルール・セットをテキストに実行すると、テキストは指定され
ているとおりに処理されます。例えば、テキスト ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE
ZQADDRZQ SQUARE に USPREP を実行すると、テキスト・ストリング全体が住所と
して扱われます。
オーバーライド・オブジェクトを使用したドメイン固有ルール・セットのカスタマ
イズ:
ドメイン固有ルール・セットの入力として提供されるデータ、またはドメイン固有
ルール・セットによって未処理のままになっているデータのオーバーライドを追加
できます。

入力パターンおよび未処理パターンのオーバーライドの変更:
ドメイン固有ルール・セットに対する入力パターンおよび未処理パターンのオーバ
ーライドは、入力パターン (*.IPO) および未処理パターン (*.UPO) のオーバーライ
ド・オブジェクトの変更に使用されます。
このタスクについて
パターン・オーバーライドには、以下の特性があります。
v 入力パターンのオーバーライドを使用して、入力パターンに基づいて値 (以前は
トークンと呼ばれていました) オーバーライドを指定できます。入力パターン・
オーバーライドは、パターン・アクション仕様に優先します。入力パターン・オ
ーバーライドは、入力パターン全体に指定されます。
v 未処理パターン・オーバーライドを使用して、未処理パターンに基づいた値オー
バーライドを指定できます。未処理パターン・オーバーライドは、パターン・ア
クション仕様によって処理されていない値に作用します。これらのオーバーライ
ドは、未処理パターン全体に対してのみ指定されます。オーバーライドは、部分
的なパターン・マッチングに対しては指定されません。
例えば、以下のパターンを指定する場合に、入力パターン・オーバーライドを使用
するとします。
^+T

手順
1. 「USADDR」などのドメイン固有ルール・セット内の「SET」フォルダーまた
は「VTAXID」などの検証ルールを右クリックし、「プロパティー」を選択し
て「ルール管理」ウィンドウを開きます。
2. 「オーバーライド」をダブルクリックします。
3. 必要に応じて、「入力パターン」または「未処理パターン」タブをクリックし
ます。
4. 「分類凡例」リストから、^ などの最初のクラスを選択し、「このコードを現
行パターンに追加」をクリックして、クラスを「入力パターンの指定」または
「未処理トークンの指定」フィールドに追加します。 クラスは、デフォルトの
オーバーライド・コード AA1 (追加住所) 情報およびコード 1 が設定されて
「現行パターン・リスト」セクションにも表示されます。
5. クラス + および T についても、前のステップを繰り返します。
6. 「現行パターン・リスト」セクションで、最初の行 ^ AA1 を選択します。
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7. 「ディクショナリー列」リストから、タイプを表すオプション (例えば、
「HN-House Number」) を選択します。
「現行パターン・リスト」で選択されている行が、 ^HN1 に変わります。
8. 残りのクラスについても、ステップ 6 とステップ 7 を繰り返しします。
例えば、+ には SN - Street Number を選択し、 T には ST - Street Type を
選択します。
9. オーバーライドを指定したいクラスに、「現行パターン・リスト」セクション
から T ST1 などの現行パターンを選択します。
10. 「標準の値」をクリックします。
行「T ST1」が「T ST2」に変わります。これは、分類の標準値 (および、オー
バーライド・アクション・コードを含む) が、このパターンのこのクラスに使
用されることを示します。残りのクラスは、オリジナルの値のままです。
「ユーザー・オーバーライド」で行ったすべての選択または選択の組み合わせ
によって作成されたコードが、「現行パターン・リスト」セクションの選択行
の横に表示されます。
11. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーラ
イドを追加します。
12. 「OK」をクリックして、編集を保存し、ウィンドウを閉じます。

入力テキストおよび未処理テキストのオーバーライドの変更:
ドメイン固有ルール・セットの場合、入力テキストおよび未処理テキストのオーバ
ーライドで、入力テキストのオーバーライド・オブジェクト (*.ITO) および未処理
テキストのオーバーライド・オブジェクト (*.UTO) が変更されます。
このタスクについて
入力および未処理テキスト・オーバーライドには、以下の特性があります。
v 入力テキスト・オーバーライドを使用して、入力テキストのレコード全体に基づ
いたオーバーライドを指定できます。これらのオーバーライドは、パターン・ア
クション仕様に優先します。入力テキスト・オーバーライドの方がより具体的で
あるため、入力テキスト・オーバーライドが入力パターン・オーバーライドに優
先します。入力テキスト・オーバーライドは、入力テキスト・ストリング全体に
指定されます。部分的なストリングのマッチングは許可されません。
v 未処理テキスト・オーバーライドを使用して、未処理テキストのレコード全体に
基づいたルール・オーバーライドを指定できます。未処理テキスト・オーバーラ
イドは、パターン・アクション仕様によって処理されていないテキスト・ストリ
ングに作用します。未処理テキスト・オーバーライドの方がより具体的であるた
め、未処理テキスト・オーバーライドが未処理パターン・オーバーライドに優先
します。未処理テキスト・オーバーライドは、未処理テキスト・ストリング全体
にのみ指定できます。部分的なストリングのマッチングは許可されません。
例えば、以下の住所には、分類表の標準の値を使用する 2 つの値 (Street および
Floor) があります。
100 Summer Street Floor 15
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残りの値は、分類オブジェクトの標準の値に関連しておらず、それぞれのオリジナ
ルのデータ値を使用します。以下の表に、オーバーライドを追加する前に値として
表される住所を示します。
テキスト

タイプ

値

100

番地

オリジナル

Summer

通りの名前

オリジナル

Street

通りの種類

標準

Floor

階

標準

15

階数

オリジナル

手順
1. 「USADDR」などのドメイン固有ルール・セット内の「SET」フォルダーまた
は「VTAXID」などの検証ルールを右クリックし、「プロパティー」を選択し
て「ルール管理」ウィンドウを開きます。
2. 「オーバーライド」をダブルクリックします。
3. 必要に応じて、「入力テキスト」または「未処理テキスト」タブをクリックし
ます。
4. 「入力トークンの指定」または「未処理トークンの指定」フィールドに、パタ
ーン・オーバーライドを定義するテキスト・ストリングを入力します (例え
ば、「100 SUMMER STREET FLOOR 15」)。
各テキスト値が、「トークン」列の下の「現行トークン・リスト」セクション
に表示されます。各値の横に、デフォルト・コード AA (追加住所) 情報とアク
ション・コード 1 が表示されます。
5. 最初のテキスト値 (100 など) を選択します。
6. 「ディクショナリー列」リストから、必要なコード (「HN-House Number」な
ど) を選択します。
「現行トークン・リスト」セクションの 100 の横の AA1 が、HN1 に変わりま
す。
7. 残りのテキスト値ごとに前の 2 つのステップを繰り返します。例えば、以下の
ように指定します。
テキスト
タイプ
Summer SN - 通りの名前
Street ST - 通りの種類を示す接尾部
Floor

FT - 階

15

FV - 階数

8. 「現行トークン・リスト」セクションで STREET などのテキスト値を選択し
て、「標準の値」をクリックします。
行「STREET ST1」が「STREET ST2」に変わります。これは、分類の標準値が、
このテキスト・ストリングの値に使用されることを示します。残りの値は、オ
リジナルの値のままです。
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9. 標準化するテキスト値ごとに、前のステップを繰り返します。例えば、テキス
ト値 FLOOR について前のステップを繰り返します。
「ユーザー・オーバーライド」で行ったすべての選択または選択の組み合わせ
によって作成されたコードが、「現行トークン・リスト」セクションの選択行
の横に表示されます。
10. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーラ
イドを追加します。
11. 「OK」をクリックして、編集を保存し、ウィンドウを閉じます。

検証オーバーライド:
検証オーバーライドは、検証ルール・セットを変更します。
次の表に、検証ルール・セットをオーバーライドするオブジェクト・タイプを示し
ます。
検証オーバーライド・オブジ
ェクト名

ファイル・タイプ省略形

例 (米国住所)

ユーザー定義の分類

UCL

VTAXID.CLS

入力パターン・オーバーライ
ド

IPO

VTAXID.IPO

入力テキスト・オーバーライ
ド

ITO

VTAXID.ITO

未処理パターン・オーバーラ
イド

UPO

VTAXID.UPO

未処理テキスト・オーバーラ
イド

UTO

VTAXID.UTO

各国の住所データのオーバーライド:
各国間標準化 (MNS) ルール・セットでは、MNS オーバーライドを使用できます。
次の表に、MNS ルール・セットをオーバーライドするオブジェクト・タイプを示し
ます。
MNS 住所のオーバーライド
名

ファイル・タイプ省略形

例 (米国)

ユーザー定義の分類

UCL

USMNAD.CLS

入力パターン

IPO

USMNAD.IPO

入力テキスト

ITO

USMNAD.ITO

未処理パターン

UPO

USMNAD.UPO

未処理テキスト

UTO

USMNAD.UTO

ドメイン固有、検証、および各国間標準化ルール・セットに関するアクション・コ
ード:
ルール・セットをデータに適用すると、テキストおよびパターン・オーバーライ
ド・パネルで選択したコード設定に基づいてアクションが実行されます。
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コードは、ドメイン固有のテキストおよびパターン・オーバーライド・パネルの
「現行トークン・リスト」セクションの「オーバーライド・コード」列に表示され
ます。コード設定は、「ユーザー・オーバーライド」ペインで選択して調整しま
す。
0 (ゼロ)
現行値 (以前はトークンと呼ばれていた) をドロップします。
1

先行文字スペースを追加してから、指定されたデータ・タイプに現行値のオ
リジナルの値を追加します。

2

先行文字スペースを追加してから、指定されたデータ・タイプに現行値の標
準の値を追加します。

3

先行文字スペースを追加せずに、指定されたデータ・タイプに現行値のオリ
ジナルの値を追加します。

4

先行文字スペースを追加せずに、指定されたデータ・タイプに現行値の標準
の値を追加します。

5

残りの値をすべて、オリジナルの値を使用して、指定されたデータ・タイプ
に移動します。それぞれの値の間に 1 文字分のスペースを空けます。

6

残りの値をすべて、標準の値を使用して、指定されたデータ・タイプに移動
します。それぞれの値の間に 1 文字分のスペースを空けます。

7

残りの値をすべて、オリジナルの値を使用して、指定されたデータ・タイプ
に移動します。それぞれの値の間に文字スペースは空けません。

8

残りの値をすべて、標準の値を使用して、指定されたデータ・タイプに移動
します。それぞれの値の間に文字スペースは空けません。

オーバーライドのコピー:
ルールを複写して、ルールの値を変更することができます。
手順
1. 複写するルールを選択します。
2. 「コピー」をクリックして、オーバーライドの値を「現行トークン・リスト」に
コピーします。
3. 値を変更して、新しいオーバーライドを作成します。
4. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーライ
ドを追加します。
オーバーライドの変更:
オーバーライドを変更することができます。
手順
1. 変更するオーバーライドを選択します。
2. 「編集」をクリックして、オーバーライド値を画面上部の各編集領域に一時的に
移動します。
3. 必要に応じて値を変更します。
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4. 「追加」をクリックして、「オーバーライド・サマリー」リストにオーバーライ
ドを戻します。
オーバーライドの削除:
オーバーライドを削除することができます。
手順
1. オーバーライドを選択します。
2. 「削除」をクリックして、選択したオーバーライドをリストから削除します。

Standardization Rules Designer を使用した標準化ルール・セット
の拡張
標準化ルール・セットを拡張するには、IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer を使用します。Standardization Rules Designer でルール・セットを拡
張した後で、拡張したルール・セットを Standardize ステージで適用できます。
Standardization Rules Designer では、分類、ルックアップ・テーブル、およびルール
を追加および変更できます。サンプル・データをインポートして、代表的なサンプ
ルで作業することもできます。
Standardization Rules Designer でのルール・セットのライフサイクル:
Standardization Rules Designer でのルール・セットの拡張は反復プロセスです。ルー
ル・セットを拡張すると、他のユーザーと共同作業して、ジョブで使用する準備が
できていない変更を保管できます。
Standardization Rules Designer でのルール・セットの拡張プロセスには、次のフェー
ズが含まれます。
1. 最初に、Standardization Rules Designer でルール・セットを編集して、そのルー
ル・セットの改訂を作成します。
ルール・セットは、メタデータ・リポジトリーに保管されます。Standardization
Rules Designer で改訂を作成すると、ルール・セットのコピーが Standardization
Rules Designer 用のデータベースに作成されます。
2. 次に、複数の反復によってルール・セットが拡張されます。
改訂は、必要な期間保持できます。Standardization Rules Designer で行う変更
は、Standardization Rules Designer データベース内のルール・セットのコピーの
みに影響します。ルール・セットを自分で変更することも、他のユーザーと共同
作業することもできます。他のユーザーと共同作業する場合、改訂をオープンで
きるユーザーは一度に 1 人だけです。
Standardization Rules Designer で行った変更を廃棄するには、改訂をリセットで
きます。改訂をリセットすると、改訂はオープンのままになり、メタデータ・リ
ポジトリー内のルール・セットのバージョンで更新されます。
3. 特定のマイルストーンに達したら、改訂をパブリッシュします。

第 6 章 データ・クレンジング・プロセスで適用されるルール・セット

245

改訂をパブリッシュすると、Standardization Rules Designer で行った変更が適用
されて、メタデータ・リポジトリー内のルール・セットが更新されます。改訂を
パブリッシュするときに、改訂を削除することも、改訂を維持してルール・セッ
トの拡張を続行することもできます。
4. 拡張が完了したら、改訂を削除します。
改訂を削除すると、Standardization Rules Designer データベースに保管されてい
るルール・セットのコピーが廃棄されます。ルール・セットの新しい改訂を作成
して、ライフサイクルを再度開始することができます。
次の図は、ライフサイクルのフェーズを示しています。

図 5. Standardization Rules Designer でのルール・セットの拡張

Standardization Rules Designer へのサンプル・データのインポート:
Standardization Rules Designer で行った変更を通知するには、典型的なサンプル・デ
ータ・セットをインポートできます。
始める前に
Standardization Rules Designer で、拡張するルール・セットの改訂をオープンしま
す。
このタスクについて
サンプル・データが含まれているファイルは、次の要件を満たしている必要があり
ます。
v ファイルは、100 MB より小さいプレーン・テキスト・ファイルでなければなり
ません。
v ファイルは UTF-8 文字エンコードを使用する必要があります。
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v ファイルには、1 行ごとに 1 つのレコードのみが含まれている必要があり、レコ
ードごとの Unicode 文字は最大 4097 個でなければなりません。
サンプル・データをインポートするファイルを選択すると、サンプル・データは、
分離文字とストリップ文字を使用して構文解析されます。サンプル・データ内のす
べての文字が大文字に変換されます。
手順
1. Standardization Rules Designer で、「ホーム」タブをクリックします。
2. ナビゲーション・ペインで「サンプル・データのインポート」をクリックしま
す。
3. 「インポート」をクリックします。
4. サンプル・データ・セットが含まれているファイルを参照して、「開く」をクリ
ックします。

適切なサンプル・データの特性:
Standardization Rules Designer では、ルールおよび分類の追加または変更時に、サン
プル・データのレコードを使用して作業できます。選択するサンプル・データによ
って、Standardization Rules Designer で行う変更と、その結果の標準化プロセスが通
知されます。
Standardization Rules Designer で作業するサンプル・データを選択する場合は、デー
タが以下の特性を持っていることを確認してください。
v サンプル・データのフォーマットと内容は、標準化する実際のデータを表す必要
があります。データのサブセットをランダムに選択します。
v サンプル・データ・セットには、特殊な処理を必要とするレコード・タイプのみ
を含めることができます。ただし、Standardization Rules Designer での作業の影響
を受けないレコードを含めることもできます。これらのレコードが、
Standardization Rules Designer での変更の影響を受ける場合は、それに従ってルー
ルと分類を調整できます。例えば、サンプル・データ内のレコードが、これらの
レコードを処理するよう意図されていないルールの影響を受ける場合は、そのル
ールに条件を追加できます。
v サンプル・データ・セットは、ドメイン全体に適用するのに十分な大きさでなけ
ればなりません。データ・セットに、異常やその他の稀でも有効なレコード・タ
イプが含まれていることを確認してください。
Standardization Rules Designer は、レコード内のすべての値を処理することに注意し
てください。サンプル・データを準備する際には、サンプル・レコードに、標準化
プロセスの特定の時点で実際のデータ内のレコードに入れられる値のみが含まれて
いることを確認します。
パターン・アクション仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼ばれてい
ました) 内のその他すべてのアクションの後にレコードに適用するルールを
Standardization Rules Designer で追加したいとします。パターン・アクション仕様の
前のアクションによってレコードが変更される方法をメモして、それに従ってサン
プル・データを準備することができます。例えば、パターン・アクション仕様内の
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前のアクションが、値を NULL クラスに割り当てることによって、これらの値を以
降の処理から削除するとします。サンプル・データを準備するときに、NULL クラ
スに割り当てられる値を削除します。
サンプル・データ・セットのインポート後に、サンプル・データ・セットが、必要
なフォーマットと内容を満たしていることを Standardization Rules Designer で確認
します。データ内のパターンを参照して、パターンの分布がデータ・セットについ
て予期した内容と一致することを確認できます。例えば、サンプル・データ・セッ
ト内の最も一般的なパターンが、実際のデータ内で比較的稀なことがわかっている
パターンである場合、サンプル・データ・セットには、実際のデータが適切に表示
されないことがあります。
Standardization Rules Designer での値の分類:
Standardization Rules Designer では、各カスタム・クラスと各デフォルト・クラスに
割り当てられる値を表示できます。カスタム・クラスを追加して、値をクラスに割
り当てる分類定義を指定できます。
分類定義を手動で追加することも、ソースから分類定義をインポートすることもで
きます。1 つの値に複数の定義を指定する場合、アクティブな定義を選択できま
す。

レコードを処理するパターン・ルールに対する分類の変更の影響を確認:
値が割り当てられているクラスを変更すると、その値が含まれているレコードは別
の方法で処理されます。クラスを変更する前後に、「ルール」ページでパターンを
確認して、これらのレコードへの変更を特定できます。
始める前に
1. 別のクラスに割り当てる値が含まれているレコードを選択します。
2. そのレコードのパターンを特定します。
このタスクについて
パターン・ルールは、指定されたパターンと一致するレコードのみに適用されま
す。値が割り当てられているクラスを変更すると、その値が含まれているレコード
のパターンも変更されます。その結果、レコードは別のパターン・ルールの影響を
受けるか、いずれのパターン・ルールの影響も受けなくなります。
例えば、レコード GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS は、パターン B+^MCT と
一致します。以下の表に、パターン内の各クラスが表す内容を示します。
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クラス・ラベル

説明

B

製品のブランド

+

文字のみが含まれる値

^

数字のみが含まれる値

M

計測単位

C

製品の色

T

製品のタイプ
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B+^MCT パターンのルールが定義されている場合に、値 HAMMER を別のクラスに割
り当てると、ルールはレコード GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS を処理しなく
なります。
変更した値が含まれているレコードが正しく処理されるようにするには、「ルー
ル」ページでパターンとパターン・ルールを確認できます。レコードに適用される
ルールがレコードの標準化要件を満たしていない場合は、新規パターン・ルールを
追加するか、既存のルールを変更しなければならない可能性があります。
手順
1. 「ルール」ページで、関連するルールが含まれているルール・グループを選択し
て、「開く」をクリックします。
2. 別のクラスに割り当てる値が含まれているレコードを処理するルールを特定しま
す。
a. パターンのリストから、適切なパターンのツイスティーをクリックします。
b. パターンに複数のルールが指定されている場合、各ルールの「条件の追加」
ページを表示して、レコードに適用されている条件のセットを判別します。
3. 「分類」ページで、別のクラスに値を割り当てます。 次の方法で値を別のクラ
スに割り当てることができます。
v 定義のない値の分類定義を追加します。
v 複数の定義のある値のアクティブ定義を変更します。
値が別のクラスに割り当てられます。値の分類が変更されたため、値が含まれて
いるレコードのパターンも変更されます。例えば、値 HAMMER が + クラスから
N クラスに変更されると、レコード GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS のパタ
ーンが B+^MCT から BN^MCT に変更されます。
4. レコードの新規パターンでステップ 2 を繰り返します。 レコードが別のルール
によって処理されるか、どのパターン・ルールでも処理されなくなります。
次のタスク
レコードを処理するルールがこのタイプのレコードの標準化要件を満たしていない
場合は、新規パターン・ルールを追加するか、既存のルールを変更します。

手動による分類定義の追加:
共通する属性を共有する値を分類するには、分類定義を手動で追加できます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「値の定義」をクリックします。
3. 「値の定義」ウィンドウで、値の分類定義を指定します。
a. 「値」、「標準の値」、「クラス」、および「類似性しきい値」の各フィー
ルドに入力して、分類定義を指定します。 分類定義の部分の詳細について
は、 183 ページの『分類定義』を参照してください。
b. 定義をアクティブにするには、「定義の状況」を展開して、「アクティブ定
義」が選択されていることを確認します。 非アクティブ定義は値に影響しま
せん。
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c. 「OK」をクリックします。

分類定義のインポート:
CSV ファイルから分類定義をインポートできます。
始める前に
分類定義が含まれている CSV ファイルが正しくフォーマットされていることを確
認します。必要なフォーマットの詳細については、『分類定義の CSV ファイル・
フォーマット』を参照してください。
このタスクについて
分類定義をインポートすると、定義内のすべての文字が大文字に変換されます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「値の定義」リストで「定義のインポート」を選択します。
3. インポートする定義が含まれているファイルを指定します。
a. 「定義のインポート」ウィンドウで「参照」をクリックします。
b. 分類定義が含まれているファイルを参照して、「開く」をクリックします。
ファイル内の最初の 10 個の定義が表示されます。
4. 定義をアクティブにするには、「定義の状況」を展開して、「アクティブ定義」
が選択されていることを確認します。 非アクティブ定義は値に影響しません。
5. 「OK」をクリックします。

分類定義の CSV ファイル・フォーマット:
Standardization Rules Designer で分類定義をインポートする場合、定義が含まれてい
るファイルは、コンマで区切られた値が入ったテキスト・ファイルでなければなり
ません。ファイル内の各分類定義は、正しくフォーマットされている必要がありま
す。
CSV ファイルの要件
CSV ファイル全体が、次の要件を満たしている必要があります。
v ファイルには、1 行ごとに 1 つの定義のみが含まれている必要があります。
v ファイルは UTF-8 文字エンコードを使用する必要があります。
v 個々の値で先行または末尾の空白を保持する必要がある場合、値全体を二重引用
符で囲む必要があります。
定義要件
各分類定義には、最大 4 列を含めることができます。以下の表に、4 つの列を指定
する必要がある順序で示し、列ごとの要件をリストします。
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表 32. 分類定義内の列
列

必須の列

要件

値

はい

最大長は 600 文字です。

標準の値

いいえ

最大長は 600 文字です。

標準の値を指定しない場合、
標準の値は値と同じになりま
す。
クラス・ラベル

はい

クラス・ラベルは 1 文字で
なければなりません。

類似性しきい値

いいえ

値は、700 から 900 までの
範囲内の整数でなければなり
ません。

類似性しきい値が指定されて
いない場合、デフォルトの
900 が割り当てられます。

例
この例では、値は、必須の列のみに指定されます。
BOX,,C
その結果、指定されていない列にはデフォルト値が割り当てられます。以下の表
に、Standardization Rules Designer で表示される分類定義を示します。
表 33. デフォルト値が含まれている定義
値

標準の値

クラス・ラベル

類似性しきい値

BOX

BOX

C

900

この例では、値は、すべての列に指定されます。標準の値には空白が含まれている
ため、二重引用符で囲まれています。
NC,"NORTH CAROLINA",S,800
以下の表に、結果として作成される定義を示します。
表 34. すべての列の値が含まれている定義
値

標準の値

クラス・ラベル

類似性しきい値

NC

NORTH CAROLINA

S

800

Standardization Rules Designer でのルックアップ・テーブルの追加:
Standardization Rules Designer では、ルックアップ・テーブルを追加して、ルールが
アクションまたは条件の一部として参照できるルックアップ・テーブル定義を指定
することができます。
定義を追加することも、ソースから定義をインポートすることもできます。1 つの
値に複数の定義を指定する場合、アクティブな定義を選択できます。
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ルックアップ・テーブル定義の追加:
ルックアップ・テーブル定義をルックアップ・テーブルに追加できます。ルール
は、アクションまたは条件の一部としてルックアップ・テーブルを参照できます。
始める前に
Standardization Rules Designer を使用して、ルール・セットにルックアップ・テーブ
ルを追加します。ルール・セット拡張の一部ではないルックアップ・テーブルには
定義を追加できません。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ルックアップ・テーブル」タブをクリックし
ます。
2. 定義を追加するルックアップ・テーブルを選択します。
3. 「値の定義」をクリックします。
4. 「値の定義」ウィンドウで、値の定義を指定します。
a. 「値」、「戻り値」、および「類似性しきい値」の各フィールドに入力し
て、ルックアップ・テーブル定義を指定します。 ルックアップ・テーブル定
義の部分の詳細については、 185 ページの『ルックアップ・テーブル定義』
を参照してください。
b. 定義をアクティブにするには、「定義の状況」を展開して、「アクティブ定
義」が選択されていることを確認します。 非アクティブ定義は値に影響しま
せん。
c. 「OK」をクリックします。

