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第 1 章 InfoSphere Information Governance Catalog の概要
大量のデジタル情報は、組織による短時間での情報の分析と、確かな根拠に基づい
たタイムリーな決定を必要とします。情報ガバナンスは、組織の決定や運用するビ
ジネス・プロセスに対する信頼を高めるために情報を管理、改善、および活用する
ための包括的アプローチです。IBM® InfoSphere® Information Governance Catalog
は、組織が情報を理解し、ガバナンスするためのエントリー・ポイントを提供しま
す。
ビジネス・アナリストと対象分野の専門家は InfoSphere Information Governance
Catalog を使用して、全社的な語彙および情報ガバナンスの実施手順を作成および管
理できます。このようなシステムを使用して、ビジネスと情報技術で共通の用語を
作りあげることができます。InfoSphere Information Governance Catalog では、指定
されたユーザーがグロッサリー資産、すなわち用語、カテゴリー、情報ガバナン
ス・ポリシー、および情報ガバナンス・ルールを作成できます。また、ユーザー
は、作成したグロッサリー資産と他のカタログ資産との間の関係を定義できます。
グロッサリー資産に加えて、カタログには、グロッサリー資産以外の資産である情
報資産に関するメタデータも含めることができます。情報資産の例として、データ
ベース表や列などの実装済みデータ・リソース、ETL ジョブ、プロファイル作成プ
ロセス、ルーチン、関数などが挙げられます。これらの情報資産は、通常、他の
IBM InfoSphere Information Server コンポーネントから取得され、InfoSphere
Information Server のメタデータ・リポジトリーに保管されます。
カタログには、外部資産に関するメタデータを含めることもできます。外部資産に
は、外部の資産管理システム内にあるビジネス・プロセス・モデル、Web サービ
ス、またはレポートなどの項目があります。InfoSphere Information Governance
Catalog は、データ・フロー、リネージュ、および資産に対する変更の影響に関する
レポートを提供することで、これらすべてのタイプの資産をユーザーが探索および
管理できるようにします。カタログ内の資産間の関係を検出および分析して、エン
タープライズ内のデータのフローをより深く理解し、より適切に管理できます。
InfoSphere Information Governance Catalog は、リネージュ・レポートと分析を提供
することで、リネージュ情報を必要とするコンプライアンスおよびガバナンスのイ
ニシアチブを担当する IT 専門家をサポートします。例えば、そのようなイニシア
チブには Dodd-Frank または Basel II があります。また、InfoSphere Information
Governance Catalog は、情報管理環境に対する変更の影響を示す影響分析を提供す
ることによっても IT 専門家をサポートします。
InfoSphere Information Governance Catalog では、以下のタスクを実行できます。
v 共通のビジネス言語を確立し、情報に関するビジネス・パースペクティブを管理
し、それらのビューを IT の観点に合わせて調整する。
v カタログ内の資産を探索する。
– グロッサリー資産、情報資産、外部資産、さらにスチュワード、ブループリン
ト、およびその他のカタログの内容を探索する。
– 単純検索および拡張検索と強固な照会を提供する。
© Copyright IBM Corp. 2014
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– 資産関係のグラフィカル・ビューを表示する。
– 用語に対する変更の履歴を追跡する。
v 説明およびアソシエーションを使用して既存のメタデータを拡張する。
– 関連した資産、スチュワード、ラベル、およびカスタム属性を資産に関連付け
る。
– InfoSphere Information Server コンポーネントで自動的には生成されない拡張デ
ータ・ソースまたは外部アプリケーションから容易にインポートすることがで
きない拡張データ・ソースを作成して、メタデータをカタログに追加する。
v 主要な情報資産およびビジネス・インテリジェンス・レポートの従属性と関係を
分析する。
– ジョブおよびデータベースからビジネス・インテリジェンス・レポートへのリ
ネージュをトレースする
– 列、データベース表、およびその他の資産を把握する
– リネージュ分析を実行して、共有表の情報、ジョブ・デザインの情報、または
ジョブ実行のオペレーショナル・メタデータを使用することにより、データが
どこから来て、どこに行くかを把握する
– 影響分析を実行して、依存関係を理解し、列またはジョブへの変更の影響を把
握する
– ジョブ実行からオペレーショナル・メタデータを分析し、書き込みと読み取り
が行われた行、およびイベントの成功または失敗をレポートする
v カタログ・メタデータを管理して、詳細な分析レポートを入手する。
– 重複資産を調整する
– データベースをデータベース別名にマップする
– ランタイム情報にアクセスしてレポートを改良する
– データ・ソース内またはデータ・ソース間の関係の検出を自動化して、プロジ
ェクトのデプロイメントを迅速化する
– データ・リネージュを実行して、データ・ガバナンスとコンプライアンス作業
をサポートする、信頼できる情報を作成する

カタログ内の資産とメタデータ
IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用して資産を作成できます。ま
た、他のアプリケーションによって作成された資産とそのメタデータ、または外部
アプリケーションからインポートされた資産とそのメタデータを使用することもで
きます。
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーには、その製品によって
作成またはインポートされたメタデータが保管されます。メタデータ・リポジトリ
ーは、製品によって作成またはインポートされたメタデータを 1 つの共有ロケーシ
ョンに保管します。データはメタデータ・リポジトリー内に保持され、スイート内
の他の InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントで使用できます。
InfoSphere Information Governance Catalog は、グロッサリー資産、情報資産のメタ
データ、および外部資産のメタデータのストレージを表す「カタログ」という概念
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を使用します。カタログは、メタデータ・リポジトリーのサブセットです。ただ
し、カタログは、メタデータ・リポジトリー内の物理的な場所ではありません。

グロッサリー資産 は、ユーザーが InfoSphere Information Governance Catalog で作
成するカテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、および情報ガバナンス・ル
ールです。これらの資産がカタログに保管されます。
情報資産 は、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager、IBM InfoSphere
DataStage®、IBM InfoSphere QualityStage®、および IBM InfoSphere Information
Analyzer などの InfoSphere Information Server 製品によって作成またはインポート
されます。情報資産には、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート、ジョブ、マ
ッピング仕様といった、さまざまな資産タイプがあります。これらの資産に関する
メタデータはカタログにインポートできます。
さらに、外部資産 に関するメタデータもカタログにインポートすることができま
す。外部資産には、ETL ツール、スクリプト、Java™ プログラム、Web サービス、
ストアード・プロシージャー、カスタム変換、論理データ・モデル、物理データ・
モデルなどの資産タイプがあります。
図 1 のダイアグラムは、カタログ内のグロッサリー資産、情報資産、および外部資
産の関係を示したものです。情報資産をインポートまたは作成する InfoSphere
Information Server 製品の一部がリストされています。情報資産には、カタログにメ
タデータをインポートできる一部の資産タイプが含まれています。
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図 1. カタログ資産およびメタデータとその他の InfoSphere Information Governance Catalog 製品との統合

カタログにアクセスするためのインターフェース
いくつかの異なるインターフェースを使用してカタログ内のグロッサリー資産、情
報資産、および外部資産にアクセスできます。
カタログの内容には、以下のインターフェースを使用してアクセスできます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog
任意の Web ブラウザーから InfoSphere Information Governance Catalog に
アクセスできます。 Web ブラウザーから、グロッサリーに関連したすべて
のタスクを実行できます。指定されたユーザーは、グロッサリーを管理し、
グロッサリーの内容を作成できます。また、すべての InfoSphere
Information Governance Catalog ユーザーはグロッサリーを参照し、検索で
きます。指定されたユーザーは、データ・リネージュ・レポートおよびビジ
ネス・リネージュ・レポートを実行できます。それらのユーザーは、リネー
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ジュ・レポートに必要なソース資産とターゲット資産をマップする拡張マッ
ピング文書を作成することもできます。
IBM Glossary Anywhere
この検索ツールは、Microsoft Windows デスクトップからアクセスでき、こ
れを使用すると、別の Web ブラウザー・ウィンドウを開かずに、他のテキ
スト・アプリケーション内からカタログ内のグロッサリーの内容にアクセス
できます。ユーザーは、IBM Glossary Anywhere を使用してグロッサリーの
内容を表示および検索することができますが、このインターフェースから内
容を変更することはできません。グロッサリーの内容を更新する必要があれ
ば、IBM Glossary Anywhere 内から Information Governance Catalog を開く
ことができます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog REST API
REST (Representational State Transfer) API (アプリケーション・プログラミ
ング・インターフェース) は、InfoSphere Information Governance Catalog
REST API に付属しています。この API を使用すると、クライアント・ア
プリケーションはグロッサリーの内容にアクセスしたり、これを作成したり
できます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse
Eclipse プラグイン・コンポーネントを使用すると、他の Eclipse ベースの
アプリケーションのユーザーが、Eclipse アプリケーション内から直接グロ
ッサリーの内容を参照できるようになります。例えば、IBM Rational®
Software Architect ファミリーの製品のユーザーや IBM InfoSphere Data
Architect のユーザーは、グロッサリー資産およびそれらのプロパティーを
表示および検索できます。物理データ・モデルと論理データ・モデルのエレ
メントに用語および情報ガバナンス・ルールを割り当てることができます。
他の Eclipse ベースのアプリケーションを拡張して、同じようにグロッサリ
ーへのアクセスを組み込むこともできます。

メタデータのタイプ
カタログは、すべての IBM InfoSphere Information Server スイート・コンポーネン
トに対し、メタデータの永続ストレージを提供します。カタログは、いろいろなタ
イプのメタデータを共有、保管、および調整します。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog カタログが使用するメタデータのタ
イプは以下のとおりです。
ビジネス・メタデータ
他のアプリケーションで作成および管理される資産のビジネス・コンテキス
トとビジネス名を提供します。ビジネス・メタデータには、InfoSphere
Information Governance Catalog で作成された用語、情報ガバナンス・ルー
ル、ラベル、スチュワードなどがあります。
テクニカル・メタデータ
ソース/ターゲットのシステム、データベース表、およびフィールド構造に
関する詳細を提供するほか、次の資産タイプの従属性を提供します。
v ホスト・コンピューター、データベース、データ・ファイル、およびそれ
らの内容など、実装されたデータ・リソース
第 1 章 概要
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v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage および IBM DB2® BLU
Acceleration で作成される ETL プロセス、プロジェクト、ユーザー、お
よびジョブ
v IBM InfoSphere Discovery および IBM InfoSphere Information Analyzer
からの分析
v IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges によって BI アプリケーショ
ン (IBM Cognos®、SAP BusinessObjects など) からインポートされた BI
レポートとモデル・メタデータ
オペレーショナル・メタデータ
読み書きされた行、影響を受けるデータベース表やデータ・ファイルなど、
ジョブ実行を記述します。InfoSphere Information Governance Catalog を使用
して、デザインとオペレーショナル・メタデータを組み合わせたデータ・リ
ネージュ・レポートを作成できます。
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第 2 章 カタログを開く
IBM InfoSphere Information Governance Catalog を開いて、Web ブラウザーでカタ
ログの管理、ガバナンス、および表示を行います。

始める前に
v 基本ユーザー、ユーザー、Glossary 作成者、Glossary アドミニストレーター、情
報資産アドミニストレーターのいずれかの Information Governance Catalog ロール
が必要です。
v InfoSphere Information Governance Catalog のインストール済み環境のホスト・サ
ーバー名とポートを知っている必要があります。
v IBM InfoSphere Information Server のインストール済み環境にシングル・サインオ
ンが構成されている場合を除き、ユーザー名およびパスワードが必要です。

手順
1. Web ブラウザーを開き、URL を次のフォーマットで入力します。
https://host_server:port/ibm/iis/igc
host_server:port の値は、IBM WebSphere® Application Server クラスタリングが
サービス層の構成内にセットアップされているかどうかによって異なります。
オプション

説明

クラスタリングが、セットアップされてい
る場合

host_server:port は、フロントエンド・ディ
スパッチャー (Web サーバーまたはロー
ド・バランサーのいずれか) の名前または
IP アドレスと、ポートになります。
特定のクラスター・メンバーのホスト名や
ポートは使用しないでください。
デフォルトのポートは 80 です。デフォル
トのポートを使用する場合は、ポート番号
を省略することができ、自動的に 80 が使
用されます。

クラスタリングがセットアップされていな
い場合

host_server:port は、WebSphere Application
Server がインストールされているコンピュ
ーターのホスト名または IP アドレスと、
IBM InfoSphere Information Server Web コ
ンソール に割り当てられたポートになりま
す。
デフォルトのポートは 443 です。デフォル
トのポートを使用する場合は、ポート番号
を省略することができ、自動的に 443 が使
用されます。

初めて InfoSphere Information Governance Catalog にアクセスしたとき、サーバ
ーからの証明書が信頼されないと、セキュリティー証明書に関するメッセージが
© Copyright IBM Corp. 2014
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表示されます。ブラウザーのプロンプトにしたがって、証明書を受諾します。
2. 必要な場合は、InfoSphere Information Governance Catalog にログインします。
InfoSphere Information Server のインストール済み環境に Microsoft Windows デ
スクトップ・シングル・サインオンが構成されている場合以外はログインする必
要があります。
オプション

説明

シングル・サインオンが構成されていない場
合

プロンプトに従って、InfoSphere Information
Server のユーザー名とパスワードを入力しま
す。 ユーザー名とパスワードは、InfoSphere
Information Governance Catalog のアドミニス
トレーターまたは InfoSphere Information
Server のアドミニストレーターから入手して
ください。

シングル・サインオンが構成されており、
Windows システムにログインしたときに、
Windows の証明情報を入力した場合

これ以上のステップは不要です。InfoSphere
Information Governance Catalog ホーム・ペー
ジが表示されます。

3. オプション: 次回、同一の Web ブラウザーで InfoSphere Information Governance
Catalog をこの URL で開いたときにログインしなくても済むように、「自動ロ
グイン」 チェック・ボックスを選択してユーザー名とパスワードを保存しま
す。 この機能を有効にするには、Web ブラウザーで Cookie が有効になってい
る必要があります。
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第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
カタログは、エンタープライズ全体で使用される資産の正式なディクショナリーで
す。適切にデザインされたカタログの主な効果の 1 つは、エンタープライズ情報の
信頼性と確実性が高まることです。リネージュ・レポートには、カタログ内の資産
間のデータのフローが正確かつ完全に記述されます。
カタログは、ビジネス言語およびそのビジネス言語と情報資産との関係を記述する
豊富な意味情報を収容し、表示できます。しかし、カテゴリーと用語のみを持つ単
純なカタログをデプロイできます。カタログの内容をデプロイする便利なアプロー
チは、このような言語ベースの内容から始めて、後でカタログの内容と関係を拡張
していくことです。
グロッサリー資産には、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、および情
報ガバナンス・ルールがあります。それらは、さまざまな方式とさまざまなフォー
マットでカタログにインポートできます。さらに、IBM Industry Models の各種コン
ポーネント向けの IBM InfoSphere Business Glossary Packs を使用して、ユーザーの
業界に適したビジネス・グロッサリー・モデルをインポートできます。カタログに
インポートされた BI モデル資産および論理データ・モデル資産を用語とカテゴリ
ーに変換することもでき、IBM InfoSphere Data Architect 命名モデル語を用語に変
換できます。
カテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、および情報ガバナンス・ルールに
加えて、グロッサリーには、その他の資産に関する情報も含まれています。これら
の資産には、カタログ内に示されるデータベース表、ジョブ、レポートなどが可能
です。外部資産も可能です。 グロッサリー資産間の関係は、事前に決定するか、あ
るいは、グロッサリー構造のビルドが完了するまで待ってから、この決定を行うこ
ともできます。
グロッサリーを計画し、ビルドして、エンタープライズに使用可能にするには、次
の手順で行います。
1.

10 ページの『ガバナンス・チームの確立』

2. メタデータ・プロジェクトの開発
a. メタデータ・プロジェクトのオーナーとオーナーの責任
b. メタデータ・プロジェクトの要件
c. メタデータ・プロジェクトの目標と目標の達成方法
3.

4.

15 ページの『カテゴリーと用語のデザインと作成』
a.

15 ページの『カテゴリー構造のデザイン』

b.

16 ページの『事前情報の収集』

c.

18 ページの『カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する』

d.

23 ページの『他の資産のデータをカタログに設定する』

25 ページの『情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールのデザイン
と作成』
a.

© Copyright IBM Corp. 2014
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b.

31 ページの『グロッサリーへの情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバ
ナンス・ルールのデータの設定』

c.

31 ページの『運用ルールおよび他の資産のデータをカタログに設定する』

5.

33 ページの『スチュワードの割り当て』

6.

33 ページの『環境のカスタマイズ』

7.

33 ページの『グロッサリーをエンタープライズに使用可能にする』

8. リネージュ環境のセットアップ
9. 最適なリネージュのための Infosphere DataStage ジョブのデザイン
10. メタデータの分析

ガバナンス・チームの確立
ガバナンスとは、組織が情報資産の監視および責務の維持に使用する手順です。複
数部門からのチームがカタログ・ガバナンスに対して責任を持ちます。
正しい内容をカタログに取り込むには、エンタープライズ内のサブジェクト・エリ
アに関して最も理解している人を特定します。
通常は、カタログのデザインおよびメンテナンスには次のようなさまざまな人が関
係します。
v 用語のビジネス上の使用、その従属性、および他の用語との関係について理解し
ている技術顧問。 この技術顧問が、新規の用語を作成し、定義します。
v ビジネス・エンティティーごとの用語のビジネス定義を理解しているビジネス・
アナリストで、ビジネス対象者に情報を配布するための要件を受け取っている
人。 このビジネス・アナリストが技術顧問とともに作業して、レポート、アプリ
ケーション、および一般のコミュニケーションで使用される最も一般的な単語を
表す用語のリストを設定します。 また、用語の定義が企業の目標と整合している
ことも確認します。
v エンタープライズが内部要件、規制上の要件、および法的要件に適合するために
従う必要のある情報ガバナンス・ポリシーを定義し、施行する準拠監視者。 情報
配信プロジェクトが、品質、セキュリティー、プライバシーおよびその他のガバ
ナンス条件に準拠していることを確認します。
v データ・ソースを処理するビジネス・アナリストとデータ・アナリスト。これら
のアナリストは、準拠監視者と共同で具体的な情報ガバナンス・ルールを確立
し、それらをデータ・ソースに適用します。また、これらのアナリストは、情報
ガバナンス・ルールと、データ品質、プライバシー、データ変換などの運用ルー
ルとの関連付けを作成します。
v 用語および情報ガバナンス・ルールが割り当てられる可能性のあるデータ・ソー
スの物理上および構造上の性質を理解しているデータ設計者。このデータ設計者
が、用語または、用語かルールに割り当てるデータベース表、ジョブなどの資産
を見つけます。また、用語とその物理ストレージ・ロケーションとの間の関係も
確立します。
技術顧問、データ設計者、およびビジネス・アナリストのチームで、カタログの開
発およびメンテナンスを指導するガバナンス・チームを組織します。カタログ構造
を計画する場合、チームは以下の質問を考慮します。
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v どのカテゴリーと用語が必要か。 どのカテゴリーにどの用語が含まれるか。
v カタログにインポート可能な既存のカテゴリーと用語があるか
v どのカテゴリーがトップレベル・カテゴリーか。どれがサブカテゴリーか。
v グロッサリーとメタデータの内容をクラス分けするにはどのラベルを定義すれば
いいか。
v どのカタログ・プロパティーを使用して、概念が互いに関連している状態を表現
するか。
v どのカスタム属性フィールドをカタログで定義して、ユーザーの組織に関する追
加の情報タイプを取り込むか。
v カタログに含めて伝える必要のある情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナ
ンス・ルールはどれか。
カタログ構造を作成する前にこうした点を把握しておくと、ユーザーが理解しやす
いように単純で、エンタープライズの目標に対応した構造をビルドすることができ
ます。

グロッサリー・ワークフロー・ロールの定義
グロッサリーのユーザーには、グロッサリー資産の制御された段階的な開発プロセ
スに参加できるようにするロールを割り当てることができます。このオプションの
段階的プロセスは、ワークフローと呼ばれ、IBM InfoSphere Information Governance
Catalog Glossary アドミニストレーターによって構成されます。
ワークフローが有効である場合、InfoSphere Information Governance Catalog のユー
ザーは特定のワークフロー・ロールによって、グロッサリー資産の作成、編集、検
討、承認、およびパブリッシュが許可されます。通常、グロッサリー・ガバナン
ス・チームのメンバーには、グロッサリー資産の作成、編集、承認、およびパブリ
ッシュが許可されるワークフロー・ロールが付与され、より多くのユーザーのセッ
トに、それらの資産を検討し、コメントすることが許可されるロールが付与されま
す。
ユーザーに特定のワークフロー・ロールを割り当てられるかどうかは、そのユーザ
ーの InfoSphere Information Governance Catalog セキュリティー・ロールに依存しま
す。編集者またはパブリッシャーのロールには、Information Governance Catalog 作
成者のみを割り当てることができます。しかし、Information Governance Catalog ユ
ーザー以上のセキュリティー・ロールを持つユーザーは、レビューアーまたは承認
者のワークフロー・ロールを持つことができます。
ワークフロー機能を運用するには、編集者、承認者、およびパブリッシャーのワー
クフロー・ロールにそれぞれ少なくとも 1 人のユーザーを割り当てる必要がありま
す。開発グロッサリーの許可を使用することで、異なるグロッサリー用語およびカ
テゴリーの内容のサブセットを担当する複数のユーザーをこれらのワークフロー・
ロールに割り当てることができます。
例えば、グロッサリーに「財務」と「人事」のカテゴリーが含まれるとします。財
務カテゴリーのガバナンス・チーム・メンバーおよびレビューアーは、人事カテゴ
リーのガバナンス・チーム・メンバーおよびレビューアーと異なります。ワークフ
ロー・ロールとカテゴリーの許可を組み合わせて使用することで、別々のユーザー
が各カテゴリーの編集者、レビューアー、承認者、およびパブリッシャーになるよ
第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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うにできます。これらを実現するために、Information Governance Catalog アドミニ
ストレーターは以下のステップに従います。
1. ワークフロー機能を有効にします。
2. ワークフロー・ロールを、ガバナンス・チーム・メンバーおよびレビューアーに
なるユーザーまたはグループに割り当てます。
v 財務カテゴリーの 1 人以上のガバナンス・チーム・メンバーを編集者、承認
者、およびパブリッシャーのロールに割り当てます。財務部門の残りのメンバ
ーにレビューアー・ロールを割り当てます。
v 人事カテゴリーの 1 人以上のガバナンス・チーム・メンバーを編集者、承認
者、およびパブリッシャーのロールに割り当てます。人事部門の残りのメンバ
ーにレビューアー・ロールを割り当てます。
3. 前のステップでワークフロー・ロールを割り当てられたユーザーにカテゴリーの
許可を割り当てます。
v 財務カテゴリーに対する許可を財務カテゴリーのガバナンス・チームに属すユ
ーザーと、財務カテゴリーのレビューアーであるユーザーに割り当てます。
v 人事カテゴリーに対する許可を人事カテゴリーのガバナンス・チームに属すユ
ーザーと、人事カテゴリーのレビューアーであるユーザーに割り当てます。

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

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

メタデータ・プロジェクトの要件
正確なリネージュ・レポートのために資産が確実に識別されるようにするために、
メタデータ・プロジェクトの要件を明確に定義する必要があります。
独自のメタデータ・プロジェクトの要件を定義する際は、例えば、以下のような一
般的なメタデータ・プロジェクトの要件を考慮してください。
資産の意味、資産がある場所、資産が企業のビジネス目標にどう関連するかを理解
する。 通常、資産はカタログ内に保管されます。ビジネス・インテリジェンス (BI)
レポート、データベース、データ・ファイル、ジョブなども情報資産に含ま
れることがあります。
外部プロセス、ETL ツール、スクリプト、およびその他のプログラムは、
メタデータをカタログに保存しない場合があります。しかし、企業にとって
は、そのような外部の情報資産も重要です。
情報のランドスケープのブループリントを定義および管理するには、IBM
InfoSphere Blueprint Director を使用します。InfoSphere Blueprint Director に
より、カタログの資産と Blueprint 内のエレメントが関連付けられます。
資産の詳細と、情報資産がカタログおよび外部ソースにある他の資産とどう関連す
るかを表示する。
資産ごとにその「詳細」ページがあり、以下の情報が表示されます。
第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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v 資産のプロパティー
v 用語、スチュワード、注釈、その資産を含んでいるオブジェクトなどの関
連オブジェクト
v リネージュの実行時に生成される情報
v 資産に実行可能なアクション。説明の編集、レポートの実行、用語の割り
当てなどがあります。
資産の詳細を表示するには、IBM InfoSphere Information Governance Catalog
を使用します。
資産間のデータ・フローをトレースする。
データ・リネージュ・レポートには、1 つのジョブ内または複数のジョブに
またがるデータの動きと、1 つのジョブの 1 つの実行内のアクティビティ
ーの順序が表示されます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネ
ス・ユーザーには不要の詳細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示さ
れます。影響分析レポートには、資産間の従属性が表示されます。
ディスクに書き込まない外部プロセスまたはメタデータをカタログに保存し
ない外部プロセスを使用する場合でも、エンタープライズ内のデータ・フロ
ーをトラッキングできます。
リネージュ・レポートおよび影響分析レポートを実行するには、InfoSphere
Information Governance Catalog を使用します。

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

カテゴリーと用語のデザインと作成
新規にカタログをデザインする場合でも、エンタープライズ全体に存在する 1 つ以
上のグロッサリーからカタログをデザインする場合でも、プロセスは同様です。カ
テゴリー、用語、およびそれらの関係を作成するときは、用語に必要なカスタム・
プロパティー、適切なスチュワード、および使用する可能性のあるラベルも計画し
ます。

カテゴリー構造のデザイン
データ設計者および技術顧問が、ユーザーがビジネスに関する情報を直観的に探す
方法を反映した、カテゴリーの階層を確立します。
一般的な方式は、ビジネスを顧客や製品などのサブジェクト・エリアで分割しま
す。 この方法は、エンタープライズ全体のデータ・ガバナンス、カスタマー・デー
タ統合 (CDI)、またはマスター・データ管理 (MDM) プロジェクトを実施する組織
には効果的です。 2 つめの方式としては、マーケティング、財務、および人事など
の部門によって、トップレベル・カテゴリーを分割します。 独立したビジネス単位
のある大企業の場合、この方式では、そのビジネス単位をトップレベル・カテゴリ
ーに編成できます。
カテゴリーと用語が複数の言語である場合、それぞれの国または言語をトップレベ
ル・カテゴリーとします。 このデザインによって、ユーザーの言語に該当するトッ
プレベル・カテゴリー内を検索できるようになります。 各言語のサブカテゴリー構
造は、パラレルにします。
サブカテゴリーの編成は、ビジネス領域と、その用語がどのカテゴリーに属すると
ユーザーが考えるかに応じて行います。
カタログに用語が表示されるときに、用語のコンテキスト、つまりパスによって、
用語の意味に関する重要な情報を示すことができます。例えば、用語「財務サービ
ス返済金タイプ」のコンテキストは、「マーケティング」>>「地域」>>「NE 地
域」です。 このコンテキストから、この用語は、カテゴリー「NE 地域」に含まれ
ており、このカテゴリーは「地域」のサブカテゴリーであり、「地域」はカテゴリ
ー「マーケティング」のサブカテゴリーであることがわかります。
特定のカテゴリーに含まれるものとして用語を定義することに加え、特定の用語が
それを含むカテゴリー以外のカテゴリーによって参照されることを指定することも
できます。 これは、用語をカテゴリーに関連付けるもう 1 つの方法です。 例え
ば、用語に対して複数の関係を持つ 2 つのカテゴリーがある場合に、一方のカテゴ
リーは用語の親カテゴリーで、もう一方は参照カテゴリーである場合があります。
ラベルも、カテゴリー構造以外に、用語とカテゴリーを 1 つのグループにする別の
方法を提供します。例えば、ラベル Customer_Reps を
New_Customer、Preferred_Customer、および PreSales_Contact の各用語に割り当てる
ことができます。Customer_Reps の「詳細」ページには、このラベルに割り当てら
れている用語が表示されます。
第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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事前情報の収集
カタログの作業を開始するのに既存の内容を活用すると、カタログのデプロイメン
トを早めることができます。用語の内容のソース、それらの用語が含まれているカ
テゴリーのソース、および関連する情報資産のソースを決定します。

カテゴリーと用語のソースの収集
エンタープライズに既に存在したり、外部ソースにあるカテゴリーと用語のデータ
をグロッサリーに設定することができます。
カテゴリーと用語には、説明、親カテゴリー、関連用語、およびラベルやカスタム
属性などのカスタム・プロパティーなど、関連付けられているプロパティーが多数
あります。
カテゴリー、用語、およびそれらのプロパティーは、以下のソースからインポート
できます。
v カテゴリー、用語、およびカスタム属性の既存のリスト、または既存のデータ・
ディクショナリー
既存のリストまたは既存のデータ・ディクショナリーからのカテゴリーと用語
は、グロッサリーにインポートできるフォーマットでなければなりません。フォ
ーマットは、Extensible Markup Language (XML) でもコンマ区切り値 (CSV) で
もかまいません。 XML または CSV フォーマットのインポート・テンプレート
を IBM InfoSphere Information Governance Catalog からダウンロードできます。
この 2 つのフォーマットの相違点は、以下のとおりです。
XML

XML フォーマットは、CSV フォーマットよりも包括的で堅固です。こ
のフォーマットでは、カスタム属性、スチュワードへのリンク、および資
産へのリンクを作成できます。

CSV

CSV フォーマットは、XML 言語の使用経験のないユーザーに適してい
ます。
CSV ファイルへのデータ設定をしやすくするために、トップレベル・カ
テゴリーと 1 レベルのサブカテゴリーのみのカテゴリー構造から始めま
す。

IBM InfoSphere DataStage で、データ・ソースから用語とカテゴリーを抽出し、
InfoSphere Information Governance Catalog と互換性がある CSV または XML フ
ォーマットのファイルを作成するジョブをデザインすることができます。
v

IBM Industry Models
エンタープライズで以前に用語とカテゴリーを作成していなかった場合は、IBM
Industry Models を使用できます。これは、金融、銀行、医療、および保険など
の、さまざまな業界の準備済みグロッサリー・モデルのコレクションです。この
モデルには通常、以下の機能が組み込まれています。
– ビジネス用の用語とその定義の総合的なリスト
– カテゴリーと用語を持つグロッサリーへの依存関係がある資産を含むデータウ
ェアハウス・モデル
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用語とカテゴリーは、カタログに直接インポート可能な命名モデル (.ndm) または
XML ファイルとして提供されます。InfoSphere Information Governance Catalog
インポート・ウィザード (XML ファイルの場合) または glossary import コマン
ド (XML または .ndm ファイルの場合) を使用して、インポートできます。
注: IBM Industry Models は大容量であり、多くの場合エンタープライズに必要な
資産を選択する必要があります。 インポートする前に、エンタープライズでは通
常、モデル・コンサルタントとともに作業してモデルを編集し、エンタープライ
ズに必要な資産のみが含まれるようにします。 インポート前の編集によって、グ
ロッサリーにインポートする資産の管理が容易になります。
v 論理データ・モデル
論理データ・モデル資産は、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して
カタログにインポートできます。その後、資産管理 CLI で ldm2bg コマンドを使
用すると、論理データ・モデル資産を用語に変換できます。 このコマンドを使用
すると、用語への資産の割り当てが生成済みの用語と論理モデル・エレメント間
で自動的に生成されます。
v ビジネス・インテリジェンス (BI) モデル
BI モデルは、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してカタログにインポー
トできます。その後、資産管理 CLI で bi2bg コマンドを使用すると、BI モデル
資産をカテゴリーと用語に変換できます。
v 資産管理 CLI で glossary import コマンドを使用して、InfoSphere Data
Architect 命名モデル (.ndm files) をカタログにインポートし、命名モデル語を用
語に変換できます。

他の資産のソースの収集
技術情報資産を用語に割り当てて、それらの資産にビジネス上の意味を関連付ける
ことができます。これらの資産のソースを識別する必要があります。
資産を用語に割り当てるには、事前に資産をアクセス可能にする必要があります。
これは、資産をカタログ内に置くか、外部資産である場合は、ローカル・ファイル
からアクセス可能にするか、ネットワーク接続を介してアクセス可能にすることに
よって実現します。資産がカタログ内にある場合は、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog 内からそれらを表示および選択できます。外部資産の場合は、
資産へのリンクを提供できるように電子的に資産にアクセスする方法 (ネットワー
ク・パスや URL) を特定する必要があります。
カタログ内の資産は、以下のソースから取得できます。
v IBM InfoSphere Data Architect 内の IBM Industry Models
このモデルには通常、データウェアハウス・モデルが組み込まれています。 この
ようなデータウェアハウス・モデルには、論理データ・モデル、物理データ・モ
デル、および実装済みデータ・リソースに関連付けられた資産を含めることがで
きます。 データウェアハウス・モデルには、それらの資産に割り当てられた用語
とカテゴリーを持つグロッサリーも既に含まれている場合があります。
v 独立系ソフトウェア・ベンダーのメタデータ
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IBM InfoSphere Metadata Asset Manager および適切なブリッジを使用して、資産
をカタログにインポートできます。以下のタイプの資産についてのメタデータを
インポートできます。
– ドメインおよびパッケージなどの論理データ・モデル・エンティティー
– デザイン表、物理ストアード・プロシージャー、および物理ドメインなどの物
理データ・モデル資産
– データベース表および列などの実装済みデータ・リソース
– BI モデルなどのビジネス・インテリジェンス (BI) メタデータ
例えば、ODBC 3.0 Metabroker を使用して、ODBC 3.0 プロトコルをサポートし
ているデータベースからメタデータをインポートできます。
v IBM InfoSphere Information Server のツールによって生成またはインポートされた
メタデータ。
メタデータは、IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、IBM
InfoSphere FastTrack、IBM InfoSphere Information Analyzer、InfoSphere
Information Governance Catalog、IBM InfoSphere Data Architect、および IBM
InfoSphere Discovery などのツールで生成できます。
多くの場合、このメタデータは、生成された結果としてカタログ内にあるため、
追加のインポート処理を行う必要はありません。一部のケースにおいて、適切な
IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges および InfoSphere Metadata Asset
Manager を使用してデータをインポートする必要があります。例えば、InfoSphere
Metadata Asset Manager および IBM InfoSphere Data Architect Metabroker ブリッ
ジを使用して、ETL ジョブ用のデータ・モデルとそれに対応するグロッサリーを
作成できます。
外部資産は、InfoSphere Information Server の一部ではない資産管理システムやデー
タベース、Web サイト、および共有ネットワーク・ドライブなど、多数のソースか
ら取得できます。

カテゴリーと用語のデータをグロッサリーに設定する
カテゴリー構造と各カテゴリーに含める用語を決定したら、カテゴリーと用語を作
成するかインポートします。

用語の定義
エンタープライズ全体の用語を定義して、部門、プロジェクト、または製品間の明
瞭性と互換性を確実にします。 ガイドラインに従って、明瞭かつ意味のある用語を
作成するようにしてください。
用語の作成に関するヒントを次に示します。
v 用語名が長い場合は、名前の分割にアンダースコアーやハイフンでなくスペース
を使用します。 こうしないと、長い名前が結果表に表示されたときに、名前が折
り返されず、隣接の列が狭められます。 例えば、
『Northeast_Office_Billing_Address』 ではなく、『Northeast Office Billing
Address』 を使用します。
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v International Organization for Standardization and the International Electrotechnical
Commission (InterISO/IEC 11179–4) で決定された標準に従って用語を定義しま
す。
– 用語名は単数形で記述する
– 説明は、句、または数個のセンテンスで述べる
– その用語の基になる概念は説明から除外し、他の用語の定義も含めないように
する
– 用語の概念を記述するようにし、その用語の反対概念のみの記述にしない
– 説明には一般的に理解される省略形のみを使用する
v さらに、ISO/IEC 11179–4 によれば、用語の説明は以下のようにする必要があり
ます。
– 概念の本質的な意味を述べる
– 正確に、曖昧性がなく、簡潔にする
– 独立型であるようにする
– 根拠、機能の使用法、または手順情報を含めないで説明する
– 他の用語定義を使用する定義は避ける
– 関連定義には、同じ用語と一貫性のある論理構造を使用する
– 定義するメタデータ項目のタイプに適切なものとする
同じ用語について部門、プロジェクト、または製品ラインで異なる意味を持つ場合
は、すべての定義をまとめて検討し、技術顧問に共通定義を提示させるようにしま
す。 共通定義が得られない場合は、単一用語から複数の用語を作成し、用語名の中
に用語のコンテキストを明示します。
複数の用語の名前を同じにできるのは、これらが異なるカテゴリーにある場合のみ
です。このシナリオでは、用語を含むカテゴリーによって、用語に関する追加情報
が示されます。
例えば、用語「住所」は、配送では『出荷住所』、会計では『請求先住所』、販売
では『連絡先住所』を意味します。 以下のいずれかの方法でこれらを定義すること
ができます。
v 異なる用語を持つ単一カテゴリーを作成します。
同じカテゴリーに、用語「出荷住所」、「請求先住所」、および「連絡先住所」
を作成します。 各用語の「簡略説明」と「詳細説明」フィールドに、関連部門に
固有の定義を指定します。
この方式で、固有の定義を持つ用語を作成できます。
v 各カテゴリーに同じ名前の用語が含まれる、別々のカテゴリーを作成します。
配送、会計、および販売カテゴリーに、用語「住所」を作成します。 用語はそれ
ぞれ異なるカテゴリーに含まれ、用語定義は各部門に固有であることを示しま
す。
この方式では、いくつかの用語定義を単一定義に結合します。用語の意味を理解
するには、それを含むカテゴリーを参照する必要があります。
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また、用語名を作成する際は、ユーザーが用語を検索および表示する方法をよく理
解してください。例えば、ストリング「口座番号」の検索結果の上位に表示される
のは、「振込先口座番号」と「口座番号」などの 2 つの用語であるとします。 ユ
ーザーが用語にどのようにアクセスしているかが分かると、用語名に修飾語を追加
する必要のある場合と複数の説明を用語の説明として含めた方がよい場合を判別す
るのに役立ちます。
用語と用語の関連付け:
ある用語を別の用語に関連付けて、追加情報を示すことのある他の用語をユーザー
に提供します。
他の用語との用語の関係は、以下のように定義できます。
v 同じ意味を持つ異なる用語は同義語として定義できます。
v 同義語ではないが、何か別の点で関連する用語を関連用語として定義できます。
v 用語は用語に割り当てできます。
v もはや使用しない用語に、非推奨状況になっている別の用語との「置換される用
語」関係を提供できます。
通常は、グロッサリーについて全体的な知識を持つ技術顧問が、どの用語を他の用
語に関連付けるかを決定します。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 内またはインポート対象のグロッサ
リー・ファイル内に用語を作成するときに、関係を定義できます。
インポート・ツールとして IBM Rational Data Architect を使用する計画の場合は、
このツールを使用して用語を関連付けしてからグロッサリーにインポートできま
す。用語間の関係は、グロッサリー内で持続します。

カスタム・プロパティーの定義
用語とカテゴリーに対してカスタム・プロパティーを定義できます。カスタム・プ
ロパティーには、カスタム属性とラベルがあります。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog には、作成した用語およびカテゴリ
ーを記述するために使用可能な一連の標準プロパティーが用意されています。 これ
らの標準プロパティーではニーズを満たさない場合、カスタム・プロパティーを定
義できます。 カスタム・プロパティーには、次の種類があります。
v カスタム属性
v ラベル
カスタム属性はユーザーが定義できる追加のプロパティーで、グロッサリー資産を
記述するのに役立ちます。ラベルはユーザーが定義できるキーワードで、メタデー
タ・リポジトリー内のどのタイプの資産でも記述することができます。 ユーザー
は、カスタム属性とラベルの両方を使用して、グロッサリー内での検索を絞り込む
ことができます。また、ユーザーはラベルのリストを参照し、ドリルダウンしてど
の資産に特定のラベルが適用されているかを検索できます。
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用語とカテゴリーのカスタム属性の定義:
用語またはカテゴリーを説明する追加プロパティーを作成する場合に、カスタム属
性を定義します。
カスタム属性とは、用語とカテゴリーの意味を名前、親カテゴリー、および説明な
どの標準属性で定義可能なものを超えて拡張する場合に作成する、カテゴリーと用
語のプロパティーです。例えば、事前定義の列挙値が 1 から 5 で、5 が最高のデ
ータ機密性で最大のセキュリティー影響度である、「データ機密性」と呼ばれるカ
スタム属性を作成することがあります。 列挙値の代わりにストリング値を受け入れ
るカスタム属性を作成することもでき、それらは用語の作成者が指定できます。
カスタム属性を用語、またはカテゴリー、あるいはその両方用に定義するかどうか
を指定できます。
カスタム属性は、定義済みの場合、作成者が用語やカテゴリーを作成または編集す
る場合に指定できるプロパティーとして表示されます。
用語、カテゴリー、およびその他の資産に対するラベルの定義:
カタログ内のあらゆるタイプの資産をクラス分けする方法をユーザーに提供したい
場合にラベルを定義します。ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できま
す。
ラベルは、すべてのタイプのカタログ資産をクラス分けできる方法を提供します。
例えば、地域、業務の種類、プロジェクト名、またはアプリケーションに対応した
ラベルを定義したい場合があります。 多くの異なるタイプの資産を 1 つのグルー
プにしたい場合にラベルを定義します。 1 つの資産に複数のラベルを割り当てるこ
とができます。
グロッサリー・ユーザーは、特定のラベルが付いているすべての資産のリストを表
示できます。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere
Information Governance Catalog 内からグロッサリー全体に対してラベルを定義でき
ます。または、XML ファイルからラベルをインポートして定義することも可能で
す。ラベルが定義されると、適切なロールを持つユーザーは定義済みのどのラベル
でも情報資産に割り当てることができます。InfoSphere Information Governance
Catalog 内からラベルを資産に割り当てることに加え、Information Governance
Catalog 資産割り当て者ロールを持つユーザーは、IBM InfoSphere Information
Server スイートの他のツール内からラベルを資産に割り当てることができます。
インポートする XML または CSV ファイル内でラベルを割り当てることもできま
す。