ルックアップ・テーブル定義のインポート:
CSV ファイルからルックアップ・テーブル定義をインポートできます。
始める前に
以下のステップを実行します。
v Standardization Rules Designer を使用して、ルール・セットにルックアップ・テー
ブルを追加します。ルール・セット拡張の一部ではないルックアップ・テーブル
には定義をインポートできません。
v ルックアップ・テーブル定義が含まれている CSV ファイルが正しくフォーマッ
トされていることを確認します。必要なフォーマットの詳細については、 253 ペ
ージの『ルックアップ・テーブル定義の CSV ファイル・フォーマット』を参照
してください。
このタスクについて
ルックアップ・テーブル定義をインポートすると、定義内のすべての文字が大文字
に変換されます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ルックアップ・テーブル」タブをクリックし
ます。

252

IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド

2. 定義をインポートするルックアップ・テーブルを選択します。
3. 「値の定義」リストで「定義のインポート」を選択します。
4. インポートする定義が含まれているファイルを指定します。
a. 「定義のインポート」ウィンドウで「参照」をクリックします。
b. 分類定義が含まれているファイルを参照して、「開く」をクリックします。
ファイル内の最初の 10 個の定義が表示されます。
5. 定義をアクティブにするには、「定義の状況」を展開して、「アクティブ定義」
が選択されていることを確認します。 非アクティブ定義は値に影響しません。
6. 「OK」をクリックします。

ルックアップ・テーブル定義の CSV ファイル・フォーマット:
Standardization Rules Designer でルックアップ・テーブル定義をインポートする場
合、定義が含まれているファイルは、コンマで区切られた値が入ったテキスト・フ
ァイルでなければなりません。ファイル内の各ルックアップ・テーブル定義は、正
しくフォーマットされている必要があります。
CSV ファイルの要件
CSV ファイル全体が、次の要件を満たしている必要があります。
v ファイルには、1 行ごとに 1 つの定義のみが含まれている必要があります。
v ファイルは UTF-8 文字エンコードを使用する必要があります。
v 個々の値で先行または末尾の空白を保持する必要がある場合、値全体を二重引用
符で囲む必要があります。
定義要件
各ルックアップ・テーブル定義には、最大 3 列を含めることができます。以下の表
に、3 つの列を指定する必要がある順序で示し、列ごとの要件をリストします。
表 35. ルックアップ・テーブル定義内の列
列

必須の列

要件

値

はい

最大長は 600 文字です。

戻り値

いいえ

最大長は 600 文字です。

戻り値を指定しない場合、こ
れは値と同じになります。
類似性しきい値

いいえ
類似性しきい値が指定されて
いない場合、デフォルトの
900 が割り当てられます。

類似性しきい値は、700 から
900 までの範囲内の整数でな
ければなりません。

例
この例では、戻り値と類似性しきい値は指定されていません。
METER,,
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その結果、戻り値は値と同じとなり、類似性しきい値にはデフォルト値が割り当て
られます。以下の表に、Standardization Rules Designer で表示されるルックアップ・
テーブル定義を示します。
表 36. 戻り値と類似性しきい値のデフォルトが含まれている定義
値

戻り値

類似性しきい値

METER

METER

900

この例では、値は、すべての列に指定されます。値には空白が含まれているため、
二重引用符で囲まれています。
"FREIGHT TON",IMPERIAL,800
以下の表に、Standardization Rules Designer で表示されるルックアップ・テーブル定
義を示します。
表 37. すべての列の値が含まれている定義
値

戻り値

類似性しきい値

FREIGHT TON

IMPERIAL

800

ルール・グループへのルールの追加:
Standardization Rules Designer では、パターン・ルールを追加して、テキスト・ルー
ルをルール・グループに抽出することができます。パターンごとに、ルールによっ
て処理されるレコードと、処理されないレコードを確認できます。
Standardization Rules Designer での条件の追加:
Standardization Rules Designer で、ルール内のアクションをレコードに適用する前
に、値が満たす必要がある 1 つ以上の条件を追加します。
始める前に
「ルール」ページで、条件を追加するサンプル・レコードをクリックします。
このタスクについて
ルール内のアクションをレコードに適用する前に、レコードは、ルールのすべての
条件を満たす必要があります。例えば、パターンと一致するレコードがすべて未処
理であるとします。サンプル・レコードを選択し、条件およびアクションを追加し
て、ルールを新規ルールとして適用できます。ルールの適用後に、ルールはそのパ
ターンの下に表示されます。新規ルールの条件を満たすサンプル・レコードは、そ
のルールの下に表示されます。条件を満たさないサンプル・レコードは、未処理の
ままです。
手順
1. 「条件の追加」タブをクリックします。
2. 「条件の追加」テーブルで、条件を追加する値の行を選択します。
3. 「追加」をクリックします。

254

IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド

4. 「条件」ウィンドウで、条件を適用するオブジェクトを「オブジェクト」リスト
から選択します。 レコードがパターンと一致すると、条件が、レコード内のこ
の位置にあるすべての値に適用されます。
5. オブジェクトの条件を指定して、「OK」をクリックします。
Standardization Rules Designer でのアクションの追加:
Standardization Rules Designer で、ルールによる値の処理方法を指定するアクション
を 1 つ以上追加します。
始める前に
「ルール」ページで、アクションを追加するサンプル・レコードをクリックしま
す。
手順
1. 「ルールの定義」ページで、サンプル・レコードで値を右クリックして、「新規
アクション」をクリックします。
2. 「オブジェクト」リストから、影響を与えるオブジェクトを選択します。 レコ
ードがパターンと一致すると、その他の条件を満たしている場合、ルールは、レ
コード内のこの位置にある値について指定したオブジェクトを処理します。
3. オプション: リストまたはルックアップ・テーブルでオブジェクトをルックアッ
プします。
a. ルックアップ・テーブルまたはリストを選択します。
b. ルックアップされるオブジェクトが、ルックアップ・テーブルまたはリスト
で見つかったときと見つからなかったときに、どのように処理されるかを指
定します。
4. 「出力列」リストで、結果のストリングを追加する出力列を選択します。
5. オプション: 「先行区切り文字」リストで、出力列でストリングを区切るための
文字を選択します。 複数のタイプの情報を出力列に追加する場合は、デフォル
ト (スペース) ではない文字を選択することがあります。例えば、出力列に姓と
名を追加する場合、コンマ (,) を選択します。
6. 「OK」をクリックします。
パターン・アクション仕様へのルール・グループの変更の適用:
ルール・グループを追加する際には、Standardization Rules Designer でルール・グル
ープを削除するか、ルール・グループの名前を編集します。パターン・アクション
仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼ばれていました) を更新する必要
があります。
このタスクについて
パターン・アクション仕様には、Standardization Rules Designer で管理されるルー
ル・グループへの参照が含まれています。パターン・アクション仕様は、パター
ン・アクション言語を使用し、主にアプリケーション開発者が編集することを意図
しています。パターン・アクション仕様の経験がない場合は、必要な更新を行うた
めに、アプリケーション開発者または経験のある他のユーザーに問い合わせること
を検討してください。
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ルール・セットが正しく機能するには、パターン・アクション仕様内のルール・グ
ループへの参照が、Standardization Rules Designer 内のルール・グループに関する情
報と一致する必要があります。ルール・セットをプロビジョニングして、ジョブで
適用する前に、変更が Standardization Rules Designer からパブリッシュされ、パタ
ーン・アクション仕様が Standardization Rules Designer と一致するよう更新される
ようにする必要があります。
ルール・セットのパターン・アクション仕様は、Standardization Rules Designer で以
下のいずれかのアクションを行ったときに更新する必要があります。
v バージョン 8.7 以前で作成したか、バージョン 8.7 以前の事前定義ルール・セッ
トからコピーしたルール・セットの改訂をオープンした。
v ルール・グループを追加した。
v ルール・グループの名前を変更した。
v ルール・グループを削除した。
事前定義ルール・セットにはデフォルトのルール・グループが含まれています。デ
フォルトのルール・グループを使用する場合は、パターン・アクション仕様を更新
する必要はありません。
手順
1. デザイナー・クライアントのリポジトリー・ツリーで、更新するルール・セット
の SET フォルダーをダブルクリックします。
2. 「パターン」をダブルクリックします。
3. パターン・アクション仕様の適切なセクションで、ルール・グループへの参照を
追加、削除、または更新します。 ルール・グループへの参照は、サブルーチン
の一部として作成されます。完全な参照は次のフォーマットです。
PROCESS_RC Rule_Group_Name RC_Return
[ RC_Return = "Return_Code" ]
COPY "CI" {UserOverrideFlag}
CALL Post_Process
EXIT

ここで、Return_Code はリターン・コード値です。これは、ルール・グループ内
のルールが特定の入力レコードに適用されるかどうか、および適用される方法を
示しています。
次のタスク
更新したルール・セットがデータを正しく処理すること、およびエラーが含まれて
いないことを確認するには、標準化ルール・セットのテスターを使用します。
オーバーライドをルール・セット拡張に変換:
ルール・セットでオーバーライドを使用する場合は、Standardization Rules Designer
でルール・セットを拡張する前に、そのオーバーライドをルール・セット拡張に変
換できます。Standardization Rules Designer とともにインストールされるツールを使
用して、オーバーライドを変換できます。
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このタスクについて
オーバーライド変換ツールは、入力と出力の両方に .dsx ファイルを使用します。
ツールがオーバーライドをルール・セット拡張に変換すると、オーバーライドはコ
メント化されます。Standardization Rules Designer でルール・セットの改訂がオープ
ンされていない場合、ルール・セットのコピーが作成されます。文字 _RC がルー
ル・セット名に追加され、ルール・セットが、デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ツリーの「RC 変換済み」フォルダーに追加されます。例えば、
DENAME.SET ファイルの名前は、DENAME_RC.SET に変更されます。ルール・セット
が、DENAME フォルダー内にある「RC 変換済み」フォルダーに追加されます。
オーバーライドを変換する場合は、初めて Standardization Rules Designer でルー
ル・セットを拡張する前に変換する必要があります。オーバーライドを後で変換す
ることはできません。
手順
1. ルール・セットを .dsx ファイルにエクスポートします。
a. デザイナー・クライアントのリポジトリー・ツリーで、エクスポートするル
ール・セットを右クリックして、「エクスポート」をクリックします。
b. 「読み取り専用項目を除外」チェック・ボックスがクリアされていること、
および「従属項目を含める」チェック・ボックスが選択されていることを確
認します。
c. エクスポートしたファイルの名前を指定して、「エクスポート」をクリック
します。
2. client_tier_installation_directory¥ASBNode¥bin ディレクトリーから、次の
コマンドを実行します。
.¥QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX input_file -outputDSX output_file

ここで、input_file は入力 .dsx ファイルのファイル・パスで、output_file は出力
.dsx ファイルのファイル・パスです。 例えば、以下のコマンドを実行できま
す。
.¥QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX C:¥My_Test¥DENAME.dsx
-outputDSX C:¥My_Test¥DENAME_RC.dsx

3. コマンド・プロンプトに従って、変換プロセスを実行します。
4. .dsx ファイルをデザイナー・クライアントにインポートします。
a. デザイナー・クライアントで、「インポート」 > 「DataStage コンポーネン
ト」をクリックします。
b. 変換ツールによって作成された .dsx ファイルへのファイル・パスを指定し
ます。
c. 「OK」をクリックします。
次のタスク
パターン・アクション仕様を更新して、ルール・セット拡張であるルール・グルー
プを参照するようにします。これらのルール・グループへの参照は、オーバーライ
ドのルール・グループへの参照とは異なる構文を使用します。
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ユーザー・モディフィケーション・サブルーチン
場合によっては、ルール・セットに対してユーザー・オーバーライドで実行できる
内容よりも複雑な変更を行う必要があります。パターン・アクション言語を使用し
て変更を行う必要があります。標準化に使用するルール・セットにはそれぞれ、こ
の変更のために予約されているサブルーチンがあります。
通常、データまたはパターンの一部を変更する場合は、以下のいずれかのタイプの
ユーザー・モディフィケーション・サブルーチンを使用します。
入力モディフィケーション
COUNTRY、プリプロセッサー、およびドメイン固有の各ルール・セットで
使用されます。フィールドは、必要に応じて変更されるまでブランクになっ
ています。これは、COUNTRY ルール・セットで使用される唯一のモディ
フィケーション・サブルーチン・タイプです。
フィールド・モディフィケーション
プリプロセッサー・ルール・セットでのみ使用されます。フィールドは、必
要に応じて変更されるまでブランクになっています。
未処理モディフィケーション
ドメイン固有ルール・セットでのみ使用されます。フィールドは、必要に応
じて変更されるまでブランクになっています。
以下の例では、私書箱 (P.O.) 情報は地番情報の前にあります。標準のルール・セッ
トでは、私書箱番号は地番情報の後になります。この例では、モディフィケーショ
ン・サブルーチンによって、私書箱情報が私書箱関連出力フィールドに移されま
す。
¥SUB Input_Modifications
;PO BOX 123 456 Main Street
B | B | ^ | ^ | & | [ {BoxType} = "" & {BoxValue} = "" ]
COPY_A [1] {BoxType}
COPY
[3] {BoxValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
& ; No patterns matched in the Input_Modifications SUBROUTINE
RETURN
¥END_SUB

パターン・アクション言語でのサブルーチンの記述に関する詳細については、「IBM
InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス」を参照してくださ
い。
サブルーチンを使用して MNS ルール・セットを変更することはできません。
国または地域識別子ユーザー・サブルーチン:
入力モディフィケーション・サブルーチンに追加されるルールは、COUNTRY ルー
ル・セット内の他のどのルールよりも前に実行されます。
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特定の条件がルール・セットでは完全に誤って処理されているかまたは処理されて
いないと判断した場合は、パターン・アクション仕様 (以前はパターン・アクショ
ン・ファイルと呼ばれていた) にモディフィケーションを追加します。
パターン・アクション仕様の入力サブルーチン・セクションは、サブルーチン・セ
クションの先頭にあるか、または次のストリングを検索すると見つかります。
;-------------------------------------------------;Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-------------------------------------------------¥SUB input_Modifications

ドメイン・プリプロセッサー・ユーザー・サブルーチン:
ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット用のサブルーチンは、パターン・ア
クション仕様内にあります。

入力モディフィケーション:
入力モディフィケーション・サブルーチンに追加される標準化ルールは、他のどの
ルールよりも前に実行されます。
ある条件が、ルール・セットでは完全に誤って処理されている、または処理されな
いと判断した場合、モディフィケーションをここに追加してください。
パターン・アクション仕様のサブルーチン・セクションは、以下に示すようにヘッ
ダーで区切られています。
;-----------------------------------------------; Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-----------------------------------------------¥SUB Input_Modifications

フィールド・モディフィケーション:
ドメイン・プリプロセッサーの論理フローにおける 2 番目のステップは、区切り文
字で区切られた各入力フィールドを 1 つずつ分離し、共通のドメイン・パターンを
検索することです。
フィールド・モディフィケーション・サブルーチンに追加される標準化ルールは、
他のどのフィールド・ルールよりも前に実行されます。
パターン・アクション仕様の入力サブルーチン・セクションは、サブルーチン・セ
クションの先頭に見つかります。次のストリングを検索して見つけることもできま
す。
;----------------------------------------------; Field_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;----------------------------------------------¥SUB Field_Modifications

ドメイン固有ユーザー・サブルーチン:
サブルーチンは、ドメイン固有のパターン・アクション仕様内に存在します。
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ある条件が、ルール・セットによって完全にまたは部分的に誤って処理されている
か、あるいは未処理であると判断した場合は、モディフィケーションをここに追加
します。

入力モディフィケーション:
入力モディフィケーション・サブルーチンに追加される標準化ルールは、他のどの
ルールよりも前に実行されます。
入力モディフィケーション・サブルーチンは、パターン・アクション仕様のサブル
ーチン・セクションの先頭に見つかります。次のストリングを検索して見つけるこ
ともできます。
;-----------------------------; Input Modifications
;-----------------------------& ; CALL Input_Modifications SUBROUTINE
CALL Input_Modifications

未処理モディフィケーション:
未処理モディフィケーション・サブルーチンに追加される標準化ルールは、他のど
のルールよりも後で実行されます。
未処理モディフィケーション・サブルーチンは、パターン・アクション仕様のサブ
ルーチン・セクションの先頭に見つかります。次のストリングを検索して見つける
こともできます。
;-------------------------------; Unhandled Modifications
;-------------------------------& ; CALL Unhandled_Modifications SUBROUTINE
CALL Unhandled_Modifications

標準化ルール・セットのテスター
テスターを使用すれば、選択した標準化ルール・セットを、入力ソース全体に対し
て実行する前に、 1 行のテスト・ストリング (単一レコード) に対して簡単にテス
トすることができます。
この時間節約オプションは、大規模な入力ソースを使用する予定の場合に特に便利
です。ルール・セットをテストすると、結果の入力データ・ソースが想定どおりに
実行されることを確認できます。
このテスターで、ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット、ドメイン固有ル
ール・セット、および検証ルール・セットをテストできます。

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのテスト
ルール管理テスターを使用して、新規あるいは変更済みのドメイン・プリプロセッ
サー・ルール・セットをテストすることができます。
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このタスクについて
テストする「PREP」などのドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットを選択す
ると、テスターはまず、各「入力ストリング」フィールドにデータを設定します。
プリプロセッサー・ルール・セットのテスト画面の各行には、ヒストリーとして、
以前に入力された入力ストリングが最大で 5 つまで表示されます。デザイナー・ク
ライアントは、ルール・セットごとに別個のヒストリー・ログを保守します。
テスト用に最大 6 つまでのデータ・ストリングを入力できます。複数の入力ストリ
ングを入力する場合には、入力ストリングが正しい順序になっており、各入力スト
リングの横の区切り文字フィールドが設定されている必要があります。行と行の間
にブランク行があってもかまいません。
注: 入力ストリングごとに区切り文字を設定する必要があります。区切り文字を
「なし」のままにすることはできません。入力ストリングごとに区切り文字を指定
せずにテストを実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。
プリプロセッサー・ルール・セットの入力ストリングは、ストリングごとに区切り
文字で分離されているユーザー入力ストリングをすべて連結したものです。よっ
て、入力ファイルには、入力ストリングと区切り文字の連結ストリングからなる 1
行の長い行が含まれています。

手順
1. ルール・セット内の「SET」フォルダーを右クリックし、「プロパティー」を選
択して、「ルール管理」ウィンドウを開きます。
2. 「テスト」をクリックします。
3. 必要に応じて、「ロケール」フィールドに新しいパスを入力します。 標準化テ
スターは、国際対応ルールをサポートします。ロケールが指定されていない場
合、テスターは、ご使用のコンピューターに設定されているデフォルト・ロケー
ルを使用するものと解釈します。デフォルト以外のロケールを指定することによ
り、デフォルトのロケール向けではないルール・セットに対してデータを実行す
ることができます。
4. テストしたい入力ストリングを指定するか、または入力ストリングのメニューか
ら以前に入力したストリングを選択します。
5. 指定した入力ストリングごとに「区切り文字」を選択します。
6. 「このストリングをテスト」をクリックして、テストを開始します。
テストが正常に完了したら、グリッドの下部に結果が表示されます。各値 (以前
はトークンと呼ばれていた) とそのフィールドおよびフィールド説明がリストさ
れます。
7. テストを途中で停止する場合は、「キャンセル」をクリックして、パネルを以前
の状態に戻します。
8. すべての入力ボックスからすべてのデータを削除する場合は、区切り文字を「な
し」にリセットして、「データをクリア」 をクリックします。
別の入力ストリング・セットを使用して同じルール・セットをテストすることも
できます。あるいは、「ルール・セット」リストを使用して、別のルール・セッ
トを選択してテストすることもできます。
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9. テストが完了したら、「終了」をクリックします。

ドメイン固有ルール・セットまたは検証ルール・セットのテスト
ルール管理テスターを使用して、新規あるいは変更済みのドメイン固有ルール・セ
ットまたは検証ルール・セットをテストすることができます。

このタスクについて
テストする ADDR または VTAXID などのドメイン固有または検証ルール・セットを
選択すると、テスターは、まず、各「入力ストリング」フィールドにデータを設定
します。ドメイン固有または検証ルール・セット・テスト・パネルの各行には、ヒ
ストリーとして、以前に入力された入力ストリングが最大で 5 つまで表示されま
す。デザイナー・クライアントは、ルール・セットごとに別個のヒストリー・ログ
を保守します。
ドメイン固有ルール・セットまたは検証ルール・セットの場合、テストする入力ス
トリングを 1 つだけ入力できます。

手順
1. ルール・セット内の「SET」フォルダーを右クリックし、「プロパティー」を選
択して、「ルール管理」ウィンドウを開きます。
2. 「テスト」をクリックします。
3. テストしたい入力ストリングを指定するか、または入力ストリングのメニューか
ら以前に入力したストリングを選択します。
4. 「このストリングをテスト」をクリックして、テストを開始します。
テストが正常に完了したら、グリッドの下部に結果が表示されます。各値 (以前
はトークンと呼ばれていた) とそのフィールドおよびフィールド説明がリストさ
れます。
5. テストを途中で停止する場合は、「キャンセル」をクリックして、パネルを以前
の状態に戻します。
6. 入力ボックスからデータを削除して結果グリッドをクリアする場合は、「データ
をクリア」をクリックします。
別の入力ストリング・セットを使用して同じルール・セットをテストすることも
できます。あるいは、「ルール・セット」リストを使用して、別のルール・セッ
トを選択してテストすることもできます。
7. テストが完了したら、「終了」をクリックします。

ルール・セット・エディターの選択
ご使用のコンピューターにインストールされているエディターを使用して、ルー
ル・セットを変更することができます。

始める前に
「ルール管理」ウィンドウを開きます。

手順
1. 「ルール管理」ウィンドウで「オプション」をクリックします。
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2. 「ルール管理オプション」ウィンドウで、優先エディターにしたいエディターを
探します。
3. エディターを選択して「OK」をクリックします。

参照: ルール・セット
参照トピックには、InfoSphere QualityStage に付属するルール・セットに関する詳細
な情報が用意されています。
このトピックを利用すると、ルール・セットの機能をさらに良く理解することがで
きます。

事前定義ルール・セット
国または地域に固有、あるいは各国に適用できる事前定義ルール・セットを使用で
きます。

国または地域のルール・セット
デザイナー・クライアントのリポジトリー・ビューで、「標準化ルール」フォルダ
ーを展開して、必要な国または地域を選択します。その国または地域のフォルダー
には、提供されたルール・セットが含まれています。
資産交換からの追加のルール・セットをインストールし、そのルール・セットをプ
ロジェクトにインポートすることができます。
表 38. 国または地域のルール・セット
国または地域

ルール・セット

アルゼンチン

ARADDR
ARAREA

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

ARNAME
ARPREP
オーストラリア

AUADDR
AUAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

AUNAME
AUPREP
ブラジル

BRADDR
BRAREA

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

BRNAME
BRPREP
カナダ

CAADDR
CAAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

CANAME
CAPREP
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表 38. 国または地域のルール・セット (続き)
国または地域
チリ

ルール・セット
CHADDR
CHAREA

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

CHNAME
CHPREP
フランス

FRADDR
FRAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

FRNAME
FRPREP
ドイツ

DEADDR
DEAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

DENAME
DEPREP
中国の香港特別
行政区

HKCADDR
HKCNAME

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

注: 名前ドメインには、通常は地域
ドメインで検出されるデータが含ま
れています。Prep ドメインは不要
です。
中国の香港特別
行政区 - ローマ
字

HKADDR
HKNAME
HKPHONE
注: 名前ドメインには、通常は地域
ドメインで検出されるデータが含ま
れています。Prep ドメインは不要
です。
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デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

表 38. 国または地域のルール・セット (続き)
国または地域
インド

ルール・セット
INAPAD
INAREA

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

INASAD
INBHAD
INDLAD
INGJAD
INHPAD
INHRAD
INJKAD
INKAAD
INKEAD
INMHAD
INMPAD
INNAME
INORAD
INPBAD
INRJAD
INTNAD
INUPAD
INWBAD
注: IndiaAddressSharedContainer 共
有コンテナーは、インドの住所ルー
ル・セット付きでインポートされま
す。この共有コンテナーは、インド
の住所と区域のデータを標準化する
ジョブに使用可能です。
アイルランド

IEADDR
IEAREA

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

IENAME
IEPREP
イタリア

ITADDR
ITAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

ITNAME
ITPREP
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表 38. 国または地域のルール・セット (続き)
国または地域
日本

ルール・セット
JP1PHN
JP2PHN

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

JPADDR
JPAREA
JPDATE
JPNAME
JPTRIM
日本

JPKANA
JPKNAM

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

JPKANA では、カタカナから漢字
にデータが変換されます。
韓国

KOADDR
KOAREA

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

KONAME
KOPREP
メキシコ

MXADDR
MXAREA

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

MXNAME
MXPREP
オランダ

NLADDR
NLAREA

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

NLNAME
NLPREP
中国

CNADDR
CNAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

CNNAME
CNPHONE
ペルー

PEADDR
PEAREA
PENAME
PEPREP
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InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

表 38. 国または地域のルール・セット (続き)
国または地域
ロシア

ルール・セット
RUADDRL
RUNAMEL

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

RUADDRL ルール・セットは、住
所および地域情報を標準化します。
これらのルール・セットを使用する
には、Windows コード・ページを
1251 に設定して、ご使用のオペレ
ーティング・システムの地域設定を
「ロシア語」に設定する必要があり
ます。
スペイン

ESADDR
ESAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

ESNAME
ESPREP
タイ

THADDRL
THNAMEL

InfoSphere Information Server ファ
イル・ディレクトリー

THADDRL ルール・セットは、住
所および地域情報を標準化します。
これらのルール・セットを使用する
には、Windows コード・ページを
847 に設定して、ご使用のオペレー
ティング・システムの地域設定を
「タイ語」に設定する必要がありま
す。ジョブ・プロパティーで、NLS
パラメーターを TIS-620 に設定し
ます。
英国

GBADDR
GBAREA

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

GBNAME
GBPREP
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表 38. 国または地域のルール・セット (続き)
国または地域
アメリカ合衆国

ルール・セット
USADDR
USAREA

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

USNAME
USPREP
USTAXID
USTAXID ルールでは、以下の特性
を持つ、米国納税者番号フォーマッ
トを検証します。
9 桁
すべて数値
1 つの数値で構成されていな
い。例えば、000-00-0000 でな
い。

その他のカテゴリーのルール・セット
デザイナー・クライアントのリポジトリー・ビューで、「標準化ルール」フォルダ
ーを展開して、「その他」という名前のフォルダーを選択します。「その他」フォ
ルダーには、提供された国または地域固有のルール・セットまたは複数の国に適用
できるルール・セットが含まれています。
表 39. その他のカテゴリーのルール・セット
スコープ

ルール・セット

各国

COUNTRY
入力データの発生元の国または地域
を判別します。このルール・セット
は、市町村、州または地区、区、お
よび郵便番号などの地域情報を参照
します。また、この情報が属する国
または地域を識別して、ISO 地域コ
ードを割り当てます。
予期される入力: 文字 ZQ で囲まれ
たデフォルトの 2 バイトの国別コ
ード区切り文字を持つ、多国にわた
る住所情報。例えば、ZQUSZQ。
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ルール・セット・ファイルのロケー
ション
デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

表 39. その他のカテゴリーのルール・セット (続き)
スコープ

ルール・セット

米国固有の拡張
会社名

EXPCOM
会社名情報を最大 8 個のマッチン
グ・ワードに構文解析し (the およ
び and などのワードは除外)、以下
のような識別情報を抽出します。

ルール・セット・ファイルのロケー
ション
デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

TradeName
StateOrgNum
FranchiseNumber
Division
AccountInfo
CorpDate
予期される入力: 有効な会社名。
検証

VDATE
例えば以下のような、日付形式を検
証します。

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

mmddyyyy
ddmmyyyy
mmddyy
ddmmyy
yyyymmdd
検証

VEMAIL
例えば以下のような、メール・フォ
ーマットを検証します。

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

first.last@domain.org
name@domain.com.ca
検証

VPHONE
例えば以下のような、米国、カナ
ダ、および西インド諸島の電話番号
フォーマットを検証します。

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー

(nnn) nnn-nnnn
nnn nnn nnnn
nnnnnnnnnn
注: 1 が続く数列は無効と見なされ
ます。
検証

VTAXID
各国特有の納税者番号フォーマット
を検証するルールが用意されていま
す。米国専用です。

デザイナー・クライアントのリポジ
トリー・ビュー
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サンプル・カテゴリーのルール・セット
デザイナー・クライアントのリポジトリー・ビューで、「標準化ルール」フォルダ
ーを展開して、「サンプル」という名前のフォルダーを選択します。「サンプル」
フォルダーには、さまざまなタイプのデータに適用できるサンプル・ルール・セッ
トが格納されています。
表 40. サンプル・カテゴリーのルール・セット
ルール・セット

ルール・セット・ファイルのロケーション

GENPROD

InfoSphere Information Server ファイル・ディ
レクトリー

標準化で製品説明データをどのように処理す
るかを示します。
PHPROD
標準化で薬学データをどのように処理するか
を示します。

InfoSphere Information Server ファイル・ディ
レクトリー

ルール・セット開発パッケージ
資産交換からのルール・セット開発パッケージは、InfoSphere Information Server フ
ァイル・ディレクトリーにインストールできます。このパッケージには、以下の項
目が含まれています。
標準化ルール・テンプレート
ドメイン (住所、地域、および名前) 用のテンプレートが含まれています。
標準化ルール開発キット
カスタム・ルール開発を支援するレポートを作成する一連のジョブで構成さ
れています。
標準化の品質評価キット
標準化の結果の評価を支援するレポートを作成する一連のジョブで構成され
ています。

日本語ルール・セットの特性
日本語固有のルール・セットは、入力時に作動し、固有のルール・セット動作とな
っています。

JP1PHN と JP2PHN
日本語電話番号 1 (JP1PHN) および日本語電話番号 2 (JP2PHN) ルール・セットに
予期される入力は、日本の有効な電話番号データです。
このルール・セットでは、ダイヤル・コード、市外局番、市内局番、および加入者
番号の入力を構文解析します。また、入力の構文解析には、数値でなく文字を使用
します。入力に文字が含まれていないと、入力は構文解析されず、UnhandledData 列
に入れられます。例えば、0123456789 は、JP1PHN ルール・セットでも JP2PHN
ルール・セットでも構文解析されず、UnhandledData 列に入れられます。
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JPDATE
日本語データ・ルール・セット (JPDATE) に予期される入力は、グレゴリオ暦およ
び日本元号で記述された有効な日付ストリングです。
このルール・セットでは、入力をグレゴリオ暦の年に標準化します。例えば、日本
元号で入力された年は、グレゴリオ暦の年に標準化されます。

JPNAME
日本語名ルール・セット (JPNAME) に予期される入力は、日本語文字で記述された
個人名およびビジネス名です。
このルール・セットでは、区切り文字のないデータを処理できますが、リテラル・
ストリングを追加して入力されたデータのタイプ (個人またはビジネス) を示すこと
ができます。
つまり、入力データの直後にリテラル ZQINDVZQ が続いた場合は、入力データを個
人名として処理します。また、入力データの直後にリテラル ZQORGNZQ が続いた場
合は、入力データをビジネス名として処理します。

JPTRIM
日本語 TRIM ルール・セット (JPTRIM) に予期される入力は、日本語文字で記述さ
れた住所データです。
入力データがカタカナで記述される場合、このルール・セットの動作では、入力デ
ータの後に配置されているリテラル ZQTRIMZQ を探します。入力データが漢字で記
述される場合、このルール・セットの動作では、入力データの前に配置されている
リテラル ZQTRIMZQ を探します。

JPAREA
日本語地域ルール・セット (JPAREA) に予期される入力は、ブランクのない日本語
の漢字で記述された住所データです。入力に確実にブランクが含まれていないよう
にするには、JPTRIM の出力列 TrimmedValueKanji を使用します。
このルール・セットでは、入力データを、都道府県、市町村、JIS5 コード、および
住所ドメインに標準化します。JIS5 コードは、日本の市町村に割り当てられた番号
です。JPADDR ルール・セットでは、JIS5 コードを使用して住所ドメインを標準化
します。

JPADDR
日本語住所ルール・セット (JPADDR) に予期される入力は、日本の住所データの地
番部分と、市町村の JIS5 コードです。入力は、JPAREA の出力列
AddressDomain、リテラル ZQADDRZQ、および JPAREA の出力列 JIS5Code によって
作成できます。
このルール・セットでは、入力を日本の住所システム (例えば、大字、字、番地、
建物番号) に標準化します。
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JPKANA
日本語カナ・ルール・セット (JPKANA) に予期される入力は、カタカナで記述さ
れ、JPTRIM で標準化された日本語住所データです。このルール・セットでは、
JPTRIM の出力列である Trimmed-ValueKanji になっている入力を探します。ま
た、リテラル ZQKANAZQ と、JPTRIM の出力列 TrimmedValueLookup も探します。
このルール・セットでは、入力データを日本語の漢字住所に標準化します。

JPKNAM
日本語カナ名ルール・セット (JPKNAM) に予期される入力は、カタカナで記述され
た個人名およびビジネス名です。この名前の直後に、入力タイプを示すリテラル・
ストリングが続いていなければなりません。
リテラル・ストリングは、入力が個人名の場合は ZQINDVZQ、入力がビジネス名の場
合は ZQORGNZQ であると予期されます。
このルール・セットでは入力データを標準化し、次のいずれかの名前を出力しま
す。
v リテラル・ストリングで入力データは個人名であることが示されている場合は、
名と姓
v リテラル・ストリングで入力データはビジネス名であることが示されている場合
は、会社名、会社接頭部、および支店名

インドの住所ルール・セット
インドの住所ルール・セットは、特定の地域の規則を基にデータを標準化します。
以下の表は、インドの住所ルール・セットごとにデータを標準化する地域をリスト
したものです。
表 41. インドの住所ルール・セットの地域
ルール・セット

州

準州

INAPAD

アンドラ・プラデシュ
(Andhra Pradesh)

INASAD

アルナチャル・プラデシ
ュ (Arunachal Pradesh)
アッサム (Assam)
マニプール (Manipur)
メガラヤ (Meghalaya)
ミゾラム (Mizoram)
ナガランド (Nagaland)
シッキム (Sikkim) および
トリプラ (Tripura)

INBHAD

ビハール (Bihar)
ジャルカンド (Jharkhand)

INDLAD
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デリ (Delhi)

表 41. インドの住所ルール・セットの地域 (続き)
ルール・セット

州

準州

INGJAD

グジャラート (Gujarat)

INHPAD

ヒマチャル・プラデシュ
(Himachal Pradesh)

INHRAD

ハリヤナ (Haryana)

INJKAD

ジャンム・カシミール
(Jammu and Kashmir)

INKAAD

カルナタカ (Karnataka)

INKEAD

ケララ (Kerala)

ラクシャドウィープ
(Lakshadweep)

INMHAD

ゴア (Goa)

ダマン・ディーウ (Daman
and Diu)

マハラシュトラ
(Maharashtra)
INMPAD

ダドラ & ナガル・ハヴェ
リ (Dadra and Nagar
Haveli)

チャッティスガル
(Chhattisgarh)
マディヤ・プラデシュ
(Madhya Pradesh)

INORAD

オリッサ (Orissa)

INPBAD

パンジャブ (Punjab)

INRJAD

ラジャスタン (Rajasthan)

INTNAD

タミル・ナドゥ (Tamil
Nadu)

INUPAD

ウッタラカンド
(Uttarakhand)

チャンディガル
(Chandigarh)

プドゥチェリー
(Pondicherry)

ウッタル・プラデシュ
(Uttar Pradesh)
INWBAD

西ベンガル (West Bengal)

アンダマン・ニコバル諸
島 (Andaman And Nicobar
Islands)

インドの住所ルール・セットの共有コンテナー
インドの住所と区域のデータを標準化するジョブに IndiaAddressSharedContainer 共
有コンテナーを使用できます。この共有コンテナーは、インドの住所ルール・セッ
トと一緒にインポートされます。
インドの住所ルール・セットはそれぞれ、特定の地域の規則を基にデータを標準化
します。IndiaAddressSharedContainer 共有コンテナーには、インドの住所ルール・セ
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ットごとに 1 つの Standardize ステージが含まれています。 Standardize ステージ
では、インドの住所ルール・セットを入力データに適用することで標準化プロセス
を実施します。
共有コンテナーは、入力データとして 2 つの列 (1 つはレコードのキーを指定する
列、もう 1 つは入力住所を入れる列) を使用します。 Area_Stan Standardize ステー
ジでは、区域データを標準化します。このようなデータには、郵便番号 (PIN コー
ド)、国、州、地区、およびタルク (郡) などがあります。また、Area_Stan
Standardize ステージでは StateIdentifier 列も生成されます。この列には、レコード
が属する地域を示す情報が含まれます。 Area_Stan Standardize ステージからの出力
は、BifurcateStateWise Switch ステージの入力データとして使用されます。
BifurcateStateWise Switch ステージは、StateIdentifier 列の値を基に、各レコードを個
々の地域の Standardize ステージに送ります。レコードの StateIdentifier 列に有効な
値がない場合、そのレコードの住所データは標準化されず、そのレコードは直接出
力ファイルに送られます。
各地域の Standardize ステージは、BifurcateStateWise Switch ステージから送られて
きたレコードの住所データを標準化します。次に、各 Standardize ステージからの出
力が、ConsolidateAllStateStans Funnel ステージに送られます。
ConsolidateAllStateStans Funnel ステージは、入力レコードを単一の出力ファイルに
コピーします。
ジョブにおける IndiaAddressSharedContainer 共有コンテナーの使用方法について
は、このコンテナーの注釈を参照してください。

ISO 地域コード
InfoSphere QualityStage は、2 文字および 3 文字の ISO 地域コードを認識します。
ISO 地域コードは、以下の状況で使用されます。
v プリプロセッサーおよびドメイン固有のルール・セットの命名規則の一部とする
場合
v COUNTRY ルール・セットを使用する際に、デフォルト区切り文字を指定する必
要がある場合
v COUNTRY ルール・セットの出力の一部とする場合
入力データに、レコードの一部として ISO コードが含まれている場合があります。
通常、COUNTRY ルール・セットでは 2 バイトの地域コードを使用します。 MNS
ステージでは、2 バイト・コードと 3 バイト・コードの両方を含む出力が出されま
す。
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地域

2 文字

3 文字

アフガニスタン

AF

AFG

アルバニア

AL

ALB

アルジェリア

DZ

DZA

米領サモア

AS

ASM

アンドラ

AD

AND

アンゴラ

AO

AGO
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地域

2 文字

3 文字

アンギラ島

AI

AIA

南極大陸

AQ

ATA

アンティグア・バーブーダ

AG

ATG

アルゼンチン

AR

ARG

アルメニア

AM

ARM

アルバ

AW

ABW

オーストラリア

AU

AUS

オーストリア

AT

AUT

アゼルバイジャン

AZ

AZE

バハマ

BS

BHS

バーレーン

BH

BHR

バングラデシュ

BD

BGD

バルバドス

BB

BRB

ベラルーシ

BY

BLR

ベルギー

BE

BEL

ベリーズ

BZ

BLZ

ベナン

BJ

BEN

バーミューダ

BM

BMU

ブータン

BT

BTN

ボリビア

BO

BOL

ボスニア・ヘルツェゴビナ

BA

BIH

ボツワナ

BW

BWA

ブーベ島

BV

BVT

ブラジル

BR

BRA

英領インド洋植民地

IO

IOT

ブルネイ・ダルサラーム

BN

BRN

ブルガリア

BG

BGR

ブルキナファソ

BF

BFA

ブルンジ

BI

BDI

カンボジア

KH

KHM

カメルーン

CM

CMR

カナダ

CA

CAN

カーボベルデ

CV

CPV

ケイマン諸島

KY

CYM

中央アフリカ共和国

CF

CAF

チャド

TD

TCD

チリ

CL

CHL

中国

CN

CHN

クリスマス島

CX

CXR

ココス (キーリング) 諸島

CC

CCK

コロンビア

CO

COL
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地域

2 文字

3 文字

コモロ

KM

COM

コンゴ

CG

COG

コンゴ民主共和国

CD

COD

クック諸島

CK

COK

コスタリカ

CR

CRI

コートジボアール

CI

CIV

クロアチア (現地名: フルバ
ツカ)

HR

HRV

キューバ

CU

CUB

キプロス

CY

CYP

チェコ共和国

CZ

CZE

デンマーク

DK

DNK

ジブチ

DJ

DJI

ドミニカ国

DM

DMA

ドミニカ共和国

DO

DOM

東ティモール

TP

TMP

エクアドル

EC

ECU

エジプト

EG

EGY

エルサルバドル

SV

SLV

赤道ギニア

GQ

GNQ

エリトリア

ER

ERI

エストニア

EE

EST

エチオピア

ET

ETH

フォークランド諸島 (マルビ
ナス)

FK

FLK

フェロー諸島

FO

FRO

フィジー

FJ

FJI

フィンランド

FI

FIN

フランス

FR

FRA

フランス本国

FX

FXX

仏領ギアナ

GF

GUF

仏領ポリネシア

PF

PYF

仏領極南諸島

TF

ATF

ガボン

GA

GAB

ガンビア

GM

GMB

グルジア

GE

GEO

ドイツ

DE

DEU

ガーナ

GH

GHA

ジブラルタル

GI

GIB

ギリシャ

GR

GRC

グリーンランド

GL

GRL
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地域

2 文字

3 文字

グレナダ

GD

GRD

グアドループ島

GP

GLP

グアム島

GU

GUM

グアテマラ

GT

GTM

ギニア

GN

GIN

ギニアビサオ

GW

GNB

ガイアナ

GY

GUY

ハイチ

HT

HTI

ハード・マクドナルド諸島

HM

HMD

バチカン市国

VA

VAT

ホンジュラス

HN

HND

中華人民共和国香港特別行政
区

HK

HKG

ハンガリー

HU

HUN

アイスランド

IS

ISL

インド

IN

IND

インドネシア

ID

IDN

イラン・イスラム共和国

IR

IRN

イラク

IQ

IRQ

アイルランド

IE

IRL

イスラエル

IL

ISR

イタリア

IT

ITA

ジャマイカ

JM

JAM

日本

JP

JPN

ヨルダン

JO

JOR

カザフスタン

KZ

KAZ

ケニア

KE

KEN

キリバス

KI

KIR

朝鮮民主主義人民共和国

KP

PRK

大韓民国

KR

KOR

クウェート

KW

KWT

キルギス

KG

KGZ

ラオス人民民主共和国

LA

LAO

ラトビア

LV

LVA

レバノン

LB

LBN

レソト

LS

LSO

リベリア共和国

LR

LBR

リビア・アラブ国

LY

LBY

リヒテンシュタイン

LI

LIE

リトアニア

LT

LTU

ルクセンブルグ

LU

LUX
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278

地域

2 文字

3 文字

中華人民共和国マカオ特別行
政区

MO

MAC

マケドニア・旧ユーゴスラビ
ア共和国

MK

MKD

マダガスカル

MG

MDG

マラウィ

MW

MWI

マレーシア

MY

MYS

モルジブ

MV

MDV

マリ

ML

MLI

マルタ

MT

MLT

マーシャル諸島共和国

MH

MHL

マルチニーク島

MQ

MTQ

モーリタニア

MR

MRT

モーリシャス

MU

MUS

マヨット島

YT

MYT

メキシコ

MX

MEX

ミクロネシア連邦

FM

FSM

モルドバ共和国

MD

MDA

モナコ

MC

MCO

モンゴル

MN

MNG

モントセラト島

MS

MSR

モロッコ

MA

MAR

モザンビーク

MZ

MOZ

ミャンマー

MM

MMR

ナミビア

NA

NAM

ナウル

NR

NRU

ネパール

NP

NPL

オランダ

NL

NLD

オランダ領アンティル諸島

AN

ANT

ニューカレドニア

NC

NCL

ニュージーランド

NZ

NZL

ニカラグア

NI

NIC

ニジェール

NE

NER

ナイジェリア

NG

NGA

ニウエ島

NU

NIU

ノーフォーク島

NF

NFK

北マリアナ諸島

MP

MNP

ノルウェー

NO

NOR

オマーン

OM

OMN

パキスタン

PK

PAK

パラオ

PW

PLW
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地域

2 文字

3 文字

パナマ

PA

PAN

パプアニューギニア

PG

PNG

パラグアイ

PY

PRY

ペルー

PE

PER

フィリピン

PH

PHL

ピトケアン島

PN

PCN

ポーランド

PL

POL

ポルトガル

PT

PRT

プエルトリコ

PR

PRI

カタール

QA

QAT

レユニオン島

RE

REU

ルーマニア

RO

ROM

ロシア連邦

RU

RUS

ルワンダ

RW

RWA

セントクリストファー・ネイ
ビス

KN

KNA

セントルシア

LC

LCA

セントビンセント・グレナデ
ィーン諸島

VC

VCT

サモア

WS

WSM

サンマリノ

SM

SMR

サントメ・プリンシペ

ST

STP

サウジアラビア

SA

SAU

セネガル

SN

SEN

セイシェル

SC

SYC

シエラレオネ

SL

SLE

シンガポール

SG

SGP

スロバキア共和国

SK

SVK

スロベニア

SI

SVN

ソロモン諸島

SB

SLB

ソマリア

SO

SOM

南アフリカ

ZA

ZAF

南ジョージア島・南サンドイ
ッチ諸島

GS

SGS

スペイン

ES

ESP

スリランカ

LK

LKA

セントヘレナ島

SH

SHN

サンピエール・エ・ミクロン
島

PM

SPM

スーダン

SD

SDN

スリナム

SR

SUR
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地域

2 文字

3 文字

スバールバル諸島・ヤンマイ
エン島

SJ

SJM

スワジランド

SZ

SWZ

スウェーデン

SE

SWE

スイス

CH

CHE

シリア・アラブ共和国

SY

SYR

台湾

TW

TWN

タジキスタン

TJ

TJK

タンザニア連合共和国

TZ

TZA

タイ

TH

THA

トーゴ

TG

TGO

トケラウ諸島

TK

TKL

トンガ

TO

TON

トリニダード・トバゴ

TT

TTO

チュニジア

TN

TUN

トルコ

TR

TUR

トルクメニスタン

TM

TKM

タークス諸島・カイコス諸島

TC

TCA

ツバル

TV

TUV

ウガンダ

UG

UGA

ウクライナ

UA

UKR

アラブ首長国連邦

AE

ARE

グレートブリテンおよび北部 GB
アイルランド連合王国 (英国)

GBR

アメリカ合衆国

US

USA

米領太平洋諸島

UM

UMI

ウルグアイ

UY

URY

ウズベキスタン

UZ

UZB

バヌアツ

VU

VUT

ベネズエラ

VE

VEN

ベトナム

VN

VNM

英領バージン諸島

VG

VGB

米領バージン諸島

VI

VIR

ウォリス・フテュナ諸島

WF

WLF

西サハラ

EH

ESH

イエメン

YE

YEM

ユーゴスラビア

YU

YUG
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第 7 章 参照: ステージ・エディター・ユーザー・インターフェー
ス
パラレル・ジョブ・ステージ・エディターは、すべて汎用ユーザー・インターフェ
ースを使用します。
この例外は、Transformer、Lookup、Shared Container、および Complex Flat File ス
テージです。
次の表に、利用できるステージの種類と、各ステージの機能の簡単な説明を示しま
す。
ステージ

タイプ

機能

Data Set

ファイル

永続的データ・セットのデー
タを読み書きできます。

Sequential File

ファイル

1 つ以上のフラット・ファイ
ルのデータを読み書きできま
す。

File Set

ファイル

ファイル・セットのデータを
読み書きできます。ファイ
ル・セットを利用すると、デ
ータを一連のファイルに分散
し、それを 1 つの制御ファ
イルから参照できます。

Lookup File Set

ファイル

ルックアップ・ファイル・セ
ットやルックアップ用の参照
を作成できます。

External Source

ファイル

1 つ以上のソース・プログラ
ムから出力されるデータを読
み取れます。

External Target

ファイル

1 つ以上のソース・プログラ
ムにデータを書き込めます。

Complex Flat File

ファイル

メインフレーム・マシン上で
コンプレックス・フラット・
ファイルの読み書きができま
す。

SAS Data Set

ファイル

SAS ステージと同時に使用す
ることで、パラレル SAS デ
ータ・セットからのデータを
読み書きできます。

DB2 Enterprise

データベース

DB2 データベースのデータ
を読み書きできます。

Oracle Enterprise

データベース

Oracle データベースのデータ
を読み書きできます。

Teradata Enterprise

データベース

Teradata データベースのデー
タを読み書きできます。
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ステージ

タイプ

機能

Informix Enterprise

データベース

Informix データベースのデー
タを読み書きできます。

Transformer

処理

抽出されたデータの処理、必
要な変換の実行のほか、他の
アクティブ・ステージや、タ
ーゲット・データベースまた
はファイルにデータを書き込
むステージにデータを渡せま
す。

BASIC Transformer

処理

Transformer ステージとほと
んど同じですが、DataStage
BASIC 関数にアクセスでき
ます。

Aggregator

処理

入力データをグループに分
け、各グループについて総合
計や別の合計機能を処理し、
それをジョブ内の別のステー
ジに渡します。

結合

処理

ステージに入力される 2 つ
以上のデータ・セットの結合
操作を実行し、結果のデー
タ・セットを出力します。

Merge

処理

1 つのソート済みマスターデ
ータ・セットと 1 つ以上の
ソート済み更新データ・セッ
トを組み合わせます。

ルックアップ

処理

データを出力する他のパラレ
ル・ジョブ・ステージからメ
モリーに読み込まれたデー
タ・セット、または参照出力
リンクをサポートするデータ
ベース・ステージの 1 つか
ら出力されたデータ・セット
に対して、ルックアップ処理
を実行します。また、Lookup
File Set ステージに含まれる
ルックアップ・テーブルに対
しても、ルックアップを実行
できます。