用語の外部資産タイプの定義
作成者が用語に割り当てることができる外部資産のタイプを定義します。
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Information Governance Catalog Glossary の作成者は、用語に外部資産を割り当てる
ときに、外部資産のタイプを指定する必要があります。作成者は、Information
Governance Catalog アドミニストレーターによって事前定義された外部資産タイプ
のリストから選択する必要があります。
一度外部資産タイプを定義すると、作成者が用語に外部資産を割り当てるときに使
用できるようになります。
どのような外部資産タイプを定義するかの判断は、エンタープライズのニーズに依
存します。例えば、Web ページ、スプレッドシート、およびビジネス・プロセス・
モデルなどの外部資産タイプを定義することができます。

スチュワードとするユーザーの選択
用語、カテゴリー、またはカタログ内の他の資産のスチュワードとするユーザーま
たはユーザー・グループを選択します。スチュワードは、資産の定義、目的、およ
び使用について担当します。
資産のサブジェクト・エリアに関する専門知識を持ったスチュワードを選択しま
す。

カテゴリーと用語の作成またはインポート
チームがカテゴリーと用語を承認したら、該当するツールを使用して、これらをグ
ロッサリーに作成するかインポートします。

カテゴリーと用語をインポートするツール
次の表に、カテゴリーと用語をグロッサリーにインポートまたは作成するために使
用できるツールをリストします。使用するツールは、カテゴリーと用語のソースに
よって異なります。
表 1. カテゴリーと用語をグロッサリーにインポートするツール
カテゴリーと用語のソース

ツール

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog サンプルの
コンマ区切り値 (CSV) ファイル
で示されているフォーマットに
準拠した CSV フォーマットの
ファイル

InfoSphere Information Governance Catalog

InfoSphere Information
Governance Catalog スキーマに
準拠した Extensible Markup
Language (XML) フォーマットの
ファイル

InfoSphere Information Governance Catalog

XML ファイルの使用

glossary import コマンド (資産交換 CLI)
注: XML ファイル・フォーマットには、CSV ファ
イルに比べ、用語に関連するより多くの情報が含ま
れています。

コマンド・ラインを使用した資産管理

論理データ・モデル

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager

CSV ファイルの使用
glossary import コマンド (資産交換 CLI)
コマンド・ラインを使用した資産管理
グロッサリー資産の import コマンド

資産交換 CLI からの ldm2bg コマンド
ビジネス・インテリジェンス
(BI) モデル

参照情報

グロッサリー資産の import コマンド

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のイ
ンポートと管理

InfoSphere Metadata Asset Manager
資産交換 CLI からの bi2bg コマンド

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のイ
ンポートと管理
コマンド・ラインを使用した資産管理
ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー内容
の生成
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表 1. カテゴリーと用語をグロッサリーにインポートするツール (続き)
カテゴリーと用語のソース

ツール

参照情報

IBM InfoSphere Data Architect
命名モデル・フォーマット
(.ndm) のファイル

glossary import コマンド (資産交換 CLI)

InfoSphere Information
Governance Catalog バージョン
8.1 以降からのメタデータ交換フ
ォーマットでのグロッサリー・
アーカイブ・ファイル

InfoSphere Information Governance Catalog

グロッサリー・アーカイブ (XMI) ファイルの使用

glossary import コマンド (資産交換 CLI)

コマンド・ラインを使用した資産管理

コマンド・ラインを使用した資産管理

グロッサリー資産の import コマンド

カテゴリーと用語を作成するツール
表 2. カテゴリーと用語を作成するツール
ツール

参照情報

InfoSphere Information Governance Catalog
グロッサリー内容のオーサリング
IBM InfoSphere FastTrack

InfoSphere FastTrack

用語を作成するために、InfoSphere FastTrack 内から InfoSphere
Information Governance Catalog を呼び出すことができます。
IBM InfoSphere Information Analyzer

InfoSphere Information Analyzer

用語を作成するために、InfoSphere Information Analyzer 内から
InfoSphere Information Governance Catalog を呼び出すことができま
す。

カテゴリーと用語構造の検討と改訂
チームがグロッサリーを開発する際に、カテゴリー構造、各カテゴリーに含まれる
用語、およびその用語と他の資産との関係を表示できます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用して、カテゴリー、用語、お
よびその他の資産を参照し、編集します。カテゴリー・ツリーの構造内の変更、用
語関係の変更、およびスチュワード割り当ての確認を行うことができます。

他の資産のデータをカタログに設定する
資産を用語に割り当てるには、事前に資産がカタログに存在している必要がありま
す。
通常は、データ設計者が資産をカタログにインポートします。
さまざまなツールを使用して、ビジネス・インテリジェンス (BI) レポート、ジョ
ブ、論理モデル資産、物理モデル資産、および実装済みデータ・リソースなどの資
産をインポートできます。
資産のソースに基づいて、資産をインポートするツールを選択します。 例えば、
IBM InfoSphere Data Architect からの物理データ・モデル資産(.dbm ファイル) また
は論理データ・モデル資産 (.ldm ファイル) をインポートするには、IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager および IBM InfoSphere Data Architect
MetaBroker® を使用できます。 IBM Cognos BI レポートをインポートする場合は、
Cognos BI Reporting-Content Manager ブリッジを使用できます。その後、bi2bg コ
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マンドを使用すると、BI モデル・エンティティーをカテゴリーと用語に変換できま
す (資産交換コマンド・ラインから使用できます)。
カタログ内に存在しない資産である外部資産は、用語に割り当てる前にインポート
しておく必要はありません。

資産への用語の関連付け
資産を用語と関連付けると、用語に関連した実装済みデータ・リソース、論理デー
タ・モデル資産、物理データ・モデル資産、およびビジネス・インテリジェンス資
産を識別することができます。
資産を用語に関連付けるには、資産を用語に割り当てます。 資産には、保管場所に
応じて以下の 2 つのタイプがあります。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にある資産。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にない資産。 こ
れらの資産は「外部資産」と呼ばれます。

用語へのカタログ資産の割り当て
用語に資産を割り当てると、用語に関連付けられた正しいデータ・ソースがビジネ
ス・アナリストに提供されます。
通常、データ設計者またはデータ・アナリストが、ビジネス・アナリストとともに
作業して、用語に割り当てるカタログ資産を決定します。
資産のソースとして IBM InfoSphere Data Architect を使用する計画の場合は、IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してモデルをインポートする必要があり
ます。その後、InfoSphere Data Architect を使用してデータ・モデル資産を用語に割
り当てることができます。
他のツールを使用して資産をグロッサリーにインポートする場合は、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog、IBM InfoSphere FastTrack、または IBM
InfoSphere Information Analyzer を使用して資産を用語に割り当てることができま
す。通常、多数の資産を用語に割り当てるには、InfoSphere Information Governance
Catalog が使用されます。
次の表に、用語に資産を割り当てできるツールをリストします。
表 3. 用語に資産を割り当てるツール
ツール

参照情報

InfoSphere Information Governance Catalog

用語およびカテゴリーの編集

IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse

モデル・エレメントへの用語の割り当て

IBM InfoSphere FastTrack

メタデータのカタログへのインポート

IBM InfoSphere Information Analyzer

インポート済みメタデータとプロジェクトとの関連付け

インポートする XML または CSV ファイルで割り当てを定義することもできま
す。
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用語への外部資産の割り当て
用語を定義するときに外部資産を用語に割り当てます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 内から用語を定義するときに、外部
資産を用語に割り当てます。インポートする XML または CSV ファイルで割り当
てを定義することもできます。
Information Governance Catalog の作成者が外部資産を割り当てることができるよう
にするには、Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターがまず
使用可能な外部資産タイプを定義する必要があります。

情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールのデザインと作成
情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールは、データ・アーキテクトお
よび技術顧問によって確立されます。これらのポリシーとルールの組み合わせは、
情報リソースをエンタープライズの目的に対応させるための特性を表します。
情報ガバナンス・ポリシーおよびルールは、エンタープライズにとって重要なガバ
ナンス・サブジェクト・エリアから派生されます。 例えば、機密保護、情報プライ
バシー、法規制の順守などのガバナンス・サブジェクト・エリアがあります。
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールは、以下のアプローチで
作成できます。
v トップダウン: ガバナンス・サブジェクト・エリアとビジネス目標に基づいて、
エンタープライズの要件に一致する情報ガバナンス・ポリシーとルールを作成し
ます。 次に、情報ガバナンス・ルールを実装する運用ルールを定義します。
v ボトムアップ: 既存の運用ルールに基づいて、エンタープライズで既に実施され
ているガバナンス・アクティビティーを表す情報ガバナンス・ポリシーとルール
を作成します。
エンタープライズは、これらの方法およびその他の方法の組み合わせを使用して、
IBM InfoSphere Information Governance Catalog に情報ガバナンス・ポリシーおよび
情報ガバナンス・ルールのデータを設定することができます。
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールは、エンタープライズ内
のビジネス・セマンティック情報の明確なレイヤーを構成します。 グロッサリー内
に情報ガバナンス・ポリシーとルールを作成することによって、エンタープライズ
のメンバーがそれらに簡単にアクセスし、理解できるようにすることができます。
最終的に、エンタープライズは、グロッサリー内の情報ガバナンス・ポリシーおよ
び情報ガバナンス・ルールが、エンタープライズ・データに作用する運用ルールの
作成を促進するシステムを確立することができます。

事前情報の収集
グロッサリーの作業を開始するのに既存の内容を活用すると、グロッサリーのデプ
ロイメントを早めることができます。エンタープライズにとって重要な情報ガバナ
ンス・サブジェクト・エリア、エンタープライズの目標、およびエンタープライズ
の既存の運用ルールを決定する必要があります。

第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備

25

情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールのソースの収集
既存のガバナンス・サブジェクト・エリアおよびビジネス目標、または既存の運用
ルールに基づく情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールのデータ
をグロッサリーに設定します。
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールの作成にトップダウン・
アプローチを使用した場合、以下がそれらの情報のソースである可能性がありま
す。
v 政府規制
v ビジネス目標
v 既知のベスト・プラクティス
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールの作成にボトムアップ・
アプローチを使用した場合、以下がそれらの情報のソースである可能性がありま
す。
v InfoSphere Information Analyzer などのソフトウェアで実装されている情報品質ル
ール、IBM InfoSphere Guardium® などのソフトウェアで実装されている機密保護
ルールなどの運用ルール
v 人事ポリシー、機密性ルールまたは手順などの明文化されたポリシーおよびルー
ル
v 既存の慣例
これらのソースから情報を収集し、グロッサリーに含める情報ガバナンス・ポリシ
ーおよび情報ガバナンス・ルールの基本を形成します。

運用ルールのソースの収集
可能性のある情報ガバナンス・ルールを実装する、エンタープライズの運用ルール
を指定し、それらの運用ルールの実装対象となる情報資産を指定します。
エンタープライズ内では、データに作用する運用ルールを実装するソフトウェアが
既に運用されている場合があります。 それらの既存の運用ルールを特定することに
よって、グロッサリーに含めることができる次の数種類の情報を得ることができま
す。
v 運用ルールは、IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内の
資産として存在しているか、外部資産として存在している可能性があります。 そ
の場合、それらの資産と、資産が実装する情報ガバナンス・ルールとを関連付け
ることができます。
v 運用ルールは、カタログ内の資産、または外部資産に対して作用する可能性があ
ります。その場合、それらの資産と、資産を管理する情報ガバナンス・ルールと
を関連付けることができます。
v 情報ガバナンス・ルールおよび情報ガバナンス・ポリシーがまだ存在していない
場合でも、情報ガバナンス・ルールおよび情報ガバナンス・ポリシーとして記述
できる概念から運用ルールが派生している可能性があります。情報ガバナンス・
ルールおよび情報ガバナンス・ポリシーは、グロッサリー内に作成できます。
資産を情報ガバナンス・ルールに割り当てるには、事前に資産を電子的にアクセス
可能にする必要があります。これは、資産をメタデータ・リポジトリー内に置く
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か、外部資産である場合は、ローカル・ファイルからアクセス可能にするか、ネッ
トワーク接続を介してアクセス可能にすることによって実現します。資産がメタデ
ータ・リポジトリー内にある場合は、IBM InfoSphere Information Governance
Catalog 内からそれらを表示および選択できます。外部資産の場合は、資産へのリン
クを提供できるように電子的に資産にアクセスする方法 (ネットワーク・パスや
URL) を特定する必要があります。
外部資産は、InfoSphere Information Server の一部ではない資産管理システムやデー
タベース、Web サイト、および共有ネットワーク・ドライブなど、多数のソースか
ら取得できます。

情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールのデザインと
作成
情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールは、データ・アーキテクトお
よび技術顧問によって確立されます。これらのポリシーとルールの組み合わせは、
情報リソースをエンタープライズの目的に対応させるための特性を表します。
情報ガバナンス・ポリシーおよびルールは、エンタープライズにとって重要なガバ
ナンス・サブジェクト・エリアから派生されます。 例えば、機密保護、情報プライ
バシー、法規制の順守などのガバナンス・サブジェクト・エリアがあります。
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールは、以下のアプローチで
作成できます。
v トップダウン: ガバナンス・サブジェクト・エリアとビジネス目標に基づいて、
エンタープライズの要件に一致する情報ガバナンス・ポリシーとルールを作成し
ます。 次に、情報ガバナンス・ルールを実装する運用ルールを定義します。
v ボトムアップ: 既存の運用ルールに基づいて、エンタープライズで既に実施され
ているガバナンス・アクティビティーを表す情報ガバナンス・ポリシーとルール
を作成します。
エンタープライズは、これらの方法およびその他の方法の組み合わせを使用して、
IBM InfoSphere Information Governance Catalog に情報ガバナンス・ポリシーおよび
情報ガバナンス・ルールのデータを設定することができます。
情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールは、エンタープライズ内
のビジネス・セマンティック情報の明確なレイヤーを構成します。 グロッサリー内
に情報ガバナンス・ポリシーとルールを作成することによって、エンタープライズ
のメンバーがそれらに簡単にアクセスし、理解できるようにすることができます。
最終的に、エンタープライズは、グロッサリー内の情報ガバナンス・ポリシーおよ
び情報ガバナンス・ルールが、エンタープライズ・データに作用する運用ルールの
作成を促進するシステムを確立することができます。

情報ガバナンス・ポリシーの定義
エンタープライズ全体の情報ガバナンス・ポリシーを定義して、部門、プロジェク
ト、または製品間の明瞭性と互換性を確実にします。ガイドラインに従って、明瞭
かつ意味のあるポリシーを作成するようにしてください。
情報ガバナンス・ポリシーの作成に関するヒントを次に示します。情報ガバナン
ス・ポリシーが以下の要件を満たしていることを確認します。
第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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v ビジネス目標を達成する。
v ポリシーのすべてのユーザーにとって意味があり、理解できる。
v 情報ガバナンス・ルールおよび運用ルールによって対応できる。
情報ガバナンス・ポリシーには、サブポリシーを含めることができます。複数のサ
ブポリシーの親情報ガバナンス・ポリシーは、それらすべてのサブポリシーを包含
する幅広いポリシーである必要があります。

情報ガバナンス・ルールの定義
情報ガバナンス・ポリシーに対応する情報ガバナンス・ルールを定義します。
情報ガバナンス・ポリシーに対応した特定の行動を記述した文である情報ガバナン
ス・ルールを定義することができます。
基本的に、情報ガバナンス・ルールは、情報ガバナンス・ポリシーから派生されま
す。 一般的に、情報ガバナンス・ポリシーの範囲は広くなっています。 それらか
ら派生される情報ガバナンス・ルールはより具体的です。 ルールは、ポリシーに従
うために、特定の状況において取るべきアクションを定義します。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog には、情報ガバナンス・ポリシーが
1 つ以上の情報ガバナンス・ルールを参照することを指定できます。

例
例えば、「Customer Data Quality」という情報ガバナンス・ポリシーには、お客様に
関する高品質なデータを維持し、提供するための全体的なビジネス目標を記述する
ことができます。 このポリシーは、さまざまな情報ガバナンス・ルールを参照しま
す。 その中の 1 つのルールは、お客様の住所の国名の値は、特定のリストから選
択する必要があることを指定した、「Country Names valid value standardization」と
いうルールです。 データベース列 1 には、個々のお客様に関する国別情報が含ま
れます。 データベース列 2 には、承認済みの国名のデータが含まれます。 データ
ベース列 1 にはデータベース列 2 の値のみを含めなければならないことを指定す
る、InfoSphere Information Analyzer データ・ルールの形式を持つ運用ルールを作成
します。このデータ・ルールによって情報ガバナンス・ルールを実装します。
InfoSphere Information Governance Catalog で定義できるこれらの関係を次の図に示
します。
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カスタム・プロパティーの定義
情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールに対してカスタム・プロパテ
ィーを定義できます。カスタム・プロパティーには、カスタム属性とラベルがあり
ます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog には、作成した情報ガバナンス・ポ
リシーおよび情報ガバナンス・ルールを記述するために使用可能な一連の標準プロ
パティーが用意されています。これらの標準プロパティーではニーズを満たさない
場合、カスタム・プロパティーを定義できます。 カスタム・プロパティーには、次
の種類があります。
カスタム属性
カスタム属性はユーザーが定義できる追加のプロパティーで、グロッサリー
資産を記述するのに役立ちます。
ラベル ラベルはユーザーが定義できるキーワードで、カタログ内のどのタイプの資
産でも記述することができます。
ユーザーは、カスタム属性とラベルの両方を使用して、グロッサリー内での検索を
絞り込むことができます。また、ユーザーはラベルのリストを参照し、ドリルダウ
ンしてどの資産に特定のラベルが適用されているかを検索できます。

第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールのカスタム属性の定義:
情報ガバナンス・ポリシーまたは情報ガバナンス・ルールを説明する追加プロパテ
ィーを作成する場合に、カスタム属性を定義します。
カスタム属性とは、情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールの意味を
名前、親ポリシー、管理対象、実装元などの標準プロパティーで定義可能なものを
超えて拡張する場合に作成する、情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ル
ールのプロパティーです。例えば、一部の情報ガバナンス・ポリシーは、特定の国
のみで適用する場合があります。その場合、「country」というカスタム属性を作成
し、さまざまな国の値を事前に定義することができます。 Information Governance
Catalog Glossary 作成者ロールを持つユーザーは、ポリシーを作成し、カスタム属性
に基づいて適用可能な国を指定できます。
情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、およびその他の資産に対す
るラベルの定義:
カタログ内のあらゆるタイプの資産をクラス分けする方法をユーザーに提供したい
場合にラベルを定義します。ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できま
す。
例えば、地域、業務の種類、プロジェクト名、またはアプリケーションに対応した
ラベルを定義したい場合があります。 多くの異なるタイプの資産を 1 つのグルー
プにしたい場合にラベルを定義します。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere
Information Governance Catalog 内からカタログ全体に対してラベルを定義できま
す。または、XML ファイルからラベルをインポートして定義することも可能です。
カタログ内でラベルが定義されると、Information Governance Catalog Glossary 作成
者は定義済みのどのラベルでも情報資産に割り当てることができます。
作成者は、1 つの資産に複数のラベルを割り当てることができます。 Information
Governance Catalog Glossary ユーザーは、特定のラベルが付いているすべての資産
のリストを表示できます。

情報ガバナンス・ルールに対する外部資産タイプの定義
作成者が情報ガバナンス・ルールに割り当てることができる外部資産のタイプを定
義します。
Information Governance Catalog Glossary の作成者は、情報ガバナンス・ルールに外
部資産を割り当てるときに、外部資産のタイプを指定する必要があります。作成者
は、Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターによって事前定
義された外部資産タイプのリストから選択する必要があります。
一度外部資産タイプを定義すると、作成者が情報ガバナンス・ルールに外部資産を
割り当てるときに使用できるようになります。
どのような外部資産タイプを定義するかの判断は、エンタープライズのニーズに依
存します。例えば、Web ページ、スプレッドシート、およびビジネス・プロセス・
モデルなどの外部資産タイプを定義することができます。
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スチュワードとするユーザーの選択
情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、またはカタログ内の他の資
産のスチュワードとするユーザーまたはユーザー・グループを選択します。スチュ
ワードは、資産の定義、目的、および使用について担当します。
資産のサブジェクト・エリアに関する専門知識を持ったスチュワードを選択しま
す。

グロッサリーへの情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナン
ス・ルールのデータの設定
情報ガバナンス・ポリシーおよび参照する情報ガバナンス・ルールの構造を決定し
たら、グロッサリーにポリシーとルールを作成するかインポートします。

情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールの作成またはイ
ンポート
チームが情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールを承認したら、該当
するツールを使用して、これらをグロッサリーに作成するかインポートします。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog に直接入力することによって、情報
ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールを作成することができます。
XML ファイルからそれらをインポートすることもできます。
次の表に、情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールをグロッサリーに
インポートまたは作成するために使用できる方法をリストします。
表 4. 情報ガバナンス・ポリシーとルールを作成およびインポートするための方法
方法

ツール

参照情報

InfoSphere Information Governance Catalog のユー
ザー・インターフェースから手動で情報を入力し
ます。

InfoSphere Information Governance Catalog

グロッサリー内容のオーサリング

InfoSphere Information Governance Catalog スキー
マに準拠した Extensible Markup Language (XML)
フォーマットのファイルをインポートします。

InfoSphere Information Governance Catalog
コマンド・ラインを使用した資産管理
glossary import コマンド (資産交換 CLI)
グロッサリー資産の import コマンド

情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールの構造の検
討と修正
チームが情報ガバナンスの内容を作成する際に、チームのメンバーは、情報ガバナ
ンス・ポリシーとサブポリシーの構造、参照されている情報ガバナンス・ルール、
およびルールに割り当てられている資産を表示できます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用して、情報ガバナンス・ポリ
シー、情報ガバナンス・ルール、およびその他の資産を参照し、編集します。情報
ガバナンス・ポリシー・ツリーの構造内の変更、ルールへの資産割り当ての変更、
およびスチュワード割り当ての確認を行うことができます。

運用ルールおよび他の資産のデータをカタログに設定する
資産を情報ガバナンス・ルールに割り当てるには、事前に資産がカタログに存在し
ている必要があります。
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一部の資産は、他のソフトウェア製品を使用して直接カタログに入力されます。例
えば、IBM InfoSphere Information Analyzer で作成したデータ・ルールおよびその他
の成果物は、カタログ内の情報資産になります。
ソフトウェア・ツールを使用して、資産をカタログにインポートすることもできま
す。例えば、IBM InfoSphere Data Architect からの物理データ・モデル資産(.dbm フ
ァイル) または論理データ・モデル資産 (.ldm ファイル) をインポートするには、
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager および IBM InfoSphere Data Architect
MetaBroker を使用できます。
メタデータ・リポジトリー内に存在しない資産である外部資産は、情報ガバナン
ス・ルールに割り当てる前にインポートしておく必要はありません。

資産への情報ガバナンス・ルールの関連付け
情報資産に情報ガバナンス・ルールを関連付けることによって、ルールに管理され
るまたはルールを実装する資産を指定することができます。
情報ガバナンス・ルールには、実装されたデータ・リソース、および論理データ・
モデル、物理データ・モデル、ビジネス・インテリジェンス・モデルのエレメント
などの資産を関連付けることができます。
資産には、保管場所に応じて以下の 2 つのタイプがあります。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にある資産。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内にない資産。 こ
れらの資産は外部資産 と呼ばれます。
情報ガバナンス・ルールへの資産の割り当てには、以下の 2 つのタイプがありま
す。
v 情報ガバナンス・ルールにより資産を管理します。このケースでは、「管理対
象」プロパティーを使用します。この関係は、情報資産がどのように機能すべき
かの宣言ステートメントです。
v 情報ガバナンス・ルールを資産によって実装します。このケースでは、実装元 プ
ロパティーを使用します。この関係は、どの運用ルーチンによって情報ガバナン
ス・ルールを実装するかを指定します。

情報ガバナンス・ルールへのカタログ資産の割り当て
情報ガバナンス・ルールに資産を割り当てると、ルールに関連付けられた正しいデ
ータ・ソースがビジネス・アナリストに提供されます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog に直接入力するか、割り当てを指定
した XML ファイルをインポートすることによって、情報ガバナンス・ルールに資
産を割り当てることができます。
資産のソースとして IBM InfoSphere Data Architect を使用する計画の場合は、IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してモデルをインポートする必要があり
ます。その後、InfoSphere Data Architect を使用してデータ・モデル資産を情報ガバ
ナンス・ルールに割り当てることができます。
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通常、多数の資産をルールに割り当てるには、InfoSphere Information Governance
Catalog が使用されます。

情報ガバナンス・ルールへの外部資産の割り当て
情報ガバナンス・ルールを定義するときに外部資産をそれに割り当てます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 内で、情報ガバナンス・ルールを定
義するときに外部資産をそれに割り当てます。あるいは、インポートする XML フ
ァイルを使用して、割り当てを定義することもできます。

スチュワードの割り当て
IBM InfoSphere Information Server 内のユーザーまたはユーザー・グループを、カタ
ログ内のグロッサリー資産または情報資産の定義、目的、および使用について担当
するスチュワードに割り当てます。
通常、スチュワードは、IBM InfoSphere Information Governance Catalog 内から割り
当てます。照会結果に表示される多数の資産を同じスチュワードに割り当てること
ができます。
ユーザーをスチュワードとして割り当てるには、事前にそのユーザーが IBM
InfoSphere Information Server に存在している必要があります。

環境のカスタマイズ
エンタープライズに合わせてカスタマイズするように IBM InfoSphere Information
Governance Catalog を構成できます。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、エンタープライ
ズのニーズを満たすように設定を構成できます。これらの設定により、ユーザーに
対するグロッサリーの表示方法や、それぞれのグロッサリー機能および内容にアク
セスできるユーザーが制御されます。例えば、以下の項目を構成できます。
v ログイン時にすべてのユーザーに表示されるウェルカム・テキストおよびグラフ
ィック、および名前の順序などの表示設定
v 標準または非推奨などの状況に基づいて、どの用語を表示するか
v グロッサリー・フィードバックの送信先メール・アドレス
v 双方向テキスト (右から左に読む言語) を表示するかどうか
v 用語に対する変更履歴を表示するかどうか
v カスタム属性やラベルなどのカスタム・プロパティー
v ユーザーのロールと許可
v ワークフロー機能が有効であるかどうか
v 他のアプリケーションにサーバー間通信を提供するためのリンク

グロッサリーをエンタープライズに使用可能にする
グロッサリーを使用する準備ができたことをチームが決定したら、グロッサリーを
エンタープライズに使用可能にします。
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このタスクについて
グロッサリーの開発の最後のステップは、エンタープライズで使用可能にすること
です。

手順
1. ワークフロー機能が有効であるか無効であるかに応じて、IBM InfoSphere
Information Governance Catalog で以下の手順を実行して、グロッサリーをユーザ
ーに使用可能にします。
オプション

説明

ワークフロー機能が有効である場合

パブリッシャー・ワークフロー・ロールのユ
ーザーが、開発グロッサリー内のグロッサリ
ー資産を承認し、パブリッシュします。

ワークフロー機能が無効である場合

Information Governance Catalog Glossary アド
ミニストレーターは、標準および決定された
グロッサリー資産を表示するように表示設定
を構成します。

2. InfoSphere Information Governance Catalog で表示するか、IBM Glossary
Anywhere を使用して、新規の内容がグロッサリーに表示されていることを確認
します。

分析用のメタデータの準備
リネージュ・レポートの品質と完全性を最適化するには、メタデータを準備する必
要があります。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
各プロジェクトのプロジェクト・レベルの環境変数が現行の値になっていることを
確認します。プロジェクトに新規あるいは変更された変数がある場合は、それらを
カタログにインポートします。

このタスクについて
リネージュのために 1 つ以上の変換プロジェクトまたはジョブを選択できます。前
回の分析以降に変更があったジョブまたは実装済みデータ・リソースのみが分析さ
れます。その結果、同じプロジェクトの 2 回目以降の分析は、最初の分析より時間
が短くなります。リネージュは、選択されていない変換プロジェクトには影響しま
せん。リネージュ分析は設定されたポーリング間隔で行われます。
リネージュの結果を最適化するために、必要なデータ・ソースをすべてインポート
し、完全なメタデータが確実に使用可能になるようにジョブをデザインします。

手順
1. ビジネス・リネージュ・レポートの資産タイプを構成します。
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2. プロジェクト・レベル環境変数をインポートします。 インポート・スクリプト
を毎日実行するか、プロジェクトに新規または変更された変数があるときに実行
します。
3. カタログの外部に存在するソースからメタデータをインポートします。
a. インポートに使用するブリッジを選択します。
b. ソース資産をターゲット資産にマップする拡張マッピング文書を作成または
編集します。
c. カタログの外部に存在する拡張データ・ソースをインポートします。
4. データ接続オブジェクトをデータベースにマップします。このステップでは、デ
ータ・ソース名 (DSN) またはサーバー名などの、参照されるデータ接続オブジ
ェクトを、インポートされるホストまたはデータベース資産にマップします。
5. データベース・スキーマを同一として定義します。このステップによって、リネ
ージュ・レポート内のデータベース・スキーマの重複をなくします。
6. リネージュ・フィルターをセットアップします。このステップで、リネージュ・
レポートに表示される資産のリストと資産のデータ・フローを詳細化するための
リネージュ・フィルターを作成します。
関連概念:
『最適なリネージュのための Infosphere DataStage ジョブのデザイン』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のリネージュ・レポートで完全なメ
タデータを使用できるようにするために、IBM InfoSphere DataStage ジョブをデザ
インします。
関連タスク:
74 ページの『メモリーの計算と割り振り』
IBM InfoSphere Information Governance Catalogが性能低下することなく効率的に作
動できるようにするために、適切なメモリー量を計算してコンポーネントに割り振
る必要があります。
77 ページの『一時的な検索結果および照会結果用ディレクトリーの構成』
大きな検索結果や照会結果を処理できるように、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog 用にディレクトリーを構成する必要があります。
153 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクトからカタログに環境変数を
インポートする必要があります。リネージュはこれらの変数を使用して、実装済み
データ・リソースを識別します。

最適なリネージュのための Infosphere DataStage ジョブのデザイン
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のリネージュ・レポートで完全なメ
タデータを使用できるようにするために、IBM InfoSphere DataStage ジョブをデザ
インします。
ジョブの開発時、ジョブに組み込まれる情報をデザイン・メタデータ と呼びます。
ジョブをデザインするときは、ジョブのソースからジョブのターゲットへのデー
タ・フローを作成します。
InfoSphere Information Governance Catalog はデザイン・メタデータを使用して、ソ
ースからターゲットへのデータのフローを分析するリネージュ・レポートを作成し
第 3 章 カタログ構造の計画とリネージュのための準備
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ます。リネージュ分析によって、ジョブの資産およびステージの間の関係とリンク
が作成されます。さらに、InfoSphere Information Governance Catalog はデザイン・
メタデータを使用して、ジョブ・ステージが読み取りまたは書き込みを行うソース
を特定します。このメタデータには、データベース・サーバーまたはデータ接続の
名前、データベース・スキーマの名前、ユーザー定義 SQL ステートメント、デー
タ・ファイルの名前と場所といった情報が含まれます。
ジョブの間を流れる情報をデザイン・リネージュ・メタデータ と呼びます。あるジ
ョブのデータ出力が、別のジョブのデータ・ソースになることがあります。この場
合、そのデータ・ソースは 2 つのジョブの間で共有されます。ジョブのソースがメ
タデータ・リポジトリーにインポートされていない場合は、デザイン・リネージ
ュ・メタデータを使用して、他のジョブとの関係が推論されます。この関係は、参
照されるデータ・ソースの共通使用に基づきます。
以下のアクションの表を使用して、最良のリネージュの結果を得るためにジョブ・
デザインが完全なメタデータを提供できるようにしてください。
表 5. データ・リネージュ用のデザイン・リネージュ・メタデータを完全にするためのアク
ション
操作

説明

このアクションがリネージ
ュに及ぼす影響

コネクター・
ステージを使
用する

コネクター・ステージは、
ジョブ・デザインに関する
最大量のメタデータを提供
します。したがって、同等
の汎用ステージでなく、コ
ネクター・ステージを使用
してください。例えば、
ODBC Enterprise ステージ
ではなく ODBC Connector
ステージを使用します。

コネクター・ステージは、
より多くの情報を提供し
て、デザイン・リネージ
ュ・メタデータを拡張しま
す。リネージュは、このメ
タデータを使用して、ジョ
ブが読み取りや書き込みを
行うデータベースまたはデ
ータ・ファイル資産を推論
できます。

ジョブ・ステージのリスト
およびそれぞれの説明につ
いては、ステージのアルフ
ァベット順リストを参照し
てください。特定のステー
ジが InfoSphere DataStage
デザイナー・クライアン
ト・パレットに表示される
かどうかは、ジョブのタイ
プ、およびインストールさ
れている製品とアドオンに
よって決まります。

環境変数およ
びジョブ・パ
ラメーターを
使用する

環境変数およびジョブ・パ
ラメーターを使用すること
で、プロジェクトのすべて
のジョブで再使用するため
の変数とパラメーターを定
義できます。可能な限り、
プロジェクト内のすべての
ジョブ間で共通参照として
パラメーターおよびパラメ
ーター・セットを使用しま
す。

変数の使用により、エラー
が削減され、ジョブ開発で
のデータの再使用が促進さ
れます。

ジョブ・パラメーターおよ
びパラメーター・セットを
セットアップする方法につ
いて詳しくは、ジョブを調
整可能にするを参照してく
ださい。

追加情報

環境変数の設定に関する一
般情報については、環境変
数の設定ガイドを参照して
ください。
環境変数に関する一般情報
については、環境変数を参
照してください。
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表 5. データ・リネージュ用のデザイン・リネージュ・メタデータを完全にするためのアク
ション (続き)
このアクションがリネージ
ュに及ぼす影響

追加情報

リネージュ・レポートを実
行する前に、InfoSphere
DataStage で定義したプロ
ジェクト・レベルの環境変
数を InfoSphere Information
Governance Catalog にイン
ポートする必要がありま
す。

InfoSphere Information
Governance Catalog は、こ
の環境変数を使用して、ジ
ョブと参照されるソースを
調整およびリンクします。

この環境変数をインポート
する方法については、プロ
ジェクト・レベル環境変数
のインポートを参照してく
ださい。

プロジェク
ト・レベルの
環境変数を確
認する

プロジェクトに定義されて
いる環境変数をリストする
には、dsadmin ユーティリ
ティーを使用します。

リンクが正しく行われるよ
うに、正しい環境変数を使
用してください。

このユーティリティーの実
行方法については、環境変
数のリストを参照してくだ
さい。

共有メタデー
タからデータ
ベースおよび
ファイル・ス
テージの列を
ロードする

表定義は、データが入って
いるデータベース表または
ファイルの名前や構造な
ど、ソース・データとター
ゲット・データに関する情
報を運びます。表定義内に
は列定義があります。列定
義には、列名、列の長さ、
データ・タイプ、およびそ
の他の列プロパティー (キ
ー、NULL 値など) に関す
る情報が含まれています。

InfoSphere Information
Governance Catalog は、イ
ンポートされるデータベー
ス資産をメタデータ・リポ
ジトリー内のジョブやその
他の資産と突き合わせるた
めに表定義と列定義を必要
とします。

InfoSphere DataStage の共
有メタデータについて詳し
くは、共有メタデータを参
照してください。

データ・ファ
イルをインポ
ートすると
き、その名前
とディレクト
リー・パス
が、ステージ
で定義されて
いるのと同じ
方法で定義さ
れることを確
認する

インポートまたは共有され
るデータ・ファイルの名前
とディレクトリー・パス
は、ステージでの名前とデ
ィレクトリー・パスと一致
しなければなりません。

名前またはディレクトリ
ー・パスがステージでのも
のと一致しないと、ジョ
ブ・データ・フロー内でデ
ータ・ファイルとステージ
が正しくリンクされませ
ん。その結果、リネージュ
は正しくなくなるか、不完
全になります。

ジョブ・パラ
メーターを使
用してファイ
ル名とディレ
クトリー・パ
スを定義する

エラーを最小限にするため
に、可能な限りジョブ・パ
ラメーターを使用します。

操作

説明

プロジェク
ト・レベルの
環境変数をイ
ンポートする

ジョブ・パラメーターにつ
いては、ジョブ・パラメー
ターを参照してください。
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表 5. データ・リネージュ用のデザイン・リネージュ・メタデータを完全にするためのアク
ション (続き)
このアクションがリネージ
ュに及ぼす影響

操作

説明

ユーザー定義
SQL でなくデ
フォルトの
SQL ステート
メントを使用
する

InfoSphere Information
Governance Catalog では、
インポートされたデータベ
ースのスキーマおよびデー
タベース表名はステージで
のスキーマおよびデータベ
ース表名と同じでなければ
なりません。データ・ソー
スから読み取る、またはデ
ータ・ソースに書き込むた
めのデフォルトの SQL ス
テートメントを生成できま
す。あるいは、データ・ソ
ースから読み取る、または
データ・ソースに書き込む
SQL ステートメントを定義
することもできます。

複雑なステートメントを含
んだユーザー定義 SQL は
正しく構文解析されないこ
とがあります。その結果、
ステージとデータ・ソース
間の関係、またはステージ
間の関係が正しくなくなる
可能性があります。

追加情報
InfoSphere DataStage での
ユーザー定義 SQL につい
て詳しくは、ユーザー定義
SQL を参照してください。

InfoSphere
Information
Governance
Catalog でジョ
ブを照会する

「照会」タブで、「ジョ
ブ・デザイン情報」という
パブリッシュ済み照会を実
行して、ジョブとジョブの
ソース間のリンクを表示し
ます。プロジェクトのステ
ージ・タイプを確認する独
自の照会を構成することも
できます。さらに、ジョブ
の「詳細」ページでも、ジ
ョブ・パラメーターとパラ
メーター・セット、ステー
ジ、データ・ファイルの名
前とディレクトリー・パス
などの情報が表示されま
す。

照会結果に含まれるジョブ
とジョブのソース間のリン
クを、リネージュ・レポー
ト内のリンクと比較できま
す。

照会に関する一般情報につ
いては、照会を参照してく
ださい。

ジョブ・デザインの考慮事
項および SQL について詳
しくは、ジョブ・デザイン
の考慮事項を参照してくだ
さい。

照会の作成について詳しく
は、照会の作成を参照して
ください。

分析用のメタデータの準備
リネージュ・レポートの品質と完全性を最適化するには、メタデータを準備する必
要があります。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
各プロジェクトのプロジェクト・レベルの環境変数が現行の値になっていることを
確認します。プロジェクトに新規あるいは変更された変数がある場合は、それらを
カタログにインポートします。
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このタスクについて
リネージュのために 1 つ以上の変換プロジェクトまたはジョブを選択できます。前
回の分析以降に変更があったジョブまたは実装済みデータ・リソースのみが分析さ
れます。その結果、同じプロジェクトの 2 回目以降の分析は、最初の分析より時間
が短くなります。リネージュは、選択されていない変換プロジェクトには影響しま
せん。リネージュ分析は設定されたポーリング間隔で行われます。
リネージュの結果を最適化するために、必要なデータ・ソースをすべてインポート
し、完全なメタデータが確実に使用可能になるようにジョブをデザインします。

手順
1. ビジネス・リネージュ・レポートの資産タイプを構成します。
2. プロジェクト・レベル環境変数をインポートします。 インポート・スクリプト
を毎日実行するか、プロジェクトに新規または変更された変数があるときに実行
します。
3. カタログの外部に存在するソースからメタデータをインポートします。
a. インポートに使用するブリッジを選択します。
b. ソース資産をターゲット資産にマップする拡張マッピング文書を作成または
編集します。
c. カタログの外部に存在する拡張データ・ソースをインポートします。
4. データ接続オブジェクトをデータベースにマップします。このステップでは、デ
ータ・ソース名 (DSN) またはサーバー名などの、参照されるデータ接続オブジ
ェクトを、インポートされるホストまたはデータベース資産にマップします。
5. データベース・スキーマを同一として定義します。このステップによって、リネ
ージュ・レポート内のデータベース・スキーマの重複をなくします。
6. リネージュ・フィルターをセットアップします。このステップで、リネージュ・
レポートに表示される資産のリストと資産のデータ・フローを詳細化するための
リネージュ・フィルターを作成します。
関連概念:
35 ページの『最適なリネージュのための Infosphere DataStage ジョブのデザイン』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のリネージュ・レポートで完全なメ
タデータを使用できるようにするために、IBM InfoSphere DataStage ジョブをデザ
インします。
関連タスク:
74 ページの『メモリーの計算と割り振り』
IBM InfoSphere Information Governance Catalogが性能低下することなく効率的に作
動できるようにするために、適切なメモリー量を計算してコンポーネントに割り振
る必要があります。
77 ページの『一時的な検索結果および照会結果用ディレクトリーの構成』
大きな検索結果や照会結果を処理できるように、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog 用にディレクトリーを構成する必要があります。
153 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクトからカタログに環境変数を
インポートする必要があります。リネージュはこれらの変数を使用して、実装済み
データ・リソースを識別します。
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メタデータの分析
レポートを実行し、資産を探索して、メタデータを分析できます。

手順
1. カタログ資産を探索して、カタログ内の資産のプロパティーと関連資産を表示す
るため、またはそれらの資産間のデータ・フローに関するレポートを作成するた
めに、メタデータ・リポジトリー内の資産を照会します。
2. リネージュ・レポートと影響分析レポートを作成して、データ・ソースから、ジ
ョブとステージを通って、データベース、データ・ファイル、およびビジネス・
インテリジェンス・レポートに至るデータ・フローを分析するレポートを作成し
ます。
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第 4 章 カタログの管理
カタログは、グロッサリー資産 (用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、
および情報ガバナンス・ルール) と情報資産からなります。セキュリティー・ロー
ルおよび許可をユーザーに割り当てて、カタログへのアクセスを制御できます。ま
た、ワークフロー・ロールを割り当てたり、ユーザーをスチュワードとして割り当
てたり、カスタム属性を定義したり、外部資産タイプを定義したりすることもでき
ます。さらに、グロッサリー資産の表示を構成することもできます。

このタスクについて
Information Governance Catalog アドミニストレーターの場合、Information
Governance Catalog にログインすると、管理ホーム・ページおよびメニューが表示
されます。 管理者は、メタデータを準備して、ログ・ビューを作成し、サービスを
実行してデータ・ソースとジョブとの間の関係を識別します。
アドミニストレーターは、カタログ内でセキュリティー・ロールとワークフロー・
ロールを割り当てることができます。

カタログのセキュリティーの構成
セキュリティー・ロールおよびワークフロー・ロールの割り当て、およびカタログ
の内容を表示する許可の割り当てによって、カタログのセキュリティーを構成でき
ます。

ロールの割り当て
各ユーザーに、異なる機能を使用する許可を与えるロールを割り当てる必要があり
ます。アドミニストレーターは、Information Governance Catalog でセキュリティ
ー・ロールを割り当て、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでワー
クフロー・ロールを割り当てることができます。

セキュリティー・ロール
セキュリティー・ロールにより、ユーザーに、タスクを実行するためのさまざまな
レベルの権限が与えられます。セキュリティー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるカタログの内容のタイプや、ユーザーがカタログに対して行うことので
きる変更の種類が決まります。IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミ
ニストレーターは、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。
セキュリティー・ロールは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールか
ら割り当てます。
ユーザー・インターフェースのエレメントは、そのインターフェースによって提供
されるタスクを実行する権限を持ったユーザーに表示されます。例えば、ユーザ
ー・インターフェース内の「管理」タブを表示できるのは、Information Governance
Catalog Glossary アドミニストレーターのみです。
以下のセキュリティー・ロールについて詳細に説明します。
© Copyright IBM Corp. 2014
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Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー
『Information Governance Catalog ユーザー』
Information Governance Catalog Glossary 作成者
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
43 ページの『Information Governance Catalog 情報資産作成者』
43 ページの『Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター』
43 ページの『Information Governance Catalog 情報資産割り当て者』

Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーは、
グロッサリー内の用語、カテゴリー、およびスチュワードを表示できます。しか
し、それ以外のタイプのカタログ資産に関する情報は使用できません。Information
Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールを持つユーザーは、情報ガバナ
ンス・ポリシーまたは情報ガバナンス・ルールを表示できません。
他のタイプの資産へのアクセスを除外することによって、用語およびカテゴリーの
その他の資産に対する関係を知る必要がないユーザーに、不要な情報が表示されな
いようになります。例えば、Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザ
ー・ロールを持つユーザーが用語詳細を表示しても、用語に割り当てられている資
産は表示されません。さらに、このロールを持つユーザーが資産を検索するとき
は、用語およびカテゴリーの検索のみが可能で、その他の種類の資産は検索できま
せん。最後に、その他のユーザー・ロールで使用可能なビューの一部は使用できま
せん。例えば、Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザーは、データ・
ソース・ツリーを表示したり、ビジネス・リネージュ・レポートを実行することは
できません。
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザーをワークフロー・ロールに割
り当てることはできません。
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロールは、グロッサリー資
産に対する特権が最も少ないロールです。

Information Governance Catalog ユーザー
Information Governance Catalog ユーザー・ロールを持つユーザーは、用語と情報ガ
バナンス・ルールに割り当てられている資産の詳細を含め、グロッサリー内の用
語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、およびス
チュワードを表示できます。
ワークフローが有効である場合、Information Governance Catalog ユーザーのセキュ
リティー・ロールを持つユーザーには、レビューアーまたは承認者のワークフロ
ー・ロールを割り当てることができます。
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Information Governance Catalog Glossary 作成者
Information Governance Catalog Glossary 作成者ロールを持つユーザーは、グロッサ
リー資産を作成および編集できます。このロールは、たいてい、スチュワードとし
て割り当てられることになるユーザーに割り当てられます。
ワークフローが有効である場合、Information Governance Catalog Glossary 作成者の
セキュリティー・ロールを持つユーザーには、編集者、レビューアー、承認者、ま
たはパブリッシャーのワークフロー・ロールを割り当てることができます。

Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールは、最大の
特権を持つロールです。Information Governance Catalog Glossary アドミニストレー
ター・ロールを持つユーザーは、他のユーザーが必要な情報を検索して分析できる
ように、グロッサリーのセットアップと管理を行えます。ほとんどの管理タスクに
「管理」タブからアクセスできます。

Information Governance Catalog 情報資産作成者
このセキュリティー・ロールを持つユーザーは、照会を処理したり、情報資産を参
照および検索したり、情報資産への割り当てを行ったり、リネージュ・レポートを
実行したりできます。

Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターのユーザーは、エン
タープライズ・メタデータおよびカタログにインポートされるメタデータについて
十分に理解している必要があります。また、管理者は、ジョブで使用されるメタデ
ータも理解している必要があります。

Information Governance Catalog 情報資産割り当て者
Information Governance Catalog 情報資産割り当て者は、InfoSphere Information
Server スイート内の他の製品のユーザー用にデザインされたセキュリティー・ロー
ルです。これらの製品の中には、InfoSphere Information Governance Catalog にログ
インする必要がなく、ユーザーが別の製品から直接グロッサリーの内容と対話でき
る機能が含まれているものがあります。このような製品のユーザーに Information
Governance Catalog 情報資産割り当て者ロールが割り当てられている場合、そのユ
ーザーは別の製品のインターフェース内から資産を用語に割り当てることができま
す。例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer のユーザーは、用語とカテゴリー
に資産を割り当てることができます。別の例として、このセキュリティー・ロール
を持つユーザーは、IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse で作
業できます。
資産を割り当てることに加え、Information Governance Catalog 情報資産割り当て者
ロールを持つユーザーは、InfoSphere Information Governance Catalog に直接アクセ
スできる場合、Information Governance Catalog ユーザー・ロールを持つユーザーと
同じタスクを実行することができます。

第 4 章 カタログの管理

43

Information Governance Catalog 情報資産割り当て者にワークフロー・ロールを割り
当てることはできません。

グロッサリー資産のワークフロー・ロール
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターがワークフロー・ロ
ールをユーザーに割り当てます。これらのワークフロー・ロールはグロッサリーを
デプロイする際の各段階に関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。ワー
クフロー・ロールは、ワークフロー機能が有効な場合にのみ使用されます。ワーク
フローが無効である場合、グロッサリーの内容をパブリッシュするためのワークフ
ロー・ロールは必要ありません。
グロッサリー内容を作成するには、ワークフロー機能が有効であるかどうかに応じ
て、2 とおりの方法があります。
v ワークフロー機能が有効である場合は、開発グロッサリーで作業します。
v ワークフロー機能が無効である場合は、グロッサリーで作業します。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、ワークフロー機
能を有効または無効にすることができます。ワークフローを有効にした後、この機
能を使用するためには、アドミニストレーターがワークフロー・ロールを 1 人以上
のユーザーに割り当てる必要があります。
これらのワークフロー・ロールを持つユーザーは、それぞれのロールに基づいて、
開発中のグロッサリー資産と指定された方法で対話できます。次の表で、ワークフ
ロー・ロールと、これらのロールのそれぞれに関連したメインタスクを示します。
表 6. ワークフロー・ロールとタスク
ユーザーのワークフロー・ロール

グロッサリー資産で実行できるタスク

編集者

資産の作成、編集、および削除

レビューアー

開発中の資産の検討

承認者

パブリッシュに向けた資産の承認

パブリッシャー

承認済み資産のパブリッシュ

特定のワークフロー・ロールの対象となるユーザーには、特定のセキュリティー・
ロールが必要です。Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
にはすべてのワークフロー・ロールが付与されます。Information Governance Catalog
Glossary 作成者ロールを持つユーザーには、編集者、パブリッシャー、レビューア
ー、または承認者のワークフロー・ロールを 1 つ以上割り当てることができます。
Information Governance Catalog ユーザー・ロールを持つユーザーには、レビューア
ーまたは承認者、あるいはその両方のワークフロー・ロールを割り当てることがで
きます。
単一ユーザーに複数のワークフロー・ロールを割り当てることができます。
ワークフローが有効である場合、編集者、承認者、およびパブリッシャーのロール
のそれぞれに少なくとも 1 人の Glossary ユーザーが指定されている必要がありま
す。各ロールにそれぞれ別のユーザーまたはユーザーの組み合わせを指名できま
す。例えば、1 人のユーザーが編集者になり、もう 1 人のユーザーが承認者とパブ
リッシャーの両方になることができます。
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以下の表に、各ワークフロー・ロールの詳細な機能を示します。
表 7. セキュリティー・ロールと、ワークフロー・ロールの詳細な機能
機能

編集者

レビューアー

承認者

パブリッシャー

開発グロッサリ
ーの内容の表示

はい

はい

はい

はい

コメントの送信

はい

はい

はい

はい

作成、改訂、お
よび削除

はい

いいえ

いいえ

いいえ

承認のためのド
ラフトの送信

はい

いいえ

いいえ

いいえ

承認

いいえ

いいえ

はい

いいえ

承認待ちをドラ
フトに戻す

はい

いいえ

はい

いいえ

承認済みをドラ
フトに戻す

いいえ

いいえ

はい

いいえ

内容のパブリッ
シュ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

関連概念:
41 ページの『セキュリティー・ロール』
セキュリティー・ロールにより、ユーザーに、タスクを実行するためのさまざまな
レベルの権限が与えられます。セキュリティー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるカタログの内容のタイプや、ユーザーがカタログに対して行うことので
きる変更の種類が決まります。IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミ
ニストレーターは、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。
関連タスク:
50 ページの『ワークフロー機能の有効化とワークフロー・ロールの割り当て』
ワークフロー機能を使用するには、Information Governance Catalog Glossary アドミ
ニストレーターがそれを有効にしてから、編集者ロール、レビューアー・ロール、
およびパブリッシャー・ロールに少なくとも 1 人ずつユーザーを割り当てる必要が
あります。

グロッサリーの内容の許可
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、カテゴリー (お
よびそれらのカテゴリー内のすべての用語)、情報ガバナンス・ポリシー、および情
報ガバナンス・ルールに許可を設定できます。許可は、誰がカタログ内の特定の内
容にアクセスできるかを定義することにより、追加のセキュリティー・レイヤーを
提供します。
「管理」 > 「カタログ管理」ページで許可を設定できます。許可は、親カテゴリー
からサブカテゴリーおよびそれらの内容に継承されます。したがって、ユーザーの
許可が変更され、特定の親カテゴリーにアクセスできなくなった場合、そのユーザ
ーは、その親カテゴリーのサブカテゴリーとそれらのサブカテゴリー内の用語にも
すべてアクセスできなくなります。
カテゴリーおよびカテゴリー内の用語
第 4 章 カタログの管理

45

v 許可されている場合、指定されたユーザーは、それぞれのセキュリティー・ロー
ルとワークフロー・ロールによる定義に従って、カテゴリーおよびカテゴリー内
の用語にアクセスできます。
v 許可されていない場合、指定されたユーザーには、検索結果内にもその他のグロ
ッサリー表示 (カテゴリー・ツリー、用語の表示など) にもカテゴリーが表示され
ません。
v 許可されていない場合、編集者またはパブリッシャーのワークフロー・ロールを
持つユーザーであっても、カテゴリー内の用語を編集することはできません。
情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルール
v 許可されている場合、指定されたユーザーは、それらをすべて表示できます。
v 許可されていない場合、指定されたユーザーは、それらのいずれも表示できませ
ん。
異なるユーザーがグロッサリーの特定のサブセットを担当するように、カテゴリー
に基づいて、開発グロッサリーの許可を、ワークフロー・ロールを持つ別々のユー
ザーにそれぞれ割り当てることができます。
関連概念:
41 ページの『セキュリティー・ロール』
セキュリティー・ロールにより、ユーザーに、タスクを実行するためのさまざまな
レベルの権限が与えられます。セキュリティー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるカタログの内容のタイプや、ユーザーがカタログに対して行うことので
きる変更の種類が決まります。IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミ
ニストレーターは、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。
44 ページの『グロッサリー資産のワークフロー・ロール』
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターがワークフロー・ロ
ールをユーザーに割り当てます。これらのワークフロー・ロールはグロッサリーを
デプロイする際の各段階に関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。ワー
クフロー・ロールは、ワークフロー機能が有効な場合にのみ使用されます。ワーク
フローが無効である場合、グロッサリーの内容をパブリッシュするためのワークフ
ロー・ロールは必要ありません。
関連タスク:
50 ページの『ワークフロー機能の有効化とワークフロー・ロールの割り当て』
ワークフロー機能を使用するには、Information Governance Catalog Glossary アドミ
ニストレーターがそれを有効にしてから、編集者ロール、レビューアー・ロール、
およびパブリッシャー・ロールに少なくとも 1 人ずつユーザーを割り当てる必要が
あります。

InfoSphere Information Governance Catalog の各国語での表示
IBM InfoSphere Information Governance Catalog ユーザー・インターフェースは、ユ
ーザーの Web ブラウザーに定義されている言語で表示されます。Web ブラウザー
に言語が定義されていない場合、またはブラウザーに定義されている言語がサポー
トされない場合、ユーザー・インターフェースのテキストは、IBM InfoSphere
Information Server のインストール時に選択された言語で表示されます。インストー
ル時に選択された言語とは異なる言語でユーザー・インターフェースのテキストを
表示できます。
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始める前に
IBM WebSphere Application Server の管理コンソールを使用するために WebSphere
Application Server アドミニストレーターでなければなりません。

このタスクについて
その他の InfoSphere Information Server 製品の言語インターフェースは変更されま
せん。この設定は、ユーザーの Web ブラウザーの設定およびインストール時の設
定よりも優先されます。InfoSphere Information Governance Catalog には、右から左
に表記される言語へのサポートが含まれています。 ヘブライ語やアラビア語が構成
済みの場合、ユーザー・インターフェースのレイアウトは自動的に右から左に調整
されます。カタログの内容も、表示されている項目のテキスト内の表記方向が認識
可能な最初の文字に基づいて、自動的に右から左または左から右に調整されます。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 「サーバー・タイプ」を展開します。「WebSphere Application Server」を選択
し、InfoSphere Information Governance Catalog をホストするサーバーの名前を選
択します。
3. 「サーバー・インフラストラクチャー」見出しの下の「Java およびプロセス管
理」を展開します。
4. 「プロセス定義」 > 「Java 仮想計算機」 > 「カスタム・プロパティー」をク
リックします。
5. 「新規」をクリックして、以下の情報を入力します。
a. 「名前」フィールドに、user.iis.bg.locale と入力します。
b. 「値」フィールドに、言語と国を指定する値を入力します。 値は、以下の表
に示されたいずれかの値になります。
以下の表に、InfoSphere Information Governance Catalog インターフェースの
表示に使用される言語を示します。
言語

値

アラビア語

ar

英語 (米国)

en_US

フランス語

fr_FR

ドイツ語

de_DE

ヘブライ語

he_IL

イタリア語

it_IT

日本語

ja_JP

韓国語

ko_KR

ポルトガル語 (ブラジル)

pt_BR

ロシア語

ru_RU

中国語 (簡体字)

zh_CN

スペイン語

es_ES

中国語 (繁体字)

zh_TW
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6. 「OK」をクリックして、変更内容をローカル構成に保存します。
7. 「保存」をクリックして、この変更内容をマスター構成に適用します。
8. WebSphere Application Server を再始動します。
注: 設定を有効にするには、WebSphere Application Server を再始動する必要が
あります。

外部資産の構成
カタログ内にない資産は、外部資産です。

このタスクについて
構成タスクは、資産が置かれている場所によって異なります。外部資産は、「管
理」>「セットアップ」>「外部資産タイプ」ページで構成できます。
外部資産が、ネットワーク接続を介して使用可能なファイル・サーバーまたは Web
サーバーに置かれている場合、作成者がこれらの外部資産にアクセスできるように
するには、アドミニストレーターがそれらの事前定義タイプを構成する必要があり
ます。作成者は、用語または情報ガバナンス・ルールに外部資産を割り当てるとき
に、その資産の場所または URL を指定することができます。

プロバイダー・アプリケーションと呼ばれる、IBM Rational Asset Manager または
IBM Rational Software Architect Design Manager とのサーバー間通信接続によって
使用可能な資産の場合、Glossary 作成者は、プロバイダー・アプリケーションによ
って表示される資産のリストから選択することができます。作成者がそれらの外部
資産を割り当てることができるようにするために、プロバイダー・アプリケーショ
ンおよび IBM InfoSphere Information Governance Catalog のアドミニストレーター
がそれらとの接続を構成する必要があります。

外部資産
IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用して、ビジネス用語および情
報ガバナンス・ルールから、IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジ
トリーの外部にあるエンティティーへの参照を作成できます。これらのエンティテ
ィーは「割り当て外部資産」と呼ばれます。
割り当て外部資産には、資産管理システムに保管されているビジネス・プロセス・
モデルや UML モデル、Web サービス、共有ネットワーク・ドライブ上にある四半
期報告書などがあります。 外部資産は、IBM Rational Software Architect Design
Manager または IBM Rational Asset Manager を実行しているサーバーに保管されて
いる資産である場合もあります。 Information Governance Catalog Glossary アドミニ
ストレーターは、Information Governance Catalog Glossary 作成者が資産を使用でき
るようにするために、この外部サーバーへの接続を構成する必要があります。
外部資産にカタログ内の資産を割り当てる機能により、次の点で InfoSphere
Information Governance Catalog の価値が高まります。
v InfoSphere Information Governance Catalog により、ビジネスに有益なすべての技
術資産に、それらの資産がどこに存在しているかにかかわらず、意味を与えるこ
とができます。
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v ビジネス・ユーザーが、組織のプロセスで使用されるすべての技術資産の意味を
理解するのを助けます。
外部資産は、次の点でカタログ内の資産と異なります。
v 作成者が外部資産を使用できるようにするために、Information Governance Catalog
Glossary アドミニストレーターが構成タスクを完了する必要があります。具体的
な構成タスクは、外部資産が格納されている場所によって異なります。
v 外部資産は、カタログの外部にあるため、InfoSphere Information Governance
Catalog を使用して検索または参照できません。
v 外部資産にスチュワードを割り当てることはできません。
v 外部資産は用語または情報ガバナンス・ルールとの関係においてのみ存在しま
す。用語またはルールを削除すると、外部資産に関する情報もカタログから削除
されます。
v 外部資産は、ビジネス・リネージュまたはデータ・リネージュの表示に含めるこ
とができません。 外部資産についての情報をビジネス・リネージュの表示に含め
たい場合は、InfoSphere Information Governance Catalog 内から外部資産を拡張デ
ータ・ソースとして定義できます。
外部資産を使用して、次のアクションを実行できます。
v 用語および情報ガバナンス・ルールに外部資産を割り当てることができます。
– ネットワーク接続を介して使用可能なファイル・サーバーまたは Web URL に
置かれている外部資産を用語または情報ガバナンス・ルールに割り当てること
ができます。
– IBM Rational Asset Manager または IBM Rational Software Architect Design
Manager とのサーバー間通信接続によって使用可能な資産を用語に割り当てる
ことができます。
v ビジネス・ユーザーが外部資産を識別し、その場所を見つけ、それが関連性のあ
る資産でさらなる調査に値するかどうかを決定するのに十分な詳細情報によって
資産を記述できます。
v 用語または情報ガバナンス・ルールを表示する際に、用語またはルールの割り当
て先の外部資産を表示できます。外部資産についての基本情報も表示できます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog REST API を使用するか、あるいは
インポートされる XML ファイルで割り当てを指定して、用語に外部資産を割り当
てることもできます。

例
組織における外部資産の使用法を、以下の例で検討します。ある企業で、論理モデ
ルや Web サービスなどのソフトウェア資産を用語に割り当てることにより、ソフ
トウェア資産にビジネスでの意味を追加することを検討しているとします。「カス
タマー・アクティビティー」用語の Information Governance Catalog Glossary 作成者
は、このサブジェクト・エリア内の主要ソフトウェア資産および関連情報のいくつ
かを文書化するよう求められます。
IBM Rational Asset Manager に保管されているソフトウェア資産は以下のとおりで
す。
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v IBM WebSphere Business Modeler のモデル「Modifying Account Information」
v Web サービス「Change Address」と「Add Additional Address」
v 論理モデル「Customer Account Information」
また、「Account Information Procedure」という企業内部の Web ページには、アカ
ウント情報を変更するための企業の手順が記載されています。
作成者がこれらの外部資産を用語に割り当てることができるようにするには、
Information Governance Catalog アドミニストレーターが、Information Governance
Catalog の初期セットアップの一部としていくつかの構成タスクを完了する必要があ
ります。
v 作成者が Web ページを外部資産として割り当てることができるようにするに
は、アドミニストレーターが 1 つ以上の外部資産タイプを構成する必要がありま
す。アドミニストレーターは、「internal procedure」という外部資産タイプを構成
します。
v Rational Asset Manager に格納されている資産に直接アクセスできるようにするに
は、アドミニストレーターが Rational Asset Manager とのサーバー間通信を構成
する必要があります。
これらの構成タスクが完了した後、Information Governance Catalog Glossary 作成者
は、用語「Customer Activity」に次の外部資産を割り当てます。
v 「internal procedure」タイプの、「Account Information Procedure」という名前の
外部資産。 作成者は、割り当てに Web ページの URL を含めます。
v Rational Asset Manager コミュニティーにある以下の外部資産。
– IBM WebSphere Business Modeler のモデル「Modifying Account Information」
– Web サービス「Change Address」と「Add Additional Address」
– 論理モデル「Customer Account Information」
後でビジネス・アナリストが用語を調べるときに、関連 Web サービス、プロセ
ス・モデル、論理モデル、およびアカウント情報の変更に関する規則を定義した社
内 Web ページを見つけることが可能となります。

ワークフロー機能の有効化とワークフロー・ロールの割り当て
ワークフロー機能を使用するには、Information Governance Catalog Glossary アドミ
ニストレーターがそれを有効にしてから、編集者ロール、レビューアー・ロール、
およびパブリッシャー・ロールに少なくとも 1 人ずつユーザーを割り当てる必要が
あります。

始める前に
v Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターとしてログインす
る必要があります。
v セキュリティー・ロールを Information Governance Catalog Glossary ユーザーお
よびユーザー・グループに割り当てます。少なくとも 1 人のユーザーが
Information Governance Catalog Glossary 作成者以上のロールを持っている必要が
あります。Information Governance Catalog Glossary 作成者以上のロールを持つユ
ーザーのみを編集者またはパブリッシャーのロールに割り当てることができま
す。
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手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「カタログ管理」を展開します。
3. 「ワークフロー」をクリックします。
4. 「ワークフローを使用可能にする」 チェック・ボックスを選択します。
5. 「ワークフロー・ロール割り当て」の下で、可能なワークフロー参加者のリスト
にユーザーを追加します。
6. リスト内のユーザーまたはグループごとに、そのユーザーまたはグループに割り
当てるワークフロー・ロールの横のチェック・ボックスをクリックします。 ユ
ーザーまたはグループのセキュリティー・ロールによって、そのユーザーまたは
グループを特定のワークフロー・ロールに割り当てることが許可されない場合、
許可されないワークフロー・ロールのチェック・ボックスは使用不可になりま
す。 例えば、ユーザー Tim に Information Governance Catalog Glossary ユーザ
ー・ロールが割り当てられている場合、「レビューアー」と「承認者」のワーク
フロー・ロールの横のチェック・ボックスは使用可能になりますが、「編集者」
と「パブリッシャー」のワークフロー・ロールの横のチェック・ボックスは使用
不可になります。
7. 「保存」をクリックします。
関連概念:
80 ページの『ワークフロー・プロセス』
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターが適切なワークフロ
ー・ロールを定義し、ユーザーに割り当てます。
44 ページの『グロッサリー資産のワークフロー・ロール』
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターがワークフロー・ロ
ールをユーザーに割り当てます。これらのワークフロー・ロールはグロッサリーを
デプロイする際の各段階に関連したさまざまな機能をユーザーに提供します。ワー
クフロー・ロールは、ワークフロー機能が有効な場合にのみ使用されます。ワーク
フローが無効である場合、グロッサリーの内容をパブリッシュするためのワークフ
ロー・ロールは必要ありません。
45 ページの『グロッサリーの内容の許可』
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、カテゴリー (お
よびそれらのカテゴリー内のすべての用語)、情報ガバナンス・ポリシー、および情
報ガバナンス・ルールに許可を設定できます。許可は、誰がカタログ内の特定の内
容にアクセスできるかを定義することにより、追加のセキュリティー・レイヤーを
提供します。
41 ページの『セキュリティー・ロール』
セキュリティー・ロールにより、ユーザーに、タスクを実行するためのさまざまな
レベルの権限が与えられます。セキュリティー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるカタログの内容のタイプや、ユーザーがカタログに対して行うことので
きる変更の種類が決まります。IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミ
ニストレーターは、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。
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カタログのグロッサリーの内容のインポートとエクスポート
グロッサリー・アドミニストレーターは、外部ファイルとの間でグロッサリー内容
をインポートおよびエクスポートできます。グロッサリーの内容には、カテゴリ
ー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、および情報ガバナンス・ルールなどのグロ
ッサリー資産があります。外部ファイルを使用すると、グロッサリーの内容を編集
する、他のソースからカタログにグロッサリーの内容を取り込む、カタログ間でグ
ロッサリーの内容を転送する、および別の IBM InfoSphere Information Server イン
ストール済み環境にグロッサリーの内容を転送するといったことが可能になりま
す。
インポートおよびエクスポートの方式とファイル・フォーマットにはそれぞれさま
ざまな機能があり、それらを考慮してからどれを使用するかを決定する必要があり
ます。
インポートおよびエクスポート機能を使用すると、以下のことを実行できます。
v 新しいカタログにグロッサリーの内容をインポートする。
v グロッサリーの内容の一部をインポートして、既存のカタログに追加する。例え
ば、いくつかの新規サブカテゴリーとそれらに含まれている用語を追加する場合
があります。または、新規ポリシーとそれらが参照する情報ガバナンス・ルール
を追加する場合があります。
v 外部システムからの継続的な更新でカタログを更新する。カタログがこのように
して定期的に更新される一方、アドミニストレーターによって定常的に手動で更
新される場合は、あるソースからの変更内容が他のソースからの変更内容を間違
って上書きしないようにするための手順を設定する必要があります。
v 大規模なグロッサリーの内容の更新またはメンテナンスを実行する。グロッサリ
ーの内容の一部をエクスポートし、作成されたファイルを編集し、その後、この
変更済みファイルをインポートしてカタログを更新できます。
v IBM InfoSphere Information Server の別のインスタンスにデプロイされるグロッサ
リーの内容のアーカイブを作成する。
ワークフロー機能が有効である場合、エクスポート・プロセスでは、開発グロッサ
リーから内容をエクスポートするか、カタログから内容をエクスポートするかを選
択できます。オフラインで変更したグロッサリー・ファイルをインポートする際、
ワークフローが有効であると、一般的に、グロッサリー資産に対する変更はドラフ
ト状態で開発グロッサリーに取り込まれます。ファイルが XML ファイルである場
合、選択するマージ・オプションによって実際に変更される資産が決まり、サーバ
ー上の既存の資産を上書きする資産がある場合にはドラフト状態に設定されます。
ファイルが CSV ファイルである場合、いずれかの資産に対する変更があると、そ
の資産はドラフト状態になります。
元々開発グロッサリーからエクスポートされたファイルをインポートする際、ワー
クフローが有効でないと、ファイルの内容はカタログに書き込まれます。XML ファ
イルの場合は、選択したマージ・オプションが適用されます。CSV ファイルの場合
は、ファイル内の変更内容によってカタログ内の既存の内容が上書きされます。
IBM Industry Models の XML ファイルなどの大きなグロッサリー・ファイルをイ
ンポートすると、IBM WebSphere Application Server および InfoSphere Information
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Server に設定されているタイムアウト値を超えてしまうことが原因で、インポート
が失敗する可能性があります。インポートが成功するようにこれらの値を変更でき
ます。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、いくつかの方式
を使用して、グロッサリーの内容をインポートおよびエクスポートすることができ
ます。
インポート・タスクまたはエクスポート・タスクは、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog またはコマンド・ラインから実行できます。 コマンド・ライン
を使用するには、InfoSphere Information Server CLI (istool) を使用します。
グロッサリーの内容は、InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリー
の一部であるカタログに保管されます。その結果、グロッサリーの内容はその他の
InfoSphere Information Server コンポーネントと相互作用できます。
注: グロッサリー資産に加えて、拡張マッピング文書や拡張データ・ソースなどの
情報資産をインポートおよびエクスポートすることもできます。情報資産のインポ
ートを行うときは、InfoSphere Information Governance Catalog ユーザー・インター
フェースまたは istool コマンド・ライン・ユーティリティーのいずれかを使用しま
す。詳しくは、下記の関連リンクを参照してください。
関連タスク:
Changing timeout values to allow import of large files to InfoSphere Business
Glossary
132 ページの『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書とそのマッピングをカタログにインポートできます。インポー
ト処理時に、ソース資産とターゲット資産の間のマッピングがカタログ内に作成さ
れます。
140 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含んだ、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを
インポートできます。インポートしたデータ・ソースを、カタログに存在している
場合がある同一ソースと調整できます。
コマンド・ラインを使用したグロッサリー資産と情報資産の管理
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したグロッサリー資産および情
報資産の管理

インポートおよびエクスポート・シナリオ
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のインポートおよびエクスポート機
能は、さまざまなシチュエーションで役立ちます。 選択するファイル・フォーマッ
トは、シナリオによって決まります。

不特定タイプのグロッサリー内容の追加または変更
XML フォーマットを使用して、グロッサリー資産の任意のプロパティーを変更しま
す。XML ファイル内のプロパティーを変更するには、テキスト・ファイルを変更す
ることができる任意のソフトウェア・プログラムを使用してファイルを編集しま
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す。 XML ファイルを使用して、他のシステムから InfoSphere Information
Governance Catalog に情報を転送することもできます。以下に例を示します。
テキスト・エディターまたは XML エディターを使用したグロッサリー内容の変更
グロッサリーまたはその一部を XML ファイルにエクスポートし、テキス
ト・エディターまたは XML エディターを使用してグロッサリーの内容を
変更し、次にその変更内容をインポートします。多くの変更を素早く追加す
るために、エディターの検索や置換およびその他の拡張機能を利用できま
す。
初期におけるグロッサリーへの外部システムの内容の追加
エンタープライズの専有データベースに内容がある場合、プログラマーが専
有データベースから内容を取り出すプログラムを作成し、それを InfoSphere
Information Governance Catalog Glossary スキーマに準拠した XML ファイ
ルに書き込みます。
注: インポート元の IBM InfoSphere Business Glossary のバージョンが、8.1.1 より
も前のバージョンである場合は、グロッサリー・アーカイブ (XMI) ファイル・フォ
ーマットを使用する必要があります。8.1.1 より前のバージョンは、XML ファイ
ル・フォーマットを受け付けません。

ある InfoSphere Information Governance Catalog 環境から別の
環境へのグロッサリーの内容の転送
XMI ファイル・フォーマットを使用して、グロッサリーの内容を保存し、異なるコ
ンピューター環境間で転送します。このフォーマットではグロッサリー・アーカイ
ブが作成されます。
実稼働へリリースする前に、テスト環境でグロッサリーを変更する
実稼働に IBM InfoSphere Information Server の 1 つのインスタンスと、テ
スト用に 2 つめのインスタンスがあります。 重要なデータに変更を行い、
その変更内容を実稼働環境にデプロイする前にテストする必要があります。
実動サーバーからグロッサリー・メタデータをエクスポートして、テスト・
サーバーにインポートできます。テスト・サーバー上のメタデータにすべて
の変更を加えたら、変更内容をグロッサリー・アーカイブ・ファイルにエク
スポートし、そのファイルを実動サーバーにインポートします。
システムの移動またはアップグレード
InfoSphere Information Server を別の物理サーバーに移動したり、既存のサ
ーバーのオペレーティング・システムをアップグレードする場合は、グロッ
サリー・アーカイブのエクスポートおよびインポート処理を使用して、グロ
ッサリー・メタデータを新規インスタンスに移動することができます。イン
ポートおよびエクスポート・プロセスは、異なるオペレーティング・システ
ム間および異なるデータベース・タイプやバージョン間でサポートされま
す。 グロッサリー・アーカイブ・フォーマットを使用して、あるコンピュ
ーター環境から別のコンピューター環境にグロッサリー内容を転送すること
もできます。
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スプレッドシートからの特定タイプのグロッサリー内容の追加または
変更
表示をしたり作業するのに簡単なファイル・フォーマットを必要としているが、す
べてのタイプのプロパティーを変更する必要がない場合は、CSV ファイル・フォー
マットを使用します。CSV ファイルは、スプレッドシート・プログラムで表示でき
ます。以下に例を示します。
グロッサリーへの初期データの追加
テンプレートとして提供されたサンプルの CSV ファイルを使用し、スプレ
ッドシートに用語とカテゴリーを入力します。 ファイルを InfoSphere
Information Governance Catalog にインポートして、グロッサリーに用語と
カテゴリーを追加します。InfoSphere Information Governance Catalog を使用
すると、より多くのプロパティーを用語とカテゴリーに追加できます。
グロッサリー内容の変更
既存のグロッサリーの内容を CSV ファイルにエクスポートした場合は、ス
プレッドシート・プログラムでファイルを開き、用語、カテゴリー、情報ガ
バナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、およびそれらのプロパティ
ーをスプレッドシートの行と列に表示できます。このファイルを編集して変
更を加え、インポートして InfoSphere Information Governance Catalog に戻
すことができます。
一部のプロパティーは、CSV ファイルで変更できません。CSV ファイルを使用し
て変更できるプロパティーのリストについては、 56 ページの『インポートとエクス
ポートのファイル・フォーマット』を参照してください。

ファイルのエクスポート
オフラインでの編集、別のサーバーへの転送、またはバックアップのために、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog からファイルにカタログのグロッサリー
の内容をエクスポートできます。

始める前に
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
エクスポートまたはインポートが失敗した場合、カタログの内容が変更されること
はありません。

このタスクについて
手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「ツール」を展開します。
3. 「エクスポート」をクリックします。
4. プロンプトに従って、エクスポート処理を完了します。
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ファイルのインポート
CSV、XML、または XMI ファイルからデータをインポートして、IBM InfoSphere
Information Governance Catalog でカタログのグロッサリーの内容を作成および更新
できます。

始める前に
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールまたは
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
エクスポートまたはインポートが失敗した場合、カタログの内容が変更されること
はありません。

このタスクについて
ワークフロー機能が有効である場合、インポートされたグロッサリーの内容は開発
グロッサリー内のドラフト内容となります。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「ツール」を展開します。
3. 「インポート」をクリックします。
4. プロンプトに従って、インポート処理を完了します。

インポートとエクスポートのファイル・フォーマット
Glossary アドミニストレーターは、エクスポートおよびインポートで使用するファ
イル・フォーマットを決定できます。ファイル・フォーマットは、エクスポートお
よびインポートする理由や、インポートする必要のある内容のタイプに基づいて選
択します。
グロッサリーの内容のエクスポートとインポートは、CSV、XML、またはグロッサ
リー・アーカイブ (XMI) のどのファイル・フォーマットを使用しても実行できま
す。
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表 8. グロッサリーの内容のインポートとエクスポートで使用可能なファイル・フォーマット
ファイル・フォ
ーマット
CSV ファイル
(コンマ区切り
値)

XML ファイル
(Extensible
Markup
Language)

使用する場合

ファイルに定義可能な項目

スプレッドシート・プログラムなどの他のソフトウ このファイルで、カテゴリー、用語、スチュ
ェア・アプリケーションから生成された CSV ファ ワードへの参照、およびカテゴリーと用語の
カスタム属性の値を定義できます。
イルからグロッサリーの内容をインポートする場
合、CSV ファイルを使用します。
このファイルで、情報ガバナンス・ポリシ
同様に、スプレッドシート・プログラムで内容を編 ー、情報ガバナンス・ルール、それらのプロ
集できるようにグロッサリーの内容をコンマ区切り パティー、およびそれらのカスタム属性を定
値の行としてエクスポートする場合も、CSV ファ 義することはできません。一部の関係は定義
できません。
イルを使用します。
CSV ファイル・フォーマットは、ファイルに定義
可能なグロッサリー内容のタイプに制限がありま
す。

用語およびカテゴリーのほとんどのプロパテ
ィーの値を変更できますが、変更できないも
のもあります。

InfoSphere Information Governance Catalog の実行
中のインスタンスの外部でグロッサリーの内容を変
更できるように、その内容のすべてまたは一部をイ
ンポートまたはエクスポートする場合に、XML フ
ァイルを使用します。インポート用の XML ファ
イルは、InfoSphere Information Governance Catalog
XML スキーマに準拠している限り、他のソフトウ
ェア・ツールで生成できます。

このファイルで、新規または既存の用語、カ
テゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、およ
び情報ガバナンス・ルールを含む、あらゆる
種類のグロッサリー資産を定義することがで
きます。このファイルには、スチュワードの
割り当て、ラベル、関係を含む、これらの資
産のすべてのプロパティーを含めることがで
きます。

XML ファイル・フォーマットは、InfoSphere
Information Governance Catalog エクスポートおよ
びインポートに使用するすべてのファイル・フォー
マットの中で最も汎用性があり、グロッサリー内容
の交換に使用される標準形式です。
XMI ファイル
(XML Metadata
Interchange)

XMI ファイル (グロッサリー・アーカイブ・ファ
イル) を使用して、バージョン 8.1.1 より前の
IBM InfoSphere Business Glossary のバージョンか
らグロッサリーの内容を転送します。

このファイルには、すべてのグロッサリーの
内容を含めることができますが、このファイ
ルを使用して新しい用語、カテゴリー、情報
ガバナンス・ポリシー、および情報ガバナン
ス・ルールを定義することはできません。

グロッサリーの内容を変更せずに転送する場合、こ
マッピング・ファイルを使用することで、XMI
のフォーマットを使用します。
ファイルを使用して既存のグロッサリー資産
のプロパティーを変更できます。

次の表に、各方式でインポートできるグロッサリー資産のプロパティーを示しま
す。
表 9. インポート方式別の追加または変更できるカテゴリーのプロパティー
カテゴリーの
プロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規カテゴリーに対しての
み追加する場合は、はい。
既存カテゴリーの名前は変
更できません。

XML ファイルにリポジ
トリー ID (RID) が定義
されている場合は、は
い。

はい

詳細説明

はい

はい

はい
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表 9. インポート方式別の追加または変更できるカテゴリーのプロパティー (続き)
カテゴリーの
プロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

簡略説明

はい

はい

はい

サブカテゴリー

はい

はい

はい

親カテゴリー

新規カテゴリーに対しての
み追加する場合は、はい。
既存の用語またはカテゴリ
ーの親カテゴリーは変更で
きません。

はい

はい

被参照用語

いいえ

はい

はい

含まれている用語

はい

はい

はい

カスタム属性

カテゴリーに割り当て可能
だが、定義できません。

はい。 カテゴリーに割り はい。カテゴリーに割り
当て可能で、定義も可能 当て可能で、定義も可能
です。
です。

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・カタログに既に存在し
ている場合は、はい。カス
タム属性が存在しない場
合、インポートは失敗しま
す。

はい

はい

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・カ
タログに既に存在している
場合は、はい。ユーザーま
たはユーザー・グループが
存在しない場合、インポー
トは失敗します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ラベル