ソート

処理

入力列をソートします。

Funnel

処理

複数の入力データ・セット
を、1 つの出力データ・セッ
トにコピーします。

Remove Duplicates

処理

1 つのソート済みデータ・セ
ットを入力として指定し、す
べての重複レコードを削除
し、結果を出力データ・セッ
トに書き込みます。
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ステージ

タイプ

機能

Compress

処理

UNIX compress または GZIP
ユーティリティーを使用し
て、データ・セットを圧縮し
ます。データ・セットは連続
するレコードからバイナリー
の RAW データのストリーム
に変換されます。

Expand

処理

UNIX uncompress または
GZIP ユーティリティーを使
用して、データ・セットを解
凍します。圧縮されていたデ
ータ・セットがバイナリーの
RAW データのストリームか
ら復元されて、連続するレコ
ードに戻ります。

Copy

処理

1 つの入力データ・セットを
複数の出力データ・セットに
コピーします。

Modify

処理

入力データ・セットのレコー
ド・スキーマを変更します。

Filter

処理

ユーザーの指定した条件を満
たす入力データ・セットのレ
コードをそのまま転送し、条
件に合わないレコードはすべ
て除外します。

External Filter

処理

処理中のデータに対してフィ
ルターとして機能する UNIX
コマンドを指定できます。

Change Capture

処理

2 つの入力データ・セット
(変更前と変更後) を受け入
れ、変更後データ・セットを
得るために変更前データ・セ
ットに行われた変更を表すレ
コードが入ったデータ・セッ
トを 1 つ出力します。

Change Apply

処理

Change Capture ステージから
変更前および変更後データ・
セットの変更を含む変更 デ
ータ・セットを受け取り、エ
ンコードされた変更処理を変
更前 データ・セットに適用
して、変更後 データ・セッ
トを導出します。

Difference

処理

同じデータ・セットの異なる
バージョンを入力データ・セ
ットとし、この 2 つの入力
データ・セットのレコードを
1 件ずつ比較します。
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ステージ

タイプ

機能

Compare

処理

事前にソートされた 2 つの
入力データ・セット内のレコ
ードを、列ごとに比較しま
す。

Encode

処理

ユーザーが指定する UNIX
のエンコード・コマンドを使
用して、データ・セットをエ
ンコードします。

Decode

処理

ユーザーが指定する UNIX
のデコード・コマンドを使用
して、データ・セットをデコ
ードします。

Switch

処理

入力で 1 つのデータ・セッ
トを受け取ったあと、セレク
ター・フィールドの値に従っ
て、各入力レコードを出力デ
ータ・セットに割り当てま
す。

SAS

処理

SAS アプリケーションの一部
または全部をパラレルで実行
できるようにします。

Generic

処理

ジョブに Orchestrate オペレ
ーターを組み込めます。

Surrogate Key

処理

1 つ以上の「代理キー」列を
生成し、既存のデータ・セッ
トに追加します。

Column Import

再構成

単一の列からデータをインポ
ートし、1 つ以上の列に出力
します。

Column Export

再構成

複数の異なるデータ・タイプ
の列から、データ・タイプが
ストリングまたはバイナリー
の 1 つの列にデータをエク
スポートします。

Make Subrecord

再構成

入力データ・セットの指定さ
れたベクトルを、元のベクト
ルの名前とデータ・タイプを
持つ列で構成されるサブレコ
ード・ベクトルに結合しま
す。

Split Subrecord

再構成

元のサブレコードの各エレメ
ントごとに 1 つの新しいベ
クトル列を作成します。

Combine Records

再構成

特定のキー列値が同一の複数
のレコードをサブレコードの
ベクトルに結合します。
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ステージ

タイプ

機能

Promote Subrecord

再構成

入力サブレコードの列をトッ
プレベルの列に昇格させま
す。

Make Vector

再構成

入力データ・レコードの指定
された列を、同タイプの列の
ベクトルに結合します。

Split Vector

再構成

固定長ベクトルのエレメント
を同様の名前を設定したトッ
プレベル列の集合に昇格させ
ます。

Head

開発/デバッグ

入力データ・セットの各パー
ティションから、先頭の N
レコードを選択し、選択した
レコードを出力データ・セッ
トにコピーします。

Tail

開発/デバッグ

入力データ・セットの各パー
ティションから、末尾の N
レコードを選択し、選択した
レコードを出力データ・セッ
トにコピーします。

Sample

開発/デバッグ

入力データ・セットをサンプ
リングします。

Peek

開発/デバッグ

ステージがレコードを入力デ
ータ・セットから 1 つ以上
の出力データ・セットにコピ
ーした場合に、レコード列の
値をジョブ・ログまたは個別
の出力リンクに出力します。

Row Generator

開発/デバッグ

指定されたメタデータに適合
する模擬データを生成しま
す。

Column Generator

開発/デバッグ

入力データに列を追加し、こ
の列で処理される各データ行
に模擬データを生成します。

Write Range Map

開発/デバッグ

範囲マップにデータを書き込
みます。このステージには 1
つの入力リンクを設定できま
す。

すべてのステージ・タイプでは、同一の基本ステージ・エディターを使用していま
すが、ステージの編集時に表示されるページは、実際に編集しているステージのタ
イプによって異なります。この後のセクションでは、使用可能なすべてのページ・
タイプおよびサブタイプを説明します。各ステージ・タイプで使用される汎用エデ
ィター機能については、以降の章の個別のステージ・エディターの説明を参照して
ください。
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「ステージ」ページ
「ステージ」ページは、そのページが表すステージによって内容が異なります。
すべてのステージ・エディターに「ステージ」ページがあります。このページに
は、ステージ・タイプに応じて複数のサブタブが含まれています。「ステージ」ペ
ージ自体に含まれる唯一のフィールドは、編集対象のステージの名前を提示するフ
ィールドです。
ステージに命名するときには、 InfoSphere DataStage が割り振るデフォルト名では
なく、意味のある名前を使用するようにしてください。デフォルト名を使用する
と、いくつかの異なるジョブが同じ名前のステージを含むことになってしまう可能
性があります。

「全般」タブ
ステージ・プロパティーの「全般」タブにあるテキスト・フィールドに、ステージ
の説明を入力できます。
「全般」タブから、ステージの説明を任意で入力できます。この情報は、他の担当
者がジョブまたはメタデータを理解するのに役立ちます。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブでは、全般プロパティーを設定できます。
「プロパティー」タブは「ステージ」ページにあり、このタブには、編集している
ステージ用に設定する必要のある一般的なプロパティーがあります。設定が必要な
リンク固有のプロパティーがある場合、「プロパティー」タブは「入力」ページお
よび「出力」ページにも表示されます。
一般的に、処理ステージの場合は「プロパティー」タブは「ステージ」ページにあ
り、それ以外のステージの場合は「入力」ページおよび「出力」ページにありま
す。

プロパティー・ツリーの使用
使用できるプロパティーがツリー構造で表示されます。

このタスクについて
プロパティーは見つけやすいようにカテゴリー別になっています。このツリーには
必須プロパティーがすべてデフォルトで含まれており、削除できません。

手順
1. メインメニューで「ツール」>「オプション」を選択して、ツリーから「トラン
スフォーマー」項目を選択し、「ステージ」ペインを開きます。
2. 無効な列の色をリセットするには、色のバーをクリックして、パレットから新し
い色を選択します。
プロパティーの設定:
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このタスクについて
値を設定する必要があるプロパティーは、赤で表示されます (デフォルト時)。値を
設定すると、プロパティーの表示が黒に変わります。
プロパティー値を設定するには、次のようにします。
手順
1. リストで「ファイル」を選択して、「ファイル」フィールドに必要なプロパティ
ー値を指定します。
このフィールドのタイトルおよび値の入力方法は、選択したプロパティーによっ
て異なります。
2. プロパティー値を参照するか、またはジョブ・パラメーターを挿入します。ジョ
ブ・パラメーターの値は実行時に渡されます。
3. 矢印をクリックすると、「ファイルの参照」ウィンドウおよび使用可能なジョ
ブ・パラメーターのリストにアクセスできるメニューが表示されます。ジョブ・
パラメーターは、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで定義されます。「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイド」を
参照してください。
「プロパティー」ページのデフォルト値のリセット:
デフォルト値をリセットできます。
このタスクについて
「情報」フィールドには、ツリーで選択されているプロパティーの詳細が示されま
す。 一部のプロパティーには、デフォルト値があります。
手順
1. ツリーでプロパティーを選択します。
2. ショートカット・メニューから「デフォルトに設定」を選択します。
タスクの結果
オプションのプロパティーもあります。オプションのプロパティーは、「追加可能
なプロパティー」フィールドに表示されます。
オプションのプロパティーをクリックしてツリーに追加するか、プロパティーのシ
ョートカット・メニューで追加を選択します。
プロパティーの削除:
このタスクについて
ツリーのプロパティーを削除するには、ショートカット・メニューで「削除」を選
択します。
プロパティーの追加:
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このタスクについて
一部のプロパティーは反復されます。トップレベルのプロパティー・ノードを選択
する際に、「追加可能なプロパティー」リストにキー・プロパティーが表示されま
す。
手順
1. 「キー」項目をクリックして、複数のキー・プロパティーを追加します。反復可
能プロパティーで引数として列が要求される場合は、ウィンドウで一度に複数の
列を指定することができます。
2. 「列の選択」ウィンドウを開くには、プロパティー・ツリーの横にある「列」ボ
タンをクリックします。
「列の選択」ウィンドウが開きます。左のペインに、使用可能な列がすべてリス
トされます。
3. 右矢印キーを使用して、一部または全部の列を選択します。
4. 選択を変更したい場合は、左矢印キーを使用して列を元に戻します。選択した列
ごとに、別個のプロパティーが表示されます。
タスクの結果
一部のプロパティーには従属プロパティーがあります。親プロパティーに関連づけ
られているか、親プロパティーを変更するプロパティーです。これらの従属プロパ
ティーは、ツリー構造で親の下に表示されます。
プロパティーによっては、ジョブ・パラメーターを値として適用できるものがあり
ます。実行時に、このパラメーターの値がプロパティーに使用されます。このよう
なプロパティーには、プロパティー値ボックスの横に矢印が付いています。
ジョブ・パラメーターの指定:
手順
1. ドロップダウン・メニューをクリックします。
2. 「ジョブ・パラメーターの挿入」を選択して、現在定義されているジョブ・パラ
メーターのリストを入手します。
マルチライン・エディターを使用したプロパティー値の入力:
手順
1. プロパティー値ボックスの横の矢印をクリックします。
2. メニューで「マルチライン・エディターに切り替え」を選択します。
ツリーには、プロパティーの機能ごとに異なるアイコンが示されます。

「プロパティー」タブの構成
「プロパティー」タブを使用して、ステージで実際に行うことを判別するプロパテ
ィーを指定します。

このタスクについて
InfoSphere QualityStage ステージでは、次の 2 つのプロパティーを使用できます。
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v 代替ロケール。オプションです。InfoSphere QualityStage がサーバーでデータを処
理する際に使用する各国のロケールを指定できます。
この値は、サーバーのデフォルト言語以外の言語のデータを処理する場合にのみ
設定する必要があります。例えば、サーバーのデフォルト言語がフランス語で、
処理するデータがイタリア語である場合などです。
ロケールを変更すると、 InfoSphere QualityStage は、代替言語に適合する照合シ
ーケンスと小数点を使用します。必要な値は、サーバーのタイプおよび構成方法
によって異なります。
UNIX サーバーを使用している場合は、以下のコマンドを入力して、サーバーで
サポートされているロケールのリストを取得します。
locale -a

Windows ワークステーションを使用している場合は、InfoSphere QualityStage サ
ーバー・ディレクトリーおよびロケール・サブディレクトリーを選択します。ロ
ーカル・サブディレクトリーには、サポートされる言語がアルファベット順にリ
ストされたフォルダーが入っています。
v トレース・タイプ。これは、IBM Software Support と連携して使用する必要のあ
るデバッグ・プロパティーです。

手順
1. 「追加可能なプロパティー」ボックスで、「代替ロケール」をクリックします。
このプロパティーが「オプション」フォルダーの下に示され、カーソル位置は
「代替ロケール」フィールドになります。
2. ロケールを入力します。必要に応じて、矢印ボタンをクリックすれば、マルチラ
イン・エディターにアクセスする、または、ジョブ・パラメーターを挿入するこ
とができます。
3. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じるか、または別のタブか
ページをクリックして、別のステージ詳細を設定します。

「高度」タブ
「高度」タブでは、ステージ・エディターに追加タスクを設定できます。
すべてのステージ・エディターに、「高度」タブがあります。「高度」タブでは、
以下の作業を行うことができます。
v ステージの実行モードを指定します。「パラレル」と「順次」のどちらかの動作
を選択できます。実行モードを変更できないステージ・タイプの場合、このドロ
ップダウン・リストは無効になります。「順次」処理を選択すると、ステージは
単一のノードでだけ実行されます。順次ステージとパラレル・ステージを混在さ
せた場合は、ステージとステージの間でパーティション化およびデータのコレク
ティングが行われます。ステージのデフォルト設定を維持することもできます
(ドロップダウン・リストに、パラレルと順次のどちらなのかが示されます)。
v パーティション保持のフラグを設定またはクリアします (このフィールドは、す
べてのステージ・タイプで利用できるというわけではありません)。これは、パー
ティションがジョブの次のステージで保持されるかどうかを指示します。「設
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定」、「クリア」、「伝搬」から選択します。ステージ・タイプによっては、
「伝搬」を使用できない場合があります。各オプションのオペレーションについ
て、以下のリストで説明します。
– 「設定」: パーティションの保持フラグを設定します。このフラグは、ジョブ
内の次のステージで既存のパーティションが保持される (可能な場合) ことを
指示します。
– 「クリア」: パーティションの保持フラグをクリアします。「クリア」は、次
のステージが使用するパーティション方式を指定しません。
– 「伝搬」: ジョブ内の前のステージの設定内容に応じて、フラグを「設定」ま
たは「クリア」に変更します (前のステージで「伝搬」に設定されている場
合、その前のステージというように、パーティションの保持フラグ設定が見つ
かるまで遡ります)。
ステージのデフォルト設定を維持することもできます (ドロップダウン・リス
トに、設定、クリア、伝搬のどれなのかが示されます)。
v 結合可能モードを指定します。InfoSphere DataStage は、パラレル・ステージの基
になっているオペレーターを内部的に結合して、それらが同じプロセスで実行す
るようにできます。これによって、オペレーター間でのデータの受け渡しで、デ
ータ・コピーやデータ準備の作業量が大幅に節約されます。
結合可能モードを設定することによって、InfoSphere DataStage に、特定のステー
ジでの結合方法を指示できます。3 つの設定のいずれかを取ることができます。
– 「自動」: デフォルトの結合設定を使用します。
– 「結合可能」: オペレーターのデフォルト設定を無視し、可能な限り結合しま
す (一部のオペレーターは、デフォルトで非結合可能とマークされています)。
– 「結合しない」: オペレーターを結合しません。
多くの場合、設定は自動のままでなければなりません。
v ノード・マップ制約、またはノード・プール、リソース・プールの制約を指定し
ます。構成ファイルで、関連するノードまたはリソースのプールをセットアップ
できます。「高度」タブを使用すると、ステージの実行を特定のノード・プール
やリソース・プールに限定できます。また、マップを使用して、実行をこのステ
ージのみに限定するノード・グループを指定することもできます。
– 「ノード・プールとリソースの制約」: グリッドに制約を指定します。「出力
条件」ドロップダウン・リストから、「ノード・プール」または「リソース・
プール」を選択します。リソース・プールのタイプを選択し、実行をそれに限
定するプールの名前を選択します。複数のノードまたはリソース・プールを選
択できます。これは、構成ファイルで複数のプールを定義した場合に限り使用
可能です。
– 「ノード・マップの制約」: オプション・ボックスを選択し、実行をそれに限
定するノードをテキスト・ボックスに入力します。使用可能なノードを参照し
てテキスト・ボックスに追加することもできます。この機能を使用して、構成
ファイルに表示されない追加のノード・プールを設定することもできます。
使用可能なノード、使用可能なプール、および使用可能なリソース・プールの
リストは、構成ファイルから生成されます。
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「リンク順序」タブ
ステージに複数のリンクがあり、それらのリンクを順序付ける必要がある場合に、
このタブを使用します。
このタブでは、必要に応じて入力リンクや出力リンクの順序を指定できます。リン
ク順序が関係ない、あるいは、順序付けが不可能な場面では、このタブは表示され
ません。
順序を指定するリンクの詳細情報は、リンク・ラベルに含まれます。Merge ステー
ジは、1 つのソート済みマスター・データ・セットと 1 つ以上のソート済み更新デ
ータ・セットからのデータを組み合わせます。「リンク順序」タブは、どれが入力
リンクで、どれが出力リンクなのかを決定します。矢印キーを使用してリンクの順
序を変更すると、リンク名は変わりますが、リンク・ラベルは変わりません。
Merge ステージではストリーム・リンクに加えてリジェクト・リンクも扱われるた
め、このタブで順序を指定できます。ただし、リジェクト・リンクをストリーム・
リンクの位置に移動することはできません。リンク・ラベルによって、リンクがど
のように使用されているのかを知ることができます。
リンクの順序を指定できるかどうか、どのオプションを使用できるかについては、
個々のステージの説明を参照してください。

「NLS マップ」タブ
システムで NLS を有効にすると、いくつかのステージでは「NLS マップ」タブが
表示されるようになります。
このタブから、このステージのプロジェクト・デフォルト文字コード・セット・マ
ップを変更できます。ステージの種類によっては列ごとのマッピングも可能になり
ます。列ごとのマッピングを有効にすると、特定の列の文字コード・セット・マッ
プを変更できます (「列」タブに表示される「NLS マップ」フィールドを使用しま
す)。
リストからマップを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・
パラメーターを指定します。
現在この機能をサポートしているのは次のタイプのステージです。
v Sequential File
v File Set
v DB2 Enterprise (列ごとのマッピングはサポートされません)
v Oracle Enterprise (列ごとのマッピングはサポートされません)

「NLS ロケール」タブ
システムで NLS を有効にすると、いくつかのステージでは「NLS ロケール」タブ
が表示されるようになります。
現在の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージ
に指定したりできます。また、ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定し
たり、カスタム照合規則を定義するファイルを参照して指定したりできます。照合
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規則は、文字が照合される順序を定義します。文字 Ä はドイツ語の場合は A の後
ですが、スウェーデン語では Z の後です。
リストからロケールを選択するか、ジョブ・パラメーターを使用する場合はリスト
の横の矢印ボタンをクリックするか、または、照合ファイルを参照します。
以下のタイプのステージに、「NLS ロケール」タブがあります。
v 式を評価するステージ。Transformer ステージなど。
v キー列の順序を評価する必要のあるステージ。
v Sort ステージ。

「入力」ページ
「入力」ページは、ステージに入ってくるリンクについての情報を提供します。
ファイル・ステージまたはデータベース・ステージの場合は、ファイルまたはデー
タベースに書き込まれるデータが入力リンクで入力されます。処理ステージまたは
再構成ステージの場合、別のステージに出力する前に処理するデータが、入力リン
クで入力されます。入力リンクがない場合、ステージ・エディターには「入力」ペ
ージはありません。
入力リンクがある場合、「入力」ページには、ステージ・タイプに基づいてさまざ
まなタブが表示されます。「入力」ページ自体に含まれる唯一のフィールドは、編
集対象のリンクの名前を示す入力名だけです。1 つのステージに複数の入力リンク
がある場合は、編集するリンクを「入力名」ドロップダウン・リストから選択でき
ます。
「入力」ページには、「列...」ボタンもあります。
「列」をクリックすると、このリンクに定義されたメタデータからの列名を表示す
るウィンドウが開きます。必要に応じて、それらの列を「入力」ページのタブ内の
さまざまなフィールドにドラッグすることができます。
ステージ・タイプによっては、「データ参照...」ボタンも表示されます。
「データ参照」をクリックすると、指定したデータ・ソースまたはデータ・ターゲ
ットに関連する実際のデータが表示されます。このボタンは、リンクにメタデータ
を定義済みの場合に使用可能です。ファイルを参照するためのインターフェース
は、ステージおよびリンクのタイプによって少しずつ異なります。

「入力」-「全般」タブ
「入力」ページには、常に「全般」タブがあります。
「入力」ページには、常に「全般」タブがあります。「全般」タブでは、リンクの
説明 (省略可能) を入力できます。リンクの説明を入力すると、ジョブの保守に役立
ちます。
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「入力」- 「プロパティー」タブ
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の入
力リンクに固有のプロパティーを設定できるものがあります。
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の入
力リンクに固有のプロパティーを設定できるものがあります。そのような場合、
「入力」ページに「プロパティー」タブが表示されます。これは、「ステージ」ペ
ージの「プロパティー」タブと同じフォーマットです。

「入力」- 「パーティション」タブ
ほとんどのパラレル・ステージには、デフォルトのパーティションまたはコレクシ
ョン方式が関連付けられています。
「パーティション」タブを使用できるかどうかは、ステージの実行モード (パラレ
ルまたは順次) と、ジョブ内の直前のステージの実行モードによって決まります。
例えば、先行ステージが順次にデータを処理していて、現行ステージがパラレルに
処理を実行している場合、データは、現行ステージに入る前にパーティション化さ
れます。逆に、先行ステージがデータをパラレルに処理していて、現行ステージが
順次である場合、データは、現行ステージに入るときにコレクション処理されま
す。
「パーティション」タブで、デフォルトのパーティション方式またはコレクション
方式をオーバーライドできます。選択された方式は、特定のリンクでステージにデ
ータが入るときに、そのデータに適用されます。そのため、「入力」ページに「パ
ーティション」タブが表示されるようになっています。また、このタブを使用し
て、2 つのパラレル・ステージ間のデータを再パーティション化することもできま
す。両方のステージが順次モードで実行される場合は、パーティションまたはコレ
クション方式を選択できないため、フィールドは無効になります。パーティション
またはコレクション方式を選択できない一部のステージでも、このフィールドは無
効になります。次の表に、どのような状況で何を「パーティション」タブから設定
できるかを示します。

直前のステージ

現在のステージ

「パーティション」タブのモ
ード

パラレル

パラレル

パーティション

パラレル

順次

コレクション

順次

パラレル

パーティション

順次

順次

なし (使用不可)

「パーティション」タブを使用して、データが入ってくるときにどのようにソート
されるのかを指定します。
「パーティション」タブには次のフィールドがあります。
v 「パーティション・タイプ」: ドロップダウン・リストからパーティション (また
はコレクション) タイプを選択します。次のパーティション・タイプを指定でき
ます。
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– (自動)。InfoSphere DataStage は、現行ステージと先行ステージの実行モード、
および構成ファイル内に指定されたノード数に基づいて、最適のパーティショ
ン方式を判断します。これは、多くのステージでのデフォルトの方法です。
– 「全体」: 各処理ノードがデータ・セット全体を受け取ります。詳細な情報は
必要ありません。
– 「ハッシュ」: レコードは、「利用可能」リストから選択された 1 つ以上のキ
ー列の値に基づいて、ハッシュ方式でパーティション化されます。
– 「モジュラス」: レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列に対
してモジュラス関数を使用して、パーティション化されます。通常、これは、
タグ・フィールドでのパーティション化に使用されます。
– 「ランダム」: レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいて、ランダムに
パーティション化されます。詳細な情報は必要ありません。
– 「ラウンドロビン」: レコードは、ステージに入るときに、ラウンドロビン方
法でパーティション化されます。詳細な情報は必要ありません。
– 「同じ」: 既に使用されているパーティション方式が保持されます。詳細な情
報は必要ありません。
– 「DB2」: 特定の 1 つの DB2 表の DB2 パーティション方式が複製されま
す。さらにプロパティーを設定する必要があります。それらのプロパティーに
は、「プロパティー」ボタンをクリックすればアクセスできます。
– 「範囲」: データ・セットは、1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、
ほぼ同じサイズのパーティションに分割されます。これはデータ・セット全体
のソートを実行する際の前処理としてよく用いられる方法です。さらにプロパ
ティーを設定する必要があります。それらのプロパティーには、「プロパティ
ー」ボタンをクリックすればアクセスできます。
次のコレクション・タイプを指定できます。
– (自動)。通常、「自動」モードでは、InfoSphere DataStage は、どの入力パーテ
ィションのどの行でも、使用可能になるとそのつど読み取ります。これは最も
処理が早いコレクション方式で、多くのステージでデフォルトのコレクション
方式になっています。環境によっては、InfoSphere DataStage は、収集したデ
ータに対してさらに要件 (ソートする必要があるかどうかなど) があるか検出
します。必要な場合は、「自動」モードでデータをソートします。
– 「順番に処理」: 最初のパーティションからすべてのレコードを読み取った後
で、順次 2 番目以降のパーティションからレコードを読み取ります。詳細な
情報は必要ありません。
– 「ラウンドロビン」: 最初の入力パーティションから始めて、順次各パーティ
ションから 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティション
に到達すると、最初のパーティションに戻って読み取りを続けます。
– 「ソート・マージ」: レコードの 1 つ以上の列に基づいた順序で、レコードを
読み取ります。この方法を使用する場合、「利用可能」リストからコレクショ
ン・キー列を選択する必要があります。
v 「利用可能」: このリストには、入力リンクに対する入力列のリストが含まれて
います。キー列は、キー・アイコンによって識別されます。列を選択する必要が
あるパーティションまたはコレクション方式に対して、リスト内の必要な列をク
リックすると、その列は右側の「選択済み」リストに表示されます。このリスト
は、ソートを行う列を選択する時にも使用されます。
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v 「選択済み」: このリストには、パーティション、コレクティング、ソート、お
よびそれらに関する情報表示のために選択済みの列のリストが含まれています。
参照可能な情報として、ソートが行われるかどうか (矢印で示す)、ソートを行う
場合のソート順 (昇順または降順) および照合シーケンス (EBCDIC としてソー
ト)、また、英数字キーでの大/小文字の区別の有無を確認できます。NULL 可能
列には、先頭または末尾のどちらに置かれるかを示すマークが付けられます。ソ
ート順序、大/小文字の区別、照合シーケンス、および NULL 位置を、ショート
カット・メニューから選択できます。該当する場合、「使用法」フィールドに、
特定のキー列がソート、パーティション化、または両方に使用されるかどうかが
示されます。
v 「ソート」: セクション内のチェック・ボックスによって、ソートの詳細を指定
できます。ソートを使用できるかどうかは、選択したパーティション方式によっ
て決まります。
– 「ソートを実行」: リンクに入ってくるデータをソートすることを指定する場
合は、これを選択します。「利用可能」リストから、ソートを行う列 (複数可)
を選択します。
– 「ステーブル」: 前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを
選択します。デフォルトは「ステーブル」です。
– 「ユニーク」: 同じソート・キー値を持つレコードが複数ある場合に 1 つのレ
コードだけが保持されるようにする場合は、これを選択します。ステーブル・
ソートも設定されている場合、最初のレコードが保持されます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートす
るか、NULL 列が各列の先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー
を使用するパーティション方式を利用する場合には、その列がソートのキーと
して使われるのか、パーティションのキーとして使われるのか、または両方に
使われるのかも指定できます。「選択済み」リストで列を選択してから右クリ
ックすると、ショートカット・メニューが起動されます。利用できるソート・
オプションの種類は、列のデータ・タイプ、NULL 可能かどうか、選択されて
いるパーティション方式によって変わります。
NLS を有効にした場合、「ソート」ボックスにボタンが追加されます。これを
クリックすると、「ソート・プロパティー」ウィンドウの「NLS ロケール」タ
ブが開きます。現在の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の
照合規則をステージに指定したりできます。また、ジョブ・パラメーターを使
用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義するファイルを参照し
て指定したりできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。文
字 Ä はドイツ語の場合は A の後ですが、スウェーデン語では Z の後です。
リストからロケールを選択するか、ジョブ・パラメーターを使用する場合はリ
ストの横の矢印ボタンをクリックするか、または、照合ファイルを参照しま
す。
さらに複雑なソート処理が必要な場合は、Sort ステージを使用してください。