ラベルがターゲット・カタ
ログに既に存在している場
合は、はい。カテゴリーに
割り当てることができま
す。ラベルが存在しない場
合、インポートは失敗しま
す。

はい。 定義可能で、カテ はい。 定義可能で、カテ
ゴリーに割り当てること ゴリーに割り当てること
もできます。
もできます。

お願い

いいえ

はい

はい

表 10. インポート方式別の追加または変更できる用語のプロパティー
用語のプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規用語に対してのみ追加
する場合は、はい。 既存用
語の名前は変更できませ
ん。

XML ファイルにリポジ
トリー ID (RID) が定義
されている場合は、は
い。

はい

詳細説明

はい

はい

はい
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表 10. インポート方式別の追加または変更できる用語のプロパティー (続き)
用語のプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

簡略説明

はい

はい

はい

省略語

はい

はい

はい

使用法

はい

はい

はい

例

はい

はい

はい

状況

はい

はい

はい

関連用語

いいえ

はい

はい

属性 IsModifier

はい

はい

はい

属性タイプ

はい

はい

はい

同義語

いいえ

はい

はい

含む (親) カテゴリー

新規用語に対してのみ追加 はい
する場合は、はい。 既存の
用語またはカテゴリーの親
カテゴリーは変更できませ
ん。

はい

カスタム属性

いいえ

はい

はい

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・カタログに既に存在し
ている場合は、はい。カス
タム属性が存在しない場
合、インポートは失敗しま
す。

はい

はい

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・カ
タログに既に存在している
場合は、はい。ユーザーま
たはユーザー・グループが
存在しない場合、インポー
トは失敗します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

割り当て資産 (列、ジョブ、表
など) への参照

いいえ

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

割り当て外部資産 (ビジネス・
プロセス・モデルや Web サー
ビス) への参照

いいえ

はい

はい
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表 10. インポート方式別の追加または変更できる用語のプロパティー (続き)
用語のプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

ラベル

ラベルがターゲット・カタ
ログに既に存在している場
合は、はい。用語に割り当
てることができます。ラベ
ルが存在しない場合、イン
ポートは失敗します。

はい。 定義可能で、用語 はい。 定義可能で、用語
に割り当てることもでき に割り当てることもでき
ます。
ます。

上位タイプ、下位タイプ

いいえ

はい

はい

上位、下位

いいえ

はい

はい

お願い

いいえ

はい

はい

表 11. インポート方式別の追加または変更できる情報ガバナンス・ポリシーのプロパティー
ポリシーのプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規ポリシーに対してのみ
追加する場合は、はい。既
存の情報ガバナンス・ポリ
シーの名前は変更できませ
ん。

XML ファイルにリポジ
トリー ID (RID) が定義
されている場合は、は
い。

はい

詳細説明

はい

はい

はい

簡略説明

はい

はい

はい

サブポリシー

はい

はい

はい

親ポリシー

新規ポリシーに対してのみ
追加する場合は、はい。既
存の情報ガバナンス・ポリ
シーの親情報ガバナンス・
ポリシーは変更できませ
ん。

はい

はい

カスタム属性

情報ガバナンス・ポリシー
に割り当てることはできま
すが、定義できません。

はい。情報ガバナンス・
ポリシーに割り当て可能
で、定義も可能です。

はい。情報ガバナンス・
ポリシーに割り当て可能
で、定義も可能です。

被参照ルール

いいえ

はい

はい

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・カタログに既に存在し
ている場合は、はい。カス
タム属性が存在しない場
合、インポートは失敗しま
す。

はい

はい
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表 11. インポート方式別の追加または変更できる情報ガバナンス・ポリシーのプロパティー (続き)
ポリシーのプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・カ
タログに既に存在している
場合は、はい。ユーザーま
たはユーザー・グループが
存在しない場合、インポー
トは失敗します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ラベル

ラベルがターゲット・カタ
ログに既に存在している場
合は、はい。情報ガバナン
ス・ポリシーに割り当てる
ことができます。ラベルが
存在しない場合、インポー
トは失敗します。

はい。 定義可能で、情報
ガバナンス・ポリシーに
割り当てることもできま
す。

はい。 定義可能で、情報
ガバナンス・ポリシーに
割り当てることもできま
す。

お願い

いいえ

はい

はい

表 12. インポート方式別の追加または変更できる情報ガバナンス・ルールのプロパティー
ルールのプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

名前

新規ルールに対してのみ追
加する場合は、はい。既存
の情報ガバナンス・ルール
の名前は変更できません。

XML ファイルにリポジ
トリー ID (RID) が定義
されている場合は、は
い。

はい

詳細説明

はい

はい

はい

簡略説明

はい

はい

はい

参照ポリシー

新規ルールに対してのみ追
加する場合は、はい。既存
の情報ガバナンス・ルール
の参照情報ガバナンス・ポ
リシーは変更できません。

はい

はい

管理対象

いいえ

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

カスタム属性

いいえ

はい

はい
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表 12. インポート方式別の追加または変更できる情報ガバナンス・ルールのプロパティー (続き)
ルールのプロパティー

CSV ファイル

XML ファイル

XMI ファイル

実装元

いいえ

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

資産がターゲット・カタ
ログに既に存在している
場合は、はい。資産が存
在しない場合、関係は作
成されませんが、その他
の内容は正常にインポー
トされます。

カスタム属性値

カスタム属性がターゲッ
ト・カタログに既に存在し
ている場合は、はい。カス
タム属性が存在しない場
合、インポートは失敗しま
す。

はい

はい

スチュワードへの参照

ユーザーまたはユーザー・
グループがターゲット・カ
タログに既に存在している
場合は、はい。ユーザーま
たはユーザー・グループが
存在しない場合、インポー
トは失敗します。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

ユーザーまたはユーザ
ー・グループがターゲッ
ト・カタログに既に存在
している場合は、はい。
ユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在しな
い場合、スチュワード関
係は作成されませんが、
その他の内容は正常にイ
ンポートされます。

割り当て外部資産 (ビジネス・
プロセス・モデルや Web サー
ビス) への参照

いいえ

はい

はい

ラベル

ラベルがターゲット・カタ
ログに既に存在している場
合は、はい。ルールに割り
当てることができます。ラ
ベルが存在しない場合、イ
ンポートは失敗します。

はい。 定義可能で、ルー はい。 定義可能で、ルー
ルに割り当てることもで ルに割り当てることもで
きます。
きます。

お願い

いいえ

はい

はい

CSV ファイル
カタログの外部でグロッサリーの内容を変更する場合、CSV (コンマ区切り値) フォ
ーマットのファイルからインポートしたり、CSV ファイルにエクスポートしたりで
きます。
グロッサリー内容は、スプレッドシート・プログラムなどの別のソフトウェア・ア
プリケーションから生成された CSV ファイルからインポートできます。または、
元々 IBM InfoSphere Information Governance Catalog からエクスポートした CSV
ファイルからインポートすることもできます。 CSV エクスポート・ファイルは、
その後、インポートする必要があるグロッサリーの内容を含めるように編集できま
す。
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CSV ファイル内容
CSV ファイル・フォーマットでは、カテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシ
ー、情報ガバナンス・ルール、スチュワードへのリンク、およびカテゴリーと用語
のカスタム属性の値を定義できます。カスタム属性や関係は定義できません。用語
およびカテゴリーのほとんどのプロパティーの値を変更できますが、変更できない
ものもあります。 CSV ファイルを使用して変更できるプロパティーのリストにつ
いては、 56 ページの『インポートとエクスポートのファイル・フォーマット』を参
照してください。
インポートする CSV ファイルは、CSV サンプル・ファイルで示されているのと同
じ方法でフォーマットされている必要があります。 インポート・ウィザードの「イ
ンポート・フォーマットの選択」ウィンドウからサンプル・ファイルをダウンロー
ドできます。

考慮事項
CSV ファイルからインポートする前に、以下の点に注意してください。
v 既に存在している用語とカテゴリーをインポートすると、インポートした用語と
カテゴリーが既存のものに取って代わります。
v カスタム属性の値をインポートする場合、そのカスタム属性が、ターゲットのカ
タログに既に存在していなければなりません。
v カテゴリー、サブカテゴリー、および用語の関係以外の関係を割り当てることは
できません。例えば、同義語を指定したり、情報資産を用語に割り当てることは
できません。
v カテゴリーおよび用語の名前にはどの文字でも使用できますが、ブランク・スペ
ースを先頭または末尾に使用することはできません。 スペースで区切った複数の
語から成る名前を使用できます。 名前は最大 255 文字です。
v インポートされるファイルの文字エンコード形式 (UTF-8 または特定のロケール)
は、インポート処理によって変更されません。
v グロッサリーの内容をエクスポートすることで CSV ファイルが作成される場
合、エクスポートを行う IBM InfoSphere Information Server ホストのロケールと
インポートを行うホストのロケールが一致しなければなりません。
CSV ファイルにエクスポートする前に、以下の点に注意してください。
v サブカテゴリーを含む親カテゴリーは、そのサブカテゴリーのすべてがエクスポ
ートされる場合のみエクスポートできます。
v Information Governance Catalog インポート・ウィザードからインポートする場合
は、以下のアクションを実行できます。
– UTF-8 エンコードとロケール・エンコードのいずれかを選択できます。
Microsoft Excel などの UTF-8 をサポートしないアプリケーションを使用して
CSV エクスポート・ファイルを開く予定がある場合を除いて、UTF-8 エンコ
ードを使用してください。UTF-8 をサポートしていないアプリケーションを使
用してファイルを開く計画がある場合は、エクスポート・フォーマットで「自
動エンコード - サーバー・ロケールに準拠」を選択します。 このオプション
を選択する場合は、エクスポートされた CSV ファイルを開くために使用する
アプリケーションを実行しているクライアント・コンピューターに、InfoSphere
Information Server をホスティングしているコンピューターと同じロケール設定
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が指定されていることを確認してください。 ロケール設定が一致していない
と、ファイルを開いたときにファイルが壊れるおそれがあります。
– グロッサリー全体をエクスポートするには、「グロッサリー」チェック・ボッ
クスを選択します。
関連資料:
53 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のインポートおよびエクスポート機
能は、さまざまなシチュエーションで役立ちます。 選択するファイル・フォーマッ
トは、シナリオによって決まります。

XML ファイル
カタログの外部でグロッサリーの内容を変更する場合、XML (Extensible Markup
Language) フォーマットのファイルからインポートしたり、XML ファイルにエクス
ポートしたりできます。
内容を XML ファイルにエクスポートし、それを編集してから、そのファイルをイ
ンポートできます。任意のテキスト・エディターまたは XML エディターを使用し
て XML ファイルを編集できます。

XML ファイル内容
内容のすべての特性を XML ファイルで定義することができます。例えば、このフ
ァイルには、情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、カテゴリー、
用語、およびそれらの資産のすべてのプロパティーを含めることができます。 この
ファイルには、カスタム属性とその値、注釈、スチュワードシップ、同義語、およ
び IBM InfoSphere Information Governance Catalog 内に定義できるすべてのタイプ
の関係を含めることもできます。XML ファイルには、情報ガバナンス・ポリシー、
情報ガバナンス・ルール、カテゴリー、サブカテゴリー、および用語の間の関係、
用語への資産の割り当て、カスタムの割り当て、およびラベルを含めることができ
ます。
このファイルの必要な構造と構文は、InfoSphere Information Governance Catalog
XML スキーマで定義されます。XML スキーマとサンプル XML ファイルは、イン
ポート・ウィザードの「インポート・フォーマットの選択」ウィンドウからダウン
ロードできます。
割り当て資産そのものは XML ファイルからインポートできません。資産がカタロ
グ内に存在している場合は、その資産に対する情報ガバナンス・ルールまたは用語
の割り当てを XML ファイルに含めることができます。XML ファイルを使用して
変更できるプロパティーのリストについては、 56 ページの『インポートとエクスポ
ートのファイル・フォーマット』を参照してください。
エクスポートするカテゴリーを選択すると、選択したカテゴリー、そのサブカテゴ
リー、およびカテゴリーまたはサブカテゴリーに含まれている用語がファイルにエ
クスポートされます。

考慮事項
XML ファイルにエクスポートする前に、以下の点に注意してください。
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v エクスポートする個別のカテゴリーを選択できます。選択したカテゴリーをエク
スポートすると、そのサブカテゴリー、およびカテゴリーまたはサブカテゴリー
のいずれかに含まれている用語が、ファイルにエクスポートされます。
v 情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールをエクスポートするかどう
かを選択できます。特定の情報ガバナンス・ポリシーまたは情報ガバナンス・ル
ールを選択してエクスポートすることはできません。
XML ファイルからインポートする前に、以下の点に注意してください。
v XML ファイルからインポートする場合は、既存のグロッサリー資産とインポー
トされた資産の間の矛盾を解決するためのマージ方式を指定する必要がありま
す。
選択したマージ・オプションに従うことに加え、以下のルールに従って、関係が
インポート処理時に確立されます。
– グロッサリー資産に割り当てられる情報資産がカタログ内に存在する場合は、
情報資産とグロッサリー資産との間の割り当て関係が確立されます。
– 外部資産そのものはカタログ内に存在しません。したがって、外部資産とカタ
ログ資産との間の割り当て関係は確立されません。
– カタログの中に、スチュワードとして割り当てられたユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在する場合、スチュワードの関係が確立されます。
– ユーザー、ユーザー・グループ、または割り当て資産がカタログ内に存在しな
い場合は、資産と割り当て資産または資産とスチュワードとの間の関係は確立
されません。
– 同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーお
よび用語との間の競合が、選択したマージ方式によって解決された後でのみ確
立されます。
v 割り当て資産またはスチュワードがターゲット・カタログに存在しない場合、そ
れらへのインポートされた参照は廃棄されます。したがって、資産またはスチュ
ワードへの割り当てを含むファイルをインポートする前に、以下のことを行って
ください。
– 資産がカタログに必ず存在するようにします。それらをカタログにインポート
するか、あるいは何か別の方法で作成します。
– カタログ内にユーザーとユーザー・グループを作成し、それらをスチュワード
として定義します。
関連資料:
53 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のインポートおよびエクスポート機
能は、さまざまなシチュエーションで役立ちます。 選択するファイル・フォーマッ
トは、シナリオによって決まります。
スキーマの概念:
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
XML スキーマで、リポジトリー、つまり RID と、グロッサリー ID の 2 つの方
法のいずれかで資産を定義します。
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リポジトリー ID (RID) は、カテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、また
は情報ガバナンス・ルールを一意的に識別するために生成されるストリングです。
グロッサリーの内容を XML ファイルにエクスポートすると、そのファイルには、
カテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、および情報ガバナンス・ルールの
それぞれの RID が組み込まれます。
カテゴリーと用語の場合、ID は、カテゴリーまたは用語の、トップレベル・カテゴ
リーからの、名前とフル・コンテキスト、つまりパスで構成されます。各カテゴリ
ーと用語のコンテキストは、XML ファイルに定義されます。
情報ガバナンス・ポリシーの場合、ID は、ポリシーの、トップレベル・ポリシーか
らの、名前とフル・コンテキスト、つまりパスで構成されます (ポリシーがサブポ
リシーである場合)。情報ガバナンス・ルールの場合、ID は、ルール名で構成され
ます。
XML ファイルを既存のカタログにインポートすると、インポートされるファイルに
定義されている内容と既存のカタログの内容との調整処理が行われます。
調整
調整とは、インポートされるファイルと既存のカタログとの間の内容の相違を判別
するプロセスです。インポート・ユーティリティーは、新しい内容を既存の内容と
マージしようとして、まずインポート・ファイル内の RID と一致する RID を既存
のカタログから検索します。一致する RID が見つからない場合は、一致する ID を
検索します。
調整は、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルー
ル、および関係に使用されます。例として、XML ファイルからの以下の断片を取り
上げます。
<category name="Category1" rid="reww">
<referencedTerms>
<termRef identity="Category2::Term2" rid="asdf"/>
</referencedTerms>
</category>

このケースでは、次の 2 つのタスクのために調整プロセスが使用されます。すなわ
ち、既存のグロッサリーからカテゴリー Category1 を検索するタスクと、既存のグ
ロッサリーから、親カテゴリーが Category2 である被参照用語 Term2 を検索する
タスクです。
マージ
調整プロセスで、インポートされるファイルと既存のカタログとの間の内容に相違
がないかどうかが判別されます。調整後、ファイル内の内容と既存のカタログ内の
内容が結合、つまりマージされます。マージとは、ファイルに定義されている内容
と既存のグロッサリーに定義されている内容に違いがある場合に、更新グロッサリ
ーに使用する資産および資産属性 (またはプロパティー) を選択して、実際に結合す
るプロセスです。前に概説した例では、調整プロセスで既存のカタログにカテゴリ
ー Category1 が見つからなかった場合は、Category1 がインポート処理中に既存の
カタログに追加されます。
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マージ・オプション
ファイルをインポートするとき、いくつかあるマージ・オプションから選択できま
す。マージ・オプションで、インポート時点にインポート・ファイルと既存のカタ
ログの両方に存在するグロッサリー資産について、この両方の情報の矛盾をどのよ
うにして解決するかを判別します。
関係
グロッサリー資産に対して特定の関係を定義できます。さらに、用語またはカテゴ
リーへのスチュワードの割り当てが関係を構成し、また相互に同義語である用語に
は関係もあります。例えば、ある用語を別の用語の関連用語にしたり、ある情報ガ
バナンス・ポリシーがルールを参照するようにすることができます。
インポートされるファイルに既存のカタログに見つからない RID または識別子が含
まれている場合、関係はドロップされます。つまり、現行カタログにこのような関
係が存在していても、インポートが行われると、この関係は存在しなくなります。
前に概説した例を使用して説明すると、調整プロセスで親カテゴリーが Category2
の被参照用語 Term2 が既存のグロッサリーから見つからなかった場合、Category1
と Term2 との間の被参照用語関係はドロップされます。
関連概念:
71 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションにより、XML ファイルまたはアーカイブ・ファイルからカタロ
グの内容をインポートするときに、インポートされたカタログの内容と既存のカタ
ログの内容との間の競合をどのように管理するかを制御できます。
73 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とカタログに存在している内容に応
じて、固有の方法で調整されます。
関連資料:
『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、グロ
ッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解できます。
XML スキーマとサンプル・ファイル:
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、グロ
ッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解できます。
XML スキーマで、各種カタログの内容相互の間の関係を定義します。カタログにイ
ンポートされる XML ファイルはスキーマに準拠している必要があり、XML ファ
イルにエクスポートすると、作成されるファイルはスキーマに準拠します。
XML スキーマ・ファイルとサンプル XML ファイルは、インポート・ウィザード
の「インポート・フォーマットの選択」ウィンドウからダウンロードできます。サ
ンプル・ファイルは、スキーマに準拠しています。 このファイル・フォーマット
は、すべてのカタログ資産とそれらのプロパティーをサポートします。
関連概念:
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65 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
71 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションにより、XML ファイルまたはアーカイブ・ファイルからカタロ
グの内容をインポートするときに、インポートされたカタログの内容と既存のカタ
ログの内容との間の競合をどのように管理するかを制御できます。
73 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とカタログに存在している内容に応
じて、固有の方法で調整されます。

XMI
XML Metadata Interchange (XMI) ファイルを使用して、IBM InfoSphere Information
Server のインスタンス間でカタログのグロッサリーの内容のすべてまたは一部を転
送したり、それを元のインスタンスに再インポートします。
バージョン 8.1.1 より前の IBM InfoSphere Business Glossary バージョンは、XML
ファイル・フォーマットをサポートしていません。したがって、バージョン 8.1.1
より前の IBM InfoSphere Business Glossary バージョンからグロッサリー内容をイ
ンポートするには、XMI フォーマットを使用します。
カタログのすべてまたは一部の内容を、XMI フォーマットでアーカイブ・ファイル
にエクスポートできます。その後、InfoSphere Information Server の別のインスタン
スのカタログにそのアーカイブ・ファイルをインポートすることができます。アー
カイブ・ファイルは編集も変更もできません。

グロッサリー・アーカイブ・ファイル内容
XMI ファイルでは、用語とカテゴリーの間の関係、用語とカテゴリーの割り当て情
報資産へのリンク、および用語とカテゴリーのスチュワードへのリンクが保持され
ます。割り当て資産はエクスポートもインポートもされませんが、それらに対する
関係はインポートおよびエクスポートされます。スチュワード情報は、エクスポー
トおよびインポートされます。割り当て資産がカタログ内に存在する場合は、情報
資産と用語またはカテゴリーとの間の割り当て関係がインポート時に確立されま
す。同様に、スチュワードとして割り当てられているユーザーまたはユーザー・グ
ループが InfoSphere Information Server 内に存在する場合は、インポート時にスチ
ュワード関係が確立されます。しかし、ユーザー、ユーザー・グループ、または割
り当て情報資産が存在しない場合、インポート時に関係は作成されません。XMI フ
ァイルとマッピング・ファイルを一緒に使用して変更できるプロパティーのリスト
については、 56 ページの『インポートとエクスポートのファイル・フォーマット』
を参照してください。

考慮事項
XMI ファイルをエクスポートする前に、以下の点に注意してください。
v エクスポートする個別のカテゴリーを選択できます。選択したカテゴリーをエク
スポートすると、そのサブカテゴリー、およびカテゴリーまたはサブカテゴリー
のいずれかに含まれている用語が、ファイルにエクスポートされます。
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v 情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールをエクスポートするかどう
かを選択できます。特定の情報ガバナンス・ポリシーまたは情報ガバナンス・ル
ールを選択してエクスポートすることはできません。
XMI ファイルをインポートする前に、以下の点に注意してください。
v アーカイブ・ファイル内の資産の値を変更する必要がある場合には、マッピン
グ・ファイルを使用してその変更を行ってください。
v XMI ファイルからインポートする場合は、既存のグロッサリー資産とインポート
されたグロッサリー資産の間の矛盾を解決するためのマージ方式を指定する必要
があります。
選択したマージ・オプションに従うことに加え、以下のルールに従って、関係が
インポート処理時に確立されます。
– グロッサリー資産に割り当てられる情報資産がカタログ内に存在する場合は、
情報資産とグロッサリー資産との間の割り当て関係が確立されます。
– 外部資産そのものはカタログ内に存在しません。したがって、外部資産とカタ
ログ資産との間の割り当て関係は確立されません。
– カタログの中に、スチュワードとして割り当てられたユーザーまたはユーザ
ー・グループが存在する場合、スチュワードの関係が確立されます。
– ユーザー、ユーザー・グループ、または割り当て資産がカタログ内に存在しな
い場合は、資産と割り当て資産または資産とスチュワードとの間の関係は確立
されません。
– 同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーお
よび用語との間の競合が、選択したマージ方式によって解決された後でのみ確
立されます。
関連資料:
53 ページの『インポートおよびエクスポート・シナリオ』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のインポートおよびエクスポート機
能は、さまざまなシチュエーションで役立ちます。 選択するファイル・フォーマッ
トは、シナリオによって決まります。
マッピング・ファイル:
マッピング・ファイルを使用して、エクスポートされた内容をインポートする前
に、ご使用の環境に合うようにその内容の属性を変更できます。
目的
カタログ間で資産を移動したときに、エクスポートされた属性がターゲット・カタ
ログ内で適合しない場合があります。例えば、エクスポートされたファイルで、用
語に割り当てられた資産がデータベース名であるとします。その資産は、アーカイ
ブ・ファイルをインポートする前に、ターゲット環境に存在するデータベースに再
割り当てされている必要があります。 エクスポートされたデータベース名を参照す
る属性は、ターゲット・データベース名にマップすることができます。
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マッピング・ファイルについて
インポート・ウィザードからサンプルのマッピング・ファイルをダウンロードし、
ユーザーのニーズに合うようマッピング・ファイルを編集できます。マッピング・
ファイルは、カタログ・アーカイブ・ファイルをインポートするとき同時にインポ
ートできます。
マッピング・ファイルに関する以下の点に注意してください。
v マッピング・ファイル内の変更では、大/小文字が区別されます。 マッピング・
ファイルに変更を入力する際には、ターゲット・カタログに入力されたときと同
じ大/小文字を使用してください。
v 割り当て資産またはスチュワードがターゲット・カタログに存在しない場合、そ
れらへのインポートされた参照は廃棄されます。 したがって、資産またはスチュ
ワードへの変更済みの割り当てを含むマッピング・ファイルを使用する前に、以
下のことを行ってください。
– 資産がカタログに必ず存在するようにします。
– 存在しないユーザーとユーザー・グループを作成し、それらをスチュワードと
して定義します。
サンプルのマッピング・ファイル
マッピング・ファイルは、Extensible Markup Language (XML) フォーマットです。
以下の XML コードによって、エクスポートされたカタログ・アーカイブ・ファイ
ルで表に示す変更を行うことができます。
表 13. エクスポートされたカタログ・アーカイブ・ファイルでの変更
エクスポートされたアーカイ
ブ・ファイルでの元の値

インポートされたカタログで
変更された値

割り当て資産 (データベー
ス・サーバー)

server_a

server_b

プロジェクト名 (例えば、
IBM InfoSphere DataStage プ
ロジェクトの名前) である関
連資産

Year_End

Northwest_Year_End

用語の状況

CANDIDATE

ACCEPTED

用語またはカテゴリーの簡略
説明

Indicates whether the customer Indicates whether the customer
participates in a frequent flyer is a member of an airline
hospitality club.
program.

プロパティー

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- =================================================================== -->
<!-- Business Glossary Mapping File
-->
<!-- =================================================================== -->
<Mapping xsi:schemaLocation="MappingFile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE THE STATUS OF A TERM FROM CANDIDATE TO ACCEPTED
-->
<!-- =================================================================== -->
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<!-- <TermStatusMappings>
<TermStatusMapping>
<CurrentStatus literal="CANDIDATE" />
<!-- can use a ’*’ as a wildcard -->
<NewStatus literal="ACCEPTED" />
</TermStatusMapping>
</TermStatusMappings>
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (DATABASE SERVER) FROM server_a TO server_b
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMappings>
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="HostSystem"
attrname="name"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="server_a" />
<NewValue val="server_b" />
</ObjectMapping >
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (PROJECT) FROM Year_End TO Northwest_Year_End
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///1.1/DataStageX.ecore" classname="DSProject"
attrname="Name"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="Year_End" />
<NewValue val="Northwest_Year_End" />
</ObjectMapping
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGES A SHORT DESCRIPTION
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="BusinessTerm"
attrname="shortDescription"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="Indicates whether the customer participates in a frequent
flyer program." />
<NewValue val="Indicates whether the customer is a member of an airline
hospitality club."/>
</ObjectMapping>
</ObjectMappings>
</Mapping>

関連概念:
『マージ・オプション』
マージ・オプションにより、XML ファイルまたはアーカイブ・ファイルからカタロ
グの内容をインポートするときに、インポートされたカタログの内容と既存のカタ
ログの内容との間の競合をどのように管理するかを制御できます。
73 ページの『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とカタログに存在している内容に応
じて、固有の方法で調整されます。

マージ・オプション
マージ・オプションにより、XML ファイルまたはアーカイブ・ファイルからカタロ
グの内容をインポートするときに、インポートされたカタログの内容と既存のカタ
ログの内容との間の競合をどのように管理するかを制御できます。
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選択したマージ・オプションにより、IBM InfoSphere Information Governance
Catalog がインポートされた値と既存の値との間の矛盾を解決するために使用する方
式が指定されます。
選択したマージ・オプションは、インポート・プロセス全体に適用されます。 一般
的に、インポートするファイル内に定義されたグロッサリー資産がカタログに存在
しない場合は、選択したマージ・オプションに関係なく、インポート処理中に既存
のカタログに追加されます。
以下のマージ・オプションの中から選択してください。
インポート資産を無視して既存の資産を保持する
インポートでは、既存の資産の値を変更しません。
インポート資産で既存の資産を上書きする
インポートでは、インポートされた資産の値を使用します。
インポートする資産を既存の資産にマージし、マージできないインポート属性は無
視する 1 つの値しか持てない属性の場合、既存の値が
v NULL の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
v NULL 以外の場合、インポートで、既存の値は変更されません。
その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。
インポートする資産を既存の資産にマージし、マージできない既存の属性に上書き
する
1 つの値しか持てない属性の場合、インポートされた値が
v NULL の場合、インポートで、既存の値は変更されません。
v NULL 以外の場合、インポートされた値で既存値を上書きします。
その他のすべての属性では、インポートで、既存の値とインポートされた値
が結合されます。

例
次の例では、各マージ・オプションによって、2 つのタイプの属性を持つ用語がど
のようにインポートされるかを示しています。簡略説明属性には値は 1 つのみです
が、カテゴリーの含まれている用語には複数の値があります。
次の表に、既存のカタログ内の属性とインポート・ファイル内の属性を示します。
表 14. 属性の既存値とインポートされた値
属性
簡略説明
1 つの値しか持つこ
とができません。
カテゴリーの含まれている用
語
複数の値を持つこと
ができます。
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既存値

インポートされた値

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3

用語 2、用語 3、用語 4

IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用した情報の管理

次の表は、各マージ方式による結果を示しています。
表 15. 各マージ方式による結果
選択したマージ方式

簡略説明の内容

含まれている用語

インポート資産を無視して既
存の資産を保持する

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3

インポート資産で既存の資産
を上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 2、用語 3、用語 4

インポートする資産を既存の
資産にマージし、マージでき
ないインポート属性は無視す
る

『関係に関与する顧客ライフ
サイクル状況スキームの固有
ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4

インポートする資産を既存の
資産にマージし、マージでき
ない既存の属性に上書きする

『顧客ライフサイクル状況タ
イプの固有 ID』

用語 1、用語 2、用語 3、用
語 4

関連概念:
65 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
『インポート後の同義語関係』
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とカタログに存在している内容に応
じて、固有の方法で調整されます。
関連資料:
67 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、グロ
ッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解できます。

インポート後の同義語関係
同義語関係は、インポート・ファイル内の内容とカタログに存在している内容に応
じて、固有の方法で調整されます。
同義語関係は、既存のカテゴリーおよび用語とインポートされたカテゴリーおよび
用語との間の矛盾が、選択したマージ方式で解決された後でのみ作成されます。 同
義語関係を作成するルールは、すべてのマージ方式で同一です。
次の表で、それぞれの文字は用語を表しています。 互いに同義語である用語が、括
弧で囲まれています。
表 16. 同義語のマージ結果
インポートするファイル内の
同義語

既存の同義語

インポート後の同義語

(A B) C

A B C

(A B) C

同義語を持つ用語がない

(A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)
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表 16. 同義語のマージ結果 (続き)
インポートするファイル内の
同義語

既存の同義語

インポート後の同義語

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)

関連概念:
65 ページの『スキーマの概念』
グロッサリー内容が XML スキーマで定義される仕組みを理解する必要がありま
す。
71 ページの『マージ・オプション』
マージ・オプションにより、XML ファイルまたはアーカイブ・ファイルからカタロ
グの内容をインポートするときに、インポートされたカタログの内容と既存のカタ
ログの内容との間の競合をどのように管理するかを制御できます。
関連資料:
67 ページの『XML スキーマとサンプル・ファイル』
XML スキーマとサンプルの XML ファイルをダウンロードして調査すると、グロ
ッサリーの内容が XML ファイルでどのように表されているかを理解できます。
69 ページの『マッピング・ファイル』
マッピング・ファイルを使用して、エクスポートされた内容をインポートする前
に、ご使用の環境に合うようにその内容の属性を変更できます。

リネージュ用の環境の構成
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターは、リネージュのた
めの十分なメモリーを割り振り、プロジェクト・レベルの環境変数をインポート
し、ソース・データをインポートする準備を行い、使用するジョブが最適なリネー
ジュ向けにデザインされていることを確認する必要があります。通常、これらのタ
スクを実行するのは 1 回で、それ以降はプロジェクトまたは環境が変更されたとき
にのみ実行します。

メモリーの計算と割り振り
IBM InfoSphere Information Governance Catalogが性能低下することなく効率的に作
動できるようにするために、適切なメモリー量を計算してコンポーネントに割り振
る必要があります。

始める前に
InfoSphere Information Governance Catalog と、IBM InfoSphere Information Server
のサービス層がインストールされているコンピューターの名前が分かっている必要
があります。
InfoSphere Information Governance Catalog 内のユーザーの証明情報を把握しておく
必要があります。
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このタスクについて
InfoSphere Information Governance Catalog は、IBM WebSphere Application Server
Liberty Profile 環境または IBM WebSphere Application Server Network Deployment
環境内に他の InfoSphere Information Server 製品モジュールと共存します。
InfoSphere Information Governance Catalog には内部メモリー制限がいくつかありま
す。他の製品モジュールの性能低下を招くことなく InfoSphere Information
Governance Catalog に割り振ることができるメモリー量を計算する必要がありま
す。
JVM 最大ヒープ・サイズのデフォルト値は小さすぎるため、必ず増やす必要があり
ます。実際の JVM 最大ヒープ・サイズは、ニーズに応じて計算されます。
特定の条件を指定した拡張照会を実行すると、カタログ内のオブジェクトの数に比
例した JVM メモリーが使用されます。一部の比較、特に複合条件の場合は、必ず
しもデータベース・レベルで完了するとは限りません。そのような比較は、
WebSphere Application Server Liberty Profile または WebSphere Application Server
Network Deployment のメモリー内で評価される必要があります。
次のような状況では、JVM メモリーを計算し、割り振る必要があります。
v 最大ヒープ設定が下げられたとき。
v カタログ内のオブジェクトの数が大幅に変わったとき。例えば、カタログにオブ
ジェクトがインポートされてオブジェクトが増えた場合、InfoSphere Information
Governance Catalog に、より多くのメモリーを割り振る必要があります。

手順
1. カタログ内のオブジェクトの数と割り振るメモリーの量を計算します。
メモリー所要量は、次の要素によって変化します。
v JVM 最大ヒープ・サイズ
v InfoSphere Information Governance Catalog 以外の InfoSphere Information
Server 製品モジュールに対して使用可能になっている必要のあるメモリーの量
メモリー割り振りのサイズは、メモリー内に保持できるカタログのオブジェクト
数を反映します。
表 17. InfoSphere Information Governance Catalog に必要なメモリーの量
メモリー・コンシュー
マー・タイプ

メモリー・コンシューマ
ー

メモリー使用量

ベースライン・メモリ
ー

インストール済みのすべ 675 MB
ての InfoSphere
Information Server 製品モ
ジュール

カタログ内のオブジェ
クト

1 オブジェクト

1,000 バイト (約 1 KB)

100,000 オブジェクト

100 MB

1,000,000 オブジェクト

1,000 MB (約 1 GB)
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メモリー内に保持できるオブジェクトの数は、デフォルトの InfoSphere
Information Server インストール・シナリオに基づきます。
v InfoSphere Information Governance Catalog JVM 用に 1 GB の最大ヒープ・サ
イズ
v 675 MB ベースライン・メモリー (すべての InfoSphere Information Server 製
品モジュールがインストールされると仮定)
v InfoSphere Information Governance Catalog 用に 200 MB のメモリー
このデフォルト構成は、標準的なインストール済み環境では十分でありません。
メモリー割り振りのサイズを計算するときは、JVM 実装のタイプとカタログ内
のオブジェクトのおおよその数を考慮してください。
注: JVM 最大ヒープ・サイズを、必要に応じて調整する必要があります。一般
的に、このヒープ・サイズは、少なくとも InfoSphere Information Server 用に見
積もるメモリーと同じくらいの大きさにする必要があります。 JVM 最大ヒー
プ・サイズがカタログ・オブジェクトの数より小さいと、WebSphere Application
Server Liberty Profile または WebSphere Application Server Network Deployment
が応答しなくなる可能性があります。
2. 計算したメモリーの量と JVM 最大ヒープ・サイズを割り振ります。
a. コマンド・ラインで、installation_directory¥ASBServer¥bin ディレクトリーに
移動します。ここで、installation_directory は、InfoSphere Information Server
がインストールされたディレクトリーです。一般的に、このディレクトリー
は C:¥IBM¥InformationServer¥ です。
b. 次のコマンドを実行します: iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.gov.vr.setting.maxObjectsInMemory -value computed_memory
Computed_memory は、前のステップで計算した割り振りメモリーのメガバイ
ト数です。
c. 任意のロールを持つ InfoSphere Information Governance Catalog ユーザーとし
て InfoSphere Information Governance Catalog にログインします。
d. ホーム・ページが表示されたら、「URL アドレス」フィールドに
「https://host_name:9443/ibm/iis/igc/secure/utils/
reloadConfigurationsSettings.jsp」と入力します。
host_name は、InfoSphere Information Governance Catalog がインストールさ
れているコンピューターの名前です。
このステップは、設定したメモリー割り振りを適用します。メモリー割り振
りはすぐに行われます。

例
次の要件で、JVM の値とメモリー内に保持できるオブジェクトの最大数を計算しま
す。
v JVM 実装はベースライン・メモリーに 700 MB を必要とします。
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v InfoSphere Information Governance Catalog は、検索条件を指定せずにデータベー
ス表を照会します。この例では、カタログ内に 2,000,000 のデータベース表が存
在するため、InfoSphere Information Governance Catalog は 2,000 MB のメモリー
が必要です。
v InfoSphere Information Governance Catalog は、10 人の同時ユーザーで 50,000 件
の用語を照会します。メモリー内のオブジェクトの数は 500,000 であり、そのた
め、InfoSphere Information Governance Catalog には 500 MB のメモリーが余分に
必要です。
v 他の InfoSphere Information Server 製品モジュールにも 2 GB の使用可能メモリ
ーが必要です。
表 18. メモリー割り振りの例
メモリー使用
量
メモリー・コンシューマー
700 MB JVM のベースライン
2000 MB InfoSphere Information Governance Catalog によるデータベース表照会
500 MB InfoSphere Information Governance Catalog による用語照会
2048 MB 他の InfoSphere Information Server 製品モジュール
5248 MB JVM 最大ヒープ・サイズの値
2000000 メモリー内の最大オブジェクトの値

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

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

このタスクについて
InfoSphere Information Governance Catalog で検索や照会を実行すると、大量の結果
が生成されることがあります。検索結果または照会結果を書き込むディレクトリー
の大きさが十分でないと、WebSphere Application Server Liberty Profile または
WebSphere Application Server Network Deployment のパフォーマンスが低下しま
す。
WebSphere Application Server Liberty Profile または WebSphere Application Server
Network Deployment プロセスのオーナーが java.io.tmpdir への書き込み権限を保
持している場合、結果はそのディレクトリーに書き込まれます。そうでない場合、
結果は、Java システム・プロパティー vr.temp.location で割り当てられたディレク
トリーに (このプロパティーが定義されている場合) 書き込まれます。
vr.temp.location が定義されていない場合、結果は、java.io.tempdir に書き込まれ
ます。
次のような状況の場合、結果ディレクトリーを確認する必要があります。
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v WebSphere Application Server Liberty Profile または WebSphere Application Server
Network Deployment のセットアップに変更があった場合
v WebSphere Application Server ユーザーに対する変更があった場合

手順
1. WebSphere Application Server Liberty Profile または WebSphere Application
Server Network Deployment プロセスのオーナーに java.io.tmpdir へのアクセ
ス権限を付与できない場合、以下のステップを実行して、他のディレクトリーを
割り当ててください。
a. IBM WebSphere 管理コンソールの左のペインで、「サーバー」>「アプリケ
ーション・サーバー」をクリックします。
b. 使用するサーバーを選択してから、「プロセス定義」>「Java 仮想マシン」>
「カスタム・プロパティー」をクリックします。
c. 「新規」をクリックして、Java システム・プロパティーを作成します。
v 「名前」フィールドに、「vr.temp.location」を入力します。
v 「値」フィールドに、検索結果および照会結果用のディレクトリーの絶対
パスを入力します。
2. 結果ディレクトリーのフリー・スペースの量を確認します。5 人の同時ユーザー
ごとに、少なくとも 1 GB のフリー・スペースを使用可能にしてください。
3. WebSphere Application Server Liberty Profile または WebSphere Application
Server Network Deployment を再始動します。
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第 5 章 データの管理
カタログ資産を作成、編集、および削除できます。カタログにインポートされると
きに作成される資産もあります。スチュワードと資産を割り当てたり、カスタム属
性を定義して割り当てたり、資産をインポートすることでリネージュ・レポート用
のデータ・フローを拡張したりもできます。また、リネージュ分析レポート用に資
産を構成できます。共通のビジネス目的を持つ、異なるタイプの資産をグループ化
して 1 つのコレクションにまとめることもできます。

グロッサリー内容のデプロイ
ワークフローが有効な場合のみ、内容をデプロイできます。ワークフロー機能が有
効である場合、Information Governance Catalog パブリッシャー・ロールを持つユー
ザーが、開発中のグロッサリーの内容をパブリッシュして、それをエンタープライ
ズで使用可能にできます。ワークフロー機能が無効である場合は、グロッサリーの
変更が保存されたかグロッサリー内容がインポートされたときは常に、グロッサリ
ーへの変更がすぐにエンタープライズに対して使用可能になります。

このタスクについて
ワークフローが有効である場合、グロッサリーの内容を一般ユーザーに対して使用
可能にするには、承認およびパブリッシュのプロセスを経る必要があります。
ワークフロー機能が有効である場合、承認者であるユーザーが、グロッサリーの内
容に対する変更を承認し、パブリッシャーが、変更された内容を明示的にパブリッ
シュしてからでないと、ワークフロー・ロールを持たないグロッサリー・ユーザー
がそれを表示することはできません。

開発グロッサリー
ワークフロー機能を有効にすると、既存のグロッサリーは開発グロッサリーとパブ
リッシュ済みグロッサリーに分けられます。

開発グロッサリー には、まだパブリッシュされていない、作成中または改訂中のグ
ロッサリー資産が含まれます。開発グロッサリーには、資産が改訂されていなけれ
ば、カタログ内に存在するグロッサリー資産そのままのコピーも含まれます。
ユーザーが開発グロッサリー内の内容を表示または処理するには、そのユーザーに
編集者、レビューアー、承認者、またはパブリッシャーの Information Governance
Catalog ワークフロー・ロールを 1 つ以上割り当てられている必要があります。各
ユーザーが表示できる具体的な内容は、開発グロッサリーの許可によって決定され
ます。
資産の「詳細」ページで、資産がパブリッシュされた後に開発グロッサリー内で変

更されたプロパティーには、「変更済みプロパティー」アイコン
が立てられます。
© Copyright IBM Corp. 2014
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ワークフロー・プロセス
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターが適切なワークフロ
ー・ロールを定義し、ユーザーに割り当てます。
グロッサリー資産に対する変更の検討が完了し、承認されると、それらのグロッサ
リー資産はカタログにパブリッシュされます。ワークフロー・ロールが割り当てら
れていないユーザーも含め、すべての IBM InfoSphere Information Governance
Catalog ユーザーがカタログを表示できます。各ユーザーが表示できる具体的な内容
は、カタログ許可によって決定されます。
注: 割り当てられた資産が用語またはカテゴリーでなければ、用語または情報ガバ
ナンス・ルールへの資産の割り当てはすべてのユーザーに即時に表示されます。 割
り当てられた資産が用語またはカテゴリーである場合、割り当ては、用語またはカ
テゴリーをパブリッシュすると表示されます。
例えば、新規用語「計算済み」が開発グロッサリー内でカテゴリー「リスク」に追
加された場合、パブリッシャーがこの新規用語をパブリッシュするまで、Information
Governance Catalog 基本ユーザーおよび Information Governance Catalog ユーザーに
用語「計算済み」は表示されません。また、Information Governance Catalog Glossary
作成者であるが開発グロッサリー内のカテゴリー「リスク」へのアクセス許可を持
っていないユーザーも、パブリッシュされるまで新規用語を表示できません。ただ
し、Information Governance Catalog Glossary 作成者で、カテゴリー「リスク」への
開発グロッサリーの許可が付与されているユーザーは、開発グロッサリー内に限ら
れますが、パブリッシュされる前にこの新規用語を表示できます。
「計算済み」がカタログに追加された後、用語の作成者は、その用語にデータベー
ス表「DB2_Fiscal_YTD」を割り当てる必要があることを決定します。作成者は、
「計算済み」を編集して、「DB2_Fiscal_YTD」を割り当てます。用語「計算済み」
がリパブリッシュされていなくても、ユーザーがカタログで「計算済み」を表示し
たときに、この割り当てを表示することができます。
以下の図は、標準的なワークフロー・プロセスを示しています。お客様がエンター
プライズ内で実装するプロセスはいくつかの点で異なる可能性があります。また、
異なるグロッサリーのサブセットごとに、いくつかの異なるプロセスを設定する場
合もあります。
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ワークフロー・プロセスのステップには、以下のタイプのステップが含まれます。
ステップ 1
作成および初期定義。編集者が、新規グロッサリー資産を作成するか、既存の資産を変更します。ワークフロ
ー機能を有効的に使用するには、誰をガバナンス・チームのメンバーにするか定義する必要があります。その
後は、Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターが、適切なワークフロー・ロール (編集
者、レビューアー、承認者、またはパブリッシャー) をそのガバナンス・チームのメンバーであるユーザーに
割り当てる必要があります。適切なワークフロー・ロールを持つユーザーは、資産のワークフロー状態 (ドラ
フト、承認待ち、または承認済み) に基づいて、開発グロッサリー内のグロッサリー資産を変更します。
ステップ 2
検討。ガバナンス・チームのメンバーが、開発グロッサリー内の資産の詳細ページを表示して、新規または変
更されたドラフト資産を検討します。この段階では、資産はカタログに表示されません。ワークフロー・ロー
ルを持つチーム・メンバーであれば、検討とコメントの送信は実行できますが、通常はレビューアー・ロール
を持つチーム・メンバーがそれを行います。
ステップ 3
改訂。編集者が、受け取ったコメントに基づいて資産を改訂します。すべてのコメントを確認するために、編
集者は資産の詳細ページで開発ログを表示できます。必要なガバナンス・チームのすべてのメンバーが資産を
パブリッシュする準備ができたと同意するまで、検討ステップと改訂ステップを繰り返すことができます。資
産の改訂が完了すると、編集者は資産を承認のために送信します。承認のために資産を送信すると、資産の状
態はドラフトから承認待ちに変わります。
ステップ 4
承認。承認者ロールを持つガバナンス・チームのメンバーが、パブリッシュするために資産を承認するか、そ
うでなければ拒否します。承認者が資産を承認すると、資産は承認済み状態になります。承認者が資産を拒否
した場合、資産はドラフト状態に戻り、作成者またはレビューアーがさらに改訂できるようになります。承認
者は、承認済み状態の資産をドラフト状態に戻すこともできます。
ステップ 5
パブリッシュ。資産が承認されると、パブリッシャー・ロールを持つガバナンス・チームのメンバーがその資
産をパブリッシュできます。資産がパブリッシュされた後は、その資産はカタログに表示されるようになりま
す。将来の改訂に備えて、資産のまったく同じコピーが開発グロッサリー内に保存されます。

図 2. ワークフロー・プロセス
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ユーザーは、開発グロッサリー内の資産の詳細ページから、自身のワークフロー・
ロールに応じて資産の開発アクティビティーを実行できます。例えば、承認者であ
る場合は、パブリッシュのために資産を承認できます。しかし、編集者である場
合、詳細ページを編集できても、資産を承認することはできません。
資産に関するコメントは、資産のワークフロー状態に関係なく、いつでも開発ログ
に追加できます。
ワークフロー機能が有効である場合、承認者であるユーザーが内容に対する変更を
承認し、パブリッシャーが、変更された内容を明示的にパブリッシュしてからでな
いと、ワークフロー・ロールを持たない InfoSphere Information Governance Catalog
ユーザーがそれを表示することはできません。
次のリンク、ワークフロー機能の紹介ビデオで、ワークフロー・プロセスを説明し
ています。このリンクをクリックし、ビデオを再生して、ワークフロー・プロセス
を確認してください。
関連タスク:
50 ページの『ワークフロー機能の有効化とワークフロー・ロールの割り当て』
ワークフロー機能を使用するには、Information Governance Catalog Glossary アドミ
ニストレーターがそれを有効にしてから、編集者ロール、レビューアー・ロール、
およびパブリッシャー・ロールに少なくとも 1 人ずつユーザーを割り当てる必要が
あります。

グロッサリー資産のワークフロー状態
開発グロッサリー内で、グロッサリー資産のワークフロー状態は、ドラフト、承認
待ち、または承認済みのいずれかになります。
ワークフロー機能が有効な場合、グロッサリー資産は、それぞれの開発の段階に関
連して、いろいろな状態を通過していきます。これらの状態は、開発グロッサリー
に表示されます。以下の表で、ドラフト、承認待ち、および承認済みのワークフロ
ー状態について説明します。
表 19. グロッサリー資産のワークフロー状態
ワークフロー状態 説明
ドラフト

資産が最初に作成されたときは、ドラフト状態になります。パブリッシ
ュ済み資産が編集されると、編集されたバージョンは開発グロッサリー
内でドラフト状態になります。

承認待ち

ドラフト状態の資産が承認のために送信されると、その資産は承認待ち
状態になります。承認待ち状態の資産は、編集者または承認者によって
承認されるか、そうでなければドラフト状態に戻されます。

承認済み

資産が承認されると、その資産は承認済み状態になります。承認済み状
態になると、資産はパブリッシャーによるパブリッシュが可能になりま
す。あるいは、承認者がドラフト状態に戻すこともできます。

パブリッシュされた後の資産は、開発グロッサリー内とパブリッシュ済みグロッサ
リー内とで同じように表示されます。次に資産が編集されたとき、開発グロッサリ
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ー内では編集されたバージョンがドラフト状態で表示されますが、パブリッシュ済
みグロッサリー内では以前にパブリッシュされたバージョンが引き続き表示されま
す。

カタログ内容の承認
ワークフローが有効である場合、承認者ロールを割り当てられているユーザーは、
開発グロッサリー内の内容を承認できます。

始める前に
v Information Governance Catalog ユーザー、Information Governance Catalog
Glossary 作成者、または Information Governance Catalog Glossary アドミニスト
レーターとしてログインする必要があります。
v 承認者ワークフロー・ロールが必要です。
v グロッサリーの内容は、「承認待ち」状態でなければなりません。

このタスクについて
編集者ワークフロー・ロールを持つユーザーがグロッサリー資産に変更を加えて保
存すると、変更内容は資産のドラフト・バージョンとして開発グロッサリーに表示
されます。編集者は、承認のためにドラフト・バージョンを送信する必要がありま
す。これにより、資産の状態は「承認待ち」に変わります。資産がこの状態になる
と、承認者は資産を承認するか、そうでなければ編集者がさらに変更できるように
資産をドラフト状態に戻すことができます。承認者は、資産に関するコメントを追
加することもできます。コメントは、開発ログに表示されます。

手順
1. 「グロッサリー開発」をクリックします。
2. 「グロッサリー」をクリックします。
3. 「開発」ペインで、「承認待ち」をクリックして、承認待ちのグロッサリー資産
のリストを表示します。1 つ以上の資産を選択して、承認するか、あるいはドラ
フト状態に戻します。
4. 資産を承認する場合は、「承認」をクリックし、編集者による追加の変更が必要
な場合は、「ドラフトに戻す」をクリックします。
5. オプション: コメントを追加します。

変更された内容のカタログへのパブリッシュ
ワークフローが有効である場合、パブリッシャーが明示的に新規または変更済みの
グロッサリー内容をパブリッシュしないと、その内容はカタログに表示されませ
ん。

始める前に
v Information Governance Catalog Glossary 作成者または Information Governance
Catalog Glossary アドミニストレーターとしてログインする必要があります。
v パブリッシャー・ワークフロー・ロールが必要です。
v パブリッシュされる内容は「承認済み」でなければなりません。
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このタスクについて
パブリッシャー・ワークフロー・ロールを持つユーザーが、グロッサリーの内容を
カタログにパブリッシュすると、更新された内容をエンタープライズ全体で使用で
きるようになります。また、削除のマークが付けられたグロッサリー資産がある場
合、それらはパブリケーション・プロセスの中で削除されます。
パブリッシュするグロッサリー資産のプロパティーが、まだパブリッシュされてい
ない別のグロッサリー資産との関係である場合、そのプロパティーは表示されませ
ん。例えば、用語 1 の同義語として用語 2 を指定し、用語 2 がまだパブリッシュ
されていない場合、パブリッシュ済みグロッサリーで、用語 1 の詳細ページには、
用語 2 は同義語として表示されません。

手順
1. 「グロッサリー開発」をクリックします。
2. 「グロッサリー」をクリックします。
3. 「開発」ペインで、「承認済み項目」をクリックします。パブリッシュする資産
を選択します。
4. 「パブリッシュ」をクリックします。
5. オプション: コメントを追加します。

グロッサリー資産の管理
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターおよび権限があるユ
ーザーは、用語、カテゴリー、ルール、許可、またはその他の資産など、グロッサ
リー資産を作成および保守できます。また、Information Governance Catalog とのサ
ーバー間通信接続が構成されている場合、資産リンクを使用して外部資産を割り当
てることができます。

グロッサリー資産
グロッサリー資産は、Information Governance Catalog Glossary アドミニストレータ
ーによって作成されます。アドミニストレーターは、用語、カテゴリー、ルール、
およびポリシーなどの資産を作成します。

用語
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。 用語は、グロ
ッサリーの基本的な構成要素です。
用語を作成するときに、そのプロパティーを指定して用語を定義します。用語のプ
ロパティーは、用語に意味を付与し、その用語を他の用語と区別します。
以下の用語のプロパティーは必須です。
v 固有の名前
v グロッサリー階層での場所を指定する親カテゴリー
v 「候補」または「標準」などのライフサイクル内の状況
用語の他のオプション・プロパティーを指定すると、さらに用語に説明が加えら
れ、他の用語と区別されます。 例えば、説明 (詳細/簡略)、使用例、同義語のリス
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トと単一の優先される同義語、およびメタデータ・リポジトリー内の他の用語、カ
テゴリー、情報ガバナンス・ルール、および他の資産との関係を入力できます。カ
スタム属性およびラベルの 2 種類のカスタム・プロパティーも定義できます。 カ
スタム属性またはラベルをグロッサリー全体に定義した後、それを個々の用語に適
用できます。
グロッサリーの重要な側面は、資産を用語に割り当てることができることです。資
産を用語に割り当てることによって、ビジネス・コンテキストをその資産に与える
ことができます。 カタログ内の資産と外部資産を用語に割り当てることができま
す。
他の種類の用語の関係も定義できます。 例えば、用語を別の用語と関連させる、用
語をその親カテゴリー以外の 1 つ以上のカテゴリーによって参照する、用語を別の
用語によって置換するなどが可能です。
オプションで、Glossary アドミニストレーターは用語履歴機能を有効にすることが
できます。用語履歴を有効にすると、用語の特定のプロパティーに対する変更が、
用語の詳細ページの「用語履歴」セクションに記録されます。詳細ページを表示す
る際は、使用可能なプロパティーのうちのどれを用語履歴表に表示するか選択でき
ます。

例
以下の例で、ユーザーが指定できるいくつかの用語のプロパティーを示します。
割り当て資産
BI レポートには、「アカウント ID」と呼ばれるセクションがあります。
資産である BI レポートを用語「アカウント ID」に割り当てます。これ
は、グロッサリー内の用語の詳細定義で、組織に対して「アカウント ID」
の意味が説明されているからです。グロッサリー内のアカウント ID の詳細
定義は、用語、そのプロパティー、および用語「アカウント ID」に関連し
た他のすべての情報で構成されます。この情報は、レポートを読む人が「ア
カウント ID」セクションで言及されている内容を理解するのに役立ちま
す。 このケースでは、「修飾子」を「はい」に設定します。
同義語 「請求情報」という用語には、同義語として「請求住所」と「請求先」があ
ります。 用語の「請求情報」を使用して「請求住所」のレポートを取得す
ると、同義語属性によって、これら 2 つの用語が同義語であることが確認
されます。
関連用語
「請求情報」には、関連用語として「住所詳細」と「配送情報」が含まれま
す。 これらの関連用語は、「請求情報」が住所に関連していることを示し
ています。 それに対して、「請求情報」に関連用語として「請求明細書」
と「領収書」がある場合、「請求情報」の概念は金銭的な料金に関連してい
ます。
関連概念:
90 ページの『カテゴリーの関係と用語の関係』
いくつかのプロパティーは、カタログ内の用語およびカテゴリー間の関係を定義し
ます。
関連タスク:
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97 ページの『グロッサリー資産の作成』
認可済みユーザーは、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ルール、および情報ガ
バナンス・ポリシーを作成できます。
98 ページの『グロッサリー資産の編集』
認可済みユーザーは、既存のカテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、およ
び情報ガバナンス・ルールを編集することができます。

カテゴリー
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
カテゴリーは、グロッサリー内の用語およびカテゴリーの間の関係を参照して理解
できるようにするための、グロッサリーの論理構造を提供します。カテゴリーは、
ポリシーの意味および他のポリシーとの関係に基づいて階層に編成することができ
ます。
カテゴリーには他の複数のカテゴリーや用語を含めることができます。 さらに、カ
テゴリーは、それに含まれない用語を参照することもできます。 例えば、「顧客サ
マリー」というカテゴリーに、「顧客支出サマリー」というサブカテゴリーがあり
ます。 このカテゴリーには、「クレジット・カード・リスク・スコア」という用語
があり、また、「クレジット・カード・リスク」という用語を参照します。
グロッサリー内容へのアクセスは、カテゴリーに基づく許可によって提供されま
す。Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、特定のユー
ザーがどのカテゴリーにアクセスできるかを指定できます。デフォルトでは、すべ
てのユーザーがすべてのカテゴリーにアクセスできます。
関連タスク:
97 ページの『グロッサリー資産の作成』
認可済みユーザーは、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ルール、および情報ガ
バナンス・ポリシーを作成できます。
98 ページの『グロッサリー資産の編集』
認可済みユーザーは、既存のカテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、およ
び情報ガバナンス・ルールを編集することができます。

情報ガバナンス・ポリシー
情報ガバナンス・ポリシーは、ガバナンス・サブジェクト・エリアを自然言語で説
明したものです。
情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルールは、情報リソースをエンター
プライズの目的に対応させるための特性を表します。情報ガバナンス・ポリシー
は、ポリシーの意味および他のポリシーとの関係に基づいて階層に編成することが
できます。
個々の情報ガバナンス・ポリシーには、複数の情報ガバナンス・サブポリシーを含
めることができます。 個々の情報ガバナンス・ポリシーは、1 つ以上の情報ガバナ
ンス・ルールを参照できます。
例えば、「High Quality Data」という情報ガバナンス・ポリシーは、データが高い
品質基準を満たさなければならないことを指定します。 「High Quality Data」のサ
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ブポリシーである「High Quality Customer Data」は、お客様のデータが高い品質基
準を満たさなければならないことを指定します。 「High Quality Customer Data」ポ
リシーは、「Postal Codes Verification」という情報ガバナンス・ルールを参照しま
す。このルールは、お客様の住所には、郵便局によって提供された有効な郵便番号
を使用しなければならないことを指定します。
情報ガバナンス・ポリシーを作成するには、名前と説明テキストを付けます。 ポリ
シーを作成または編集する際は、含まれているサブポリシー、参照されているルー
ル、スチュワード、およびその他のプロパティーを指定することができます。
関連概念:
88 ページの『情報ガバナンス・ポリシーの関係と情報ガバナンス・ルールの関係』
いくつかの情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールのプロパティ
ーは、メタデータ・リポジトリー内の情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナン
ス・ルール、および他の資産間の関係を定義します。

情報ガバナンス・ルール
情報ガバナンス・ルールは、情報資産がビジネス目標に対応しているかどうかを判
断するために使用する条件を自然言語で説明したものです。
情報ガバナンス・ルールを作成するときに、名前と説明テキストを付けます。 ルー
ルを参照する情報ガバナンス・ポリシー、割り当てられている資産、スチュワー
ド、およびルールのその他のプロパティーを指定することもできます。 情報ガバナ
ンス・ルールは、情報ガバナンス・ポリシーによって参照されないことも、1 つ以
上の情報ガバナンス・ポリシーによって参照されることもあります。
情報ガバナンス・ルールは、いくつかの方法で他の情報資産と関連付けることがで
きます。
実装元 情報ガバナンス・ルールは、データ・ガバナンス運用ルールの仕様として使
用することができます。 情報ガバナンス・ルールが資産によって実装され
ている場合は、ルールによって指定されたアクションを資産が実行します。
例えば、情報ガバナンス・ルールを、IBM InfoSphere Information Analyzer
データ・ルールあるいは IBM InfoSphere DataStage ジョブによって実装す
ることができます。
管理対象
資産が情報ガバナンス・ルールによって管理されている場合、その資産は情
報ガバナンス・ルールによって指定されたとおりに機能し、また機能する必
要があります。一般的に、情報ガバナンス・ルールによって管理される資産
は、データ・ソースです。 例えば、情報ガバナンス・ルールによってデー
タベース表を管理することができます。 用語を管理対象資産として指定す
ることもできます。 例えば、「ensure income meets minimum level」とい
う名前のルールによって、「income」という用語を管理することができま
す。
関連ルール
情報ガバナンス・ルールは、1 つ以上の他の情報ガバナンス・ルールに関連
させることができます。 例えば、「valid address」というルールを作成し、
「valid city name」という別のルールに関連させることができます。 関連ル
ールの関係は双方向です。例えば、「valid address」というルールが「valid
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city name」というルールに関連していると指定した場合、「valid city
name」は、「valid address」に自動的に関連付けられます。
情報ガバナンス・ルールに関連付けることができる資産は、メタデータ・リポジト
リー内の資産と、別のアプリケーション内の資産へのリンクを含む外部資産です。
関連概念:
『情報ガバナンス・ポリシーの関係と情報ガバナンス・ルールの関係』
いくつかの情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールのプロパティ
ーは、メタデータ・リポジトリー内の情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナン
ス・ルール、および他の資産間の関係を定義します。

情報ガバナンス・ポリシーの関係と情報ガバナンス・ルールの関係
いくつかの情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルールのプロパティ
ーは、メタデータ・リポジトリー内の情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナン
ス・ルール、および他の資産間の関係を定義します。
プロパティーを使用して、情報ガバナンス・ポリシーおよび情報ガバナンス・ルー
ルの以下の種類の関係を定義できます。
v 情報ガバナンス・ルール間
v 情報ガバナンス・ポリシーと情報ガバナンス・ルール間
v 情報ガバナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルール、および他の資産間

情報ガバナンス・ルールの関係を定義するプロパティー
情報ガバナンス・ルールに以下のタイプの関係があることを指定できます。これら
は、指定可能なすべてのプロパティーの中の一部です。
管理対象
情報ガバナンス・ルールによって管理するまたは管理する必要がある資産。
情報ガバナンス・ルールとデータ・ソースの間で「管理対象」関係を作成
し、将来、この条件を満たすために運用ルールを実装する必要があることを
示すことができます。または、情報ガバナンス・ルールが、データ・ソース
を現在管理している運用ルールについて説明していることを示すことができ
ます。使用できる資産は、割り当て資産または外部の割り当て資産です。
管理対象資産の詳細ページには、「管理者」プロパティーを持つルールが表
示されます。
実装元 その情報ガバナンス・ルールを実装する資産。使用できる資産は、割り当て
資産または外部の割り当て資産です。 資産の詳細ページには、「実装」プ
ロパティーを持つルールが表示されます。
参照ポリシー
その情報ガバナンス・ルールを参照する情報ガバナンス・ポリシー。 ルー
ルは、情報ガバナンス・ポリシーによって参照されないか、1 つ以上の情報
ガバナンス・ポリシーによって参照されるようにすることができます。
関連ルール
現在のルールと何らかの形で関連する情報ガバナンス・ルール。関係は対称
です。 ルール A がルール B に関連すると指定した場合、ルール B はル
ール A に関連します。1 つのルールには、複数の情報ガバナンス・ルール
を関連させることができます。
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情報ガバナンス・ポリシーの関係を定義するプロパティー
情報ガバナンス・ポリシーに以下のタイプの関係があることを指定できます。これ
らは、指定可能なすべてのプロパティーの中の一部です。
ルール この情報ガバナンス・ポリシーによって管理するまたは管理する必要がある
情報ガバナンス・ルール
サブポリシー
個々の情報ガバナンス・ポリシーには、1 つ以上の情報ガバナンス・サブポ
リシーを含めることができます。情報ガバナンス・ポリシーにサブポリシー
がある場合、その情報ガバナンス・ポリシーは、それらのサブポリシーの親
ポリシーです。

例
参照ポリシー
「Software Security」という名前の情報ガバナンス・ポリシーは、ウイルス
チェック・ソフトウェアを含むソフトウェア・セキュリティー手順が導入さ
れていなければならないことを指定します。 「Virus-checking Procedures」
という名前の情報ガバナンス・ルールは、個々のコンピューターで毎週 1
回ウイルスチェック・ソフトウェアを更新する必要があることを指定しま
す。 したがって、「Virus-Checking Procedures」ルールの作成者は、
「Software Security」ポリシーをルールの参照ポリシーとして指定します。
実装元 「Maintain data integrity」という名前の情報ガバナンス・ルールは、「すべ
てのお客様データにつき、妥当性検査を 24 時間に 1 回実施する必要があ
る」と指定します。 「24-hour quality check」という名前の Information
Analyzer データ・ルールは、データの妥当性検査を 1 日 1 回実行します。
このデータ・ルールがガバナンス・ルールを実装するため、情報ガバナン
ス・ルールの作成者は、InfoSphere Information Analyzer データ・ルールが
情報ガバナンス・ルールの「実装元」であることを指定します。
管理対象
上記の例の「Maintain data integrity」情報ガバナンス・ルールは、お客様デ
ータが含まれている特定のデータベース、データベース表、および列の組み
合わせに適用されます。 InfoSphere Information Analyzer データ・ルール
「24-hour quality check」は、これらすべてのデータベース、表、および列
に実行されるように意図されています。 したがって、「Maintain data
integrity」情報ガバナンス・ルールの作成者は、「24-hour quality check」実
行時ルールを実行するまたは実行する必要があるすべてのデータベース、
列、および表に対して「管理対象」の関係を指定します。
サブポリシー
「Software Security」情報ガバナンス・ポリシーは、ソフトウェアについ
て、セキュリティー手順が導入されていなければならないことを指定しま
す。 「Firewall」という名前の 2 つ目のポリシーは、ファイアウォールを
実装しなければならないことを指定します。「Credentials」という名前の 3
つ目のポリシーは、データベースをホストするすべてのコンピューターには
パスワードが必要であることを指定します。 「Software Security」ポリシー
の作成者は、「Firewall」および「Credentials」が「Software Security」のサ
ブポリシーであることを指定します。 したがって、「Software Security」
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は、「Firewall」情報ガバナンス・ポリシーと「Credentials」情報ガバナン
ス・ポリシーの親ポリシーになります。

ラベル
ラベルは、エンタープライズにとって意味のある何らかの共通点がある資産の単純
な短い記述子です。 ラベルは、検索およびフィルタリングに使用できます。
ラベルは、カタログ内のどのタイプの資産にでも適用できます。ラベルは、資産に
適用するキーワードやタグとみなすことができます。さまざまなタイプの資産に同
じラベルを付けてもかまいません。 または、1 つの資産に複数のラベルを適用する
こともできます。
例えば、エンタープライズで広大な地理的地域が関心の対象になっている場合、
「アジア」、「米国」、「ヨーロッパ」というラベルを定義している可能性があり
ます。アジアに関連したすべての資産に、「アジア」ラベルを付けることができま
す。 ヨーロッパに関連したすべての資産には、「ヨーロッパ」ラベルを付けるとい
う具合です。 それぞれのケースにおいて、資産に複数のタイプがある可能性があり
ます。 例えば、ラベル「アジア」は、用語、カテゴリー、BI レポート、ジョブ、
およびデータベースに適用されるかもしれません。
1 つの資産に複数のラベルを適用した場合、Glossary ユーザーは、いずれかのラベ
ルを使用して検索結果を絞り込むかリストをフィルタリングすることによって、資
産を見つけることができます。
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、IBM InfoSphere
Information Governance Catalog 内からラベルを定義します。いったんラベルをグロ
ッサリーに定義すると、用語を作成または編集できるすべての Information
Governance Catalog Glossary ユーザーが資産にラベルを割り当てることができるよ
うになります。さらに、Information Governance Catalog Glossary 割り当て者は、
Information Governance Catalog Glossary 割り当て者ロールをサポートしている IBM
InfoSphere Information Server スイートの他のツール内からラベルを割り当てること
ができます。
ラベルがグロッサリーに定義されている場合でも、それを資産に適用するかどうか
は任意です。
外部資産にはラベルを適用できません。

カテゴリーの関係と用語の関係
いくつかのプロパティーは、カタログ内の用語およびカテゴリー間の関係を定義し
ます。
プロパティーを使用して、用語の以下の種類の関係を定義できます。
v 用語間
v 用語とカテゴリー間
v 用語と情報資産間

用語の関係を定義するプロパティー
用語には以下のタイプの関係を指定できます。
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割り当て資産
用語に割り当てられた資産 (ジョブ、レポート、およびデータベース表な
ど)。 複数の資産を 1 つの用語に割り当てることができます。 1 つの資産
を複数の用語に割り当てることができます。
上位

ある用語が現在の用語の下位要素、一部、属性、またはメンバーである関係
を指定します。 例えば、番地名は住所の一部です。 したがって、用語
「Address」は、用語「Street Name」と上位関係を持ちます。 別の例とし
て、個人には名前があります。 したがって、用語「Person」は、用語
「Name」と上位関係を持ちます。 また、店には部門があります。 したが
って、用語「Store」は、用語「Department」と上位関係を持ちます。 「上
位」プロパティーは、「下位」プロパティーの逆を表します。
このプロパティーについて詳しくは、 93 ページの『下位関係と上位関係』
を参照してください。

上位タイプ
別の用語が現在の用語の一種である関係を指定します。 例えば、用語
「Address」には、「Business address」と「Home address」の 2 つのタイプ
があります。 「上位タイプ」プロパティーは、「下位タイプ」プロパティ
ーの逆を表します。
このプロパティーについて詳しくは、 93 ページの『下位関係と上位関係』
を参照してください。
下位タイプ
現在の用語が別の用語の一種である関係を指定します。 例えば、用語
「Business Address」は、「Address」の一種です。 「下位タイプ」プロパテ
ィーは、「上位タイプ」プロパティーの逆を表します。
このプロパティーについて詳しくは、 93 ページの『下位関係と上位関係』
を参照してください。
下位

現在の用語が別の用語の下位要素、一部、属性、またはメンバーである関係
を指定します。 例えば、番地名は住所の一部です。 したがって、用語
「Street Name」は、用語「Address」と下位関係を持ちます。 別の例とし
て、部門は店の一部です。したがって、用語「Department」は、用語
「Store」と下位関係を持ちます。 また、名前は個人の属性の 1 つです。
したがって、用語「Name」は、用語「Person」と下位関係を持ちます。
「下位」プロパティーは、「上位」プロパティーの逆を表します。
このプロパティーについて詳しくは、 93 ページの『下位関係と上位関係』
を参照してください。

優先される同義語
同義語のグループの中で優先される用語。状況が非推奨の用語は、優先され
る同義語にはできません。
参照カテゴリー
その用語を参照するカテゴリー。 1 つの用語を複数のカテゴリーで参照で
きます。
次により置換
この用語と置換する用語。
置換

この用語で置換される用語。
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同義語 同じ意味を持つ用語。 用語は複数の同義語を持つことができます。 関係は
対称であり、推移的です。 用語 A が用語 B の同義語で、用語 B が用語
C の同義語であれば、それぞれの用語は、他の用語の同義語です。

カテゴリーの関係を定義するプロパティー
カテゴリーに以下のタイプの関係があることを指定できます。これらは、指定可能
なすべてのプロパティーの中の一部です。
ビジネス用語を含む
用語は、カテゴリーに含まれていなければなりません。 用語は、1 つのカ
テゴリーのみに含まれていなければなりません。
親カテゴリー
このカテゴリーをサブカテゴリーとして含むカテゴリー
ビジネス用語を参照
カテゴリーは用語を参照できます。 1 つの用語を複数のカテゴリーで参照
できます。
サブカテゴリー
カテゴリーには 1 つ以上のサブカテゴリーを含めることができます。カテ
ゴリーにサブカテゴリーがある場合、そのカテゴリーはそれらのサブカテゴ
リーの親カテゴリーです。

例
以下の例で、カテゴリーの関係と用語の関係を定義するためにユーザーが指定でき
るいくつかのプロパティーを示します。
割り当て資産
BI レポートには、「アカウント ID」と呼ばれるセクションがあります。
カタログ内の資産である BI レポートを用語「アカウント ID」に割り当て
ます。これは、カタログ内の用語の詳細定義で、組織に対して「アカウント
ID」の意味が説明されているからです。カタログ内のアカウント ID の詳細
定義は、用語、そのプロパティー、および用語「アカウント ID」に関連し
た他のすべての情報で構成されます。この情報は、レポートを読む人が「ア
カウント ID」セクションで言及されている内容を理解するのに役立ちま
す。このケースでは、「修飾子」プロパティーを「はい」に設定します。
下位タイプ
用語「Identifier」の定義は、「資産を一意的に定義する言語非依存のラベル
またはトークン」です。用語「Personal Identifier」は、識別子の一種なの
で、用語「Identifier」の関係として「下位タイプ」プロパティーを割り当て
ます。また、用語「Passport Number」は、「Personal Identifier」の一種なの
で、用語「Personal Identifier」の関係として「下位タイプ」プロパティーを
割り当てます。「下位タイプ」の関係は継承されるため、「Passport
Number」は、用語「Identifier」についても「下位タイプ」の関係を持ちま
す。 つまり、「Passport Number」は、「Personal Identifier」の一種であ
り、「Personal Identifier」は「Identifier」の一種なので、「Passport
Number」は、「Identifier」の一種となります。
このプロパティーについて詳しくは、 93 ページの『下位関係と上位関係』
を参照してください。
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上位

用語「Address」、「Street Number」、「Street Name」、「City」、および
「Postal Code」は、すべてカタログに定義されています。住所は、他の用語
によって指定される要素で構成されるため、作成者は、用語「Address」を
編集して、「Address」は、「Street Number」、「Street
Name」、「City」、および「Postal Code」と「上位」 の関係があることを
指定します。 一方、「Postal Code」、「Street Name」、「City」、および
「Country」は、「Address」に対する「下位」の関係が自動的に割り当てら
れます。
このプロパティーについて詳しくは、『下位関係と上位関係』を参照してく
ださい。

同義語 「請求情報」という用語には、同義語として「請求住所」と「請求先」があ
ります。 用語の「請求情報」を使用して「請求住所」のレポートを取得す
ると、同義語属性によって、これら 2 つの用語が同義語であることが確認
されます。
関連用語
「請求情報」には、関連用語として「住所詳細」と「配送情報」が含まれま
す。 これらの関連用語は、「請求情報」が住所に関連していることを示し
ています。 それに対して、「請求情報」に関連用語として「請求明細書」
と「領収書」がある場合、「請求情報」の概念は金銭的な料金に関連してい
ます。
被参照用語
用語「請求情報」は「支払い詳細」カテゴリーに含まれます。 「連絡先詳
細」カテゴリーを表示すると、「請求情報」が被参照用語として示されま
す。
下位関係と上位関係:
ある用語が他の用語の一種であるか、他の用語の一部、メンバー、または特性であ
ることを指定できます。これらとは逆の関係を指定することもできます。
下位関係および上位関係を指定するプロパティーについて以下の表で説明します。
表 20. 下位関係および上位関係のプロパティー
プロパティー名
上位

説明
ある別の用語が最初の用語の下位要素、一部、属性、またはメンバー
である関係を指定します。 例えば、「Home Loan」という用語に
「Hybrid Rate」、「Fees」、および「Margin」という属性があるとし
ます。この場合、「Home Loan」は、「Hybrid Rate」、「Fees」、お
よび「Margin」という用語との「上位」関係を持ちます。
「上位」プロパティーは、「下位」プロパティーの逆を表します。
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表 20. 下位関係および上位関係のプロパティー (続き)
プロパティー名
下位

説明
ある用語が別の用語の下位要素、一部、属性、またはメンバーである
関係を指定します。 例えば、「Hybrid Rate」、「Fees」、および
「Margin」は、「Home Loan」の属性です。この場合、「Hybrid
Rate」、「Fees」、および「Margin」の各用語は、「Home Loan」と
いう用語に対する「下位」関係を持ちます。
「下位」プロパティーは、「上位」プロパティーの逆を表します。

上位タイプ

ある用語によって表される概念に、他の用語によって表される 1 つ
以上のサブタイプがあることを示します。例えば、用語「Loan」は、
用語「Home Loan」、「Car Loan」、および「Student Loan」と「上
位タイプ」関係を持つことを指定できます。
「上位タイプ」プロパティーは、「下位タイプ」プロパティーの逆を
表します。

下位タイプ

ある用語によって表される概念が、通常はより範囲の広い別の用語に
よって表される概念の具体例であることを示します。例えば、用語
「Home Loan」は、用語「Loan」と「下位タイプ」関係を持つことを
指定できます。これは、住宅ローンがローンの一種であるためです。
同様に、自動車ローンおよび学生ローンもローンの一種です。結果と
して、「Car Loan」と「Student Loan」という用語は、用語「Home
Loan」と「下位タイプ」関係にあると指定されます。
「下位タイプ」プロパティーは、「上位タイプ」プロパティーの逆を
表します。

以下の図に、ローンの例を使用して「下位タイプ」関係および「上位タイプ」関係
を示します。
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以下の図に、ローンの例を使用して「上位」関係および「下位」関係を示します。

これらのプロパティーの 1 つが指定されると、そのプロパティーの逆も自動的に実
装されます。 例えば、用語 B と C が用語 A の下位要素である場合、用語 A
は、用語 B と用語 C の下位要素を持ちます。結果となるカタログ内の関係を以下
の表に示します。
表 21. 要素の関係
現在の用語

関係

関連付けられた用語

A

上位

B, C

B, C

下位

A

同様に、用語 X が用語 Y と用語 Z のタイプを持つ場合、用語 Z と用語 Y は用
語 X のタイプです。結果となるカタログ内の関係を以下の表に示します。
表 22. タイプの関係
現在の用語

関係

関連付けられた用語

X

上位タイプ

Y、Z

Y、Z

下位タイプ

X

これらの関係は継承することができます。 例えば、「Home Loan」は「Loan」に対
する「下位タイプ」関係を持ち、「Loan」は「Margin」に対する「上位」関係を持
ちます。これで、「Home Loan」も継承によって「Margin」に対する「上位」関係
を持つことになります。「Home Loan」と「Margin」の間の関係は、「Home
Loan」と「Loan」の間の関係から派生されるといいます。以下の図にこれらの関係
を示します。
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以下の図は、用語「Home Loan」を「詳細」ページで表示したときに、これらの関
係がどのように表示されるかを示しています。「派生元」関係は、「派生元」アイ
コン

によって示されます。

割り当て資産
Information Governance Catalog では、用語または情報ガバナンス・ルールに他の情
報資産を割り当てることによって、用語および情報ガバナンス・ルールに他の資産
を関連付けることができます。
1 つの情報資産は、組織において価値を持つ情報の一片を指します。1 つの情報資
産は、他の情報資産と関係、従属性、またはその両方を持つことができます。
Information Governance Catalog では、用語および情報ガバナンス・ルールに資産を
割り当てることができます。 資産を用語またはルールに割り当てることによって、
エンタープライズにとって意味のある、用語またはルールと資産との間の関係があ
ることを示します。
Information Governance Catalog のユーザーが用語またはルールの詳細を表示する
と、その用語またはルールに割り当てられた資産のリストが表示されます。 ユーザ
ーは、Information Governance Catalog を使用して資産を検索することや、資産につ
いての詳細を表示することもできます。
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用語または情報ガバナンス・ルールに割り当てられる資産には、以下の 2 つのタイ
プがあります。
v IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー内の資産
v 外部資産と呼ばれる、メタデータ・リポジトリーの外部にある資産。

グロッサリー資産の作成
認可済みユーザーは、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ルール、および情報ガ
バナンス・ポリシーを作成できます。

このタスクについて
Information Governance Catalog アドミニストレーターまたは Information
Governance Catalog 作成者としてログインする必要があります。Information
Governance Catalog 作成者がカテゴリーまたは用語を作成する場合は、新規カテゴ
リーまたは用語の親カテゴリーに対する許可が必要です。

手順
1. ワークフローが有効である場合は、「開発グロッサリー」をクリックします。ワ
ークフローが無効である場合は、ステップ 2 から始めます。
2. 「作成」を選択し、次に、作成する資産のタイプに該当するメニュー項目を選択
します。
v 用語を作成するには、「用語の作成」をクリックします。
v カテゴリーを作成するには、「カテゴリーの作成」をクリックします。
v ルールを作成するには、「情報ガバナンス・ルールの作成」をクリックしま
す。
v 情報ガバナンス・ポリシーを作成するには、「情報ガバナンス・ポリシーの作
成」をクリックします。
3. 必須フィールドと含めたい他のフィールドに情報を入力します。
4. 「保存」 をクリックして、保存する方法を選択します。 保存してからウィンド
ウを閉じるか、保存してから直前に作成した資産をさらに編集するか、保存して
から同一タイプの資産を新たに作成するかを選択できます。

タスクの結果
グロッサリー資産とその資産に関する基本情報が作成されます。ワークフローが有
効である場合、資産は開発グロッサリー内でドラフト状態になります。ワークフロ
ーが無効である場合、資産はグロッサリー内にあり、適切なカテゴリー許可を持つ
すべてのユーザーに対して使用可能になります。

次のタスク
資産を編集して情報を追加し、その意味を拡張します。
関連概念:
84 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。 用語は、グロ
ッサリーの基本的な構成要素です。
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86 ページの『カテゴリー』
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
87 ページの『情報ガバナンス・ルール』
情報ガバナンス・ルールは、情報資産がビジネス目標に対応しているかどうかを判
断するために使用する条件を自然言語で説明したものです。
86 ページの『情報ガバナンス・ポリシー』
情報ガバナンス・ポリシーは、ガバナンス・サブジェクト・エリアを自然言語で説
明したものです。

グロッサリー資産の編集
認可済みユーザーは、既存のカテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポリシー、およ
び情報ガバナンス・ルールを編集することができます。

始める前に
Information Governance Catalog アドミニストレーターまたは Information
Governance Catalog 作成者としてログインする必要があります。
Information Governance Catalog Glossary 作成者がカテゴリーまたは用語を編集する
場合は、編集するサブカテゴリーまたは用語の親カテゴリーに対する許可が必要で
す。
ワークフローが有効な場合、開発グロッサリーで作成者に適切な許可を付与する必
要があります。