DB2 パーティションのプロパティー
パーティション方式を複製する DB2 表を選択すると、「DB2 パーティション」プ
ロパティー・ウィンドウが表示されます。
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このウィンドウは、「パーティション・タイプ」に「DB2」を選択し、「プロパテ
ィー」ボタンをクリックすると表示されます。ここで、パーティション方式を複製
する DB2 表を指定できます。

範囲パーティションのプロパティー
「範囲パーティション」ウィンドウでは、パーティション化を決定するために使用
される範囲マップを指定できます。
パーティション・タイプとして「範囲」を選択し、「プロパティー」ボタンをクリ
ックすると、「範囲パーティション」ウィンドウが表示されます。ここでは、パー
ティション化を決定するために使用される範囲マップを指定できます (範囲マッ
プ・ファイルは Write Range Map ステージを使用して作成します)。ファイルのパ
ス名を入力するか、参照して指定します。

「入力」- 「フォーマット」タブ
一定のタイプのファイルへの書き込みを実行するステージ (例えば、Sequential File
ステージ) には、「フォーマット」タブもあり、書き込み先のファイルのフォーマ
ットを指定できます。
「フォーマット」タブの構造は、「プロパティー」タブに似ています。フラット・
ファイルには多くのプロパティーがあり、それぞれに対して異なる属性を設定でき
ます。ツリーからプロパティーを選択し、「追加可能なプロパティー」ウィンドウ
で、設定したい属性を選択します。すると、選択したプロパティーが、プロパティ
ー・ツリー内に従属プロパティーとして表示されるようになり、必要に応じてその
値を設定できます。このタブでは、ファイルのフォーマット情報を行レベルで設定
します。設定した内容は、「列メタデータ編集」ウィンドウで、個々の列について
オーバーライドできます。
メタデータ・リポジトリー内の表定義からフォーマット情報をロードするには、
「ロード」をクリックします。
プロパティー・ツリーのショートカット・メニューによって、次の機能にアクセス
できます。
v 「フォーマット」: これは、事前定義済みのプロパティーのテンプレートに適用
されます。以下のプロパティーから選択してください。
– 「区切り/引用符」
– 「固定長レコード」
– 「UNIX 改行文字」
– 「DOS 改行文字」
– 「終端文字なし (固定長)」
– 「メインフレーム (COBOL)」
v 「サブプロパティーを追加」: 現在選択されているプロパティーの従属プロパテ
ィーのリストを表示します (プロパティーに従属がある場合のみ表示)。
v 「デフォルトに設定」: 現在選択されているプロパティーがデフォルト以外の値
に設定されている場合に表示されます。これでデフォルトに戻すことができま
す。
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v 「削除」: 現在選択されているプロパティーを削除します。現在のプロパティー
が必須である場合は、無効です。
v 「すべて削除」: 必須でないプロパティーをすべて削除します。

レコード・レベル
以下のプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマッ
トの詳細を定義します。
「入力」 > 「レコード・レベル」 で表示される画面では、文字を入力します。こ
れは、通常は ASCII 文字またはマルチバイト Unicode 文字 (NLS が有効にされて
いる場合) にできます。使用可能なプロパティーは、次のとおりです。
v 「充てん文字」: ASCII 文字、または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ド
ロップダウン・リストからスペース、または NULL を選択することもできます。
書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロパティーによってすき間が生じる
場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。デフォルト設定は 0 です
(NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力する
か、または 32 を入力することもできます。この値は 1 バイトに制限されてい
て、マルチバイト Unicode 文字を指定できませんので注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」: レコードの最後の列の後ろに、列区切り文字の
代わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。この
文字は、レコード区切り文字を使用する場合は、それより前に置きます。「最終
の区切り」(これがデフォルトです) と同時には使用できません。 例えば、区切り
文字にコンマを設定し、最終区切り文字ストリングに「, 」(コンマとスペース)
を設定すると、最終フィールドを除くすべてのフィールドは 1 個のコンマで区切
られ、最終フィールドは、コンマと ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終の区切り」: レコードの最後の列の後ろに、フィールド区切り文字の代わ
りに書き込まれる単一の文字を指定します。1 文字を入力するか、または「空
白」、「終了」、「なし」、「NULL」、「タブ」、「コンマ」のいずれかを選択
します。次の図を参考にしてください。
– 「空白」: 各レコードの最後の列は、レコードの終わりに見つかった末尾空白
を含みません。
– 「終了」: 各レコードの最後の列は、フィールド区切り文字を含みません。こ
れがデフォルト設定です。
– 「なし」: 各レコードの最後の列には区切り文字はありません。固定幅フィー
ルドに使用されます。
– 「NULL」: 各レコードの最後の列は ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」: 各レコードの最後の列は ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」: 各レコードの最後の列は ASCII タブ文字で区切られます。
書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にス
ペースが挿入されます。
v 「インタクト」: インタクトのプロパティーでは、部分スキーマの識別子が指定
されます。部分スキーマは、スキーマ内で指定された列だけがステージによって
変更できることを指定します。 行内のその他すべての列は、変更されずにパスス
ルーされます。部分スキーマが収容されているファイルは、「プロパティー」タ
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ブの「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定されます。従属プロパティー
「インタクトをチェック」がありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」: 各レコードの終わりに書き込むストリング
を指定します。1 つ以上の文字を入力してください。デフォルトの「レコード区
切り文字」、「レコード・タイプ」、および「レコード接頭部」と同時には使用
できません。
v 「レコード区切り文字」: 各レコードの終わりに書き込む単一の文字を指定しま
す。文字を 1 つ入力するか、次のどちらかを選択します。
– 「UNIX 改行」(デフォルト)
– 「NULL」
(DOS 改行をインプリメントするには、「レコード区切り文字ストリング」プロ
パティーを「¥R¥N」に設定して使用するか、ショートカット・メニューから「フ
ォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択します)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接
頭部」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」: 固定長フィールドが書き込まれるレコードに対して「固定長」
を選択します。DataStage は、そのレコードの適当な長さを計算します。または、
固定長レコードの長さをバイト単位で指定します。これは、デフォルトでは使用
されません (デフォルト・ファイルはコンマで区切られます)。 0 または充てん文
字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
v 「レコード接頭部」: 可変長レコードが 1 バイト長、2 バイト長、または 4 バ
イト長の接頭部を持つように指定します。デフォルトで 1 に設定されています。
デフォルトの「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、お
よび「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」: データが可変長のブロック化されたレコードで構成され
るか (「可変」)、暗黙的なレコードで構成されるか (「暗黙」) を指定します。
「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示的なレコード境界のないスト
リームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構文解
析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーを選
択すると、IBM のブロック形式またはスパン形式 (V、VB、VS、VBS、VR) の
いずれかを指定できます。データは、これらのいずれかの形式を使用してインポ
ートされます。これらの形式はエクスポートには使用できません。
このプロパティーは、「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切
り文字ストリング」、および「レコード接頭部」と同時には使用できません。ま
た、デフォルトでは使われません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。
フィールド・デフォルトは、書き込まれるすべての列に適用されますが、「列メタ
データ編集」ウィンドウを使用して、「列」タブから個々の列についてオーバーラ
イドできます。文字を入力可能な個所では、入力できる文字は、通常は ASCII 文
字、またはマルチバイト Unicode 文字 (NLS を有効にした場合) です。 使用でき
るプロパティーは次のとおりです。
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v 「実フィールド長」: フィールドが NULL であると識別されたときに充てん文字
で埋めるバイト数を指定します。DataStage は、NULL フィールドを識別する
と、充てん文字で埋められたこの長さのフィールドを書き込みます。これは、
「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」: レコード内のすべてのフィールドでの末尾の区切り文字を指定
します。1 文字の ASCII 文字を入力するか、または「空白」、「終了」、「な
し」、「NULL」、「コンマ」、「タブ」のいずれかを選択します。
– 「空白」: 列の最後にある空白文字は無視されます。つまり、列の一部として
扱われません。
– 「終了」: フィールドの最後が区切り文字と見なされるため、区切り文字はあ
りません。これは、固定幅列に使用される「なし」の設定と同じではありませ
ん。
– 「なし」: 区切り文字なし (固定幅に使用されます)。
– 「NULL」: ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」: ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」: ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切りストリング」: 各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定しま
す。1 つ以上の文字を入力してください。これは、デフォルトの「区切り文字」
と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペース) を指定すると、
個別のフィールドについてオーバーライドしないかぎり、各フィールドは「, 」
で区切られます。
v 「NULL フィールド長」: NULL が入っている可変長フィールドの長さをバイト
数で指定します。可変長フィールドを書き込む際、InfoSphere DataStage は、フィ
ールドが NULL の場合は、NULL フィールド長の値の長さを書き込みます。こ
のプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」: ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フ
ィールドに書き込まれる値を指定します。数値、ストリング、または文字タイプ
のリテラル拡張文字を指定できます。例えば、1 バイトの値を </b>ooo (各 o は
8 進数字 0 - 7 のいずれかであり、最初の o は < 4) または ¥xhh (各 h は 16
進数字 0 - F のいずれか) で表すことができます。非印刷可能バイト値をエンコ
ードするためには、この形式を使用する必要があります。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時
には使用できません。固定幅のデータ表記の場合、「埋め込み文字」(タイプ・デ
フォルトの「全般」セクションで指定する) を使用して、指定した値がフィール
ドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返し埋められる文字を指定できます。
v 「接頭部のバイト」: データ・ファイル内の各列の前に、列の長さまたはタグ付
きフィールドのタグ値が 2 進値で入っている、1 バイト、2 バイト、または 4
バイトの接頭部が付くことを指定します。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、文字
で区切るか、または、フィールド長が入った 1 バイト、2 バイト、または 4 バ
イトの接頭部を付けます。InfoSphere DataStage は、各フィールドの前に接頭部を
挿入します。
このプロパティーは、「区切り文字」、「引用符」、「最終の区切り」(これはデ
フォルトで使用されます) の各プロパティーと同時には使用できません。
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v 「フィールドに記入」: このプロパティーは入力リンクには適用されません。
v 「引用符」: 可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、またはそれ以外の文
字や 1 対の文字を使用して囲むことを指定します。「単一」または「二重」を選
択するか、文字を入力してください。デフォルトでは二重引用符に設定されてい
ます。
InfoSphere DataStage は、書き込みの際、前の引用符文字、データ、および後ろの
引用符文字を挿入します。引用文字はフィールド長には含まれません。
v 「ベクトルの接頭部」: 可変長ベクトルのフィールドに対して、ベクトル内のエ
レメントの数を含む 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定しま
す。個別のベクトルのデフォルトの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの
接頭部または別のフィールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベク
トルが接頭部を持つ場合、このプロパティーを使用して接頭部長を示します。
InfoSphere DataStage は、各可変長ベクトル・フィールドの接頭部としてエレメン
ト数を挿入します。デフォルトでは、接頭部長は 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
データ・タイプのデフォルトは、特定の 1 つのデータ・タイプのすべての列に、列
レベルで明示的にオーバーライドされない限り適用されるプロパティーです。
データ・タイプのデフォルトは、データ・タイプに従って多くのサブグループに分
けられます。

全般
以下のプロパティーは、いくつかのデータ・タイプに適用されます (列レベルでオ
ーバーライドされない場合に限る)。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプ (string および raw デー
タ・タイプを除く) の順序を指定します。以下のバイト・オーダーのいずれかを
選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。これはデフォ
ルトです。
v 「データ・フォーマット」: フィールドのデータ表示形式を指定します。
string、ustring、および raw データ・タイプを除くすべてのデータ・タイプのフィ
ールドに適用されます。また、string でも raw でもないフィールドを 1 つ以上
含む record、subrecord、または tagged フィールドにも適用されます。以下のデー
タ・フォーマットから選択してください。
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データ・フォーマット

説明

「バイナリー」

「バイナリー」の設定は、以下のように、適
用されるデータ・タイプが異なると別の意味
になります。
v decimal の場合、「バイナリー」はパック
を意味します。
v それ以外の数値データ・タイプの場合、
「バイナリー」は、非テキストを意味しま
す。
v date の場合、「バイナリー」は、日付フィ
ールドにユリウス日のプロパティーを指定
するのと等価です。
v time の場合、「バイナリー」は、
midnight_seconds と等価です。
v timestamp の場合、「バイナリー」は、最
初の整数にはタイム・スタンプの日付部分
のユリウス日が入っていて、2 番目の整数
はタイム・スタンプの時刻部分を午前 0
時からの秒数で指定していることを指定し
ます。バイナリーのタイム・スタンプは 2
つの 32 ビット整数が書き込まれることを
指定します。
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データ・フォーマット

説明

「テキスト」(デフォルト)

デフォルトで、データは次のようにテキスト
としてフォーマットされます。
v date データ・タイプの場合、「テキスト」
は、書き込むデータに、%yyyy-%mm-%dd
形式か、または、NLS システム上で新し
い形式を定義済みの場合はデフォルトの日
付形式で、テキスト・ベースの日付が含ま
れることを指定します。
v decimal データ・タイプの場合、フィール
ドは、先行スペースまたは「-」の後に 10
進数が続き、スケールがゼロ以外の場合は
小数点を埋め込んだストリング・フォーマ
ットで、10 進数を表します。
宛先ストリング・フォーマットは、[+ |
-]ddd.[ddd] で、精度とスケールの引数は無
視されます。
v 数値フィールド (int8、 int16、 int32、
uint8、 uint16、 uint32、 sfloat、 および
dfloat) の場合、 InfoSphere DataStage は、
数値フィールドはテキストで表現されると
想定します。
v time データ・タイプの場合、「テキスト」
は、テキスト・ベースの %hh:%nn:%ss 形
式か、または、NLS システム上で新しい
形式を定義済みの場合はデフォルトの日付
形式で、フィールドが時刻を表すことを指
定します。
v timestamp データ・タイプの場合、「テキ
スト」は、形式 %yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss か、または、NLS システム
で新しい形式を定義済みの場合はデフォル
トの日付形式の、テキスト・ベースのタイ
ム・スタンプであることを指定します。

v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できます。可変長の文字セットを
使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされるフィールドのバイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード
方式の場合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
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に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
フィールド幅もフィールド最大幅も指定されていない場合、テキストとして書き
込まれる数値フィールドは、フィールドの最大幅のバイト数として、以下の値を
使用します。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 21 バイト
– 単精度浮動小数: 14 バイト (符号、数、小数点、7 桁の小数部、「E」、符
号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数: 24 バイト (符号、数、小数点、16 桁の小数部、「E」、符
号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」: ストリングまたは数値を外部ストリング表記に書き込む際に
使用する埋め込み文字を指定します。文字 (string には 1 バイト、ustring にはマ
ルチバイトが可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。埋め込み
文字は、書き込まれるフィールドを保持するのに必要な長さよりも、外部ストリ
ング表記が長い場合に使用されます。この場合、外部ストリングは、その長さ全
体が埋まるまで埋め込み文字で充てんされます。デフォルトはスペースです。
string、ustring、および数値データ・タイプに適用されます。また、このタイプの
フィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged タイプにも適用さ
れます。
v 「文字セット」: 文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択
します。デフォルトは「ASCII」です。raw および ustring を除くすべてのデー
タ・タイプに適用されます。また、raw または ustring 以外のフィールドを含ま
ない record、subrecord、または tagged タイプにも適用されます。

string
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、string データ・タ
イプの列に適用されます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」: EBCDIC 文字を ASCII 文字として
書き込む場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されま
す。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または
tagged フィールドにも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」: 入力リンクには適用されません。

10 進
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、decimal データ・
タイプの列に適用されます。
v 「すべてゼロを許可」: すべてゼロのパック 10 進列 (通常は不正) を、有効なゼ
ロの表記として扱うかどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択し
ます。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」: 10 進数の小数点として使用する ASCII 文字を指定します (デフォ
ルトはピリオドです)。
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v 「パック」: 10 進列に何が含まれるのかを指定するオプションを選択します。
– 「はい」: 10 進の列にパック 10 進数フォーマットのデータが含まれることを
指定します。次のサブプロパティーがあります。
サブプロパティー

選択項目

「確認」

「はい」: データがパックであることが検証
されます。
「いいえ」: 検証は行われません。

「符号付き」

「はい」: 10 進の列を書き込むときに既存の
符号が使用されます。
「いいえ」: 列の実際の符号に関係なく、正
符号 (0xf) が書き込まれます。

– 「いいえ (分離)」: 分離した符号バイトを持つアンパック 10 進数が含まれる
ことを指定します。次のサブプロパティーがあります。
サブプロパティー

説明

「符号位置」

「先頭」または「最後」のうち適当なものを
選択します。

– 「いいえ (ゾーン)」: ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10
進数が含まれることを指定します。次のサブプロパティーがあります。
サブプロパティー

説明

「符号位置」

「先頭」または「最後」のうち適当なものを
選択します。

– 「いいえ (オーバーパンチ)」: フィールドの先頭または末尾バイトに、そのバ
イト自体の数値と、数値全体に負または正の符号が付けられているかどうかの
両方を指定する文字が含まれていることを指定します。次のサブプロパティー
があります。
サブプロパティー

説明

「符号位置」

「先頭」または「最後」のうち適当なものを
選択します。

v 「精度」: 10 進数列がテキスト形式で書き込まれる場合の精度を指定します。数
を入力してください。10 進数がストリング表記に書き込まれるとき、 InfoSphere
DataStage は、ソースの 10 進フィールドに定義された精度とスケールを使用し
て、宛先ストリングの長さを決定します。 「精度」および「スケール」プロパテ
ィーは、このデフォルトを上書きします。これらが定義されていると、InfoSphere
DataStage は、宛先ストリングのサイズに合うように、ソースの 10 進数に対して
切り捨てまたは埋め込みを行います。「フィールド幅」プロパティーも定義され
ている場合、InfoSphere DataStage は、「フィールド幅」で指定されたサイズに合
うように、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行います。
v 「丸め方式」: 10 進列の書き込みの際に実施される丸めの方式を指定します。以
下の丸め方式のいずれかを選択してください。
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– 切り上げ。ソース列を正の無限大方向に切り上げます。このモードは、IEEE
754 切り上げモードに対応します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になりま
す。
– 切り捨て。ソース列を負の無限大方向に切り捨てます。このモードは、IEEE
754 切り捨てモードに対応します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になりま
す。
– 「近似値」: ソース列を最も近い表現可能な値の方向に丸めます。このモード
は、COBOL ROUNDED モードに対応します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2
に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– ゼロ方向に切り捨て。これはデフォルトです。宛先でサポートされている右端
の小数桁より右側の小数桁を、符号に関係なく破棄します。例えば、宛先が整
数である場合、すべての小数桁は切り捨てられます。宛先も 10 進で、スケー
ルは宛先の方が小さい場合、宛先 10 進のスケールのサイズに合わせて切り詰
められます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に対応します。こ
の方式を使用すると、1.6 は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v スケール。ソース 10 進の精度とスケールが宛先のものより大きい場合のソース
の 10 進の丸め方式を指定します。デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ソ
ース 10 進をストリング表記に書き込むとき、ソース 10 進に定義された精度と
スケールを使用して、宛先ストリングの長さを決定します。「精度」と「スケー
ル」のプロパティーによって、このデフォルトをオーバーライドできます。これ
らのプロパティーが定義されていると、 InfoSphere DataStage は、宛先ストリン
グのサイズに合うように、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを
行います。「フィールド幅」プロパティーも定義されている場合、InfoSphere
DataStage は、「フィールド幅」で指定されたサイズに合うように、ソースの 10
進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行います。

数値
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、integer フィール
ドおよび float フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」: 整数または浮動小数点のデータをストリングに、デフ
ォルト以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点
のストリングを書き込む際に使用される C 言語のフォーマット・ストリングを指
定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、C 言語フォーマットの %x
およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングに
なります。
v 「入力フォーマット」: このプロパティーは入力リンクには適用されません。
v 「出力フォーマット」: 整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する
際に使用されるフォーマット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デ
フォルトで、DataStage は C sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数
点データとしてフォーマットされた数値フィールドをストリングに変換します。
この関数の出力データのフォーマットが満足できるものでない場合、out_format
プロパティーを指定して、フォーマット設定の引数を sprintf() に渡すようにで
きます。
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日付
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、date データ・タ
イプの列に適用されます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定
と互換性がありません。
v 「開始日付」: 指定された日付以降の日数が含まれている符号付き整数として日
付が書き込まれます。%yyyy-%mm-%dd 形式か、または、NLS システム上で新し
い形式を定義済みの場合はデフォルトの日付形式で、日付を入力してください。
v 「フォーマット・ストリング」: 日付のフォーマット・ストリング。デフォルト
では、これは %yyyy-%mm-%dd です。 フォーマット・ストリングに、次のエレ
メントの 1 つまたは組み合わせを組み込むことができます。
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
– %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カット
オフ (例えば、%1970yy)。
– %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
– %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1- 366 の範囲)。
– %mmm: 3 桁の月略語。
フォーマット・ストリングには、以下の制限があります。
– 同じタイプの複数のエレメントを組み込むことはできません。例えば、%dd エ
レメントを 2 つ含めることはできません。
– %dd と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %yy と %yyyy の両方を組み込むことはできません。
– %mm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %mmm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %mm と %mmm の両方を組み込むことはできません。
– %dd がある場合は、%mm または %mmm も含んでいなければなりません。
– 1 つの %yy または %yyyy を含んでいなければなりません。
日付のフォーマット・ストリングを指定するときには、各コンポーネントの前に
パーセント記号 (%) を付けます。ストリングの各コンポーネントは、パーセント
記号 (%) 以外の任意の文字で分離してください。
このフォーマット・ストリングが日を含んでいない場合、宛先フィールドでは月
の最初の日に設定されます。フォーマット・ストリングが月と日を含んでいない
場合、デフォルトで 1 月 1 日になります。フォーマット・ストリングに日が含
まれている場合は、月も含まれている必要があることに注意してください。つま
り、月だけを省略することはできません。
year_cutoff は、2 桁のすべての年がその範囲に収まる 100 年 (世紀) の開始年を
定義します。デフォルトでは、年カットオフは 1900 です。したがって、2 桁の
年 97 は、1997 を表します。環境変数 APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR
を使用してもこれを設定できます。「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」の
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「APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR」を参照してください。ただし、これ
は、%year_cutoffyy が設定されていると、これでオーバーライドされます。
年カットオフとして任意の 4 桁の年を指定できます。その場合、すべての 2 桁
の年は、カットオフ以上で、指定された 2 桁で終わる年を指定することになりま
す。例えば、年カットオフを 1930 に設定する場合、2 桁の年 30 は 1930 年に
対応し、2 桁の年 29 は 2029 年に対応します。
v 「ユリウス日」: これを選択すると、ユリウス日を含む数値として日付を書き込
むことが指定されます。ユリウス日は、紀元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 (正午)
GMT からの日数として日付を指定します。