手順
1. ワークフローが有効である場合は、「開発グロッサリー」をクリックします。ワ
ークフローが無効である場合は、ステップ 2 から始めます。
2. 編集するグロッサリー資産の詳細ページにナビゲートします。 資産は、参照ま
たは検索して見つけることができます。 「用語クイック・ファインダー」を使
用して用語を検索することもできます。
3. 「編集」をクリックします。 これで変更モードになり、資産のすべてのプロパ
ティーを変更できるようになります。
4. プロパティーを変更し、変更内容を保存します。

タスクの結果
ワークフローが有効である場合、変更された資産は開発グロッサリー内でドラフト
状態になります。ワークフローが無効である場合、資産への変更はグロッサリーに
パブリッシュされ、適切な許可を持つすべてのユーザーによって表示できるように
なります。

次のタスク
ワークフローが有効である場合、承認のために変更した資産をパブリッシャーに送
信できます。
関連概念:
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84 ページの『用語』
用語とは、エンタープライズの特性を記述した単語または語句です。 用語は、グロ
ッサリーの基本的な構成要素です。
86 ページの『カテゴリー』
カテゴリーは、グロッサリーの内容を編成するフォルダーまたはディレクトリーの
ようなものです。
87 ページの『情報ガバナンス・ルール』
情報ガバナンス・ルールは、情報資産がビジネス目標に対応しているかどうかを判
断するために使用する条件を自然言語で説明したものです。
86 ページの『情報ガバナンス・ポリシー』
情報ガバナンス・ポリシーは、ガバナンス・サブジェクト・エリアを自然言語で説
明したものです。

注釈の追加または編集
Information Governance Catalog アドミニストレーター・ユーザーおよび Information
Governance Catalog 作成者ユーザーは、資産に関する注釈を追加できます。

始める前に
注釈を追加するには、Information Governance Catalog アドミニストレーター・ロー
ルまたは Information Governance Catalog 作成者ロールが必要です。

このタスクについて
注釈を追加して、資産に関する情報を提供することができます。すべての資産に注
釈を付けられるわけではありませんが、注釈を付けられる資産であれば、任意のユ
ーザーが注釈を作成できます。Information Governance Catalog アドミニストレータ
ーは、すべての注釈を編集および削除できます。Information Governance Catalog 作
成者は、自身が追加した注釈のみを編集または削除できます。

手順
1. 資産の「詳細」ページで「注釈」をクリックします。
2. 「新規」をクリックして、注釈を作成します。
3. 「件名」フィールドに、資産の情報ページの「注釈」セクションに表示されるタ
イトルを入力します。資産の情報詳細が表示されるときに、その資産の各注釈の
件名がリストされます。各注釈を区別するために、ユニークな件名を入力してく
ださい。
4. リストから「タイプ」を選択します。「情報」、「アクション」、または「その
他」を選択できます。
情報

情報の提供のみで、アクションを必要としない注釈。情報注釈の例とし
ては、「資産が監督機関からの要求に適合するように作成されました」
という注釈が「注釈」フィールドに記述される場合があります。

アクション
アクションが必要なことを示す注釈。例えば、資産のレビューを要求す
るアクションの場合、「アクション」タイプを選択し、「次のミーティ
ングまでにこの資産をレビューしてください」というテキストを「注
釈」フィールドに入力します。
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その他 情報やアクション以外の内容を含む注釈。
例えば、「オープン」状況で「情報」タイプの新しい注釈が資産に追加されると
します。別のユーザーがその資産に対する何らかのアクションを待機している
間、そのユーザーは、状況を「保留」にタイプを「アクション」に変更します。
アクションが実行されると、ユーザーはその状況を「クローズ」に変更します。
5. リストから「状況」を選択します。「オープン」、「保留」、または「クロー
ズ」を選択できます。
オープン
任意のタイプの資産の新規注釈。
保留

アクションまたは応答が必要です。

クローズ
アクションも応答も必要がなくなりました。
状況あるいはタイプが変更されても、その資産のスチュワードには通知されませ
ん。資産の注釈の変更をトラッキングするには、特定のタイプまたは状況の注釈
をリストする照会をビルドしてください。
6. 「注釈」フィールドにテキストを入力します。注釈の文字数制限はありません。
7. 「保存」をクリックします。
注釈を編集または削除するには、資産の「詳細」ページにアクセスし、「注釈」
タブを選択し、適切なアイコンをクリックします。

開発グロッサリー内のグロッサリー資産の開発ログ
ワークフロー機能が有効である場合、開発ログを表示することで、グロッサリー資
産に対する変更をモニターできます。
グロッサリー資産に変更が加えられるか、ワークフロー参加者がコメントを追加す
ると、必ず開発ログ・エントリーが作成されます。
開発ログは、変更が行われた日付、発生したアクティビティーのタイプ、資産のワ
ークフロー状態、担当のユーザーまたはユーザー・グループ、コメントなど、各変
更に関する情報を提供します。
開発ログは、グロッサリー資産の詳細ページに表示されます。
グロッサリー資産が用語の場合は、記録された変更を表示できます。記録されるの
は、用語に加えることができる変更の一部のタイプのみです。これらの変更は、用
語履歴で表示できる変更と同じものです。
開発グロッサリーがパブリッシュされると、開発ログには、同一の資産が開発グロ
ッサリー内とパブリッシュ済みグロッサリー内に存在することを示す「同期済み」
の状態が表示されます。
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用語およびカテゴリー用のカスタム属性の管理
Information Governance Catalog Glossary のアドミニストレーター・ユーザーと作成
者ユーザーは、カスタム属性を使用して、ガバナンス標準を適用したり、アーキテ
クチャー・フレームワークを使用可能にしたり、その他のメタデータを組織に提供
したりすることができます。

用語およびカテゴリー用のカスタム属性
標準のプロパティーがエンタープライズのニーズを満たさない場合、Information
Governance Catalog Glossary アドミニストレーターは、カテゴリーと用語に対して
カスタム属性を作成することができます。
カスタム属性を作成、変更、または削除するには、Information Governance Catalog
Glossary アドミニストレーターでなければなりません。
カテゴリーと用語に対するカスタム属性は、カテゴリー、用語、またはカテゴリー
と用語の両方に適用することができます。 カテゴリーと用語の両方にカスタム属性
を適用する場合には、同じ名前で 2 つの別々のカスタム属性が作成され、一方がカ
テゴリーに適用され、もう一方が用語に適用されます。
用語またはカテゴリーに対する個々のカスタム属性には、名前、説明、属性タイプ
があります。 タイプには、ストリング、またはストリングの列挙型リストが可能で
す。 いつでも、カスタム属性を編集してタイプを変更できます。
v 列挙タイプからストリング・タイプへの変更の場合、値はストリング・タイプと
して保存されます。
v ストリング・タイプから列挙タイプへの変更の場合、ストリングの列挙型リスト
にその正確なストリングを入れない限り、ストリングの値は失われます。
用語またはカテゴリーの各カスタム属性の初期値は NULL です。 用語またはカテ
ゴリーを編集して、そのカスタム属性の値を割り当てることができます。

例
「データ機密性」というカスタム属性を作成し、次の簡略説明を指定します。
データの機密性を示す 1 から 5 までの数値。 機密性とは、無許可の顧客に
用語を公開することのインパクトを示す主観的尺度です。
「データ機密性」属性が用語にのみ適用されるように指定できます。 列挙タイプを
選択し、1 から 5 までの数値を値として入力します。 カスタム属性を作成した
ら、利用者にリリースする各用語に、そのいずれかの値を割り当てます。

カスタム属性の作成
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ユーザーは、用語
とカテゴリーに関する追加情報を保管するためのカスタム属性を作成できます。

始める前に
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
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101

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Governance Catalog で提供される用語またはカテゴリー
のプロパティーに加えて、それらの追加プロパティーを定義すると組織にとって便
利になる場合は、カスタム属性を作成できます。カスタム属性は、ユーザーが定義
するプロパティーです。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「カタログ管理」を展開します。
3. 「カスタム属性」で、「用語およびカテゴリー用」をクリックします。
4. 「用語およびカテゴリーのカスタム属性」ウィンドウで、「新規」をクリック
します。
5. 「カスタム属性の作成」ウィンドウで、カスタム属性の名前を入力します。
6. カスタム属性を適用する資産タイプを「適用対象」チェック・ボックスから選
択します。両方のチェック・ボックスを選択した場合、用語とカテゴリーの両
方用のカスタム属性が作成されます。
7. カスタム属性の説明を入力します。他の情報へのハイパーテキスト・リンクを
HTTP リンクの形式で組み込むことができます。
8. データ・タイプを選択します。選択できる値は 1 つのみです。「列挙型」を選
択する場合、表示される「有効な値」表に値を入力する必要があります。
9. 値を入力し、「追加」をクリックします。
10. 入力されている値が不要な場合、「削除」をクリックして、それを削除する
か、代わりに新しい値を入力します。
11. 「保存」をクリックします。

カスタム属性への値の割り当て
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターおよび Information
Governance Catalog Glossary 作成者であるユーザーは、用語とカテゴリーのカスタ
ム属性に値を割り当てることができます。

始める前に
v Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールまたは
Information Governance Catalog Glossary 作成者ロールを持っている必要がありま
す。
v 値を割り当てるカスタム属性は、あらかじめカタログに存在している必要があり
ます。

このタスクについて
カスタム属性の値にはいろいろなタイプがあります。値をカスタム属性に割り当て
るとき、値のタイプを選択します。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「グロッサリー」を展開します。
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3. カスタム属性を適用する資産タイプを選択します。例えば、「カテゴリー」で
す。
4. 「参照」ウィンドウで、カスタム属性を割り当てる資産を選択し、「編集」をク
リックします。
5. 「一般情報」セクションで、カスタム属性を選択し、値を割り当てます。
v 列挙型属性にはリストがあります。リストから値を選択します。
v ストリングの属性にはテキスト・ボックスがあります。テキスト・ボックスが
空の場合には、フリー・テキストを入力します。テキスト・ボックスが空でな
い場合には、値を変更できます。
6. 「保存」をクリックします。

カスタム属性の削除
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ユーザーは、用語
およびカテゴリーのカスタム属性を削除できます。

始める前に
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。

このタスクについて
カスタム属性を削除すると、すべての資産でこの属性に対して定義されている値も
すべて削除されます。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「カタログ管理」を展開します。
3. 「カスタム属性」で、「用語およびカテゴリー用」をクリックします。
4. リストからカスタム属性を選択し、「削除」をクリックします。
5. 確認のために「はい」をクリックします。

情報資産用のカスタム属性の管理
情報資産に割り当てられるカスタム属性定義を作成、編集、および削除することが
できます。また、カスタム属性値をインポートおよびエクスポートすることもでき
ます。

カスタム属性の作成
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターのロールが必要で
す。
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カスタム属性が適用される資産タイプを把握していると同時に、カスタム属性が子
資産にも適用されるかどうかを理解しておく必要があります。
カスタム属性に割り当てられる値のタイプを知っている必要があります。

このタスクについて
タイプが「テキスト」、「数値」、または「日付」のカスタム属性については、ユ
ーザーが値を適用します。あるいは、カスタム属性に事前定義値のリストがある場
合、ユーザーは適用する値を選択します。
カスタム属性を作成した後、変更できるのは「説明」フィールドのテキストのみで
す。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「カタログ管理」を展開します。「カスタム属性」セクションで、「情報資産
用」をクリックします。
3. 「情報資産のカスタム属性」ウィンドウで、「新規」をクリックします。
4. カスタム属性の名前を入力します。
5. 「資産に適用される」リストで、カスタム属性を適用できる資産タイプを選択し
ます。
6. 「カスタム属性タイプ」リストで、カスタム属性のタイプを選択します。ユーザ
ーに有効な値のリストから選択させるには、「事前定義値」を選択します。
「事前定義値」表のブランク行が使用可能になります。「値」列にストリングの
値を入力します。
7. 「オプション」領域で、以下のアクションを実行します。
a. ユーザーがカスタム属性に複数の値を適用できるようにするには、「複数の
値」を選択します。
b. 「資産に適用される」フィールドで選択した資産のすべての子資産のカスタ
ム属性を表示するには、「子資産に表示」を選択します。
8. 「保存」をクリックします。
関連概念:
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
106 ページの『カスタム属性のインポート』
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。
109 ページの『カスタム属性のエクスポート』
カスタム属性は値を付けずに Extensible Markup Language (XML) フォーマットのフ
ァイルにエクスポートできます。また、カスタム属性は値と一緒にコンマ区切り値
(CSV) フォーマットのファイルにエクスポートすることもできます。
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関連資料:
108 ページの『カスタム属性をインポートするための CSV ファイル・フォーマッ
ト』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値のリストを定義できます。

カスタム属性
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
一般説明
カスタム属性は作成、編集、削除、インポート、およびエクスポートするこ
とができます。カスタム属性にはそれぞれ、名前、説明、タイプ、および値
があります。タイプは、「ストリング」、「日付」、「テキスト」、または
「数値」です。カスタム属性には、単一値を指定することも複数の値を指定
することもできます。値は、事前定義してユーザーに選択させるようにする
ことができます。また、テキスト入力にすることもできます。
カスタム属性値は、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを使用
してインポートできます。あるいは、資産の編集時に資産のカスタム属性値
を編集できます。カスタム属性値を CSV ファイルにエクスポートすること
もできます。
カスタム属性の作成
Information Governance Catalog でカスタム属性を作成すると、カタログに
保管されます。同じ名前のカスタム属性を 2 つ作成することはできませ
ん。
カスタム属性を作成するときに、ユーザーに単一値の入力を許可するか、複
数の値の入力を許可するかを選択できます。代わりに、ユーザーが値を選択
できるように、値のリストを定義することも可能です。
選択用の値がまったく定義されていない場合、ユーザーはカスタム属性のタ
イプに適した任意の値を割り当てることができます。例えば、「クレジッ
ト・リスクのレーティング」という「数値」タイプのカスタム属性があり、
有効な値として、1、2、3、および 4 が定義されているとします。この場
合、ユーザーは、それらの値のいずれかを選択しなければなりません。しか
し、値が定義されていない場合は、ユーザーがカスタム属性値として任意の
数値を割り当てることができます。
Information Governance Catalog で作成されたカスタム属性がカタログから
削除されても、そのカスタム属性が適用された資産は削除されません。削除
されたカスタム属性の値は、資産から削除されます。
カスタム属性の編集
いつでも、カスタム属性を編集して、その説明または値を変更できます。
各カスタム属性の初期の値は NULL です。値を編集すると、元の値はカス
タム属性から削除されます。例えば、値「HR」を「Human Resources」で置
換すると、値「HR」はすべてのカスタム属性から削除され、「Human
Resources」に置き換えられます。
カスタム属性のタイプは変更できません。
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子資産のカスタム属性値
一部の資産は、子資産を持つ場合があります。そのような資産にカスタム属
性を割り当てると、値はすべての子資産に適用されます。
例えば、ホストの子資産が、データベース、スキーマ、データベース表、列
という順序 (階層) で存在するとします。カスタム属性をデータベース表に
割り当てた場合、そのカスタム属性は、そのデータベース表のすべての列に
も適用されます。データベース表の「詳細」ページには、カスタム属性が 2
回 (データベース表のものと列のもの) 表示されます。
照会

特定の値を持つカスタム属性や値が NULL のカスタム属性を照会できま
す。カスタム属性が定義されている資産タイプを照会すると、「照会結果」
ページにそのカスタム属性が表示されます。

関連タスク:
103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。
『カスタム属性のインポート』
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。
関連資料:
108 ページの『カスタム属性をインポートするための CSV ファイル・フォーマッ
ト』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値のリストを定義できます。

カスタム属性のインポート
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。

始める前に
次の要件を満たしている必要があります。
v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターのロールが必要で
す。
v カスタム属性は、カタログに存在している必要があります。
v カスタム属性を定義する情報資産の名前とタイプが、カタログに存在している必
要があります。
v インポート・ファイル内の値のタイプが、カスタム属性に指定できる値のタイプ
と一致しなければなりません。
v インポート・ファイルは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズがこの
制限を超えると、インポートは失敗します。インポート・ファイルをいくつかの
小さなファイルに分割してからインポートしてください。
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このタスクについて
CSV フォーマットのファイルを使用して、カスタム属性をインポートできます。ま
た、IBM InfoSphere Information Governance Catalog の「カスタム属性の管理」ウィ
ザードで作成されたエクスポート・ファイルを編集して、カスタム属性をインポー
トすることもできます。
インポートでは、カスタム属性は作成されません。

手順
1. 値を付けずにカスタム属性をインポートするには、以下のステップを実行しま
す。
a. 「管理」をクリックします。
b. 「カタログ管理」を展開します。「カスタム属性」セクションで、インポー
トされるカスタム属性が属す資産タイプをクリックします。
c. 「カスタム属性の管理」ウィンドウで、「インポート」をクリックします。
2. 値と一緒にカスタム属性をインポートするには、以下のステップを実行します。
a. 「カタログ」をクリックします。
b. 「情報資産」をクリックします。「作成」セクションで、「カスタム属性値
のインポート」をクリックします。
c. 「マージ・オプションの選択」ウィンドウで、CSV ファイル内のカスタム属
性値とカタログ内の既存の値との間の競合を解決するための方式を選択しま
す。
v 既存の値を保持するよう選択すると、カタログは変更されません。
v 既存の値を置換するよう選択すると、既存のカスタム属性は削除され、イ
ンポートされた値で置換されます。
3. 「OK」をクリックしてインポートします。

タスクの結果
v インポート CSV ファイルの最初の 2 列がインポートされます。インポートされ
た行数を示すメッセージが表示されます。
v カタログに存在し、インポート CSV ファイルには存在しないカスタム属性値
は、カタログから削除されません。
v 値が同じ場合、カスタム属性値はインポートされません。
v 大/小文字のみが異なる同じ値は、同一の値であるとみなされます。例えば、カタ
ログに値 Blue があり、インポート・ファイルに値 blue がある場合、値 blue は
インポートされません。
v インポートされた値は、カタログ内の既存の値に追加されます。
v 値の行は、入力またはインポートされた順序で表示されます。
関連概念:
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
第 5 章 データの管理
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103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。
関連資料:
『カスタム属性をインポートするための CSV ファイル・フォーマット』
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値のリストを定義できます。

カスタム属性をインポートするための CSV ファイル・フォーマット
コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して、特定のタイプの資産に割り当てるカス
タム属性の有効な値のリストを定義できます。

構文
以下の構文ルールで、値を正しく定義する方法が規制されます。CSV ファイルに
は、同じタイプの資産のみを含める必要があります。
列および列見出し
すべてのセクションの列は、次のシーケンスでなければなりません。
1. カスタム属性を割り当てる資産の名前。このフィールドには値が必要で
す。名前がリストされていない場合、その行は無視されます。名前には
特殊文字 (, " [ ] ') を使用しないでください。
2. 最初の列にリストされている資産に割り当てるカスタム属性の名前。こ
のフィールドは、値はオプションです。
列見出しは必須であり、セクションの 「開始 +++」行の直後の行でなけれ
ばなりません。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 テキストに、数学記号やコンマなどの英数字以外の文字が含まれて
いる場合は、テキスト・フィールド全体を引用符で囲む必要があり
ます。
テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む必要がありま
す (" " ")。
引用符 (') は無効であり、その行はインポート時に無視されます。
言語サポート
インポート・ファイルは、すべての言語との互換性を得るために
UTF-8 または ANSI エンコードでなければなりません。
値とその説明はどの言語でも入力できます。
複数値のカスタム属性
値の間にセミコロン (;) を使用します。最初の値の前と最後の値の後に大括
弧 ([]) を入れます。
次の例は、複数値のカスタム属性に正しい構文を使用しています。
v ["red, white, blue"; "red, white"; "red, blue"; "white, blue"]
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v [yes; no; "n/a"]
v [Day count basis; Deferred fees; Final maturity date]

CSV インポート・ファイル内のカスタム属性の例
以下に、アプリケーション・タイプの 2 つの資産に割り当てるカスタム属性をイン
ポートするために使用できるサンプル CSV ファイルを示します。資産「CRM」に
は、「Deploy_Date」、「Extended_Description」、および「Link」の 3 つのカスタム
属性が割り当てられます。カスタム属性「Popular_Foods」は、資産「CRM」に割り
当てられないので、値はブランクです。資産「foods」には、
「Extended_Description」と「Popular_Foods」の 2 つのカスタム属性があります。

以下に、BI レポート・タイプの資産に割り当てるカスタム属性をインポートするた
めに使用できる別の CSV ファイルを示します。資産名に BI レポート資産の ID
が組み込まれています。

関連概念:
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
106 ページの『カスタム属性のインポート』
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。
103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。

カスタム属性のエクスポート
カスタム属性は値を付けずに Extensible Markup Language (XML) フォーマットのフ
ァイルにエクスポートできます。また、カスタム属性は値と一緒にコンマ区切り値
(CSV) フォーマットのファイルにエクスポートすることもできます。
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始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターのロールが必要で
す。

このタスクについて
エクスポートができるのは、Information Governance Catalog で作成されたカスタム
属性のみです。

手順
1. 値を付けずにカスタム属性をエクスポートするには、以下のステップを実行しま
す。
a. 「管理」をクリックします。
b. 「カタログ管理」を展開します。「カスタム属性」セクションで、「情報資
産用」をクリックします。
c. 「情報資産のカスタム属性」ウィンドウで、カスタム属性を 1 つ以上選択
し、「エクスポート」をクリックします。
2. 値と一緒にカスタム属性をエクスポートするには、以下のステップを実行しま
す。
a. 「カタログ」をクリックします。
b. 「情報資産」をクリックし、カスタム属性をエクスポートする資産タイプを
選択します。
c. 「参照」ウィンドウで、カスタム属性値をエクスポートする資産を選択し、
「カスタム属性値のエクスポート」をクリックします。
関連概念:
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。
106 ページの『カスタム属性のインポート』
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。

スチュワードの管理
Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーターまたは情報資産アド
ミニストレーターは、既存のユーザーまたはユーザーのグループを、カタログ内の
資産を担当するスチュワードとして割り当てることができます。また、ユーザーま
たはユーザー・グループからスチュワードシップを削除することもできます。
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「管理」 > 「カタログ管理」 > 「スチュワード」ページで、スチュワードとして
追加または削除する既存のユーザーまたはユーザー・グループを選択できます。

スチュワード
スチュワードは、カタログ内の資産の定義、目的、および使用について担当するユ
ーザーまたはユーザー・グループです。
グロッサリー資産を処理するスチュワードは、通常、Information Governance Catalog
Glossary 作成者ロールを保持し、さまざまなタイプの資産に割り当てられます。ス
チュワードが担当する可能性のある資産の例として、カテゴリー、用語、情報ガバ
ナンス・ポリシー、情報ガバナンス・ルールなどがあります。
情報資産を処理するスチュワードは、通常、Information Governance Catalog 情報資
産作成者ロールを保持します。このスチュワードが担当する可能性のある資産の例
として、データベース表、ジョブ、マッピング仕様、およびアプリケーションなど
があります。
スチュワードシップをユーザーまたはユーザー・グループに割り当てることができ
ますが、割り当てられるスチュワードは IBM InfoSphere Information Governance
Catalog のユーザーである必要はありません。例えば、カタログ内にメタデータが含
まれる ERwin の物理データ・モデルのスチュワードにするために、IBM InfoSphere
Information Analyzer のユーザーを InfoSphere Information Governance Catalog でス
チュワードに割り当てることができます。
1 つの資産に 1 つ以上のスチュワードを割り当てることができます。
スチュワードを持つ資産の「詳細」ページを表示すると、そのスチュワードへのリ
ンクが表示されます。そのリンクから、スチュワードの「詳細」ページを開くこと
ができ、そこには、IBM InfoSphere Information Server でユーザーまたはユーザー・
グループに構成された連絡先情報が表示されます。

カタログ資産と外部資産によるデータ・フローの拡張
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用している場合や、メタデータをカタロ
グに保存しない ETL ツール、スクリプト、または他のプログラムを使用している
場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを追跡できます。
カタログには、InfoSphere Information Server スイートのツールからの情報が保管さ
れます。リネージュ・レポートには、データ・ソースを起点とし、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage ジョブを通過してターゲット・データ構造へと続く情報
のフローが表示されます。
ただし、カタログに保管されないデータ・フローを含むデータ・リネージュを表示
する必要がある場合があります。このシナリオは、以下の場合に発生することがあ
ります。
v エンタープライズでは、その情報が自動的にカタログに格納されない、サード・
パーティーの ETL (抽出、変換処理、およびロード) ツールを使用している。
v InfoSphere DataStage ジョブは、ストアード・プロシージャーからの情報によって
異なります。
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v 他の場所に存在する Web サービスを起動する。
v COBOL 抽出などの、メインフレーム・アプリケーションおよびプログラムから
リネージュを追跡する必要がある。
v サード・パーティーからフラット・ファイルまたはその他のタイプのフィードを
受け取る。
v 多くの場合、オペレーティング・システム・レベルでスクリプトを実行して、フ
ァイルをジョブで処理する前にコピーまたは再構成する。
上記のケースなどでは、表および列を介したデータ・フローは、カタログ以外に拡
張できます。拡張マッピング文書でマッピングを作成し、拡張データ・ソースを作
成すると、そのデータ・フローを追跡し、データ・フロー内の資産のデータ・リネ
ージュ・レポートを作成できます。

拡張マッピング文書内のマッピング
拡張マッピング文書内のマッピングは、1 つ以上のソースから 1 つ以上のターゲッ
トへの外部データ・フローを表す、ソースからターゲットへのマッピングです。ソ
ースまたはターゲットは、データベースかデータ・ファイル・メタデータまたは拡
張データ・ソースのコンポーネントのいずれかとして、カタログ内に存在している
必要があります。
マッピングを使用すると、以下のタイプのデータ・フローのデータ・リネージュ・
レポートを作成できます。
v 完全に InfoSphere Information Server の外部で行われるデータ・フロー
v InfoSphere Information Server の外部および内部の両方で行われるデータ・フロー
マッピングによって、相互にマップできる資産のタイプが非常に柔軟になります。
データ・リネージュ・レポートで表示する情報内容に基づいて、マッピングの判定
を行います。例えば、外部ストアード・プロシージャー定義をジョブにマップした
り、独立系ソフトウェア・ベンダーからの ETL ツールで使用された列の出力値を
別の ETL プロセスの入力パラメーターにマップすることがあります。別の例とし
て、Hadoop ログ・ファイルを読み取り、カタログ内に MapReduce ジョブ資産とデ
ータ・ファイル資産を作成することがあります。

拡張データ・ソース
マッピングを作成する前に、外部データベースおよびデータ・ファイルからのメタ
データをカタログにインポートできます。しかし、Web サービスやストアード・プ
ロシージャーなどの一部の外部プロセスでは、そのデータをディスクに書き込みま
せん。このプロセスでのデータ構造に関する情報をレポートして、変換処理プロセ
スの各ステップを明確に理解する必要がある場合は、拡張データ・ソースを作成し
てカタログにインポートすることにより、この情報を取り込むことができます。
拡張データ・ソースの 3 つの特殊タイプ (アプリケーション、ストアード・プロシ
ージャー定義、およびファイル) を作成できます。アプリケーション・タイプは、
拡張データ・ソースを任意のレベルの細分度で作成できる柔軟性が最大です。外部
データ・ソースの構造に一致させるように、アプリケーションのオブジェクト・タ
イプ、方式、および入出力パラメーターを定義できます。アプリケーションのパラ
メーターは通常、データ・フローでは列を表しますが、外部メタデータに最も適し
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た構造を表すようにすることができます。

拡張マッピング文書内のマッピング
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
マッピングは拡張マッピング文書内の行です。各行が、1 つ以上のソース資産と 1
つ以上のターゲット資産を指定するマッピングになります。マッピングには、ソー
ス資産のみまたはターゲット資産のみが含まれていてもかまいません。マッピング
ごとに、ソースからターゲットへの変換処理に使用される関数とビジネス・ルール
を指定できます。また、マッピングの説明を提供したり、マッピングに割り当てら
れるカスタム属性を指定することもできます。
データ・リネージュ・レポートで、拡張マッピング文書の入出力データのフローを
表示できます。これらのレポートでは、マッピングとの間のデータ・フローや、マ
ッピングにリストされる個々のソースおよびターゲットも表示することができま
す。
拡張マッピング文書を作成する前に、各マッピングのすべてのソース資産、ターゲ
ット資産、およびカスタム属性がカタログに存在している必要があります。資産が
カタログにない場合は、コネクター、ブリッジ、および他のインポート方式を使用
してインポートすることがきます。あるいは、資産を表す拡張データ・ソースを作
成することもできます。
拡張マッピング文書は、次のようにして作成できます。
v IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用する。
v カタログにインポートするコンマ区切り値 (CSV) ファイルを作成する。
v カタログ内に存在する IBM InfoSphere FastTrack のマッピング仕様を使用する。
拡張マッピング文書に指定されたソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属
性を削除しないで、拡張マッピング文書を削除できます。拡張マッピング文書内に
存在するソースまたはターゲット資産がカタログから削除されている場合、削除さ
れた資産が関係するマッピングは無効です。文書を保存するには、事前にマッピン
グを含む拡張マッピング文書を開いて、ソースとターゲットを調整しておく必要が
あります。

拡張マッピング文書の計画
最適なリネージュ結果を得るには、拡張マッピング文書に、単一のハイレベル目的
を達成する関連項目のマッピングを含めます。例えば、単一拡張マッピング文書
に、表の列ごとの別個のマッピングを含めることができます。データ・リネージ
ュ・レポートに取り込む必要のあるストアード・プロシージャーが 5 つある場合
は、ストアード・プロシージャーごとに別個の拡張マッピング文書を作成します。
さらに、拡張マッピング文書をフォルダーに編成します。
ソース資産またはターゲット資産にコンテキストを指定すると、そのコンテキスト
は、インポートするすべての拡張マッピング文書のすべてのマッピングに適用され
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ます。したがって、コンテキストを必要としない拡張マッピング文書を、コンテキ
ストを必要とする拡張マッピング文書と一緒にインポートしないでください。コン
テキストを必要としない拡張マッピング文書は、コンテキストを必要とする拡張マ
ッピング文書とは別にインポートしてください。

拡張マッピング用のソースおよびターゲット
マッピングでは、以下のタイプの資産を使用できます。
v 実装されたデータ・リソース
v 外部 ETL プロセス
v ビジネス・インテリジェンス資産
v 拡張データ・ソース資産
データ・リネージュ・レポートに表示する情報に応じて、これらのどのタイプの資
産もソース資産として使用して、これらのどのタイプのターゲット資産にもマップ
できます。例えば、メソッドのパラメーターがデータベース表のデータベース列に
対応している場合、データベース表をアプリケーションのメソッドにマップできま
す。

マッピング用のカスタム属性
拡張マッピング文書およびそれぞれのマッピングにもカスタム属性を設定できま
す。名前、タイプ、および説明などの標準の属性では不十分な場合に、ソースから
ターゲットへのマッピングにカスタム属性を使用することができます。
関連概念:
113 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
142 ページの『拡張データ・ソース』
拡張データ・ソースは、別の方法ではカタログにインポートできない、データ構造
付きの資産です。
111 ページの『カタログ資産と外部資産によるデータ・フローの拡張』
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用している場合や、メタデータをカタロ
グに保存しない ETL ツール、スクリプト、または他のプログラムを使用している
場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを追跡できます。
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
129 ページの『拡張マッピング文書の作成または編集』
拡張マッピング文書を作成または編集する際、ソース資産とターゲット資産をマッ
プするために、そのマッピングとプロパティーを定義できます。
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132 ページの『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書とそのマッピングをカタログにインポートできます。インポー
ト処理時に、ソース資産とターゲット資産の間のマッピングがカタログ内に作成さ
れます。
103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。
106 ページの『カスタム属性のインポート』
情報資産のカスタム属性をコンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルからイン
ポートして、カタログ内のカスタム属性を更新できます。カスタム属性は、値付き
でも値なしでもインポートできます。

資産タイプの説明、コンテキスト、および ID
情報資産のタイプにはそれぞれ独自の ID ストリングがあり、ID ストリングには、
カタログ内の資産を識別するために必要な資産が含まれています。情報資産のコン
テキストと ID ストリングは、拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文書のイ
ンポート・ファイル内で使用されます。

資産のコンテキストと ID ストリング
資産のコンテキスト とは、資産を含む資産のリストであり、これがないと、資産に
は ID がありません。拡張データ・ソースまたは拡張マッピング文書とそのマッピ
ングをインポートすると、インポートされる資産はインポート処理によって、カタ
ログ内の正しいコンテキストに置かれます。
ID ストリング には、資産のコンテキストと名前が連結されています。ID ストリン
グは、資産をカタログ内のユニークな資産として完全に識別します。
例えば、column5 と呼ばれる資産のコンテキストが host1.database2.schema3.table4
である場合、この資産の ID ストリングは host1.database2.schema3.table4.column5 で
す。この ID ストリングによって、host1 上の database2 内にある schema3 内の
table4 内に存在する資産が一意的に識別されます。
すべての資産タイプのコンテキストに以下の構文ルールが適用されます。
v 識別する資産タイプより上位の資産タイプがすべて含まれている必要がありま
す。
v 識別する資産タイプより上位の資産タイプはすべて、NULL であってはなりませ
ん。
v コンテキスト内の資産は、ピリオド (.) で分離されます。
v コンテキスト内の資産名は大/小文字を区別しません。資産名は英数字のみで、ス
ペースがあってはなりません。
以下の表に、カタログに表示される資産をリストします。拡張マッピング文書内で
ソース資産またはターゲット資産として使用できる資産、または拡張データ・ソー
ス・タイプの一種である資産の場合、コンテキストと ID ストリングを提示してい
ます。
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表 23. カタログで表示される資産タイプ
資産タイプ

Amazon S3
バケット

Amazon S3
データ・ファイル

Amazon S3
データ・ファイル・
フィールド

Amazon S3
データ・ファイル構
造

注釈

アプリケーシ
ョン

BI コレクショ
ン

BI コレクショ
ン・メンバー
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定義

コンテキストと ID ストリング

データ・ファイル・フォルダーと
コンテキスト
して保管されるトップレベル・コ
Host
ンテナー。他のデータ・ファイ
ル・フォルダーまたは Amazon S3 ID ストリング
Host.Amaz_bucket
データ・ファイルが含まれていま
す。
Amazon S3 Web サービスによっ
て使用されるデータを保管するコ
ンテナー。

コンテキスト
host.Amaz_bucket
ID ストリング
host.Amaz_bucket.Amaz_data_file

Amazon S3 データ・ファイル構造
コンテキスト
内に含まれているデータ・フィー
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
ルド。
Amaz_file_structure
ID ストリング
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
Amaz_file_structure.Amaz_data_file_field
Amazon S3 データ・ファイル内の
コンテキスト
コンポーネント。
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file
ID ストリング
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file.
Amaz_file_structure
ジョブ・デザインを説明、要約、
または記述するため、またはジョ
ブ・デザインのパーツを識別する
のに役立てるために、IBM
InfoSphere DataStage and
QualityStage ジョブの開発者によ
って作成されるコメント。
データの読み取りまたは書き込み
を行うためのメソッドとパラメー
ターのコレクションが組み込まれ
た拡張データ・ソース資産。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
application

データベースおよびファイルに保
コンテキスト
管されたデータのビューを提供す
BIServer.<BI folders>.BImodel
るデータ構造。 BI コレクション
は、BI レポートのデータ・ソース ID ストリング
BIserver.<BI folders>.BImodel.BIcollection
です。
データベース列に含まれるデータ
コンテキスト
値の別の表現。BI コレクション・
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection
メンバーは、メンバーを所有する
BI コレクションの構造を定義しま ID ストリング
BIServer.<BI
す。
folders>.BImodel.BIcollection.BIcollectmem
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
BI 階層

定義

コンテキストと ID ストリング

BI コレクション内のデータの順序
コンテキスト
または関係を定義する編成構造を
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection
定義します。
ID ストリング
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection.BIhier
BI 階層内の位置。

BI レベル

コンテキスト
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection.BIhier
ID ストリング
BIServer.<BI
folders>.BImodel.BIcollection.BIhier.BIlevel

BI モデル

BI アプリケーションに関連する
BI コレクションのグループ化。

コンテキスト
BIServer.<BI folders>
ID ストリング
BIserver.<BI folders>.BImodel

BI レポート

データベースまたは BI モデル内
の情報に基づくレポート。

コンテキスト
BIServer.<BI folders>
ID ストリング
BIServer.<BI folders>.BIreport

プロジェクトの情報アーキテクチ
ブループリント ャーを表すダイアグラムのコレク
ションです。ブループリントは、
IBM InfoSphere Blueprint Director
からカタログにパブリッシュする
ことができます。
カテゴリー

ン

グロッサリーの内容を分類および
編成して階層にするための単語ま
たは語句。カテゴリーが他のカテ
ゴリーを含むことも可能です。

資産のグループ。このグループに
ついて、IBM InfoSphere Data
コレクショ Click に移動したり、他のコレク
ションに追加したり、個々の資産
のプロパティーを編集したり、い
くつかの資産のプロパティーをバ
ッチ編集したりできます。
列分析

フィールド・レベルでデータの条
件を記述する IBM InfoSphere
Information Analyzer プロセス。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

列定義

InfoSphere DataStage and
QualityStage 表定義内のデータ値
を保管する列レベルのデータ定
義。

コンテキスト
TableDefinition
ID ストリング
TableDefinition.ColumnDefinition
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
列マッピング

コネクター

カスタム属性

定義

コンテキストと ID ストリング

1 つ以上のソースの列および用語
コンテキスト
から 1 つ以上のターゲットの列お
なし
よび用語への変換処理を記述した
IBM InfoSphere FastTrack マッピ ID ストリング
なし
ング仕様の行。
InfoSphere DataStage and
QualityStage からリレーショナ
ル・データベースやメッセージン
グ・ソフトウェアなどの外部ソー
スのデータへのアクセスを可能に
するソフトウェア・コンポーネン
ト。
資産のユーザー定義プロパティ
ー。該当タイプの資産をより詳細
に説明します。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

データ・エレメ
ント

データ・ファイ
ル

データ・フ
ァイル定義

データ・フ
ァイル定義フィール
ド
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列に含まれるデータのタイプを指
コンテキスト
定し、そのタイプにより
なし
Transformer ステージで適用可能な
ID ストリング
変換処理が決まる、IBM
なし
InfoSphere DataStage に属する資
産。
データベース表に相当するファイ
ルである、データ・ファイル構造
の形式でデータを保管するファイ
ル。
データ・ファイルの構造を定義す
るもの。データ・ファイル定義
は、メタデータ・リポジトリーに
インポートされるファイル資産や
現実の世界に物理的に存在するフ
ァイルを表すわけではありませ
ん。後に作成またはインポートさ
れる可能性があるファイルの構造
を表すものです。データ・ファイ
ルが、データ・ファイル定義を実
装できます。
列に似た、データ・ファイル定義
構造内のエレメント。データ・フ
ァイル・フィールドが、データ・
ファイル定義フィールドを実装で
きます。

コンテキスト
host
ID ストリング
host.datafile
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
Data_file_def.data_file_def_struct
ID ストリング
Data_file_def.data_file_def_struct.dat_file_def_field
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

データ・フ
ァイル定義構造

データ・ファイル定義内の、表に
似たオブジェクトを表すもの。デ
ータ・ファイル構造が、データ・
ファイル定義構造を実装できま
す。

データ・ファイ
ル・フィールド

データ・ファイル・
フォルダー

データ・ファイ
ル構造

データベース

データベース列

データ・ファイル構造内のフィー
ルド。データ・ファイル・フィー
ルドは、データベースの列に相当
し、オブジェクトのデータ値の保
管に使用される最小のデータ単位
です。

コンテキストと ID ストリング
コンテキスト
Data_file_def
ID ストリング
Data_file_def.data_file_def_struct
コンテキスト
host.datafile.datafileStructure
ID ストリング
host.datafile.datafileStructure.datafileField

Amazon S3 バケットおよび
コンテキスト
Amazon S3 バケットに入っている
host.Amaz_bucket または host
フォルダーが含まれる。データ・
ファイル・フォルダーは、他のデ ID ストリング
host.Amaz_bucket.data_file_folder または
ータ・ファイル・フォルダーおよ
host.data_file_folder
びデータ・ファイルを含むことが
できます。
データ・ファイル内のデータ・フ
ァイル・フィールドのコレクショ
ン。データ・ファイル構造は、デ
ータベース表に相当するファイル
です。
スキーマとプロシージャーで編成
されたリレーショナル・ストレー
ジ・コレクション。データベース
は、データベース表によって表さ
れるデータを保管します。
データベース表の列。

コンテキスト
host.datafile
ID ストリング
host.datafile.datafileStructure
コンテキスト
host
ID ストリング
host.database
コンテキスト
host.database.schema.table
ID ストリング
host.database.schema.table.column

データベース
接続

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

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

データ・ポリ
シー

サブジェクト・エリアの概要を自
然言語で説明したもの。ポリシー
では、ビジネス・ルールとプロセ
スに関する追加情報を文書化およ
び収集します。データ・ポリシー
は、InfoSphere Information
Analyzer で作成されます。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
データベー
ス・スキーマ

データベース表

定義
関連するデータベース表と保全性
制約の名前付きコレクション。ス
キーマで、データベース内のすべ
てのデータまたはデータのサブセ
ットを定義します。
データベース内の列を表現し、保
管する構造。

コンテキストと ID ストリング
コンテキスト
host.database
ID ストリング
host.database.schema
コンテキスト
host.database
ID ストリング
host.database.table

データ・ル
ール

データ・
ルール・セット

データベース列および InfoSphere
コンテキスト
Information Analyzer 内のルール・
なし
ロジックへの実装済みバインディ
ID ストリング
ング。
なし
InfoSphere Information Analyzer で
コンテキスト
生成されたデータ・ルールのコレ
なし
クション。
ID ストリング
なし

ユーザーのデータに関連付けられ
コンテキスト
る特定のテスト、検証、または制
なし
データ・ルー 約を定義する方式。InfoSphere
ル定義
Information Analyzer プロジェクト ID ストリング
なし
内で作成され、用語に割り当てら
れる、パブリッシュ済みデータ・
ルール定義とパブリッシュされて
いないデータ・ルール定義があり
ます。

データ・ル
ール・セット定義

ント

InfoSphere Information Analyzer で
コンテキスト
作成されたパブリッシュ済みとパ
なし
ブリッシュされていないデータ・
ID ストリング
ルール定義のグループ。
なし

ストリーム・アプリケーションが
ターゲットとしてデータを処理す
エンドポイ るための接続ポイント。各エンド
ポイントにはトップレベルのタプ
ルが 1 つ含まれています。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

1 つ以上のソースから 1 つ以上の
拡張マッピング ターゲットへの外部データ・フロ コンテキスト
フォルダー
ーを表す拡張データ・ソース資
ID ストリング
産。
Folder.ExtensionMapping
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
拡張マッピング
文書

ファイル

定義

コンテキストと ID ストリング

拡張データ・ソース資産の 1 タイ
コンテキスト
プ。これは、拡張マッピングを含
なし
んだ行を持つ文書です。
ID ストリング
なし
データの取り込み、転送、または
読み取り用のストレージ域を表す
拡張データ・ソース資産。

コンテキスト
なし
ID ストリング
File

フォルダー

外部キー

外部キー定義

InfoSphere DataStage and
QualityStage プロジェクトの内容
を整理するために使用されるユー
ザー定義のコンテナー。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

2 つのデータベース表間の関係を
コンテキスト
定義する非ユニーク ID。1 つの表
なし
の外部キーが通常、関連する表の
ID ストリング
主キーに一致します。
なし
外部キー列に基づいたペアの表定
義間の関係。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

ホスト

エンジン

エンジン・システム、またはパラ
レル・ジョブを分散させるために
エンジン・システムによって使用
されるリモート・ノードのいずれ
かのコンピューター。
IBM InfoSphere Information Server
製品のエンジン・コンポーネント
をホストするコンピューター。

コンテキスト
なし
ID ストリング
ホスト
コンテキスト
なし
ID ストリング
HostEngine

IMS データベ
ース

セグメントと呼ばれるデータのブ
ロックを使用する階層モデルにデ
ータを保管する。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

IMS フィール
ド

IMS™ セグメントのフィールド。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
IMS セグメン
ト

In パラメータ
ー

定義

コンテキストと ID ストリング

IMS データベース内のデータのブ
コンテキスト
ロック、IMS 階層内での位置、お
なし
よび他のセグメントに対する関
ID ストリング
係。
なし
クライアントからストアード・プ
ロシージャー定義に情報を送信す
る拡張データ・ソース資産。

コンテキスト
StoredProcedureDefinition
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.InParameter

情報ガバナン
ス・ポリシー

情報ガバナン
ス・ルール

Information
Server レポート

ガバナンス・サブジェクト・エリ
アの概要を自然言語で説明したも
の。情報ガバナンス・ポリシー
は、Information Governance
Catalog で作成されます。
情報資産をビジネス目標に準拠さ
せるために特性を自然言語で定義
したもの。情報ガバナンス・ルー
ルは、Information Governance
Catalog で作成されます。
コンソールまたは Web コンソー
ルで作成して保存されるレポー
ト。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

情報サービス

情報サービ
ス・アプリケーショ
ン

情報サービ
ス・オペレーション

情報サービ
ス・プロジェクト

122

情報プロバイダーの処理結果を公
開する単一のオペレーション、ま
たはオペレーションのコレクショ
ン。
IBM InfoSphere Information
Services Director 内の一連のサー
ビスのコンテナー。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

情報サービスのビジネス・ロジッ
クのコンテナー。オペレーション
では、情報プロバイダーが実行す
る実際のタスクを記述します。
アプリケーション、サービス、お
よびオペレーションを含んだ、
IBM InfoSphere Information
Services Director のコラボレーシ
ョン環境。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
In パラメータ
ー

定義

コンテキストと ID ストリング

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

コンテキスト
StoredProcedureDefinition
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.InParameter

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

コンテキスト
StoredProcedureDefinition.OutParameter
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.InOutParameter

クライアントからの情報を送信す
入力パラメータ る拡張データ・ソース資産。
ー

コンテキスト
StoredProcedureDefinition.InputParameter
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.InputParameter

ジョブ

データ・ソースに接続し、そのデ
ータを抽出および変換し、その
後、そのデータをターゲット・シ
ステムにロードできる、デザイ
ン・オブジェクトとコンパイル済
みプログラマチック・エレメント
のセット。以下のようないくつか
のジョブ・タイプがあります。

コンテキスト
HostEngine.TransformProj.<folders>
ID ストリング
HostEngine.TransformProj.<folders>.job

メインフレーム・ジョブ
パラレル・ジョブ
シーケンス・ジョブ
サーバー・ジョブ
ジョブ実行

ジョブの特定の実行。ジョブは複
数回実行でき、複数のジョブ実行
が生成されます。

コンテキスト
HostEngine.TransformProj.<folders>.job
ID ストリング
HostEngine.TransformProj.<folders>.job. jobRun

ジョブ実行ア
クティビティー

ラベル

制御フロー・ジョブからジョブを
実行するアクション。そのような
アクションは、トリガーによって
接続されます。

カタログの内容の作成者がカタロ
グ内の用語、カテゴリー、および
その他の情報資産に適用できる追
加の記述子。

コンテキスト
HostEngine.TransformProj.<folders>.job
ID ストリング
HostEngine.TransformProj.<folders>.job.
jobRunActivity
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

コンテキストと ID ストリング

ローカル・コ
ンテナー

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

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

エンティティー・リレーションシ
論理データ・モ ップ・モデルで定義される、関連
デル
エンティティーとそのビジネス・
アソシエーションのセット。

マシン・プロ
ファイル

マッピング・プ
ロジェクト

コンテキスト
なし
ID ストリング
LogicalDataModel

メインフレーム・コンピューター
コンテキスト
にアクセスするためのパスとパラ
なし
メーター。マシン・プロファイル
は、IBM InfoSphere DataStage and ID ストリング
なし
QualityStage デザイナー で作成さ
れます。
IBM InfoSphere FastTrack 内のマ
ッピング仕様と関連データ・リソ
ースを編成するコンテナー。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

マッピング仕
様

マッピング仕
様生成

メソッド

IBM InfoSphere FastTrack 内の一
連のマッピングのコンテナー。マ
ッピング仕様では、1 つのデー
タ・ソースからもう 1 つのデー
タ・ソースにデータを抽出、変換
処理、またはロードする方法を記
述します。
InfoSphere DataStage and
QualityStage ジョブを定義する
IBM InfoSphere FastTrack 内のマ
ッピング・セット。
関数または手順を表す拡張デー
タ・ソース資産。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
application.objectType
ID ストリング
application.objectType.method

注釈

資産に関してユーザーが作成する
注釈。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

単一アプリケーション内の入力お
オブジェクト・ よび出力構造を特徴付ける、メソ
タイプ
ッドのグループ化または定義済み
データ・フォーマットを表す拡張
データ・ソース資産。

124

コンテキスト
application
ID ストリング
application.objectType
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
Out パラメー
ター

定義

コンテキストと ID ストリング

ストアード・プロシージャー定義
資産にデータを戻す拡張データ・
ソース資産。

コンテキスト
StoredProcedureDefinition.InParameter
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.OutParameter

出力値

クライアントまたはアプリケーシ
ョン資産に返されるデータを表す
拡張データ・ソース資産。

コンテキスト
application.objectType.method
ID ストリング
application.objectType.method.OutputValue

パラメーター

パラメータ
ー・セット

ジョブ・デザイン内のさまざまな
ポイントで使用することができ、
ジョブの処理に動的な影響を与え
るためにジョブの実行時にオーバ
ーライドされるプロセッシング変
数。
1 つのユニットとしてジョブに割
り当てられ、再使用できるジョ
ブ・パラメーターのグループ。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

情報資産のデザイン・スキーマ。
物理データ・モ このスキーマは、サブジェクト・
デル
ドメインまたはアプリケーション
内のデータの物理構造および関係
を定義します。
主キー

結果列

コンテキスト
なし
ID ストリング
PhysicalDataModel

データベース表のユニーク ID。表
コンテキスト
間の関係の定義にも使用できま
なし
す。
ID ストリング
なし
データベース照会から戻されたデ
ータを表す拡張データ・ソース資
産。

コンテキスト
StoredProcedureDefinition
ID ストリング
StoredProcedureDefinition.ResultsColumn

ルーチン

サーバー

出力仕様または制約の中で呼び出
されたり、あるいはジョブまたは
ステージの前後に呼び出される組
み込み関数またはユーザー定義関
数。
データ・サーバーとエンジンを含
むホストのスーパータイプ。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ
共有コンテナ
ー

定義

コンテキストと ID ストリング

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

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

ステージ

ステージ列

データ・ソース、データ処理ステ
ップ、またはターゲット・システ
ムを記述し、データを入力リンク
から出力リンクに移動する処理ロ
ジックを定義する、ジョブ・デザ
インのエレメント。ステージ・タ
イプごとに別個のアイコンがあり
ます。
リンクまたはステージ内のデー
タ・フロー項目を示すために使用
されるフロー変数または列。

コンテキスト
HostEngine.TransformProject.Job
ID ストリング
HostEngine.TransformProject.Job.Stage

コンテキスト
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
ID ストリング
HostEngine.TransformProj.Job.Stage. StageColumn

ステージ・タ
イプ

ステージ変数

標準化オブジ
ェクト

ステージの機能、ステージのパラ
メーター、およびステージが実行
時に使用するライブラリーを定義
するオブジェクト。各ステージ
は、ステージ・タイプに関連付け
られています。

コンテキスト
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
ID ストリング
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageType

InfoSphere DataStage で定義される
コンテキスト
ステージのタイプの 1 つで、一般
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
的にアクション (連結、計算など)
ID ストリング
が関連付けられているもの。
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageVariable
標準化ルール・セット内のコンポ
ーネント・ファイル。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

標準化ルー
ル・セット

スチュワード
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IBM InfoSphere QualityStage にお
ける Standardize ステージと
Investigate ステージの入力データ
の処理方法を定義した一連のカス
タマイズ可能ファイル。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

カタログ内の 1 つ以上の情報資産
コンテキスト
の担当として指定されたユーザー
なし
またはグループ。
ID ストリング
なし
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

ストアード・
プロシージャー

アサーション、制約、トリガーな
ど、データ操作の動作の側面をエ
ンコードするためにデータベース
内に保管されるプロシージャー。

ストアード・
プロシージャー定義

表分析サマリ
ー

表定義

用語

用語履歴

データベース内に保管されるプロ
シージャーを表す拡張データ・ソ
ース資産。ストアード・プロシー
ジャー定義には、ストアード・プ
ロシージャーのパラメーターと詳
細が含まれます。ストアード・プ
ロシージャー定義を使用して、表
形式のデータを生成することもで
きます。
主キー分析と、複数列主キーおよ
び潜在的重複値の評価から構成さ
れる InfoSphere Information
Analyzer プロセス。
InfoSphere DataStage and
QualityStage プロジェクト内のデ
ータ値を構造化する表レベルのデ
ータ定義。表定義には、列定義が
含まれます。
資産の特性を記述した単語または
句。パブリッシュ済みグロッサリ
ー内の用語はパブリッシュ済みで
す。一方、開発グロッサリー内の
用語はパブリッシュされていない
用語です。
用語が最初に定義された以降に、
その用語の説明または他のプロパ
ティーに適用された変更。

コンテキストと ID ストリング
コンテキスト
なし
ID ストリング
StoredProcedure
コンテキスト
なし
ID ストリング
StoredProcedureDefinition

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

変換処理関数

変換処理プロジ
ェクト

InfoSphere DataStage and
QualityStage の出力仕様または制
約で使用される組み込みまたはユ
ーザー定義のマクロ式。
InfoSphere DataStage and
QualityStage で作成されるプロジ
ェクト。プロジェクトには、ジョ
ブ、ステージ、表定義などのオブ
ジェクトの一連のコレクションが
入ります。

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし
コンテキスト
Host (engine)
ID ストリング
Host (engine).TransformProj
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表 23. カタログで表示される資産タイプ (続き)
資産タイプ

定義

コンテキストと ID ストリング

順序付けられた値のセット。
タプル

コンテキスト
なし
ID ストリング
なし

InfoSphere DataStage 列定義に相当
コンテキスト
タプル属性 するもの。
なし
ID ストリング
なし
ユーザー・グ
ループ

InfoSphere Information Server のユ
コンテキスト
ーザーのグループ。
なし
ID ストリング
なし

ビュー

その中のデータが計算または照合
される、動的または仮想データベ
ース表。

コンテキスト
host.database.schema
ID ストリング
host.database.schema.view

IBM InfoSphere Warehouse からの
コンテキスト
ウェアハウス・ ウェアハウス・マッピングを含む
なし
マッピング文書
文書である拡張データ・ソース資
ID ストリング
産。ウェアハウス・マッピング
なし
は、1 つ以上のソース・データベ
ースから 1 つ以上のターゲット・
データベースへの外部データ・フ
ローを表します。

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

ObjectType は sum_sales_by_agent

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

拡張マッピング文書の作成または編集
拡張マッピング文書を作成または編集する際、ソース資産とターゲット資産をマッ
プするために、そのマッピングとプロパティーを定義できます。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
拡張マッピング文書で使用するソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属性
はすべて、カタログに存在している必要があります。

このタスクについて
拡張マッピング文書に含まれるマッピングが 1,000 件より少ない場合は、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog でマッピングを編集できます。そうでな
い場合は、Microsoft Office Excel または他の CSV エディターを使用して、CSV フ
ァイルでマッピングを編集する必要があります。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックし、以下のいずれかの操作を行います。
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オプション

操作

拡張マッピング文書を作成するには、次のよ
うにします。

1. 「作成」ペインで「拡張マッピング文
書」をクリックします。
2. 拡張マッピング文書の名前、説明、およ
びタイプを入力します。拡張マッピング
文書に割り当てるラベルおよび用語を選
択することもできます。
3. 「保存」をクリックしてから、「保存し
て詳細を編集」を選択します。

拡張マッピング文書を編集するには、次のよ
うにします。

1. 「階層参照」または「リスト参照」ペイ
ンで、「拡張マッピング文書」をクリッ
クします。
2. 拡張マッピング文書を選択して「編集」
をクリックします。

3. 割り当てを行うか、グラフィック・ファイルを拡張マッピング文書に関連付ける
には、「ヘッダー」と「イメージ」を順に展開します。
4. 拡張マッピング文書内でマッピング行を追加、編集、または削除するには、「ビ
ュー」をクリックしてから「マッピングの編集」をクリックします。マッピング
とそのルール、関数、説明、およびカスタム属性を定義します。
オプション

操作

マッピング行を追加または編集する
には、次のようにします。

1. マッピング行を追加するには、任意の行の最初の
列で矢印アイコン
をクリックしてから、
「行の追加」をクリックします。
2. 「名前」列に、マッピングの名前を入力します。
3. 「ソース」列または「ターゲット」列の資産を追
加または変更するには、セルをクリックしてか
ら、資産を追加または変更します。「ソース」列
と「ターゲット」列の両方に資産を組み込む必要
はありません。
4. マッピングの関数、ルール、または説明を定義す
るには、該当のセルにテキストを入力します。
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オプション

操作

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

1. マッピング行で、カスタム属性のセルをクリック
します。セルは有効であり、ウィンドウが表示さ
れます。
2. カスタム属性値をマッピングに割り当てるには、
次の手順で行います。

が存在す
a. フィールドに下矢印アイコン
る場合は、それをクリックして、カスタム属
性に割り当てられているすべての値を表示し
ます。割り当てる値を選択するか、値を入力
します。あるいは、下矢印アイコンが存在し
ない場合は、フィールドに値を入力できま
す。値が正しいフォーマットでない場合は、
メッセージが表示され、値を再入力する必要
があります。
b. 「追加」をクリックしてから「OK」をクリッ
クします。
3. カスタム属性の割り当てをマッピングから削除す
るには、次の手順で行います。
a. 各カスタム属性値で、値を選択し、「削除」
をクリックします。
b. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じま
す。 マッピング行のカスタム属性セルは空で
す。
マッピング行を複製または削除する
には、次のようにします。

複製または削除する行の最初の列にある「資産の追
加または編集矢印」ボタン
選択項目を指定します。

をクリックして、

ソース列、ターゲット列、およびカスタム属性列のセルなどにある値を切り取
り、コピー、および貼り付けできます。
例:
v フリー・テキストの複数の項目を含むセルを、フリー・テキストの複数の項目
を使用する別のセルに、切り取り、コピー、および貼り付けできます。
v 単一日付を含むセルを、単一日付を使用する別のセルに、切り取り、コピー、
および貼り付けできます。
v フリー・テキストの単一項目を含むセルを切り取りおよびコピーできますが、
フリー・テキストの複数の項目を含むセルに貼り付けることはできません。
v 定義済みテキストの複数の項目を含むセルを切り取りおよびコピーできます
が、値の異なる定義済みテキストの複数の項目を含むセルに貼り付けることは
できません。
ヒント: 値を切り取り、コピー、および貼り付ける場合には、切り取り、コピ
ー、または貼り付けする内容を含むセルをクリックしないでください。そうしな
いで、セルを右クリックして、メニューから適切なアクションを選択します。
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ソース資産およびターゲット資産へのリンクが有効なことを確認するには、「調
整」をクリックします。ソース資産またはターゲット資産が削除されていて、リ
ンクを自動的に修復できない場合、拡張マッピング文書を保存するには、新しい
資産を指定するか、またはマッピング行を削除しておく必要があります。
5. 拡張マッピング文書をカタログに保存するには、「保存」をクリックします。
重要: 拡張マッピング文書のサイズは 5 MB を超えてはなりません。ファイ
ル・サイズがこの制限を超えると、後でファイルをインポートできなくなりま
す。
関連概念:
113 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
105 ページの『カスタム属性』
カスタム属性は、情報資産に使用するために作成するプロパティーです。名前や説
明など、情報資産の標準プロパティーでは不十分であったり、標準プロパティーが
ユーザーのビジネス・ニーズを満たさない場合に、カスタム属性を作成します。
関連タスク:
『拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート』
拡張マッピング文書とそのマッピングをカタログにインポートできます。インポー
ト処理時に、ソース資産とターゲット資産の間のマッピングがカタログ内に作成さ
れます。
103 ページの『カスタム属性の作成』
情報資産に適用するカスタム属性を IBM InfoSphere Information Governance Catalog
で作成できます。
関連資料:
115 ページの『資産タイプの説明、コンテキスト、および ID』
情報資産のタイプにはそれぞれ独自の ID ストリングがあり、ID ストリングには、
カタログ内の資産を識別するために必要な資産が含まれています。情報資産のコン
テキストと ID ストリングは、拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文書のイ
ンポート・ファイル内で使用されます。

拡張マッピング文書とそのマッピングのインポート
拡張マッピング文書とそのマッピングをカタログにインポートできます。インポー
ト処理時に、ソース資産とターゲット資産の間のマッピングがカタログ内に作成さ
れます。

始める前に
v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持って
いる必要があります。
v 拡張マッピング文書で使用するソース資産、ターゲット資産、およびカスタム属
性はすべて、インポートする前にカタログに存在している必要があります。
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v 拡張マッピング文書のサイズは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズ
がこの制限を超えると、インポートは失敗します。拡張マッピング文書をいくつ
かの小さなファイルに分割してからインポートしてください。
v 拡張マッピング文書は、正しいコンマ区切り値 (CSV) フォーマットでなければな
りません。列見出しが欠落している場合、または列見出しが正しくない場合、拡
張マッピング文書を編集し、列見出しを変更してください。代わりに、Extensible
Markup Language (XML) フォーマットの構成ファイルを使用して、既存の列見出
しを正しい見出しにマップすることもできます。
以下の表を使用して、インポート・ファイルが正しいフォーマットかどうか判定
します。
表 24. 拡張マッピング文書の発信元に従った列見出しと資産のコンテキスト
拡張マッピング文書の発信元

列見出し

資産のコンテキスト

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog

列見出しは適切です。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

IBM InfoSphere FastTrack

列見出しは適切です。インポ
ート時に余分な列は無視され
ます。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

IBM InfoSphere Discovery

列見出しが存在する場合、そ
れらは正しくありません。

すべての資産のコンテキスト
が完全修飾されています。

手動で作成された拡張マッピ
ング文書

列見出しは、ソース列、ター
ゲット列、ルール、関数、ま
たは仕様説明でなければなり
ません。

インポートするときは、部分
コンテキストを CSV ファイ
ルで指定してから、単一のソ
ースとターゲット・コンテキ
ストを指定することができま
す。

このタスクについて
カタログに存在する拡張マッピング文書と同じ名前を持つ拡張マッピング文書をイ
ンポートできます。この場合、既存の拡張マッピング文書とそのマッピングがカタ
ログから削除されます。そして、インポートした拡張マッピング文書とそのマッピ
ングで置き換えられます。ソース資産とターゲット資産は、削除されません。
インポート時に、ソース資産からターゲット資産へのマッピングがカタログに作成
されます。正しいソースを正しいターゲットにマップするために、インポートで
は、拡張マッピング文書内の資産の ID とカタログに存在する ID が比較されま
す。
注: 2 つの資産の名前が同じであるがコンテキストが異なる場合、インポートで
は、最初に一致した ID にマッピングを割り当てます。マッピングの誤りを防止す
るために、同じ名前でコンテキストが異なる資産がカタログに存在しないようにし
てください。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。

第 5 章 データの管理

133

2. 「情報資産」をクリックします。「作成」リストで、「拡張マッピング文書のイ
ンポート」をクリックして「拡張マッピング文書のインポート」ウィザードを開
きます。
3. 「ファイルの選択」ウィンドウで、CSV フォーマットの拡張マッピング文書フ
ァイルを 1 つ以上選択します。「次へ」をクリックします。
4. 「インポート・オプションの選択」ウィンドウで、以下の情報を指定してから、
「次へ」をクリックします。
ソース資産とターゲット資産のコンテキスト
以下の場合、「ソース資産のコンテキスト」フィールドまたは「ターゲ
ット資産のコンテキスト」フィールドにコンテキストを入力します。
v 手動で作成した拡張マッピング文書をインポートする場合
v インポートするすべての拡張マッピング文書内のすべての資産が同一
コンテキストを持ち、そのコンテキストがいずれの資産にも指定され
ていない場合
例:
v インポートする拡張マッピング文書内のソース資産はすべて、ホス
ト・コンピューター JWC 上にある 34C データベースの Americas デ
ータベース・スキーマ内の Customer データベース表のデータベース
列だとします。このコンテキストは、拡張マッピング文書内のいずれ
のソース資産にも指定されていません。この場合、「ソース資産のコ
ンテキスト」フィールドに「JWC.34C.Americas.Customer」を入力しま
す。
v インポートする拡張マッピング文書内のターゲット資産はすべて、ホ
スト・コンピューター JWC 上にある 34C データベースのさまざま
なデータベース・スキーマ内のデータベース列だとします。拡張マッ
ピング文書内のそれらターゲット資産のそれぞれに対してデータベー
ス表およびデータベース・スキーマのコンテキストを指定するには、
「ターゲット資産のコンテキスト」フィールドに「JWC.34C」と入力し
ます。
構成ファイル
拡張マッピング文書の列見出しが誤っている場合、サンプル構成ファイ
ルをダウンロードし、それを編集して、既存の列見出しを正しい見出し
にマップします。あるいは、構成ファイルを作成して、手動で列見出し
をマップします。
5. オプション: 「拡張マッピング文書のプロパティーの設定」ウィンドウで、スチ
ュワードと用語を割り当て、簡略説明を追加し、拡張マッピング文書を入れるフ
ォルダーを指定します。
6. 「インポート」をクリックします。
インポートは以下の理由で失敗することがあります。
v 構成ファイルのフォーマットが正しくない、構成ファイルに含まれている列名
が正しくない、または構成ファイルに XML エラーが含まれている場合
v インポートするよう選択した拡張マッピング文書のフォーマットが正しくない
場合
v 拡張マッピング文書が 5 MB より大きい場合

134

IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用した情報の管理

失敗の理由が、「プロパティー」タブの「エラー/警告」フィールドに表示されま
す。エラーを訂正して、再インポートしてください。
インポートを選択した拡張マッピング文書がカタログに存在する場合は、メッセ
ージが表示されます。以下のいずれかのアクションを行います。
v カタログ内の既存の拡張マッピング文書を置換するには、「OK」をクリック
します。選択した拡張マッピング文書で、カタログ内の既存の拡張マッピング
文書が置換されます。オリジナルの拡張マッピング文書のソース資産、ターゲ
ット資産、およびカスタム属性は、カタログから削除されません。
v カタログ内の既存の拡張マッピング文書を保持するには、「キャンセル」をク
リックします。

例
インポートする拡張マッピング文書には、ソース資産がデータベース表
JWC.34C.Americas.Customer であるマッピングが含まれています。この資産のコンテ
キストは、3 つの部分 (JWC、34C、および Americas) になっています。資産名は
Customer です。
インポートで、カタログ内の ID JWC.34C.Americas.Customer を次の順序で検索しま
す。
v Host.database.schema
v Host.data file.data file structure
v Host.transformation project.job
v Application.objectType.method.OutputValue
インポートでは、名前が JWC のホストを見つけようとします。一致するものが検
出されると、インポートは次に、34C というデータベースを見つけようとします。
ソース資産のコンテキストの 3 つの部分すべてについて、カタログ内の既存のコン
テキスト内に一致するものが検出されると、その ID がインポートされたマッピン
グに割り当てられます。
ホスト JWC を検出できない場合、インポートでは次にデータベース JWC、デー
タ・ファイル JWC 等々と、リスト順に見つけようとします。
マッピングは、最初に一致したもののコンテキストでカタログに作成されます。こ
の例では、JWC.34C.Americas.Customer がデータベース表マッピングとして作成され
ます。また、ステージ・マッピングとして作成されることもあります。この場合、
JWC がホスト名、34C が変換プロジェクト名、Americas がジョブ名です。
関連概念:
113 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
関連資料:
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115 ページの『資産タイプの説明、コンテキスト、および ID』
情報資産のタイプにはそれぞれ独自の ID ストリングがあり、ID ストリングには、
カタログ内の資産を識別するために必要な資産が含まれています。情報資産のコン
テキストと ID ストリングは、拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文書のイ
ンポート・ファイル内で使用されます。

列見出しをマップする XML 構成ファイル
構成ファイルを使用することで、必要な見出しと異なる列見出しを持つ拡張マッピ
ング文書をインポートできます。

目的
拡張マッピング文書は、IBM InfoSphere Information Server の外部でコンマ区切り値
(CSV) ファイルとして作成できます。
拡張マッピング文書に列見出しがない場合、またはその列見出しが、必要な列見出
しと一致しない場合、Extensible Markup Language (XML) フォーマットの構成ファ
イルを使用して、文書をカタログにインポートできます。インポート時に、構成フ
ァイルにより、拡張マッピング文書のどの列が正しい列見出しに対応するかが定義
されます。

構文
以下の構文で、拡張マッピング文書内の列見出しを再定義する方法が規制されま
す。
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_or_false</header>
<columns>
<column index="column_num">Source Columns</column>
<column index="column_num">Target Columns</column>
<column index="column_num">Rule</column>
<column index="column_num">Specification Description</column>
<column index="column_num">Function</column>
<column index="column_num">Name of a custom attribute</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
拡張マッピング文書の先頭行に列見出しが含まれている場合、この値は、
true でなければなりません。そうすれば、列見出しはカタログにインポー
トされません。
列見出しが存在しない場合、この値は false でなければなりません。
<columns> </columns>
サブエレメント <column index="column_num"> は、正しい列見出しに対応
する拡張マッピング文書内の列番号です。
索引番号は、連続した順序になっている必要はありません。拡張マッピング
文書内の列に対応する列がない場合は、索引番号をスキップすることができ
ます。その列のデータはインポートされません。
重要:
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v 列番号は、0 ではなく、1 から始まらなければなりません。列番号が 0
であるとインポートが失敗します。
v 重複した列番号があると、その列番号の最後の出現が使用されます。
カスタム属性の列
カスタム属性の名前が列見出しです。カスタム属性は、カタログに存在して
いる必要があります。
カスタム属性がカタログに存在しない場合、行はインポートされますが、列
は無視されます。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 引用符 (") の使用および処理は、列によって異なります。
表 25. 列に応じた引用符の使用または処理
列

引用符の使用または処理
ソース列

引用符は、インポート時に削除されます。

ターゲット列
ルール
関数
仕様説明

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

言語サポート
CSV ファイルは、すべての言語との互換性を得るために UTF-8 ま
たは ANSI エンコードでなければなりません。
値はどの言語でも入力できますが、列見出しの名前は変更しないで
ください。
例
この例では、構成ファイルにより、拡張マッピング文書の列見出しが、正しい見出
しと同一になるように変更されます。
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Source Columns</column>
<column index="3">Target Columns</column>
<column index="4">Rule</column>
<column index="8">Specification Description</column>
<column index="5">Function</column>
<column index="9">Credit Rating</column>
</columns>
</config>
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表 26. インポートされた列とマップ先の構成ファイルの列の関係
拡張マッピング文書ファイル
内の列

マップ先となる構成ファイル
内の列

1 番目

Source Columns

2 番目

コメント

列はインポートされません。

3 番目

Target Columns

4 番目

Rule

5 番目

Function

6 番目

列はインポートされません。

7 番目

列はインポートされません。

8 番目

Specification Description

9 番目

Credit Rating

「Credit Rating」は、カタロ
グ内に存在するカスタム属性
の名前です。

拡張マッピング文書内のマッピングをインポートするための CSV フ
ァイル・フォーマット
拡張マッピング文書内のマッピングをコンマ区切り値 (CSV) ファイルに定義して、
それをカタログにインポートできます。

目的
CSV ファイルを使用して、IBM InfoSphere Information Server の外部で発生する抽
出、変換、およびロード (ETL) トランザクションを定義およびインポートします。

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

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

仕様説明
データの移動、この移動が行われるプロセス、または追加情報を説明するテ
キストです。
カスタム属性の列
カスタム属性の名前が列見出しです。名前は、長さが少なくとも英数字 1
文字で、ユニークでなければなりません。名前には、二重引用符 (") や単一
引用符 (') を使用してはいけません。
カスタム属性には、1 つ以上の値を指定できます。カスタム属性値は、カス
タム属性が割り当てられているマッピング行のセルに存在します。複数値
は、セミコロン (;) で区切る必要があります。
カスタム属性名とその値は、大/小文字を区別しません。
カスタム属性は、カタログに存在している必要があります。カスタム属性が
カタログに存在しない場合、行はインポートされますが、列は無視されま
す。
特殊文字および言語のサポート
コンマ コンマ (,) が、唯一受け入れられる区切り文字です。
引用符 引用符 (") の使用および処理は、列によって異なります。
表 27. 列に応じた引用符の使用または処理
列

引用符の使用または処理
ソース列

引用符は、インポート時に削除されます。

ターゲット列
ルール
関数
仕様説明

テキスト内で引用符を使用する場合は、引用符で囲む必
要があります (" " ")。
テキストに、数学/三角記号やコンマなどの英数字以外の
文字が含まれている場合は、テキスト・フィールド全体
を引用符で囲む必要があります。
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言語サポート
CSV ファイルは、すべての言語との互換性を得るために UTF-8 ま
たは ANSI エンコードでなければなりません。
値はどの言語でも入力できますが、列見出しの名前は変更しないで
ください。

例
拡張マッピングをカタログにインポートする CSV ファイルを作成する必要があり
ます。CSV ファイルの内容は、以下の例のようになります。インポート・ファイル
には 4 つのマッピング行があり、さまざまな名前、ソース資産、およびターゲット
資産が示されています。ソース列とターゲット列にリストされている資産はすべて
カタログに存在しています。カスタム属性は、仕様説明の列の後にアルファベット
順にリストされています。
表 28. インポート用 CSV フォーマットの拡張マッピング文書
名前

ソース列

ターゲット列

ルール

!@#$%

NewApp_1

NewApp_2

This is a
rule

simple
name

NewApp_3,
NewApp_4

NewApp_6

"Mapping with
multi-value
custom attribute,
multiple sources
to single target"

NewApp_8

NewApp_5,
NewApp_7

Single source to
multiple targets

NoTarget

NewApp_9

関数

仕様説明

CA_free_text

CA__mult_
値

Mapping name
with
special characters
["ca 1";"ca 2"]

This is a
sentence in free
text.

getdate (today)

関連概念:
113 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
関連タスク:
129 ページの『拡張マッピング文書の作成または編集』
拡張マッピング文書を作成または編集する際、ソース資産とターゲット資産をマッ
プするために、そのマッピングとプロパティーを定義できます。

拡張データ・ソースのインポート
複数のデータ・ソースを含んだ、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを
インポートできます。インポートしたデータ・ソースを、カタログに存在している
場合がある同一ソースと調整できます。

始める前に
次の要件を満たしている必要があります。
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v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持って
いる必要があります。
v 拡張データ・ソースを必要な CSV ファイル・フォーマットで定義する必要があ
ります。いくつかのタイプの拡張データ・ソースを同じファイルに組み込むこと
ができます。
v インポート・ファイルは 5 MB を超えてはなりません。ファイル・サイズがこの
制限を超えると、インポートは失敗します。インポート・ファイルをいくつかの
小さなファイルに分割してからインポートしてください。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックします。「作成」リストで、「拡張データ・ソースのイ
ンポート」をクリックします。
3. 「マージ・オプションの選択」ウィンドウで、インポート・ファイル内の資産が
カタログ内に存在する資産と同一である場合の処理方法を指定します。
v 既存の資産を保持することを選択すると、既存の資産の説明がインポート・フ
ァイル内の資産の説明で更新されます。
表 29. 保持メソッドがカタログ内の拡張データ・ソース資産を変更する方法
CSV ファイルに拡張 カタログに拡張デー
データ・ソース資産 タ・ソース資産があ
るか
があるか

インポートの結果

はい

はい

カタログ内の既存の拡張データ・ソース資産
は変更されません。新規資産はインポートさ
れません。

はい

いいえ

拡張データ・ソース資産が CSV ファイルか
らカタログに作成されます。

いいえ

はい

変更ありません。

v 既存の資産を上書きすることを選択すると、既存の資産は削除され、インポー
トされた資産で置換されます。既存の資産の子は、インポート・ファイルに含
まれていない場合は、削除されます。
表 30. 上書きメソッドがカタログ内の拡張データ・ソース資産を変更する方法
CSV ファイルに拡張 カタログに拡張デー
データ・ソース資産 タ・ソース資産があ
るか
があるか

インポートの結果

はい

既存の拡張データ・ソース資産を CSV ファ
イルの拡張データ・ソース資産で置換しま
す。

はい

v CSV ファイルの「説明」フィールドが
NULL の場合、カタログの説明は置換され
ません。
v 拡張データ・ソース資産に割り当てられて
いる用語およびスチュワードは置換されま
せん。
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表 30. 上書きメソッドがカタログ内の拡張データ・ソース資産を変更する方法 (続き)
CSV ファイルに拡張 カタログに拡張デー
データ・ソース資産 タ・ソース資産があ
るか
があるか

インポートの結果

はい

いいえ

CSV ファイルから拡張データ・ソース資産を
作成します。

いいえ

はい

拡張データ・ソース資産を削除します。

用語およびスチュワードに対する拡張データ・ソースの関係は影響されません。
既存の資産の子が削除され、その子がマッピングで使用されている場合、そのマ
ッピングは無効になります。拡張マッピング文書を開いて、マッピングを修復ま
たは削除する必要があります。
4. 「ファイルの選択」ウィンドウで、拡張データ・ソースを含んでいる CSV ファ
イルを 1 つ以上選択し、「インポート」をクリックします。

拡張データ・ソース
拡張データ・ソースは、別の方法ではカタログにインポートできない、データ構造
付きの資産です。
拡張データ・ソースを作成およびインポートすると、ディスクに書き込まれないメ
タデータ、または他の何らかの理由でカタログにインポートできないメタデータを
取り込むことができます。その後、拡張マッピング文書内の拡張データ・ソースを
使用して、拡張データ・ソースおよび他の資産から、またこれらへの情報のフロー
を追跡し、レポートできます。
拡張データ・ソースはコンマ区切り値 (CSV) ファイルに定義します。インポート処
理時、拡張データ・ソース資産のメタデータがカタログにインポートされます。た
だし、CSV ファイルそのものはカタログにインポートされません。

拡張データ・ソースのタイプ
拡張データ・ソース資産には、次の 3 つの主要タイプがあります。
v アプリケーション
v ストアード・プロシージャー定義
v ファイル
各タイプの拡張データ・ソースを柔軟に使用して、エンタープライズ内のさまざま
なタイプのメタデータを表すことができます。以下の定義には、推奨の使用法が含
まれています。
アプリケーション
ユーザーに対して、またある場合には別のアプリケーションに対して特定の
関数を直接に実行するプログラムを表します。
例えば、アプリケーションは、企業のデータベースと対話処理するデータベ
ース・プログラム、通信プログラム、または SAP プログラムの場合があり
ます。アプリケーション拡張データ・ソースを使用して、SAP などのデー
タ・プログラムを大まかにモデル化することができます。
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アプリケーションは、1 つ以上のオブジェクト・タイプを持つことができま
す。
オブジェクト・タイプ
単一アプリケーション内の入力および出力構造を特徴付ける、方式
のグループ化または定義済みデータ・フォーマット。例えば、オブ
ジェクト・タイプは、アプリケーション内の共通機能またはビジネ
ス・プロセスを表すことがあります。
オブジェクト・タイプは、単一アプリケーションに属します。オブ
ジェクト・タイプは、複数の方式を持つことができます。オブジェ
クト・タイプの ID は application.objectType です。
方式
オペレーションを実行する、オブジェクト・タイプ内に定義された
関数または手順。オペレーションは、情報を入力パラメーターまた
は出力値として渡したり受け取ったりします。例えば、方式は、ア
プリケーションおよびオブジェクト・タイプを介してデータを読み
取りまたは書き込む、特定のオペレーションまたはプロシージャ
ー・コールの場合があります。また、方式を使用してデータベース
表に相当するものを表すこともできます。この際に、入力パラメー
ターと出力値は表の列を表します。
方式は、単一オブジェクト・タイプに属します。方式は、複数の入
力パラメーターと出力値を持つことができます。方式の ID は
application.objectType.method です。
入力パラメーター
入力パラメーターは、クライアントから方式に情報を送信する最も
一般的な方法です。方式では、意図した関数を実行するには、クラ
イアントからの情報が必要です。この情報は、レポート、分析する
データの選択基準、個々の列、または他の多くの可能性あるものに
関する表示オプションの形式の場合があります。例えば、MONTH お
よび YEAR は、月次販売データを分析する方式の入力パラメーター
である場合があります。
入力パラメーターは、単一方式に属します。入力パラメーターの ID
は application.objectType.method.inputParameter です。
出力値
方式では、データを出力値の形式で取得し、クライアントまたはア
プリケーションに戻します。出力値は、データベース列またはデー
タ・ファイル・フィールドの戻り値を表す場合があります。例え
ば、JANUARY および 2000 は、月次販売データを分析する方式の出
力値である場合があります。
出力値は、単一方式に属します。出力値の ID は
application.objectType.method.outputValue です。
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ストアード・プロシージャー定義
ストアード・プロシージャーは、データベース・システムにアクセスするア
プリケーションに使用可能なルーチンであり、データベース・システム内に
保管されます。ストアード・プロシージャーは、複合ロジックおよび SQL
ステートメントを統合および集中化し、またデータを更新、追加、または検
索できます。例えば、ストアード・プロシージャーは、条件ハンドラーまた
はプログラムとしてトランザクションを制御するために使用されます。ま
た、更新する場合などでは ETL トランザクションに類似しています。
ストアード・プロシージャーを表す拡張データ・ソースはストアード・プロ
シージャー定義 と呼ばれ、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage によ
って保存されるストアード・プロシージャー資産と区別されます。
ストアード・プロシージャー定義では、複数の In パラメーター、Out パラ
メーター、InOut パラメーター、および結果列を持つことができます。
In パラメーター
In パラメーターで、ストアード・プロシージャーがその意図された
関数を実行するために必要とする情報を伝えます。例えば、ストア
ード・プロシージャーに渡される変数は In パラメーターです。
In パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属しま
す。In パラメーターの ID は storedProcedureDefinition.inParameter
です。
Out パラメーター
Out パラメーターは、ストアード・プロシージャーが実行されたと
きに戻される値または変数を表します。例えば、ストアード・プロ
シージャーの結果セットに含まれるフィールドは、Out パラメータ
ーの場合があります。
Out パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属し
ます。Out パラメーターの ID は
storedProcedureDefinition.outParameter です。
InOut パラメーター
InOut パラメーターは、ストアード・プロシージャーが意図された
関数を実行するためにクライアントからの情報を必要とし、その後
同じ情報を処理して戻す場合に使用します。例えば、InOut パラメ
ーターは、ストアード・プロシージャーが処理またはアグリゲート
して、呼び出しアプリケーションに戻す変数の場合があります。
InOut パラメーターは、単一ストアード・プロシージャー定義に属
します。InOut パラメーターの ID は
storedProcedureDefinition.inOutParameter です。
結果列
結果列は、ストアード・プロシージャーがデータベース内のデータ
を照会または処理したときに、ストアード・プロシージャーから戻
されるデータ値を表します。