Time
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、time データ・タ
イプの列に適用されます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定
と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」: 時刻をストリングとして表す列のフォーマット
を指定します。デフォルトでは、これは %hh-%mm-%ss です。時刻のフォーマッ
ト・ストリングに含めることのできるコンポーネントは、次のとおりです。
– %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
– %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されているた
め、分は nn で表されます)。
– %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
– %ss.n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。n
が 0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続
のゼロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号を付ける
必要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の
任意の文字で分離してください。
v 「午前 0 時からの経過秒数」: これを選択すると、直前の午前 0 時からの経過
秒数が入ったバイナリー 32 ビット整数として、時刻を書き込むことが指定され
ます。

Timestamp
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、timestamp デー
タ・タイプの列に適用されます。
v 「フォーマット・ストリング」: タイム・スタンプをストリングとして表す列の
フォーマットを指定します。デフォルトは、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss で
す。
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
– %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カット
オフ。
– %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
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– %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1 - 366 の範囲)。
以下に示す項目は、時刻のフォーマットに関するものです。
– %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
– %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されている
ため、分は nn で表されます)。
– %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
– %ss:n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。
n が 0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後
続のゼロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号 (%) を付け
る必要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の
任意の文字で分離してください。

「入力」ページ : 「列」タブ
「入力」ページには常に、選択した入力リンクの列メタデータがグリッドに表示さ
れる「列」タブがあります。
「入力」ページには、常に「列」タブがあります。ここでは、選択した入力リンク
の列メタデータがグリッドに表示されます。
グリッドへの入力には、さまざまな方法があります。
v リンクのもう一方の端にメタデータが定義されている場合、それが「列」タブに
表示されます (メタデータは、リンクに関連付けられていて、リンクと共に移動
します)。
v 必要なメタデータをグリッドに入力できます。入力し終わったら、「保存...」を
クリックして、後で再利用できるようにメタデータを表定義としてリポジトリー
に保存します。
v 既存の表定義をリポジトリーからロードできます。「ロード...」をクリックし、
どの表定義をロードするのかを選択します。この方法でロードする場合、列定義
はロードされますが、列定義に関連づけられた形式設定情報はロードされません
ので注意してください (形式設定情報をロードするには、「フォーマット」タブ
を使用します)。
v デザイナーの「リポジトリー」ウィンドウからキャンバスのリンクまで、表定義
をドラッグできます。これによって、列定義および関連する形式情報の両方を転
送できます。
「グリッド・プロパティー」ウィンドウでオプションを選択した場合 (「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参
照)、「列」タブには、さらに 2 つのフィールド、「表定義参照」と「列定義参
照」も表示されます。これらのフィールドには、タブに表示されている列の派生元
となった、表定義と個々の列が表示されます。
行をクリックし、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選択すると、「列
メタデータ編集」ウィンドウが表示され、ウィンドウ形式で行の詳細を編集できま
す。また、このダイアログ・ボックスの「パラレル」タブでは、パラレル・ジョブ
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列定義に固有のプロパティーを指定できます。このウィンドウに表示されるのは、
現在のリンクに関係するプロパティーのみです。
「パラレル」タブでは、各列の詳細を示すプロパティー、およびデータ・タイプに
固有のプロパティーを指定できます。複雑なデータ・タイプを指定する場合、レベ
ル番号を指定することができます。そうすると、「レベル番号」フィールドが
「列」ページのグリッド内に表示されます。
NLS が有効にされていて、列の基となるデータ・タイプがストリングである場合、
「拡張 (Unicode)」チェック・ボックスを選択すると、列が Unicode データを含む
ことを指定できます。プロパティーに文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文
字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS を有効にした場合)。
表定義に形式情報が必要になる場合があります。これは、列と行の位置を特定する
ために追加情報が必要なファイルにデータを書き込む場合です。行レベルの表定義
のプロパティーは、対応するステージ・エディターの「フォーマット」タブで設定
しますが、「パラレル」タブを使用すると列の設定を個別に変更できます。

フィールド・レベル
「フィールド・レベル」にはいくつかのプロパティーがあります。
「フィールド・レベル」には、次のプロパティーがあります。
v 「スキップするバイト数」: 前の列の最後からこの列の最初まで、特定の数のバ
イトをスキップします。
v 「区切り文字」: 列の末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文字を 1 つ入力す
るか、次のいずれかを選択してください。
– 「空白」: 各レコードの最後の列は、レコードの終わりに見つかった末尾空白
を含みません。
– 「終了」: フィールドの最後が区切り文字と見なされるため、区切り文字はあ
りません。これは、固定幅列に使用される「なし」の設定と同じではありませ
ん。
– 「なし」: 区切り文字なし (固定幅に使用されます)。
– 「NULL」: ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」: ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」: ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切りストリング」: 列の終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力してください。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には
使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペース) を指定すると、列は「, 」で
区切られます。
v 「入力時にドロップ」: データ・セットのメタデータを完全に定義する必要があ
るが、列が実際にそのデータ・セットに読み込まれないようにする場合に、この
プロパティーを指定します。
v 「接頭部のバイト」: 列の前に、列の長さまたはタグ付き列のタグ値を表す 2 進
数の接頭部を付けます。接頭部は 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトです。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、文字
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で区切るか、または、フィールド長が入った 1 バイト、2 バイト、または 4 バ
イトの接頭部を付けます。InfoSphere DataStage は、各フィールドの前に接頭部を
挿入します。
このプロパティーは、「区切り文字」、「引用符」、「最終の区切り」(これはデ
フォルトで使用されます) の各プロパティーと同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」: このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用するた
めに用意されています。これを設定すると、InfoSphere DataStage は、読み取る列
ごとにメッセージを生成します。メッセージのフォーマットは、次のとおりで
す。
インポートしています N: D

各変数の意味は次のとおりです。
– N: 列名。
– D: インポートされた列データ。D に含まれる印刷不能文字の前にはエスケー
プ文字が付き、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。列に含まれて
いる 2 進データは、8 進フォーマットで出力されます。
v 「引用符」: 可変長列を単一引用符、二重引用符、またはそれ以外の ASCII 文字
や 1 対の ASCII 文字を使用して囲むことを指定します。「単一」または「二
重」を選択するか、文字を入力してください。
v 「開始位置」: レコード内の列の開始位置を指定します。開始位置は、先頭レコ
ード位置 (0) からの絶対バイト・オフセットか、別の列の開始位置のいずれかに
できます。
v 「タグ・ケース値」: タグ付きサブレコード内の 1 つのサブフィールドに対応す
るタグ値を明示的に指定します。デフォルトでは、フィールドには 0 から N-1
(N はフィールド数) の順に番号が付けられます。 (タグ付きサブレコードとは、
タイプが変わることができる列であり、タグ付きサブレコードのサブフィールド
が、可能なタイプに対応します。タグ付きサブレコードのタグ・ケース値は、そ
れらのタイプのどれがレコードの列の値の解釈に使用されるのかを選択します)。

String タイプ
String タイプにはいくつかのプロパティーがあります。
これには、次のプロパティーがあります。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します (ustring 型、つまり
Unicode では選択できません)。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」: EBCDIC 文字を ASCII 文字として
書き込む場合に選択します (ustring 型、つまり Unicode では選択できません)。
v 「リンク・フィールド」: 選択した場合、列がレコードの別の可変長列の長さ、
またはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示しま
す。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」: ASCII 文字を EBCDIC 文字として読
み取る場合に選択します (ustring 型、つまり Unicode では選択できません)。
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v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できます。可変長の文字セットを
使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を計算してください。このプ
ロパティーは、date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイ
プのフィールドに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされる列のバイト数。数を入力してく
ださい。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の文字セッ
トを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード方式の場
合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。date、time、timestamp、
および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、
このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged にも
適用されます。
v 「埋め込み文字」: ストリングまたは数値を外部ストリング表記に書き込む際に
使用する埋め込み文字を指定します。文字 (string にはシングルバイト、ustring
にはマルチバイトが可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。埋
め込み文字は、書き込まれるフィールドを保持するのに必要な長さよりも、外部
ストリング表記が長い場合に使用されます。この場合、外部ストリングは、その
長さ全体が埋まるまで埋め込み文字で充てんされます。デフォルトはスペースで
す。 string、ustring、および数値データ・タイプに適用されます。また、このタイ
プのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged タイプにも適
用されます。

Date タイプ
Date タイプにはいくつかのプロパティーがあります。
Date タイプには、以下のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプの順序を指定します。以下
から選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「開始日付」: 指定された日付以降の日数が含まれている符号付き整数として日
付が書き込まれます。%yyyy-%mm-%dd 形式か、または、NLS システム上で新し
い形式を定義済みの場合はデフォルトの日付形式で、日付を入力してください。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下から選択し
てください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
日付の場合、「バイナリー」は、日付フィールドにユリウス日のプロパティー
を指定するのと等価であり、「テキスト」は、書き込むデータには、
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%yyyy-%mm-%dd 形式か、または、NLS システム上で新しい形式を定義済みの
場合はデフォルトの日付形式で、テキスト・ベースの日付が含まれることを指
定します。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「フォーマット・ストリング」: 日付のフォーマット・ストリング。デフォルト
では、これは %yyyy-%mm-%dd です。 フォーマット・ストリングに、次のエレ
メントの 1 つまたは組み合わせを組み込むことができます。
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
– %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カットオ
フ (例えば、%1970yy)。
– %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
– %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1- 366 の範囲)。
– %mmm: 3 桁の月略語。
フォーマット・ストリングには、以下の制限があります。
– 同じタイプの複数のエレメントを組み込むことはできません。例えば、%dd エ
レメントを 2 つ含めることはできません。
– %dd と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %yy と %yyyy の両方を組み込むことはできません。
– %mm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %mmm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
– %mm と %mmm の両方を組み込むことはできません。
– %dd がある場合は、%mm または %mmm も含んでいなければなりません。
– 1 つの %yy または %yyyy を含んでいなければなりません。
日付のフォーマット・ストリングを指定するときには、各コンポーネントの前
にパーセント記号 (%) を付けます。ストリングの各コンポーネントは、パー
セント記号 (%) 以外の任意の文字で分離してください。
このフォーマット・ストリングが日を含んでいない場合、宛先フィールドでは
月の最初の日に設定されます。フォーマット・ストリングが月と日を含んでい
ない場合、デフォルトで 1 月 1 日になります。フォーマット・ストリングに
日が含まれている場合は、月も含まれている必要があることに注意してくださ
い。つまり、月だけを省略することはできません。
year_cutoff は、2 桁のすべての年がその範囲に収まる 100 年 (世紀) の開始年
を定義します。デフォルトでは、年カットオフは 1900 です。したがって、2
桁の年 97 は、1997 を表します。環境変数
APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR を使用してもこれを設定できますが、
%year_cutoffyy が設定されている場合は、それでオーバーライドされます。
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年カットオフとして任意の 4 桁の年を指定できます。その場合、すべての 2
桁の年は、カットオフ以上で、指定された 2 桁で終わる年を指定することに
なります。例えば、年カットオフを 1930 に設定する場合、2 桁の年 30 は
1930 年に対応し、2 桁の年 29 は 2029 年に対応します。
v 「ユリウス日」: これを選択すると、ユリウス日を含む数値として日付を書き込
むことが指定されます。ユリウス日は、紀元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 (正午)
GMT からの日数として日付を指定します。

Time タイプ
Time タイプにはいくつかのプロパティーがあります。
Time タイプには、以下のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプの順序を指定します。以下
のバイト・オーダーのいずれかを選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下のデータ・
フォーマットから選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
time タイプの場合、「バイナリー」は、midnight_seconds と等価であり、「テ
キスト」は、テキスト・ベースの %hh:%nn:%ss 形式か、または、NLS システ
ム上で新しい形式を定義済みの場合はデフォルトの日付形式で、フィールドが
時刻を表すことを指定します。
v 「フォーマット・ストリング」: 時刻をストリングとして表す列のフォーマット
を指定します。デフォルトでは、これは %hh-%mm-%ss です。時刻のフォーマッ
ト・ストリングに含めることのできるコンポーネントは、次のとおりです。
– %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
– %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されているた
め、分は nn で表されます)。
– %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
– %ss.n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。n
が 0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続
のゼロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号を付け
る必要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号 (%)
以外の任意の文字で分離してください。
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v 「午前 0 時からの経過秒数」: これを選択すると、直前の午前 0 時からの経過
秒数が入ったバイナリー 32 ビット整数として、時刻を書き込むことが指定され
ます。

Timestamp タイプ
Timestamp タイプにはいくつかのプロパティーがあります。
Timestamp タイプのプロパティーは、以下のとおりです。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプの順序を指定します。以下
のバイト・オーダーのいずれかを選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下のデータ・
フォーマットから選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
timestamp の場合、「バイナリー」は、最初の整数にはタイム・スタンプの日
付部分のユリウス日が入っていて、2 番目の整数はタイム・スタンプの時刻部
分を午前 0 時からの秒数で指定していることを指定します。バイナリーのタ
イム・スタンプは 2 つの 32 ビット整数が書き込まれることを指定します。
「テキスト」は、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss 形式か、または、NLS シス
テムで新しい形式を定義済みの場合はデフォルトの日付形式の、テキスト・ベ
ースのタイム・スタンプであることを指定します。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「フォーマット・ストリング」: タイム・スタンプをストリングとして表す列の
フォーマットを指定します。デフォルトは、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss で
す。フォーマットは次のように指定します。
日付:
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
– %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カットオ
フ。
– %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
– %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1 - 366 の範囲)。
時刻:
– %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
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– %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されている
ため、分は nn で表されます)。
– %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
– %ss.n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。
n が 0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後
続のゼロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号 (%)
を付ける必要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号
(%) 以外の任意の文字で分離してください。

Integer タイプ
いくつかの Integer タイプのプロパティーがあります。
ここでは、integer タイプのプロパティーについて説明します。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプの順序を指定します。以下
のバイト・オーダーのいずれかを選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「C 言語フォーマット」: ストリングのデータを整数データに、デフォルト以外
の方法で変換します。このプロパティーでは、整数ストリングを読み書きする際
に使用される C 言語のフォーマット・ストリングが指定されます。これは
sscanf() または sprintf() に渡されます。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下のデータ・
フォーマットから選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できます。可変長の文字セットを
使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされる列のバイト数。数を入力してく
ださい。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の文字セッ
トを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード方式の場
合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。date、time、timestamp、
および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、
このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged にも
適用されます。
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v 「入力フォーマット」: ストリングから整数へのデータ変換に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。 デフォルトで、
DataStage は C sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットさ
れた数値フィールドを整数または浮動小数点データのどちらかに変換します。こ
の関数の出力データのフォーマットが満足できるものでない場合、in_format プロ
パティーを指定して、フォーマット設定の引数を sscanf() に渡すようにできま
す。
v 「リンク・フィールド」: 選択した場合、列がレコードの別の可変長列の長さ、
またはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示しま
す。
v 「出力フォーマット」: 整数からストリングへのデータ変換に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、DataStage
は C sprintf() 関数を呼び出して、整数データとしてフォーマットされた数値フ
ィールドをストリングに変換します。この関数の出力データのフォーマットが満
足できるものでない場合、out_format プロパティーを指定して、フォーマット設
定の引数を sprintf() に渡すようにできます。
v 「埋め込み文字」: 整数を外部ストリング表示に書き込む際に使用する埋め込み
文字を指定します。文字 (string にはシングルバイト、ustring にはマルチバイト
が可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。埋め込み文字は、書
き込まれるフィールドを保持するのに必要な長さよりも、外部ストリング表記が
長い場合に使用されます。この場合、外部ストリングは、その長さ全体が埋まる
まで埋め込み文字で充てんされます。デフォルトはスペースです。

Decimal タイプ
Decimal タイプにはいくつかのプロパティーがあります。
Decimal タイプには、以下のプロパティーがあります。
v 「すべてゼロを許可」: すべてゼロのパック 10 進列 (通常は不正) を、有効なゼ
ロの表記として扱うかどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択し
ます。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「小数点」: 10 進数の小数点として使用する文字を指定します (デフォルトはピ
リオドです)。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下のデータ・
フォーマットから選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
decimal の場合、「バイナリー」はパックを意味します。「テキスト」を指定
すると、先行スペースまたは「-」の後に 10 進数が続き、スケールがゼロ以外
の場合は小数点を埋め込んだストリング・フォーマットで、10 進数が表され
ます。宛先ストリング・フォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] で、精度とスケール
の引数は無視されます。
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v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。数を入力してください。これは、数をテキストとして保管する
のに有用です。固定幅の文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できま
す。可変長の文字セットを使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を
計算してください。date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・
タイプのフィールドに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上
含む record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされる列のバイト数。数を入力してく
ださい。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の文字セッ
トを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード方式の場
合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。date、time、timestamp、
および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、
このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged にも
適用されます。
v 「パック」: 10 進列に含まれる内容を指定するオプションを、次のものから選択
します。
– 「はい」: 10 進列にパック 10 進数フォーマットのデータが含まれることを指
定します (デフォルト)。次のサブプロパティーがあります。
「チェック」: 「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうか
が検証されます。「いいえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」: 「はい」を選択すると、10 進列を書き込むときに既存の符号が
使用されます。「いいえ」を選択すると、列の実際の符号の値に関係なく、正
符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」: 分離した符号バイトを持つアンパック 10 進数が含まれる
ことを指定します。次のサブプロパティーがあります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」: ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10
進数が含まれることを指定します。次のサブプロパティーがあります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」: フィールドの先頭または末尾バイトに、そのバ
イト自体の数値と、数値全体に負または正の符号が付けられているかどうかの
両方を指定する文字が含まれていることを指定します。次のサブプロパティー
があります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
v 「精度」: 10 進数列がテキスト形式で表される場合の精度を指定します。数を入
力してください。10 進数がストリング表記に書き込まれるとき、 InfoSphere
DataStage は、ソースの 10 進フィールドに定義された精度とスケールを使用し
て、宛先ストリングの長さを決定します。 「精度」および「スケール」プロパテ
ィーは、このデフォルトを上書きします。これらが定義されていると、InfoSphere
DataStage は、宛先ストリングのサイズに合うように、ソースの 10 進数に対して
切り捨てまたは埋め込みを行います。「フィールド幅」プロパティーも定義され
ている場合、InfoSphere DataStage は、「フィールド幅」で指定されたサイズに合
うように、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行います。
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v 「丸め方式」: ソース・フィールドが 10 進に読み込まれるときに、ソース・フ
ィールドが宛先の 10 進に収まるように丸められる方式を指定します。以下の丸
め方式の 1 つを選択してください。
– 切り上げ。ソース列を正の無限大方向に切り上げます。このモードは、IEEE
754 切り上げモードに対応します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になりま
す。
– 切り捨て。ソース列を負の無限大方向に切り捨てます。このモードは、IEEE
754 切り捨てモードに対応します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になりま
す。
– 「近似値」: ソース列を最も近い表現可能な値の方向に丸めます。このモード
は、COBOL ROUNDED モードに対応します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2
に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– ゼロ方向に切り捨て。これはデフォルトです。宛先でサポートされている右端
の小数桁より右側の小数桁を、符号に関係なく破棄します。例えば、宛先が整
数である場合、すべての小数桁は切り捨てられます。宛先も 10 進で、スケー
ルは宛先の方が小さい場合、宛先 10 進のスケールのサイズに合わせて切り詰
められます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に対応します。こ
の方式を使用すると、1.6 は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v スケール。ソース 10 進の精度とスケールが宛先のものより大きい場合のソース
の 10 進の丸め方式を指定します。デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ソ
ース 10 進をストリング表記に書き込むとき、ソース 10 進に定義された精度と
スケールを使用して、宛先ストリングの長さを決定します。「精度」と「スケー
ル」のプロパティーによって、このデフォルトをオーバーライドできます。これ
らのプロパティーが定義されていると、 InfoSphere DataStage は、宛先ストリン
グのサイズに合うように、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを
行います。「フィールド幅」プロパティーも定義されている場合、InfoSphere
DataStage は、「フィールド幅」で指定されたサイズに合うように、ソースの 10
進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行います。ソース 10 進の精度とスケー
ルが宛先のものより大きい場合のソースの 10 進の丸め方式を指定します。

Float タイプ
いくつかの Float タイプのプロパティーがあります。
ここでは、Float タイプのプロパティーについて説明します。
v 「C 言語フォーマット」: ストリングのデータを浮動小数点データに、デフォル
ト以外の方法で変換します。このプロパティーは、浮動小数点ストリングの読み
取りに使用される C 言語のフォーマット・ストリングを指定します。これは
sscanf() に渡されます。
v 文字セット。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「デフォルト」: 列のデフォルト値。これは、Generate ステージで書き込まれる
データに使用されます。また、エラーを (書き込みまたは読み取りで) 起こす列を
置換する値を提供します。
v 「データ・フォーマット」: 列のデータ表示形式を指定します。以下のデータ・
フォーマットから選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」
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v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できます。可変長の文字セットを
使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされる列のバイト数。数を入力してく
ださい。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の文字セッ
トを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード方式の場
合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。date、time、timestamp、
および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、
このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrecord、または tagged にも
適用されます。
v 「入力フォーマット」: ストリングから浮動小数点へのデータ変換に使用される
フォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、
InfoSphere DataStage は C sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォ
ーマットされた数値フィールドを浮動小数点データに変換します。この関数の出
力データのフォーマットが満足できるものでない場合、in_format プロパティーを
指定して、フォーマット設定の引数を sscanf() に渡すようにできます。
v 「リンク・フィールド」: 選択した場合、列がレコードの別の可変長列の長さ、
またはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示しま
す。
v 「出力フォーマット」: 浮動小数点からストリングへのデータ変換に使用される
フォーマット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、
InfoSphere DataStage は C sprintf() 関数を呼び出して、浮動小数点データとし
てフォーマットされた数値フィールドをストリングに変換します。この関数の出
力データのフォーマットが満足できるものでない場合、out_format プロパティー
を指定して、フォーマット設定の引数を sprintf() に渡すようにできます。
v 「埋め込み文字」: 浮動小数点を外部ストリング表現に書き込む際に使用する埋
め込み文字を指定します。文字 (string にはシングルバイト、ustring にはマルチ
バイトが可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。埋め込み文字
は、書き込まれるフィールドを保持するのに必要な長さよりも、外部ストリング
表記が長い場合に使用されます。この場合、外部ストリングは、その長さ全体が
埋まるまで埋め込み文字で充てんされます。デフォルトはスペースです。

NULL 可能
一部のフィールドは NULL 可能であり、これらのフィールドの長さと値を指定でき
ます。
NULL 可能フィールドに対しては、以下が表示されます。
v 「実フィールド長」: フィールドが NULL であると識別されたときに充てん文字
で埋めるバイト数を指定します。InfoSphere DataStage は、 NULL フィールドを
識別すると、充てん文字で埋められたこの長さのフィールドを書き込みます。こ
れは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド長」: NULL が入っている可変長フィールドの長さをバイト
数で指定します。可変長フィールドの読み取りの際、ソース・フィールド内の長
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さが NULL フィールド長であれば、そのフィールドに NULL が入っていること
を意味します。可変長フィールドを書き込む際、InfoSphere DataStage は、フィー
ルドが NULL の場合は、NULL フィールド長の値の長さを書き込みます。この
プロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」: ソースが NULL に設定されている場合に NULL フィ
ールドに入れる値を指定します。数値、ストリング、または文字タイプのリテラ
ル拡張文字を指定できます。
例えば、1 バイトの値を </b>ooo (各 o は 8 進数字 0 - 7 のいずれかであり、
最初の o は < 4) または ¥xhh (各 h は 16 進数字 0 - F のいずれか) で表すこ
とができます。非印刷可能バイト値をエンコードするためには、この形式を使用
する必要があります。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時
には使用できません。固定幅のデータ表記の場合、「埋め込み文字」(タイプ・デ
フォルトの「全般」セクションで指定する) を使用して、指定した値がフィール
ドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返し埋められる文字を指定できます。読み
取りの際には、NULL が含まれているフィールドに入れられる値を指定します。
書き込みでは、ソースが NULL に設定されている場合にフィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または文字タイプのリテラル拡張文字を指
定できます。

ジェネレーター
列が Row Generator ステージまたは Column Generator ステージで使用されている
場合、生成される模擬データに関する詳細を追加で指定できます。
列が Row Generator ステージまたは Column Generator ステージで使用される場
合、生成される模擬データに関する詳細を追加で指定できます。追加で表示される
フィールドは、生成される列のデータ・タイプによって異なります。それらのフィ
ールドを使用して、生成データの特性を指定できます。
例えば、integer の場合、値はランダムなのか、サイクルなのかを指定できます。サ
イクルであれば、初期値、増分値、および上限値を指定できます。ランダムの場合
には、乱数発生ルーチンのシード値、負の値を含めるかどうか、および上限値を指
定できます。
以下の図に、データ・タイプごとの生成オプションを示します。
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すべてのデータ・タイプ
string を除くすべてのデータ・タイプには、サイクルとランダムという 2 種類のオ
ペレーションがあります。
v 「サイクル」: 「サイクル」オプションは、列の値の反復パターンを生成しま
す。以下の従属プロパティー (任意指定) があります。
– 「増分」: 次の出力レコードのフィールド値を生成するために追加される増分
値。デフォルト値は、1 (整数) または 1.0 (浮動小数) です。
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– 「初期値」: フィールド初期値 (最初の出力レコードの値)。 デフォルト値は 0
です。
– 「制限」: 最大フィールド値。生成されるフィールドの値が「制限」より大き
くなると、「初期値」に戻ります。「制限」のデフォルト値は、フィールドの
データ・タイプの最大許容値です。
これらを「part」に設定して、パーティション番号 (例えば、4 ノードのシステ
ムでは、0、1、2、3) が使用されるようにするか、「partcount」に設定して、
実行パーティションの総数 (例えば、4 ノードのシステムでは 4) が使用され
るようにできます。
v 「ランダム」: 「ランダム」オプションでは、フィールドの値がランダムに生成
されます。以下の従属プロパティー (任意指定) があります。
– 「制限」: 生成されるフィールド値の最大値。「制限」のデフォルト値は、フ
ィールドのデータ・タイプの最大許容値です。
– 「シード」: フィールドに対してステージが使用する乱数発生ルーチンのシー
ド値。シードの指定は必須ではありません。デフォルトでは、「ランダム」オ
プションを持つすべてのフィールドに同じシード値を使用します。
– 「符号付き」: フィールドに対して符号付きの値 (- 制限から + 制限までの値)
が生成されることを指定します。指定しない場合には、オペレーターは 0 か
ら + 制限までの間の値を作成します。
制限とシードを「part」に設定して、パーティション番号 (例えば、4 ノードの
システムでは、0、1、2、3) が使用されるようにするか、「partcount」に設定
して、実行パーティションの総数 (例えば、4 ノードのシステムでは 4) が使
用されるようにできます。

ストリング
デフォルトでは、生成ステージはストリング・フィールドのすべてのバイトを同一
の英数字に初期化します。ステージでは、次の文字が次の順番で使われます。
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

例えば、長さ 5 の次のストリングの後には、次のような値のストリング・フィール
ドが生成されます。
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
...

最後の文字である大文字の Z に到達すると、値は小文字の a に戻り、これを繰り
返します。
「アルゴリズム」プロパティーを使用して、ストリング値の生成方法を指定するこ
ともできます。これには、「サイクル」と「アルファベット」のいずれかの値を指
定できます。
v 「サイクル」: 不連続な文字からなるストリング値をいくつか用意し、それらを
循環させて、生成されるストリング・フィールドに値が割り当てられます。これ
には、次の従属プロパティーがあります。
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「値」: このプロパティーを繰り返して、生成データに対して循環して使用され
るストリング値を指定します。
v 「アルファベット」: 文字ストリング中のそれぞれの文字が順番に使用されて、
生成される文字ストリング・フィールドに値が割り当てられます。デフォルトの
動作モードに似ていますが、従属プロパティー「ストリング」を使用して循環す
るストリングを指定できます。

10 進
10 進列には、タイプを設定するプロパティーに加えて、次のプロパティーがありま
す。
v 「無効値の割合」: 生成される列のうちの無効な値を含む列の割合。デフォルト
設定は 10% です。
v 「ゼロの割合」: 生成する 10 進列のうち 10 進数のすべてのバイトがバイナリ
ー・ゼロ (0x00) に設定される列の割合。デフォルト設定は 10% です。

日付
日付列には、タイプを設定するプロパティーに加えて、次のプロパティーがありま
す。
v 「エポック」: 生成される最早の日付値を yyyy-mm-dd 形式で指定します (すべて
の部分で先行ゼロの指定が必要です)。 デフォルトは、1960-01-01 です。
v 「無効値の割合」: 生成される列のうちの無効な値を含む列の割合。デフォルト
設定は 10% です。
v 「現在の日付を使用」: 生成される列の各行に、今日の日付を設定します。この
プロパティーを設定した場合、他のすべてのプロパティーは無視されます。

Time
時刻列には、タイプを設定するプロパティーに加えて、次のプロパティーがありま
す。
v 「無効値の割合」: 生成される列のうちの無効な値を含む列の割合。デフォルト
設定は 10% です。
v 「スケール・ファクター」: 時刻の増分値に対する乗数を指定します。例えば、
スケール・ファクターが 60、増分が 1 の場合、フィールドの値は 60 秒ずつ増
分されます。

Timestamp
時刻列には、タイプを設定するプロパティーに加えて、次のプロパティーがありま
す。
v 「エポック」: 生成される最早の日付値を yyyy-mm-dd 形式で指定します (すべて
の部分で先行ゼロの指定が必要です)。 デフォルトは、1960-01-01 です。
v 「現在の日付を使用」: 生成される列の各行に、今日の日付を設定します。この
プロパティーを設定した場合、他のすべてのプロパティーは無視されます。
v 「無効値の割合」: 生成される列のうちの無効な値を含む列の割合。デフォルト
設定は 10% です。
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v 「スケール・ファクター」: 時刻の増分値に対する乗数を指定します。例えば、
スケール・ファクターが 60、増分が 1 の場合、フィールドの値は 60 秒ずつ増
分されます。

ベクトル
編集する行が可変長ベクトルである列を表している場合、「ベクトル」プロパティ
ーを表示できます。
編集する行が、可変長ベクトルの列を表している場合、「可変」チェック・ボック
スを選択してください。ベクトルのプロパティーが表示され、以下の 2 つの方法の
いずれかでベクトルのサイズを表します。
v 「リンク・フィールド参照」: 可変長ベクトルのエレメントの数を含んでいる列
の名前。その列は、整数または浮動小数タイプでなければならず、「リンク・フ
ィールド」プロパティーが設定されていなければなりません。
v 「ベクトルの接頭部」: ベクトル内のエレメントの数を含む、1 バイト、2 バイ
ト、または 4 バイトの接頭部を指定します。
編集する行が、長さが分かっているベクトルである列を表している場合、エレメン
ト数を「ベクトル OCCURS」ボックスに入力してください。

サブレコード
列はサブレコードの一部にすることができます。
編集する行が、サブレコードの部分である列を表している場合、「レベル番号」列
は、サブレコード構造内の列のレベルを示しています。
列のレベル番号を指定すると、直前の列がサブレコードとして識別されます。サブ
レコードにさらにサブレコードをネストすることができます。そうすると、サブレ
コードはレベル番号の高い別のサブレコードを含むことになります (つまり、レベ
ル 05 内にレベル 06 がネストされます)。 サブレコードのフィールドには、タグ
付きサブレコードであることを示すために「タグ付き」チェック・ボックスがあり
ます。

「拡張」
データ・タイプを変更するには、いくつかの拡張オプションを使用できます。
特定のデータ・タイプに対して「拡張」チェック・ボックスが表示され、次のよう
にデータ・タイプを変更できます。
v 「Char」、「VarChar」、「LongVarChar」: 選択すると、基となるデータ・タイプ
が ustring に指定されます。
v 「Time」: 選択すると、時刻フィールドにマイクロ秒が含まれることが指定され
ます。
v 「Timestamp」: 選択すると、タイム・スタンプ・フィールドにマイクロ秒が含ま
れることが指定されます。
v 「TinyInt」、「SmallInt」、「Integer」、「BigInt」: 選択すると、基となるデー
タ・タイプが、等価の uint フィールドであることが指定されます。
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「高度」タブ
「高度」タブでは、このステージに入力されるデータを InfoSphere DataStage がど
のようにバッファリングするのかを指定できます。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、デッドロックが起こり得ないようにデー
タをバッファリングします。デッドロックは、相互に依存している多くのステージ
が、別ステージからの入力を待っていて、受信するまで出力できない状況として定
義されます。
バッファーのサイズとオペレーションは、通常、すべてのステージ上のすべてのリ
ンクで同じです。デフォルト値の設定は、環境変数を使用しても設定できます。
「高度」タブは、バッファーに関する設定をリンク単位で行う場合に使用します。
設定の変更は、その影響を完全に理解している場合のみ実行してください。そうで
ない場合、デッドロック状態が発生することになるかもしれません。
このタブで行う変更は、このリンクの相手側ステージの「出力」ページ「高度」タ
ブに反映されます。
設定は次のとおりです。
v 「バッファリング・モード」: ドロップダウン・リストから以下のいずれかを選
択します。
– 「(デフォルト)」: 環境変数によって指定されたデフォルト設定を使用します。
これは、APT_BUFFERING _POLICY 環境変数の値を明示的に変更していない
限り、自動バッファリングです。
– 「自動バッファリング」: データ・フローのデッドロック状態を防止するのに
必要な場合のみ、出力データをバッファリングします。
– 「バッファリング」: このステージからのすべてのデータ出力を無条件にバッ
ファリングします。
– 「バッファリングしない」: どのような状況でも、出力データをバッファリン
グしません。慎重に使用しないと、デッドロック状況に陥る可能性がありま
す。
「自動バッファリング」または「バッファリング」オプションを選択する場合、さ
まざまなパラメーターの値を設定することもできます。
v 「最大メモリー・バッファー・サイズ (バイト)」: バッファー当たりの仮想メモ
リーの最大使用量をバイト単位で指定します。 デフォルト・サイズは 3145728
(3 MB) です。
v 「メモリー・バッファー・レート (%)」: メモリー内バッファーをどれだけ消費
すれば、それ以降はバッファーが拒否するのかを指定します。この量は「最大メ
モリー・バッファー・サイズ (バイト)」のパーセンテージで示します。バッファ
ー内のデータ量がこの値よりも少ない場合、新しいデータは自動的に受け入れら
れます。 データがこの値を超えている場合、バッファーは、新しく受け入れる前
に、まず、バッファーに含まれるデータの一部を書き込もうとします。
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デフォルト値は、最大メモリー・バッファー・サイズの 50% です。100% を超え
る値を設定することができ、その場合、バッファーは、ディスクに書き込む前
に、指定された値を最大メモリー・バッファー・サイズに乗算したサイズまで、
データを保管し続けます。
v 「バッファリング上限値 (バイト)」: メモリーとディスクの両方を使用して任意
の時点でバッファリングされる、データの最大量を指定します。デフォルト値は
ゼロで、これは、バッファー・サイズは構成ファイルに指定された使用可能なデ
ィスク・スペース (リソース・スクラッチ・ディスク) に制限されることを意味し
ます。「バッファリング上限値 (バイト)」をゼロ以外の値に設定した場合、バッ
ファーに保管されるデータ量は、この値 (バイト) に 1 ブロック (1 ブロックに
保管されるデータは 32 KB を超えることはできません) を加えたものを超える
ことはありません。
「バッファリング上限値」を「最大メモリー・バッファー・サイズ」より少しだ
け小さい値か、同じ値に設定し、「メモリー・バッファー・レート」を 1.0 に設
定した場合、ディスクに書き込まない有限容量のバッファーを作成することにな
ります。ただし、バッファーのサイズはシステムの仮想メモリーによって制限さ
れており、バッファーがいっぱいになるとデッドロックが発生することがありま
す。
v 「ディスク・ブロック・サイズ (バイト)」: バッファリング・オペレーターによ
りディスクとの間で移動されるデータ・ブロックのサイズをバイト単位で指定し
ます。デフォルトは 1048576 (1 MB) です。この値を調整すると、ディスク・ア
クセスの回数と、少量データのスループットとのバランスを取ることができま
す。ブロック・サイズを増やすと、ディスク・アクセスは減少しますが、データ
が小さい単位で読み取り/書き込みされるときには、パフォーマンスが悪化する可
能性があります。ブロック・サイズを減らすと、スループットは増加しますが、
ディスク・アクセスの回数が増加する可能性があります。

「出力」ページ
「出力」ページは、ステージから出て行くリンクについての情報を提供します。
「出力」ページは、ステージから出て行くリンクについての情報を提供します。フ
ァイル・ステージまたはデータベース・ステージの場合、出力リンクは、ファイル
またはデータベースから読み取られるデータを伝えます。処理ステージまたは再構
成ステージの場合、出力リンクはそのステージが処理したデータを伝えます。出力
リンクがない場合、ステージ・エディターには「出力」ページはありません。
出力リンクがある場合は、「出力」ページには、ステージ・タイプに基づいてさま
ざまなタブが表示されます。「出力」ページ自体に含まれる唯一のフィールドは、
編集対象のリンクの名前を示す出力名だけです。ステージに複数の出力リンクがあ
る場合は、編集するリンクを「出力名」ドロップダウン・リストから選択します。
「出力」ページには、「列...」ボタンもあります。「列...」をクリックすると、この
リンクに定義されたメタデータからの列名を表示するウィンドウが開きます。必要
に応じて、それらの列を「出力」ページのタブ内のさまざまなフィールドにドラッ
グすることができます。
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ステージ・タイプによっては、「データ参照...」ボタンも表示されます。「データ参
照」をクリックすると、指定したデータ・ソースまたはデータ・ターゲットに関連
する実際のデータが表示されます。このボタンは、リンクにメタデータを定義済み
の場合に使用可能です。
Sequential File ステージには「データ参照...」の代わりに「ファイルを表示...」ボタ
ンがあります。これは、ディスク上に作成されたフラット・ファイルを表示しま
す。

「全般」タブ
「出力」ページには、常に「全般」タブがあります。
「出力」ページには常に、リンクの説明 (省略可能) を入力できる「全般」タブがあ
ります。リンクの説明を入力すると、ジョブの保守に役立ちます。

「プロパティー」タブ
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の出
力リンクに固有のプロパティーを設定できるものがあります。
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の出
力リンクに固有のプロパティーを設定できるものがあります。そのような場合、
「出力」ページに「プロパティー」タブが表示されます。これは、「ステージ」ペ
ージの「プロパティー」タブと同じフォーマットです。

「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブでは、読み取り元のファイルのフォーマットを指定できま
す。
一定のタイプのファイルからの読み取りを実行するステージ (例えば、Sequential
File ステージ) には、「フォーマット」タブもあり、読み取り元のファイルのフォ
ーマットを指定できます。
「フォーマット」ページの構造は、「プロパティー」ページに似ています。フラッ
ト・ファイルには多くのプロパティーがあり、それぞれに対して異なる属性を設定
できます。「追加可能なプロパティー」ウィンドウで、ツリーからプロパティーを
選択し、設定したい属性を選択します。すると、選択したプロパティーが、プロパ
ティー・ツリー内に従属プロパティーとして表示されるようになり、必要に応じて
その値を設定できます。このタブでは、ファイルのフォーマット情報を行レベルで
設定します。設定した内容は、「列メタデータ編集」ウィンドウで、個々の列につ
いてオーバーライドできます。
フォーマット詳細も表定義と共に格納されるので、「ロード...」ボタンを使用して、
メタデータ・リポジトリーに格納された表定義からフォーマットをロードできま
す。
プロパティー・ツリーのショートカット・メニューによって、次の機能にアクセス
できます。
v 「フォーマット」: これは、事前定義済みのプロパティーのテンプレートに適用
されます。以下のプロパティーから選択してください。
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– 「区切り/引用符」
– 「固定長レコード」
– 「UNIX 改行文字」
– 「DOS 改行文字」
– 「終端文字なし (固定長)」
– 「メインフレーム (COBOL)」
v 「サブプロパティーを追加」: 現在選択されているプロパティーの従属プロパテ
ィーのリストを表示します (プロパティーに従属がある場合のみ表示)。
v 「デフォルトに設定」: 現在選択されているプロパティーがデフォルト以外の値
に設定されている場合に表示されます。これでデフォルトに戻すことができま
す。
v 「削除」: 現在選択されているプロパティーを削除します。現在のプロパティー
が必須である場合は、無効です。
v 「すべて削除」: 必須でないプロパティーをすべて削除します。

レコード・レベル
以下のプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマッ
トの詳細を定義します。
文字を入力可能な個所では、入力できる文字は、通常は ASCII 文字、またはマルチ
バイト Unicode 文字 (NLS を有効にした場合) です。使用可能なプロパティーは、
次のとおりです。
v 「充てん文字」: 出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」: レコードの最後の列の後ろで、列区切り文字の
代わりに書き込まれるストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。
この文字は、レコード区切り文字を使用する場合は、それより前に置きます。
「最終の区切り」(これがデフォルトです) と同時には使用できません。
例えば、区切り文字にコンマを設定し (区切り文字については「フィールドのデ
フォルト」の説明を参照)、最終区切り文字ストリングに「, 」(コンマとスペー
ス) を設定すると、最終フィールドを除くすべてのフィールドは 1 個のコンマで
区切られ、最終フィールドは、コンマと ASCII スペース文字で区切られます。
InfoSphere DataStage は、ファイルを読み取る際に、指定された区切り文字をスキ
ップします。
v 「最終の区切り」: レコードの最後の列の後ろに、フィールド区切り文字の代わ
りに書き込まれる 1 文字を指定します。1 文字を入力するか、または「空白」、
「終了」、「なし」、「NULL」、「タブ」、「コンマ」のいずれかを選択しま
す。InfoSphere DataStage は、ファイルを読み取る際に、指定された区切り文字ス
トリングをスキップします。
– 「空白」: 各レコードの最後の列は、レコードの終わりに見つかった末尾空白
を含みません。
– 「終了」: 各レコードの最後の列は、フィールド区切り文字を含みません。こ
れがデフォルト設定です。
– 「なし」: 各レコードの最後の列には区切り文字はありません。固定幅フィー
ルドに使用されます。
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– 「NULL」: 各レコードの最後の列は ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」: 各レコードの最後の列は ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」: 各レコードの最後の列は ASCII タブ文字で区切られます。
書き込みの際、最終レコードを除くすべてのフィールドの後にスペースが挿入さ
れます。
レコード|}り
フィールド 1

,

フィールド 1

,

フィールド 1

,

フィールド

nl

の|}り = 
フィールド|}り

フィールド 1

,

フィールド 1

,

フィールド 1

,

フィールド

nl

の|}り = コンマ

v 「インタクト」: インタクトのプロパティーでは、部分スキーマの識別子が指定
されます。部分スキーマは、スキーマ内で指定された列だけがステージによって
変更できることを指定します。 行内のその他すべての列は、変更されずにパスス
ルーされます。部分スキーマが収容されているファイルは、「出力」タブの「ス
キーマ・ファイル」プロパティーで指定されます。このプロパティーには、次の
従属プロパティーがあります。
「インタクトをチェック」: これは、ファイルのインポート時に部分スキーマが
検証されるようにする場合に選択します。これによってパフォーマンスが低下す
る場合がありますので注意してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」: 各レコードの終わりを表すストリングを指
定します。1 つ以上の文字を入力してください。デフォルトの「レコード区切り
文字」、「レコード・タイプ」、および「レコード接頭部」と同時には使用でき
ません。
v 「レコード区切り文字」: 各レコードの終わりを表す単一の文字を指定します。
文字を 1 つ入力するか、次のどちらかを選択します。
– 「UNIX 改行」(デフォルト)
– 「NULL」
DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーを
「¥R¥N」に設定して使用するか、ショートカット・メニューから「フォーマッ
ト」 > 「DOS 改行文字」を選択します。
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭
部」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」: 固定長フィールドが読み取られるレコードに対して「固定長」
を選択します。InfoSphere DataStage は、そのレコードの適当な長さを計算しま
す。または、固定長レコードの長さをバイト単位で指定します。これは、デフォ
ルトでは使用されません (デフォルト・ファイルはコンマで区切られます)。
v 「レコード接頭部」: 可変長レコードが 1 バイト長、2 バイト長、または 4 バ
イト長の接頭部を持つように指定します。デフォルトで 1 に設定されています。
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デフォルトの「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、お
よび「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」: データが可変長のブロック化されたレコードで構成され
るか (「可変」)、暗黙的なレコードで構成されるか (「暗黙」) を指定します。
「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示的なレコード境界のないスト
リームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構文解
析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーを選
択すると、IBM のブロックまたはスパン形式 (V、VB、VS、VBS、VR) のいず
れかを指定できます。
このプロパティーは、「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切
り文字ストリング」、および「レコード接頭部」と同時には使用できません。ま
た、デフォルトでは使われません。

フィールド・デフォルト
いくつかのフィールド・デフォルトが、ファイルから読み取られる列に適用されま
す。
フィールドのデフォルトは、ファイルから読み取られるすべての列に適用されます
が、「列メタデータ編集」ウィンドウを使用して、「列」タブから個々の列につい
てオーバーライドできます。文字を入力可能な個所では、入力できる文字は、通常
は ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字 (NLS を有効にした場合) で
す。 使用できるプロパティーは次のとおりです。
v 「実フィールド長」: フィールドが NULL であると識別されたときに充てん文字
で埋めるバイト数を指定します。DataStage は、NULL フィールドを識別する
と、充てん文字で埋められたこの長さのフィールドを書き込みます。これは、
「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」: レコード内のすべてのフィールドでの末尾の区切り文字を指定
します。1 文字の ASCII 文字を入力するか、または「空白」、「終了」、「な
し」、「NULL」、「コンマ」、「タブ」のいずれかを選択します。
– 「空白」: 列の最後にある空白文字は無視されます。つまり、列の一部として
扱われません。
– 「終了」: フィールドの最後が区切り文字と見なされるため、区切り文字はあ
りません。これは、固定幅列に使用される「なし」の設定と同じではありませ
ん。
– 「なし」: 区切り文字なし (固定幅に使用されます)。
– 「NULL」: ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」: ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」: ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切りストリング」: 各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定しま
す。1 つ以上の文字を入力してください。これは、デフォルトの「区切り文字」
と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペース) を指定すると、
個別のフィールドについてオーバーライドしないかぎり、各フィールドは「, 」
で区切られます。
v 「NULL フィールド長」: NULL が入っている可変長フィールドの長さをバイト
数で指定します。可変長フィールドの読み取りの際、ソース・フィールド内の長
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さが NULL フィールド長であれば、そのフィールドに NULL が入っていること
を意味します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用で
きません。
v 「NULL フィールド値」: ソースが NULL に設定されている場合に NULL フィ
ールドに入れる値を指定します。数値、ストリング、または文字タイプのリテラ
ル拡張文字を指定できます。例えば、1 バイトの値を <i>ooo (各 o は 8 進数字
0 - 7 のいずれかであり、最初の o は < 4) または、¥xhh (各 h は 16 進数字 0
- F のいずれか) で表すことができます。非印刷可能バイト値をエンコードする
ためには、この形式を使用する必要があります。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時
には使用できません。固定幅のデータ表記の場合、「埋め込み文字」(タイプ・デ
フォルトの「全般」セクションで指定する) を使用して、指定した値がフィール
ドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返し埋められる文字を指定できます。
v 「接頭部のバイト」: データ・ファイル内の各列には接頭部が付けられているこ
とを指定します。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、文字
で区切るか、または、フィールド長が入った 1 バイト、2 バイト、または 4 バ
イトの接頭部を付けます。InfoSphere DataStage は、この長さの接頭部を読み取り
ますが、ファイル読み取り元のデータ・セットに接頭部を別フィールドとして組
み込むことはありません。
このプロパティーは、「区切り文字」、「引用符」、「最終の区切り」(これはデ
フォルトで使用されます) の各プロパティーと同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」: このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用するた
めに用意されています。これを設定すると、InfoSphere DataStage は、読み取るフ
ィールドごとにメッセージを生成します。メッセージのフォーマットは、次のと
おりです。
インポートしています N: D

変数の意味は次のとおりです。
– N は、フィールド名です。
– D は、フィールドにインポートされたデータです。D に含まれる印刷不能文字
の前にはエスケープ文字が付き、C ストリング・リテラルとして書き込まれま
す。フィールドに 2 進データが含まれている場合、それは 8 進フォーマット
で出力されます。
v 「引用符」: 可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、またはそれ以外の文
字や 1 対の文字を使用して囲むことを指定します。「単一」または「二重」を選
択するか、文字を入力してください。デフォルトでは二重引用符に設定されてい
ます。
読み取りの際、InfoSphere DataStage は、前の引用符文字を無視し、後ろの引用符
文字までのすべてのバイト (引用符文字は含めない) を読み取ります。
v 「ベクトルの接頭部」: 可変長ベクトルのフィールドに対して、ベクトル内のエ
レメントの数を含む 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定しま
す。 個別のベクトルのデフォルトの接頭部を変更できます。 可変長ベクトル
は、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別
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のフィールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を
持つ場合、このプロパティーを使用して接頭部長を示します。 InfoSphere
DataStage は、この長さの接頭部を読み取りますが、データ・セットに別フィール
ドとして含めることはしません。デフォルトでは、接頭部長は 1 バイトとみなさ
れます。

タイプ・デフォルト
以下のプロパティーは、特定のデータ・タイプのすべての列に、列レベルで明示的
にオーバーライドされない限り適用されます。これらは、データ・タイプに従って
多くのサブグループに分けられます。

全般
以下のプロパティーは、複数のデータ・タイプに適用されます (列レベルでオーバ
ーライドされない場合)。
v 「バイト・オーダー」: 複数バイトのデータ・タイプ (string および raw デー
タ・タイプを除く) の順序を指定します。以下のバイト・オーダー・タイプの 1
つを選択してください。
– 「リトル・エンディアン」: 上位バイトが右になります。
– 「ビッグ・エンディアン」: 上位バイトが左になります。
– 「マシンに依存」: マシン固有フォーマットの定義に従います。これはデフォ
ルトです。
v 「データ・フォーマット」: フィールドのデータ表示形式を指定します。
string、ustring、および raw データ・タイプを除くすべてのデータ・タイプのフィ
ールドに適用されます。また、string でも raw でもないフィールドを 1 つ以上
含む record、subrecord、または tagged フィールドにも適用されます。以下のデー
タ・フォーマットの 1 つを選択してください。
– 「バイナリー」
– 「テキスト」(デフォルト)
「バイナリー」の設定は、以下のように、適用されるデータ・タイプが異なると
別の意味になります。
– decimal の場合、「バイナリー」はパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、「バイナリー」は、非テキストを意味
します。
– date の場合、「バイナリー」は、日付フィールドにユリウス日のプロパティー
を指定するのと等価です。
– time の場合、「バイナリー」は、midnight_seconds と等価です。
– timestamp の場合、「バイナリー」は、最初の整数にはタイム・スタンプの日
付部分のユリウス日が入っていて、2 番目の整数はタイム・スタンプの時刻部
分を午前 0 時からの秒数で指定していることを指定します。バイナリーのタ
イム・スタンプは 2 つの 32 ビット整数が書き込まれることを指定します。
デフォルトで、データは次のようにテキストとしてフォーマットされます。
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– date データ・タイプの場合、「テキスト」は、読み取ったデータに、
%yyyy-%mm-%dd 形式か、または、NLS システム上で新しい形式を定義済みの
場合はデフォルトの日付形式で、テキスト・ベースの日付が含まれることを指
定します。
– decimal データ・タイプの場合、フィールドは、先行スペースまたは「-」の後
に 10 進数が続き、スケールがゼロ以外の場合は小数点を埋め込んだストリン
グ・フォーマットで、10 進数を表します。宛先ストリング・フォーマット
は、[+ | -]ddd.[ddd] で、精度とスケールの引数は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および
dfloat) の場合、InfoSphere DataStage は、数値フィールドがテキストとして表
されると想定します。
– time データ・タイプの場合、「テキスト」は、テキスト・ベースの
%hh:%nn:%ss 形式か、または、NLS システム上で新しい形式を定義済みの場
合はデフォルトの日付形式で、フィールドが時刻を表すことを指定します。
– Timestamp データ・タイプの場合。「テキスト」は、%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss 形式か、または、NLS システムで新しい形式を定義済みの場合
はデフォルトの日付形式の、テキスト・ベースのタイム・スタンプであること
を指定します。
v 「フィールド最大幅」: ストリングとして表わされる列の最大バイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、長さを正確に計算できます。可変長の文字セットを
使用する場合、フィールドに合わせて適当な最大幅を計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
v 「フィールド幅」: ストリングとして表わされるフィールドのバイト数。数を入
力してください。これは、数をテキストとして保管するのに有用です。固定幅の
文字セットを使用する場合、バイト数を正確に計算できます。可変長エンコード
方式の場合、可変長文字の幅と頻度に基づいて計算してください。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む
record、subrecord、または tagged にも適用されます。
フィールド幅もフィールド最大幅も指定されていない場合、テキストとして書き
込まれる数値フィールドは、フィールドの最大幅のバイト数として、以下の値を
使用します。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数: 21 バイト
– 単精度浮動小数: 14 バイト (符号、数、小数点、7 桁の小数部、「E」、符
号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数: 24 バイト (符号、数、小数点、16 桁の小数部、「E」、符
号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」: このプロパティーは出力リンクでは無視されます。
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v 「文字セット」: 文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択
します。デフォルトは「ASCII」です。raw および ustring を除くすべてのデー
タ・タイプに適用されます。また、raw または ustring 以外のフィールドを含ま
ない record、subrecord、または tagged タイプにも適用されます。

string
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、string データ・タ
イプの列に適用されます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」: 出力リンクには適用されません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」: ASCII 文字を EBCDIC 文字として読
み取るように指定する場合に、このプロパティーを選択します。

10 進
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、decimal データ・
タイプの列に適用されます。
v 「すべてゼロを許可」: すべてゼロのパック 10 進列 (通常は不正) を、有効なゼ
ロの表記として扱うかどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択し
ます。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」: 10 進数の小数点として使用する ASCII 文字を指定します (デフォ
ルトはピリオドです)。
v 「パック」: 10 進列に含まれる内容を指定するオプションを、次のものから選択
します。
– 「はい」: 10 進フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが含まれる
ことを指定します (デフォルト)。次のサブプロパティーがあります。
「チェック」: 「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうか
が検証されます。「いいえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」: 10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に
「はい」を選択します。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の
値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」: 分離した符号バイトを持つアンパック 10 進数が含まれる
ことを指定します。次のサブプロパティーがあります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」: ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10
進数が含まれることを指定します。次のサブプロパティーがあります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」: フィールドの先頭または末尾バイトに、そのバ
イト自体の数値と、数値全体に負または正の符号が付けられているかどうかの
両方を指定する文字が含まれていることを指定します。次のサブプロパティー
があります。
符号位置。「先頭」または「最後」のうち適当なものを選択します。
v 「精度」: パック 10 進数の精度を指定します。数を入力してください。
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v 「丸め方式」: ソース・フィールドが 10 進に読み込まれるときに、ソース・フ
ィールドが宛先の 10 進に収まるように丸められる方式を指定します。以下の丸
め方式から選択してください。
– 切り上げ。ソース列を正の無限大方向に切り上げます。このモードは、IEEE
754 切り上げモードに対応します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になりま
す。
– 切り捨て。ソース列を負の無限大方向に切り捨てます。このモードは、IEEE
754 切り捨てモードに対応します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になりま
す。
– 「近似値」: ソース列を最も近い表現可能な値の方向に丸めます。このモード
は、COBOL ROUNDED モードに対応します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2
に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– ゼロ方向に切り捨て。これはデフォルトです。宛先でサポートされている右端
の小数桁より右側の小数桁を、符号に関係なく破棄します。例えば、宛先が整
数である場合、すべての小数桁は切り捨てられます。宛先も 10 進で、スケー
ルは宛先の方が小さい場合、宛先 10 進のスケールのサイズに合わせて切り詰
められます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に対応します。こ
の方式を使用すると、1.6 は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v スケール。ソースのパック 10 進数のスケールを指定します。

数値
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、integer フィール
ドおよび float フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」: ストリングのデータを整数または浮動小数点に、デフ
ォルト以外の方法で変換します。このプロパティーは、整数または浮動小数点の
ストリングの読み取りに使用される C 言語のフォーマット・ストリングを指定し
ます。これは sscanf() に渡されます。 例えば、C 言語フォーマットの %x お
よびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリ
ングとしてフォーマット設定されます。
v 「入力フォーマット」: ストリングから整数または浮動小数点データへの変換に
使用されるフォーマット・ストリングです。これは sscanf() に渡されます。 デ
フォルトで、InfoSphere DataStage は C sscanf() 関数を呼び出して、ストリン
グとしてフォーマットされた数値フィールドを整数または浮動小数点データのど
ちらかに変換します。この関数の出力データのフォーマットが満足できるもので
ない場合、in_format プロパティーを指定して、フォーマット設定の引数を
sscanf() に渡すようにできます。
v 「出力フォーマット」: このプロパティーは出力リンクには適用されません。

日付
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、date データ・タ
イプの列に適用されます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定
と互換性がありません。
「開始日付」: 指定された日付以降の日数が含まれている符号付き整数として日付が
書き込まれます。%yyyy-%mm-%dd 形式か、または、NLS システム上で新しい形式
を定義済みの場合はデフォルトの日付形式で、日付を入力してください。
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「フォーマット・ストリング」: 日付のフォーマット・ストリング。デフォルトで
は、これは %yyyy-%mm-%dd です。 フォーマット・ストリングに、次のエレメン
トの 1 つまたは組み合わせを組み込むことができます。
v %dd: 2 桁の日。
v %mm: 2 桁の月。
v %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カットオフ
(例えば、%1970yy)。
v %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
v %yyyy: 4 桁の年。
v %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1- 366 の範囲)。
v %mmm: 3 桁の月略語。
フォーマット・ストリングには、以下の制限があります。
v 同じタイプの複数のエレメントを組み込むことはできません。例えば、%dd エレ
メントを 2 つ含めることはできません。
v %dd と %ddd の両方を組み込むことはできません。
v %yy と %yyyy の両方を組み込むことはできません。
v %mm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
v %mmm と %ddd の両方を組み込むことはできません。
v %mm と %mmm の両方を組み込むことはできません。
v %dd がある場合は、%mm または %mmm も含んでいなければなりません。
v 1 つの %yy または %yyyy を含んでいなければなりません。
日付のフォーマット・ストリングを指定するときには、各コンポーネントの前にパ
ーセント記号 (%) を付けます。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号
(%) 以外の任意の文字で分離してください。
このフォーマット・ストリングが日を含んでいない場合、宛先フィールドでは月の
最初の日に設定されます。フォーマット・ストリングが月と日を含んでいない場
合、デフォルトで 1 月 1 日になります。フォーマット・ストリングに日が含まれ
ている場合は、月も含まれている必要があることに注意してください。つまり、月
だけを省略することはできません。
year_cutoff は、2 桁のすべての年がその範囲に収まる 100 年 (世紀) の開始年を定
義します。デフォルトでは、年カットオフは 1900 です。したがって、2 桁の年 97
は、1997 を表します。環境変数 APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR を使用し
てもこれを設定できますが、%year_cutoffyy が設定されている場合は、それでオーバ
ーライドされます。
年カットオフとして任意の 4 桁の年を指定できます。その場合、すべての 2 桁の
年は、カットオフ以上で、指定された 2 桁で終わる年を指定することになります。
例えば、年カットオフを 1930 に設定する場合、2 桁の年 30 は 1930 年に対応
し、2 桁の年 29 は 2029 年に対応します。
「ユリウス日」: これを選択すると、ユリウス日を含む数値として日付を書き込むこ
とが指定されます。ユリウス日は、紀元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 (正午) GMT
からの日数として日付を指定します。
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Time
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、time データ・タ
イプの列に適用されます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定
と互換性がありません。
「フォーマット・ストリング」: 時刻をストリングとして表す列のフォーマットを指
定します。デフォルトでは、これは %hh-%mm-%ss です。時刻のフォーマット・ス
トリングに含めることのできるコンポーネントは、次のとおりです。
v %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
v %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されているた
め、分は nn で表されます)。
v %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
v %ss.n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。n が
0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続のゼロ
は削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号を付ける必
要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の任意
の文字で分離してください。
「午前 0 時からの経過秒数」: これを選択すると、直前の午前 0 時からの経過秒数
が入ったバイナリー 32 ビット整数として、時刻を書き込むことが指定されます。

Timestamp
以下のプロパティーは、列レベルでオーバーライドされない限り、timestamp デー
タ・タイプの列に適用されます。
「フォーマット・ストリング」: タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォ
ーマットを指定します。デフォルトは、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォ
ーマットは次のように指定します。
日付:
v %dd: 2 桁の日。
v %mm: 2 桁の月。
v %year_cutoffyy: yy から派生する 2 桁の年および指定された 4 桁の年カットオ
フ。
v %yy: 年カットオフ 1900 から派生する 2 桁の年。
v %yyyy: 4 桁の年。
v %ddd: 3 桁の形式で表した年間通算日 (1 - 366 の範囲)。
時刻:
v %hh: 2 桁の時間コンポーネント。
v %nn: 2 桁の分コンポーネント (mm が日付形式で月に対して使用されているた
め、分は nn で表されます)。
v %ss: 2 桁の秒コンポーネント。
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v %ss.n: 2 桁の秒および小数部分。n は、小数部の桁数で、最大値は 6 です。n が
0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続のゼロ
は削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にはパーセント記号 (%) を付け
る必要があります。ストリングの各コンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の
任意の文字で分離してください。

「出力」ページ - 「列」タブ
「出力」ページには、常に「列」タブがあります。「列」ページでは、選択した出
力リンクの列メタデータがグリッドに表示されます。
グリッドへのデータ設定には、以下のようにさまざまな方法があります。
v リンクのもう一方の端にメタデータが定義されている場合、その情報が「列」タ
ブに表示されます (メタデータは、リンクに関連付けられていて、リンクと共に
移動します)。
v 必要なメタデータをグリッドに入力できます。入力が終了したら、「保存...」を
クリックして、後で再利用できるようにメタデータを表定義としてメタデータ・
リポジトリーに保存します。
v 既存の表定義をメタデータ・リポジトリーからロードできます。「ロード...」を
クリックし、どの表定義をロードするのかを選択します。
v 「マッピング」タブで編集するステージが一般的なステージや再構成ステージの
場合、データを左側のペインから右側のペインにドラッグできます。このドラッ
グによって、右側のペインと「列」タブに自動的にデータが設定されます。
DataStage アドミニストレーターでランタイム列伝搬が有効にされている場合、「ラ
ンタイム列伝搬」を選択することによって、ステージが検出する列は、メタデータ
に明示的に定義されていなくても使用可能であることを指定できます。次のステー
ジ・タイプでランタイム列伝搬を使用する場合は、特に考慮する点があります。
v Sequential File
v File Set
v External Source
v External Target
以上のステージについては、それぞれの説明を参照してください。
選択した出力リンクがリジェクト・リンクである場合、列メタデータ・グリッドは
読み取り専用であり、変更できません。
「グリッド・プロパティー」ウィンドウでオプションを選択した場合、「列」タブ
には、さらに 2 つのフィールド、「表定義参照」と「列定義参照」も表示されま
す。これらのフィールドには、タブにある列の派生元となった、表定義と個々の列
が表示されます。
行をクリックし、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選択すると、「列
メタデータ編集」ウィンドウが開き、行の詳細を編集できます。また、「パラレ
ル」タブでは、パラレル・ジョブ列定義に固有のプロパティーを指定できます。こ
こで指定できるプロパティーは、入力リンクに指定できるものと同じです。
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「マッピング」タブ
処理ステージおよび再構成ステージの場合、「マッピング」タブは、出力列がどの
ように導出されるのかを指定します。つまり、どの入力列が出力列にマップされる
のか、あるいは、出力列がどのように生成されるのかを指定します。
左のペインには、入力列および生成された列がリストされます。これらは読み取り
専用であり、このタブで変更することはできません。これらの列は、ステージが入
力データの処理後に生成したデータを表しています。
右のペインには、各リンクの出力列がリストされます。これらの出力列には、入力
列をドラッグするか、「自動マッチング」機能を使用して、データを設定できま
す。出力列定義をまだ定義していない場合、列にデータを設定することによって、
定義が行われます。既に出力列定義を定義済みの場合、InfoSphere DataStage は、マ
ッピングを実行します。自動マッチング機能を使用してこれを明示的に行うか、ま
たは、「マッピング」タブで「OK」をクリックして暗黙に行う (これは名前での自
動マッチングと等価です) ことができます。
さまざまな列選択および編集機能 (複数列を選択する機能、および複数の出力仕様
を編集する機能もあります) にアクセスできるショートカット・メニューもありま
す。
出力データが入力データのサブセットである場合、左側にある列すべてをマップし
ないような選択も可能です。ただし、リンクに対してランタイム列伝搬をオンにし
ていた場合、マップしなかったデータでも、結局は出力リンクに載ってしまいます
ので注意してください。
ステージ・エディターを開かなくても、マッピングは実行できます。デザイナー・
キャンバスでステージを選択し、ショートカット・メニューから「自動マップ」を
選択します。
さまざまなステージでのマッピング操作について詳しくは、個々のステージの説明
を参照してください。
右側のペインでショートカット・メニューを表示して、次の処理を行えます。
v 列名の検索と置換。
v 入力した出力仕様の検証。
v 既存の出力仕様のクリア。
v 新規列の付加。
v すべての列の選択。
v 現在の位置への新規列の挿入。
v 選択した列の削除。
v 列の切り取りおよびコピー。
v 列全体の貼り付け。
v 列の出力仕様だけの貼り付け。
「検索」ボタンを使用して、特定の出力列を検索できます。
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「自動マッチング」ボタンをクリックするとウィンドウが開き、そのウィンドウ
は、指定した基準に従って、自動的に左ペインの列を右ペインの列にマップしま
す。
「位置マッチング」を選択すると、入力列は対応する位置の出力列にマッピングさ
れます。「名前の一致」を選択すると、名前に基づくマッチングが行われます。す
べての列が名前でマッピングされるように、または選択した列だけがマッピングさ
れるように指定できます。入力列/出力列の接頭部/接尾部を無視するように、または
大/小文字の区別を無視するように指定することもできます。

「マッピング」タブの構成
「マッピング」タブを使用して、入力列を出力にマップすることができます。

このタスクについて
事前に、列定義を単一ソース・マッチング・ジョブの出力ステージにロードする必
要はありません。代わりに、「マッピング」タブを使用して、出力する列を指定し
ます。
出力に含める入力列を指定することができます。一般的に、ステージによって追加
された列は保存してください。
One-source Match ステージの出力列をマップするには、以下のステップに従いま
す。

手順
1. 「出力」ページで、「出力名」ドロップダウン・リストから出力リンクを選択し
ます。
2. 「マッピング」タブを選択します。
3. 左側の列リストから、出力したい各列を、右側の出力リンク・リストにドラッグ
します。列のグループを選択して、一度にドラッグするか、または右クリックし
て「すべて選択」を選択します。
注: このようにして列をドラッグして、出力表定義を作成しても、表定義はメタ
データ・リポジトリーに自動的には保存されません。適切なメタデータ管理を行
うためには、「出力」ページの「列」タブで、「保存」をクリックして、新しく
作成された表定義を保存してください。
4. 各出力について、このプロセスを繰り返します。

タスクの結果
一度ステージ・プロパティーを設定したら、いつでもジョブを保存、コンパイル、
および実行することができます。

「高度」タブ
「高度」タブでは、このステージから出力されるデータを InfoSphere DataStage が
どのようにバッファリングするのかを指定できます。
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InfoSphere DataStage は、デッドロックが起こり得ないようにデータをバッファリン
グします。デッドロックは、多くのステージが相互に依存しており、別ステージか
らの入力を待っていて、受信するまで出力できない状況です。
バッファーのサイズとオペレーションは、通常、すべてのステージ上のすべてのリ
ンクで同じです。デフォルト値の設定は、環境変数を使用しても設定できます。
「高度」タブでは、リンク単位でバッファリングに関する設定を指定できます。設
定の変更は、その影響を完全に理解している場合のみ実行してください。そうでな
い場合、デッドロック状態が発生することになるかもしれません。
このタブで行う変更は、このリンクの相手側ステージの「入力」ページ「高度」タ
ブに自動的に反映されます。
設定は次のとおりです。
v 「バッファリング・モード」: ドロップダウン・リストから以下のいずれかを選
択します。
– 「(デフォルト)」: 環境変数で指定されたデフォルト設定を使用します (これ
は、APT_BUFFERING _POLICY 環境変数の値を明示的に変更していない場合
限り、自動バッファリングです)。
– 「自動バッファリング」: データ・フローのデッドロック状態を防止するのに
必要な場合のみ、出力データをバッファリングします。
– 「バッファリング」: このステージからのすべてのデータ出力を無条件にバッ
ファリングします。
– 「バッファリングしない」: どのような状況でも、出力データをバッファリン
グしません。慎重に使用しないと、デッドロック状況に陥る可能性がありま
す。
「自動バッファリング」または「バッファリング」オプションを選択する場合、さ
まざまなパラメーターの値を設定することもできます。
v 「最大メモリー・バッファー・サイズ (バイト)」: バッファー当たりの仮想メモ
リーの最大使用量をバイト単位で指定します。 デフォルト・サイズは 3145728
(3 MB) です。
v 「メモリー・バッファー・レート (%)」: メモリー内バッファーをどれだけ消費
すれば、それ以降はバッファーが拒否するのかを指定します。この量は「最大メ
モリー・バッファー・サイズ (バイト)」のパーセンテージで示します。バッファ
ー内のデータ量がこの値よりも少ない場合、新しいデータは自動的に受け入れら
れます。 データがこの値を超えている場合、バッファーは、新しく受け入れる前
に、まず、バッファーに含まれるデータの一部を書き込もうとします。
デフォルト値は、最大メモリー・バッファー・サイズの 50% です。100% を超え
る値を設定することができ、その場合、バッファーは、ディスクに書き込む前
に、指定された値を最大メモリー・バッファー・サイズに乗算したサイズまで、
データを保管し続けます。
v 「バッファリング上限値 (バイト)」: メモリーとディスクの両方を使用して任意
の時点でバッファリングされる、データの最大量を指定します。デフォルト値は
ゼロで、これは、バッファー・サイズは構成ファイルに指定された使用可能なデ
ィスク・スペース (リソース・スクラッチ・ディスク) に制限されることを意味し
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ます。「バッファリング上限値 (バイト)」をゼロ以外の値に設定した場合、バッ
ファーに保管されるデータ量は、この値 (バイト) に 1 ブロック (1 ブロックに
保管されるデータは 32 KB を超えることはできません) を加えた値を超えるこ
とはありません。
「バッファリング上限値」を「最大メモリー・バッファー・サイズ」より少しだ
け小さい値か、同じ値に設定し、「メモリー・バッファー・レート」を 1.0 に設
定した場合、ディスクに書き込まない有限容量のバッファーを作成することにな
ります。ただし、バッファーのサイズはシステムの仮想メモリーによって制限さ
れており、バッファーがいっぱいになるとデッドロックが発生することがありま
す。
v 「ディスク・ブロック・サイズ (バイト)」: バッファリング・オペレーターによ
りディスクとの間で移動されるデータ・ブロックのサイズをバイト単位で指定し
ます。デフォルトは 1048576 (1 MB) です。この値を調整すると、ディスク・ア
クセスの回数と、少量データのスループットとのバランスを取ることができま
す。ブロック・サイズを増やすと、ディスク・アクセスは減少しますが、データ
が小さい単位で読み取り/書き込みされるときには、パフォーマンスが悪化する可
能性があります。ブロック・サイズを減らすと、スループットは増加しますが、
ディスク・アクセスの回数が増加する可能性があります。
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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。
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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 42. 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。
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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 43. 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 43. 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。

エラー・レポート・フィールド (続き)
VPHONE ルール・セット 220
VTAXID ルール・セット 222
オーバーライド
コピー

［ア行］

245
257

概要 190
Standardization Rules Designer

連絡先

VPHONE ルール・セット

219

VTAXID ルール・セット
構成

221

Survive ステージ
「高度」タブ

変更 244
お客様サポート
255

243

Investigate ステージ

「オーバーライド」ウィンドウ

アクション

212

オーバーライド表
テスト 262
検証ロジック

196

244

削除
変換

検証ルール・セット

「出力」ページ

345

341

「ステージ」ページ

値
分類 248
分類のストラテジー
一致ウェイト 69

［カ行］

233

概要
ウェイト

インドの住所ルール・セット
共有コンテナー
地域 272
ウィンドウ

273

ウェイト比較 131, 134
ウェイト・オーバーライド
カラム・マスクの選択 13

「入力」ページ
構文解析例

1

Investigate ステージ 7
Standardize ステージ 25
117

構文、Survive ステージでの確認

172

選定ルール定義 169, 171, 172
データ表示配置 133
「テスト環境」ウィンドウ 74
標準化ルール・プロセス 200
分析詳細オプション 13, 16
変数特殊処理 122
マッチング・コマンド 86
列の詳細 121
Survive ステージ
式の構文の確認 172
Survive ステージでの式の構文の確認
172
ウェイト
一致と不一致 69
概要 56, 69
計算に使用される式 70
計算例 70
差別化の能力 69
説明 68
ウェイトとレコードの比較 68
ウェイト比較
表示 134
ウェイト・オーバーライド
マッチング・コマンド 117
例 120
エラー・レポート・フィールド
VDATE ルール・セット 215
VEMAIL ルール・セット 217
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014

確率 68
確率論的レコード・リンケージ
各国の住所ファイルの標準化
MNS ステージ
カットオフ
一致 70
調整

289

325

VEMAIL ルール・セット 216
VPHONE ルール・セット 218
VTAXID ルール・セット 221

56, 69

データ・クレンジング
マッチングの概念 55

13

169

［サ行］
55

35

136

要検討 70
割り当て 124
カラム・マスク 15
変更 14
「カラム・マスクの選択」ウィンドウ 13
環境変数
QSM_MAT_UNCERT_VERSION 112,
114
技法、単純選定ルールに使用 171
逆マッチング 90
マッチング仕様での定義 90
区切り文字
ドメイン・プリプロセッサー・ルー
ル・セット 200
国別 ID ルール・セット
区切り文字 199
国または地域識別子
不明 198
リスト 263
リテラル 198
ルール・セット 198
現行レコード 173
検証ファイル
命名規則 212

サポート
お客様

345

サンプル・データ
特性 247
Standardization Rules Designer
資産交換コマンド 223
住所のマッチング
例

246

59

「従属」マッチング・タイプ
One-source Match ステージ 152
「出力」ページ
「高度」タブ 341
「出力」ページ 326
ステージ・エディター 326
「全般」タブ 327
フィールド・デフォルト 330
「プロパティー」タブ 327
「マッピング」タブ 339
「列」タブ 338
出力データ
COUNTRY ルール・セット 200
出力列
概要 186
ディクショナリー 187
フィールド・タイプ 188
条件
概要 190
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