144

IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用した情報の管理

結果列は、単一ストアード・プロシージャー定義に属します。結果
列の ID は storedProcedureDefinition.resultColumn です。
ファイル
ファイルは、データを取り込み、転送、あるいは読み取るためのストレージ
域を表します。ファイルは、多くの場合 ETL トランザクションのソースで
あり、FTP を使用してロードおよび移動できます。拡張データ・ソース・
タイプのファイル は、標準的な手段ではカタログにインポートできないフ
ァイルを表します。カタログにインポートできるファイルはデータ・ファイ
ル と呼ばれ、拡張データ・ソースではありません。
関連概念:
111 ページの『カタログ資産と外部資産によるデータ・フローの拡張』
ディスクに書き込まない外部プロセスを使用している場合や、メタデータをカタロ
グに保存しない ETL ツール、スクリプト、または他のプログラムを使用している
場合でも、エンタープライズ内のデータ・フローを追跡できます。
113 ページの『拡張マッピング文書内のマッピング』
拡張マッピング文書内のマッピングを使用すると、IBM InfoSphere Information
Server にとっては外部のデータ・フロー、または外部ツールおよびプロセスと
InfoSphere Information Server との間で情報を伝えるデータ・フローについてレポー
トできます。
関連タスク:
140 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含んだ、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを
インポートできます。インポートしたデータ・ソースを、カタログに存在している
場合がある同一ソースと調整できます。
関連資料:
『拡張データ・ソース用の CSV ファイル・フォーマット』
拡張データ・ソースをコンマ区切り値 (CSV) ファイルに定義して、それをカタログ
にインポートできます。
115 ページの『資産タイプの説明、コンテキスト、および ID』
情報資産のタイプにはそれぞれ独自の ID ストリングがあり、ID ストリングには、
カタログ内の資産を識別するために必要な資産が含まれています。情報資産のコン
テキストと ID ストリングは、拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文書のイ
ンポート・ファイル内で使用されます。

拡張データ・ソース用の CSV ファイル・フォーマット
拡張データ・ソースをコンマ区切り値 (CSV) ファイルに定義して、それをカタログ
にインポートできます。

目的
CSV ファイルは、メイン・タイプの拡張データ・ソース (アプリケーション、スト
アード・プロシージャー定義、およびファイル) をカタログにインポートする場合
に使用します。CSV ファイルでは、この各資産に固有の構文を使用して、その資産
をカタログに作成します。
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テンプレートとサンプル
「拡張データ・ソースのインポート」ペイン (「カタログ」 > 「情報資産」 >
「拡張データ・ソースのインポート」) から、アプリケーション、ストアード・プ
ロシージャー定義、およびファイルの各拡張データ・ソースのサンプルが入ってい
る CSV ファイルを含む圧縮ファイルをダウンロードします。サンプルには、各資
産のすべてのセクションおよび列が、正しい構文で含まれています。ユーザーのニ
ーズに適合するようにサンプルを変更します。

構文
アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およびファイルには、CSV
ファイル内の固有のセクションが含まれています。したがって、インポートする全
般のタイプに別個の CSV ファイルを作成します。アプリケーション、ストアー
ド・プロシージャー定義、およびファイルを CSV ファイルに定義するには、次の
構文ルールに従います。
セクション
アプリケーション、ストアード・プロシージャー定義、およびファイルのセ
クションで、カタログにインポートする各資産のコンテキストを定義しま
す。
トップレベルから開始して、拡張データ・ソースの指定されたシーケンス
で、CSV ファイル内のセクションをリストする必要があります。セクショ
ンのシーケンスを、次の表にリストします。
例えば、アプリケーションの CSV ファイルには、アプリケーション資産の
セクションと、それに続いてオブジェクト・タイプ資産、方式資産、入力パ
ラメーター資産、および出力値資産のセクションがあります。このシーケン
スに代わり、オブジェクト・タイプ・セクションをアプリケーション・セク
ションの前に入れると、オブジェクト・タイプ資産のコンテキストは、カタ
ログにまだ作成されていないアプリケーション資産を指します。この結果と
して、オブジェクト・タイプ・セクション内の行はインポートされません。
各行について、セクション名を次のフォーマットで入力します。
+++ section_name - Begin +++
+++ section_name - End +++

ここでの section_name は、インポートする拡張データ・ソースに対応しま
す。
次の表に、CSV ファイル内のセクション名とそのシーケンスをリストしま
す。
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表 31. CSV ファイル内のセクション名とそのシーケンス
インポートする拡張デー
タ・ソースのメイン・タ
イプ

CSV ファイル内の section_name の値とセクションのシーケン
ス

アプリケーション

1. アプリケーション
2. オブジェクト・タイプ
3. 方法
4. 次のセクションは、どのシーケンスでもかまいません。
v 入力パラメーター
v 出力値

ストアード・プロシージ
ャー定義

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

ファイル

ファイル

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

148

IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用した情報の管理

例
次の図に、アプリケーション拡張データ・ソースをカタログにインポートする CSV
ファイルを示します。

図 3. アプリケーション拡張データ・ソースをインポートする CSV ファイルの例

インポートされた拡張データ・ソースの資産タイプ、名前、およびコンテキストを
次の表にリストします。拡張データ・ソースは、表にリストされたシーケンスでカ
タログにインポートされます。
表 32. インポートされた拡張データ・ソースの資産タイプ、名前、およびコンテキスト
拡張データ・ソース
資産のタイプ

インポートする拡張データ・ソースの名前

アプリケーション

CRM

オブジェクト・タイ
プ

CustomerRecord

CRM

方法

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

CRM.CustomerRecord

入力パラメーター

CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

出力値

FullName

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

インポートする拡張データ・ソースのコンテキスト

関連タスク:
140 ページの『拡張データ・ソースのインポート』
複数のデータ・ソースを含んだ、コンマ区切り値 (CSV) フォーマットのファイルを
インポートできます。インポートしたデータ・ソースを、カタログに存在している
場合がある同一ソースと調整できます。
関連資料:
115 ページの『資産タイプの説明、コンテキスト、および ID』
情報資産のタイプにはそれぞれ独自の ID ストリングがあり、ID ストリングには、
カタログ内の資産を識別するために必要な資産が含まれています。情報資産のコン
テキストと ID ストリングは、拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文書のイ
ンポート・ファイル内で使用されます。
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istool コマンドを使用したデータ・フローの拡張
istool コマンドを使用して、拡張マッピング文書および拡張データ・ソース資産を
カタログにインポートできます。このコマンドを使用して、カタログからそれらを
削除することもできます。
関連情報:
InfoSphere Information Governance Catalog 資産

データのフローの管理
分析のためにメタデータを準備し、リネージュ・レポートに組み込む資産とリネー
ジュ・レポートから除外する資産を構成する必要があります。これらのアクション
によって、リネージュ・レポート内のデータのフローの品質と完全性を最適化しま
す。

分析用のメタデータの準備
リネージュ・レポートの品質と完全性を最適化するには、メタデータを準備する必
要があります。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
各プロジェクトのプロジェクト・レベルの環境変数が現行の値になっていることを
確認します。プロジェクトに新規あるいは変更された変数がある場合は、それらを
カタログにインポートします。

このタスクについて
リネージュのために 1 つ以上の変換プロジェクトまたはジョブを選択できます。前
回の分析以降に変更があったジョブまたは実装済みデータ・リソースのみが分析さ
れます。その結果、同じプロジェクトの 2 回目以降の分析は、最初の分析より時間
が短くなります。リネージュは、選択されていない変換プロジェクトには影響しま
せん。リネージュ分析は設定されたポーリング間隔で行われます。
リネージュの結果を最適化するために、必要なデータ・ソースをすべてインポート
し、完全なメタデータが確実に使用可能になるようにジョブをデザインします。

手順
1. ビジネス・リネージュ・レポートの資産タイプを構成します。
2. プロジェクト・レベル環境変数をインポートします。 インポート・スクリプト
を毎日実行するか、プロジェクトに新規または変更された変数があるときに実行
します。
3. カタログの外部に存在するソースからメタデータをインポートします。
a. インポートに使用するブリッジを選択します。
b. ソース資産をターゲット資産にマップする拡張マッピング文書を作成または
編集します。
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c. カタログの外部に存在する拡張データ・ソースをインポートします。
4. データ接続オブジェクトをデータベースにマップします。このステップでは、デ
ータ・ソース名 (DSN) またはサーバー名などの、参照されるデータ接続オブジ
ェクトを、インポートされるホストまたはデータベース資産にマップします。
5. データベース・スキーマを同一として定義します。このステップによって、リネ
ージュ・レポート内のデータベース・スキーマの重複をなくします。
6. リネージュ・フィルターをセットアップします。このステップで、リネージュ・
レポートに表示される資産のリストと資産のデータ・フローを詳細化するための
リネージュ・フィルターを作成します。
関連概念:
35 ページの『最適なリネージュのための Infosphere DataStage ジョブのデザイン』
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のリネージュ・レポートで完全なメ
タデータを使用できるようにするために、IBM InfoSphere DataStage ジョブをデザ
インします。
関連タスク:
74 ページの『メモリーの計算と割り振り』
IBM InfoSphere Information Governance Catalogが性能低下することなく効率的に作
動できるようにするために、適切なメモリー量を計算してコンポーネントに割り振
る必要があります。
77 ページの『一時的な検索結果および照会結果用ディレクトリーの構成』
大きな検索結果や照会結果を処理できるように、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog 用にディレクトリーを構成する必要があります。
153 ページの『プロジェクト・レベル環境変数のインポート』
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクトからカタログに環境変数を
インポートする必要があります。リネージュはこれらの変数を使用して、実装済み
データ・リソースを識別します。

リネージュ・レポートの資産タイプの構成
データ・リネージュ・レポートおよびビジネス・リネージュ・レポートに組み込む
資産、またはそこから除外する資産を選択して、ユーザーにとってさらに分かりや
すいレポートにすることができます。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。

このタスクについて
リネージュ・レポートには、ジョブおよびマッピング仕様の資産タイプを組み込む
ことができます。データ・リネージュ・レポートからそれらの資産を除外するよう
に構成できます。あるいは、変換プロジェクトからの包含値または排他値を使用す
るようにジョブを設定したり、マッピング・プロジェクトからの値を使用するよう
にマッピング仕様を設定することもできます。
ビジネス・リネージュ・レポートには、アプリケーション、ビジネス・インテリジ
ェンス (BI) レポート、データ・ファイルなど、特定の資産タイプを組み込むことが
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できます。デフォルトでは、これらの資産タイプのすべての資産がビジネス・リネ
ージュ・レポートに組み込まれます。それらをビジネス・リネージュ・レポートか
ら除外することができます。
「リネージュのための組み込み」または「ビジネス・リネージュのための組み込
み」が「True」に設定されている資産のみが、リネージュ関係で使用されます。資
産タイプがリネージュ・レポートから除外されるかまたはこれに含められると、そ
の資産タイプの子も除外または含められます。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックします。
3. 表示する資産タイプを選択します。
4. 「参照」ウィンドウで、リネージュ・レポートに組み込む資産またはリネージ
ュ・レポートから除外する資産を選択します。「編集」をクリックします。
5. 複数の資産を選択した場合、「バッチ編集」ウィンドウで、「リネージュのため
の組み込み」または「ビジネス・リネージュのための組み込み」のチェック・ボ
ックスを選択します。「次へ」をクリックします。選択した資産が 1 つの場合
は、「リネージュ情報」を展開します。
6. 「リネージュのための組み込み」または「ビジネス・リネージュのための組み込
み」のリストのパラメーターを構成します。
ヒント: 資産タイプとその子資産が正しくリネージュ・レポートに組み込まれて
いるか、またはリネージュ・レポートから除外されていることを確認するには、
資産タイプについての照会を作成します。データ・リネージュの場合は、「リネ
ージュのための組み込み」プロパティーと「リネージュ設定を継承する」プロパ
ティーを選択します。ビジネス・リネージュの場合は、「ビジネス・リネージュ
のための組み込み」プロパティーを選択します。そのタイプのすべての資産とそ
れらのプロパティーの値のリストが表示されます。
関連概念:
164 ページの『データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポー
ト』
データ・リネージュ・レポートには、ジョブ内または複数ジョブ間のデータの動き
が表示されます。また、これらのレポートには、ジョブ実行内でのアクティビティ
ーの順序も表示されます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユー
ザーには不要の詳細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分
析レポートには、資産間の従属性が表示されます。
関連資料:
163 ページの『リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ』
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートに組み込むことができます。特定の資産タイプを
レポートに組み込むか、レポートから除外すると、その資産タイプの子資産もレポ
ートに組み込まれるか、レポートから除外されます。
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プロジェクト・レベル環境変数のインポート
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクトからカタログに環境変数を
インポートする必要があります。リネージュはこれらの変数を使用して、実装済み
データ・リソースを識別します。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。

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

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

実行するアクション

Microsoft Windows

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

UNIX または Linux

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

以下のコマンド・ライン・パラメーターを使用できます。
-config | -c DirPath
システムの構成ファイルの完全パスまたは相対パスを指定します。このファイル
には、ユーザー名、パスワード、ドメイン、およびポートのパラメーターも含ま
れています。構成ファイルを使用する場合、このパラメーターを使用します。
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-directory | -dir ProjectName
環境変数のインポート元の IBM InfoSphere DataStage プロジェクトの名前とパ
スを指定します。パスは、絶対パスでも相対パスでも構いません。
-domain | -dom HostNameForAuthentication
IBM InfoSphere Information Server がインストールされているサーバーの名前を
指定します。
-username | -u User
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持つ
任意のユーザーのユーザー・アカウントの名前を指定します。
-password | -p Password
-username パラメーターに指定されたアカウントのパスワードを指定します。
-authfile | -af
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持つ
任意のユーザーのユーザー・アカウントのユーザー名とパスワードを指定しま
す。
-port PortNumber
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール に割り当てられているポー
ト番号を指定します。

例
UNIX システム上のこのコマンド・スクリプトは、myProject と呼ばれるプロジェク
トから環境変数をインポートします。
./ProcessEnvVariables.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd -port 9443

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

リネージュの分析コンポーネント
リネージュは、デザイン・メタデータとオペレーショナル・メタデータを分析する
ことで、ステージ、データベース表、およびデータベース・ビューの間の関係を設
定できます。これらの関係が設定されると、IBM InfoSphere Information Governance
Catalog でリネージュ・レポートを作成できます。
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターが、リネージュの結
果を最適化できるタスクを実行します。
あるジョブのターゲット・ステージが次のジョブのソース・ステージと一致する
と、リネージュ・レポートにクロス・ジョブ分析が表示されます。ビューがそのソ
ース・データベース表と一致すると、InfoSphere Information Governance Catalog の
リネージュ・レポートに関係が表示されます。また、資産の詳細を表示すると、他
の資産へのリンクが表示されます。
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リネージュは、データベースおよびデータ・ファイルに接続するステージを扱いま
す。サポートされないステージの関係を設定する場合、手動リンクを実行できま
す。

分析コンポーネント
リネージュは、以下の分析を行います。
デザイン分析: ステージ - データ・ソース - ステージ
選択されたプロジェクト内のすべてのサポートされるステージのスキャン。
ステージのプロパティー値またはパラメーター値が以下のいずれかのデー
タ・ソースに一致するとき、ステージは、前にインポートされたデータ・ソ
ース (データベース表、ビュー、データ・ファイル構造、IDoc、および
Netezza® など) にマップされます。
v データベース表の名前およびそのデータベースの名前
v データ・ファイル構造の名前とそのデータ・ファイル名
ステージで定義される列は、列名が一致すると、データベース・フィールド
またはデータ・ファイル・フィールドとマッチングされます。
ユーザーはステージで、データ・ソースとの間で読み取りおよび書き込みを
行うために、デフォルト SQL を生成したりカスタム SQL ステートメント
を定義したりできます。分析サービスはすべての SQL ステートメントを構
文解析して、スキーマ、オーナー、データベース表、および列に関する情報
を抽出し、それらを以前にインポートされた共有表にマップします。
オペレーショナル分析: ステージ - データ・ソース - ステージ
この分析は対応するデザイン分析と同一です。ただし、データ・ソースに対
するステージのマッチングに、ジョブ・デザイン値ではなくオペレーショナ
ル・ランタイム値が使用されます。
オペレーショナル分析: ステージ - ステージ
この分析は対応するデザイン分析と同一です。ただし、他のステージに対す
るステージのマッチングに、ジョブ・デザイン値ではなくオペレーショナ
ル・ランタイム値が使用されます。

データベース、データ・ファイル、BI レポート、および BI モデル資
産をインポートする ISX ファイルをコマンド・ラインから生成する
istool コマンド「workbench generate」を使用して、コンマ区切り値 (CSV) フォ
ーマットのインポート・ファイルから資産交換 (ISX) フォーマットのファイルを生
成します。

目的
このコマンドを使用して、 CSV フォーマットのファイルから ISX フォーマットの
インポート・ファイルを生成します。 ISX フォーマットのファイルを生成して、後
でデータベース、データ・ファイル、BI レポート、および BI モデルといった資産
をインポートします。このコマンドは、生成された ISX ファイルをインポートする
わけではありません。
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要件
v CSV インポート・ファイルは、正しい構文に従う必要があります。データベー
ス、データ・ファイル、および BI レポート資産の CSV ファイルのテンプレー
トをダウンロードする場合は、この Techdoc を参照してください。
v ISX ファイルのディレクトリーへの書き込みと作成のアクセス権限が必要です。
v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールまたは
Information Governance Catalog 情報資産ユーザー・ロールを持っている必要があ
ります。
v istool コマンドを実行する層に、 IBM Information Server Manager の Information
Server ISTool Framework コンポーネントがインストールされていなければなりま
せん。 ISTool Framework のバージョンは、 IBM InfoSphere Information
Governance Catalog と同じバージョンである必要があります。
v コマンドをエンジン層またはクライアント層から実行します。

コマンド構文
このコマンドを実行する望ましい方法は、istool コマンド・ライン・ウィンドウで実
行することです。ご使用のオペレーティング・システムのコマンド・ライン・ウィ
ンドウまたはスクリプト内でこのコマンドを実行する場合は、コマンド名の前に
istool を追加する必要があります。
istool> workbench generate
authentication parameters
-input input_CSV_file
archive parametersarchive_name
-log log_file]
[generic parameters]

パラメーター
以下は、workbench generate コマンドに固有のパラメーターです。認証パラメータ
ーおよび汎用パラメーターについては、istool の共通パラメーターのリストを参照し
てください。
-input | -i input_CSV_file
ISX ファイルの生成に使用する CSV ファイルの完全ディレクトリー・パスま
たは相対ディレクトリー・パスと名前を指定します。単一ファイルのディレクト
リー・パスまたは複数の CSV ファイルを持つディレクトリー・パスを指定する
ことができます。
-log | -l log_file
ログ・ファイルの完全ディレクトリー・パスまたは相対ディレクトリー・パスと
名前を指定します。ログ・ファイルが存在する場合は、実行結果の出力がそのフ
ァイルに追加されます。ログ・ファイルが存在しない場合は作成されます。

出力
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。失敗の理由
は、画面メッセージで表示されます。
詳細については、以下のいずれかのディレクトリーにあるシステム・ログ・ファイ
ルを参照してください。
第 5 章 データの管理

157

Microsoft Windows オペレーティング・システム環境の場合
C:¥Documents and Settings¥username¥istool_workspace¥.metadata¥.log
ここでの username は、このコマンドを実行するユーザーのオペレーティン
グ・システム・アカウントの名前です。
UNIX または Linux オペレーティング・システム環境の場合
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
ここでの user_home はすべてのユーザー・アカウントのルート・ディレク
トリーであり、username はこのコマンドを実行するユーザーのオペレーテ
ィング・システム・アカウントの名前です。

例
このコマンドは、CSV ファイル C:¥IBM¥InformationServer¥imports¥DB.csv から
ISX インポート・ファイルを作成する generate コマンドを実行します。
istool> workbench generate
-dom mysys
-u myid -p mypassword
-i C:¥IBM¥InformationServer¥imports¥DB.csv
-a C:¥IBM¥InformationServer¥imports
-l C:¥IBM¥InformationServer¥logs

データベースへのデータ接続オブジェクトのマッピング
データ接続オブジェクトを、インポートされたホスト資産またはデータベース資産
にマップできます。その結果、リネージュ・レポートでデータ接続オブジェクトの
代わりにデータベース名が使用されます。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage のジョブは、データ・ソースとの間のデータの読み取り
または書き込みにコネクター・ステージを使用します。コネクター・ステージは、
データ・ソースにアクセスするために必要な接続オブジェクト (URL、サーバー
名、データベース名、ユーザー証明情報、SQL ステートメントなど) を定義しま
す。それらのデータ接続オブジェクトと、インポートされたホスト資産またはデー
タベース資産の間のマッピングを定義できます。リネージュは、この情報を使用し
て、コネクター・ステージとデータ・ソースの間の関係を作成します。
データ接続オブジェクトは、データベースまたはホストに対してマップできます。
また、1 つのデータ接続オブジェクトを優先マッピングとして指定することができ
ます。優先データ接続オブジェクトはリネージュ・レポートで使用されます。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「情報資産管理」を展開します。
3. 「データ接続マッピング」をクリックします。
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4. 「データ接続」ウィンドウで、データベースにマップするデータ接続を選択し、
「編集」をクリックします。
5. 「データ接続関係」を展開し、以下のいずれかの手順でデータ接続オブジェクト
を定義します。
a. オブジェクトを他のオブジェクトと同一としてマークする場合、そのオブジ
ェクトを「データ接続と同じ」フィールドに追加し、「保存」をクリックし
ます。
b. 同一オブジェクトのいずれか 1 つを選択して優先データ接続にする場合、
「優先データ接続」リストからオブジェクトを選択します。
c. データ接続オブジェクトをデータベースにマップする場合、「バインド先デ
ータベース」リストでデータベースを選択します。
6. 「保存」をクリックします。

データベース・スキーマを同一として定義する
まったく同じ 2 つ以上のデータベース・スキーマを定義できます。このアクション
は、同じデータ・リソースをコネクターとブリッジなどの異なる手段でカタログに
インポートする場合に必要なことがあります。データベース・スキーマに含まれる
データベース表およびデータベース・フィールドも、その名前が一致したときに同
一としてマーク付けされます。

始める前に
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。

このタスクについて
同一データベース・スキーマのこのような関係は、定義されたデータベース・スキ
ーマの「詳細」ページで「データベース・スキーマと同じ」として表示されます。
例えば、IBM InfoSphere Metadata Asset Manager はホスト DataServer 上のデータ
ベース DW のカタログ Schema1 とホスト BIServer 上のデータベース DW の
Schema1 にインポートするとします。IBM InfoSphere Information Analyzer は、ホ
スト ProdDOS 上のデータベース DW の Schema1 をインポートします。ユーザー
がこれらのデータベース・スキーマは同一であると指定しない限り、これら 3 つの
データベース・スキーマはすべてカタログ内に別個のエンティティーとして存在し
ます。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックします。
3. 「リスト参照」ペインで、「データベース・スキーマ」をクリックします。
4. 別のデータベース・スキーマと同一としてマークするデータベース・スキーマを
選択し、「編集」をクリックします。
5. 「リネージュ情報」を展開し、以下のステップを実行して、同一データベース・
スキーマを定義します。
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a. データベース・スキーマを他のデータベース・スキーマと同一としてマーク
する場合、そのデータベース・スキーマを「データベース・スキーマと同
じ」フィールドに追加し、「保存」をクリックします。
b. オプション: データベース・スキーマのいずれか 1 つを選択して優先データ
ベース・スキーマにする場合、「優先データベース・スキーマ」リストから
データベース・スキーマを選択します。 特定のデータベース・スキーマが優
先データベース・スキーマとして選択された場合、それがリネージュ・レポ
ートに表示されます。それ以外の場合は、すべての同一スキーマがリネージ
ュ・レポートに表示されます。
6. 「保存」をクリックします。

リネージュ・フィルターの管理
リネージュ・レポートに表示される資産のリストを詳細化するためのリネージュ・
フィルターを作成、編集、削除、インポート、およびエクスポートできます。

始める前に
v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持って
いる必要があります。
v リネージュ・レポートからどの資産を除外するかを把握しておく必要がありま
す。また、資産のみを除外するのか、資産とそのデータ・フローも除外するのか
を決めておく必要があります。

このタスクについて
一度に 1 つのリネージュ・フィルターを編集、インポート、またはエクスポートで
きます。リネージュ・フィルターの削除は一度に複数を処理できます。
リネージュ・フィルターは、適切なロールを持つ任意のユーザーが使用できます。
ユーザーのロールによって、インターフェースで使用可能なリネージュ・フィルタ
ーのアクションが決まります。

手順
1. 「管理」をクリックします。
2. 「情報資産管理」を展開し、「リネージュ・フィルター」をクリックします。
3. 「リネージュ・フィルター」ウィンドウで、以下のいずれかのタスクを行いま
す。
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タスク

手順

リネージュ・フィルターの作成

1. 「新規」をクリックします。
2. 「新規リネージュ・フィルター」ウィン
ドウで、フィルター名を入力します。リ
ネージュ・レポートに含める資産に対し
て相対的なデータ・フローの方向を選択
します。例えば、選択した資産から出力
されるデータのフローを表示する必要が
ある場合もあれば、選択した資産に入力
されるデータのフローを表示する必要が
ある場合もあります。最後に、選択した
資産を通過するフローを表示する必要が
ある可能性もあります。
3. 「資産タイプ除外」を展開します。「資
産タイプの選択」フィールドをクリック
し、リネージュ・レポートから除外する
資産タイプを選択します。
4. 「除外」ウィンドウで、以下のアクショ
ンのいずれか、または両方を実行しま
す。
v 「資産の非表示」タブをクリックし
て、リネージュ・レポートから資産
を除外します。データ・フローは、
除外された資産を通過して続きま
す。
v 「資産とそのフローの非表示」タブ
をクリックして、リネージュ・レポ
ートから資産とそのデータ・フロー
を除外します。
5. いずれかまたは両方のタブで、以下のス
テップを実行して、除外する各資産を指
定します。
v 右側のペインで、下矢印ボタン
をクリックして、サブプロパティー
またはプロパティーを追加します。
v 「使用可能なプロパティー」リスト
で属性または関連資産をダブルクリ
ックします。選択した属性または関
連資産が右側のペインに表示されま
す。新しいそれぞれのサブプロパテ
ィーまたはプロパティーの値を指定
します。
6. 「保存」をクリックします。
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タスク

手順

リネージュ・フィルターの編集

1. 変更するリネージュ・フィルターの横の
チェック・ボックスを選択してから「編
集」をクリックします。
2. 「リネージュ・フィルターの編集」ウィ
ンドウで、変更を行ってから「保存」を
クリックします。リネージュ・フィルタ
ーの名前を変更すると、元のリネージ
ュ・フィルターは上書きされます。

リネージュ・フィルターの削除

削除するリネージュ・フィルターの横のチ
ェック・ボックスを選択してから「削除」
をクリックします。

リネージュ・フィルターのインポート

1. 「インポート」をクリックします。
2. 「リネージュ・フィルターのインポー
ト」ウィンドウで、ワークベンチ照会
(WBQ) フォーマットのファイルを参照
して選択します。「開く」をクリックし
てから「インポート」をクリックしま
す。

リネージュ・フィルターのエクスポート

1. エクスポートするリネージュ・フィルタ
ーの横のチェック・ボックスを選択して
から「エクスポート」をクリックしま
す。
2. リネージュ・フィルターを保存するディ
レクトリーを参照してから「保存」をク
リックします。

リネージュ関係の検出
非常に限られたケースで、特定の資産タイプのリネージュ関係を手動で検出できま
す。

始める前に
v Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーター・ロールを持って
いる必要があります。
v リネージュ関係を検出する必要のある資産は、「リネージュのための組み込み」
が「True」として定義されている必要があります。

このタスクについて
以下の資産タイプで、リネージュ関係を検出できます。
v 変換プロジェクトおよびそのジョブとステージ
v ジョブとそのステージ
v ビューとそのデータベース表
以下の場合、リネージュ関係を手動で検出できます。
v パッチを適用した後で、ジョブを検証する必要があるとき。
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v システムのシャットダウン後、ジョブまたは新しく追加されたオペレーショナ
ル・メタデータが完全には評価されなかったとき。
リネージュ関係は手動でも検出できますが、それらの関係は、定義されているポー
リング間隔に従って自動的に検出されます。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックします。
3. リネージュ関係を検出する資産の資産タイプをクリックします。
4. 資産タイプの「参照」ページで、資産を選択し、「リネージュ関係の検出」をク
リックします。

データ・リネージュおよびビジネス・リネージュのレポート作成
データ・ソースを起点にして数々のジョブとステージを経て、データベース、デー
タ・ファイル、またはビジネス・インテリジェンス・レポートへと続くデータ・フ
ローを分析するレポートを作成できます。さらに、詳細なデータ・リネージュ・レ
ポートでなく、データ・フローのみを表示するビジネス・リネージュ・レポートを
作成できます。

リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートに組み込むことができます。特定の資産タイプを
レポートに組み込むか、レポートから除外すると、その資産タイプの子資産もレポ
ートに組み込まれるか、レポートから除外されます。

データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レポート、および
影響分析レポート
資産タイプとその子をビジネス・リネージュ・レポートに含めることができるかど
うかを確認するには、資産の「詳細」ページに移動します。「ビジネス・リネージ
ュのための組み込み」が True の場合、その資産はビジネス・リネージュ・レポー
トに組み込むことができます。
次のタイプの資産とその子資産を対象にデータ・リネージュ・レポート、ビジネ
ス・リネージュ・レポート、および影響分析レポートを実行できます。
表 33. リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象資産とその一連の子資産
資産

一連の子資産

アプリケーション (拡張データ・ソ v オブジェクト・タイプ > メソッド > 入力パラメー
ース)
ター
v オブジェクト・タイプ > メソッド > 出力値
ビジネス・インテリジェンス (BI)

v BI モデル > BI コレクション > BI コレクション・
メンバー
v BI レポート > BI 照会 > BI 照会項目

データベース

v スキーマ > データベース表 > データベース列
v スキーマ > ビュー > データベース列
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表 33. リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象資産とその一連の子資産 (続き)
資産

一連の子資産

データ・ファイル

v データ・ファイル構造 > データ・ファイル・フィー
ルド
v Amazon S3 データ・ファイル構造 > Amazon S3 デ
ータ・ファイル・フィールド

ファイル (拡張データ・ソース)

なし

ストアード・プロシージャー定義

v In パラメーター

(拡張データ・ソース)

v Out パラメーター
v InOut パラメーター
v 結果列

データ・リネージュ・レポートと影響分析レポート
次の資産を対象にデータ・リネージュ・レポートと影響分析レポートを実行できま
す。
表 34. データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートの対象資産とその一連の子資産
資産

一連の子資産

ジョブ

v ステージ > ステージ列

以下のマッピング

なし

v InfoSphere Information
Governance Catalog からの拡張
マッピング文書
v InfoSphere FastTrack からのマッ
ピング仕様
v IBM InfoSphere Warehouse から
のマッピング文書

関連タスク:
166 ページの『データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポート
の実行』
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたリネージュ・レポートを実行することができます。特
定の子資産からのデータ・フロー、例えば、データベース表の選択したデータベー
ス列からのデータ・フローを確認できます。資産、または資産とそのフローをレポ
ートに表示しないようにできます。
151 ページの『リネージュ・レポートの資産タイプの構成』
データ・リネージュ・レポートおよびビジネス・リネージュ・レポートに組み込む
資産、またはそこから除外する資産を選択して、ユーザーにとってさらに分かりや
すいレポートにすることができます。

データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポート
データ・リネージュ・レポートには、ジョブ内または複数ジョブ間のデータの動き
が表示されます。また、これらのレポートには、ジョブ実行内でのアクティビティ
ーの順序も表示されます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユー
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ザーには不要の詳細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分
析レポートには、資産間の従属性が表示されます。
レポートを実行すると、リネージュは、エンタープライズの目的のコンテキストで
情報資産を表示します。それらは、個別の表、列、ジョブ、またはステージとして
ではなく、データの抽出、ロード、分析、クレンジング、変換処理、レポート作成
を行うプロセスの部分を統合したものとして表示されます。

レポート・タイプ
以下のタイプのレポートを実行することができます。
データ・リネージュと影響分析
データ・リネージュ・レポートと影響分析レポートには、以下のさまざまな
タイプの情報が表示されます。
v 選択した情報資産を起点または終点とし、ステージおよびステージ列を通
り、1 つ以上のジョブを通って、データベースおよびビジネス・インテリ
ジェンス (BI) レポートに入るデータ・フロー。
例えば、データ・リネージュ・レポートが、ジョブのステージが読み取る
データベース列で開始するとします。このレポートに、列レベルで次のよ
うなデータ・フローが可能です。
– 最初のジョブのステージで、データベース列を読み取ります。
– いずれかのステージで 2 番目のデータベースの表に書き込まれるま
で、最初のジョブ内の 1 つ以上のステージを情報が流れます。
– 2 番目のジョブのステージで、2 番目のデータベースのデータベース
列を読み取ります。
– いずれかのステージで 3 番目のデータベースの表に書き込まれるま
で、2 番目のジョブ内の 1 つ以上のステージを情報が流れます。
– 3 番目のデータベースのデータベース列のデータが、BI レポートに取
り込まれます。
v 選択した情報資産を起点または終点とし、1 つ以上のジョブを通って、デ
ータベース表、ビュー、またはデータ・ファイル構造を通り、BI レポー
トおよび情報サービス・オペレーションに入るデータ・フロー。
例えば、データ・リネージュ・レポートには、BI レポートのソースが 1
つのデータベース表に書き込む 3 つの個別のジョブに由来することが示
される場合があります。さらに、その表が、BI レポートによって使用さ
れる BI レポート・コレクションにバインドされていることが示される場
合があります。
v ジョブ実行内のアクティビティーの順序。ジョブが読み取りと書き込みを
行う表と、読み取りと書き込みが行われた行の数が含まれます。ジョブ実
行アクティビティーを掘り下げて、リンク、ステージ、およびデータベー
ス表、あるいはジョブが読み取りと書き込みを行うデータ・ファイル構造
を確認することによって、ジョブ実行の各部分の結果を検査できます。
例えば、単純なジョブのデータ・リネージュ・レポートには、最初のアク
ティビティーでテキスト・ファイルから 6 行を読み取ったことが示され
る場合があります。次に、2 番目のアクティビティーでデータベース表に
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6 行を書き込んだことが示される場合があります。複雑なジョブのデー
タ・リネージュ・レポートには、すべての読み取り、書き込み、またはル
ックアップに関与したアクティビティーの順序が示される場合がありま
す。
ビジネス・リネージュ
ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・リネージュ・レポートに
含めるように構成された情報資産を通るデータ・フローのみが表示されま
す。また、ビジネス・リネージュ・レポートには、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage からの拡張マッピング文書またはジョブは含ま
れません。
ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・リネージュに含めるよう
に構成されたソース資産、ターゲット資産、および中間資産のみのグラフィ
ックおよびテキスト・コンポーネントが表示されます。
Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターが、ビジネ
ス・リネージュ・レポートに表示される情報資産を構成します。レポート
は、ビジネス・リネージュ用に構成された資産の右クリック・メニューから
生成されます。このレポートは読み取り専用であり、データ・フローについ
てまたは資産自体に関しての詳細情報を得ることはできません。
IBM Glossary Anywhere のユーザー、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog、および IBM Cognos などの外部プログラムが、資産の
ビジネス・リネージュ・レポートを作成できます。ユーザーには、少なくと
も「Information Governance Catalog ユーザー」ロールが必要です。レポー
トは、Web ブラウザーの新規ウィンドウに表示されます。
関連タスク:
『データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポートの実行』
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたリネージュ・レポートを実行することができます。特
定の子資産からのデータ・フロー、例えば、データベース表の選択したデータベー
ス列からのデータ・フローを確認できます。資産、または資産とそのフローをレポ
ートに表示しないようにできます。
151 ページの『リネージュ・レポートの資産タイプの構成』
データ・リネージュ・レポートおよびビジネス・リネージュ・レポートに組み込む
資産、またはそこから除外する資産を選択して、ユーザーにとってさらに分かりや
すいレポートにすることができます。

データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポートの
実行
ジョブ・デザイン、オペレーショナル・メタデータ、および資産間のユーザー定義
の関係の情報を組み合わせたリネージュ・レポートを実行することができます。特
定の子資産からのデータ・フロー、例えば、データベース表の選択したデータベー
ス列からのデータ・フローを確認できます。資産、または資産とそのフローをレポ
ートに表示しないようにできます。
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始める前に
Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー・ロール以外の Information
Governance Catalog セキュリティー・ロールが必要です。

このタスクについて
データ・リネージュ・レポートには、選択した資産に対する入出力両方の情報のフ
ロー、または単一方向のデータのフローを表示できます。デフォルトで、レポート
には資産間のデザイン関係、オペレーショナル関係、およびユーザー定義の関係が
含まれます。重複する資産は表示されません。一部の資産は、子資産を含んでいる
場合があります。以下に、データ・リネージュ・レポートに表示することができる
資産とその子資産の例を示します。
子資産がステージであるジョブ資産
ジョブに含まれるステージ間を流れるデータを表示できます。
子資産がデータベース列であるデータベース表資産
データベース表の選択したデータベース列からのデータ・フローを表示でき
ます。選択したデータベース列と他の資産との関係リンクは引き直されま
す。さらに、データ・フローに含まれない資産ノードは使用不可になりま
す。新規ブラウザー・ウィンドウでは、子資産を選択できません。例えば、
データベース表からデータベース列 DM_SORTKEY、DM_TIMESTAMP、お
よび DM_TXID を元々選択した場合、新しいリネージュ・レポート内でこ
のデータベース表からこれらのデータベース列のサブセットを選択すること
はできません。
ビジネス・リネージュ・レポートには、アプリケーション、ビジネス・インテリジ
ェンス (BI) レポート、データ・ファイルなど、特定の資産タイプのみを組み込むこ
とができます。デフォルトでは、これらの資産タイプのすべての資産がビジネス・
リネージュ・レポートに含められます。Information Governance Catalog 情報資産ア
ドミニストレーターは、ビジネス・リネージュ・レポートから除外する資産を構成
する必要があります。ビジネス・リネージュ・レポート内の資産をドリルダウンし
て、詳細情報を得ることはできません。
データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポートの両方で、リネ
ージュ・フィルターを適用して、資産を非表示にしたり、または資産とそのフロー
を非表示にすることができます。

手順
1. 資産の名前を右クリックしてから、「データ・リネージュ」アイコン
は「ビジネス・リネージュ」アイコン

また

のいずれかをクリックします。

2. 「リネージュ・フィルター」ウィンドウで、リネージュ・レポートに表示される
情報をさらに詳細化するためのフィルターを選択できます。図に表示するデー
タ・フローの方向を選択したり、レポートに表示する分析関係のタイプを選択で
きます。「リネージュの実行」をクリックします。
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3. オプション: 資産ノードで、「[列 | フィールド | メンバー | パラメーター] の
選択」リンクをクリックして (使用可能な場合)、特定の子資産からのデータ・リ
ネージュをトレースします。 選択できる子資産は 5 個以内です。ステージ資産
の列は選択できません。
4. オプション: ジョブ・ノードで、「展開」リンクをクリックして、そのジョブに
含まれるステージ間のデータ・フローを確認します。
をクリックして、ファイルに、「イン
5. オプション: 「保存」アイコン
ベントリー」ペインのテキストを保存するか、図全体を保存します。
テキストは PDF フォーマットのファイルに保存されます。グラフィックは
JPEG イメージ・フォーマットのファイルに保存されます。
関連概念:
164 ページの『データ・リネージュ・レポートとビジネス・リネージュ・レポー
ト』
データ・リネージュ・レポートには、ジョブ内または複数ジョブ間のデータの動き
が表示されます。また、これらのレポートには、ジョブ実行内でのアクティビティ
ーの順序も表示されます。ビジネス・リネージュ・レポートには、ビジネス・ユー
ザーには不要の詳細情報のない、リネージュの縮小ビューが表示されます。影響分
析レポートには、資産間の従属性が表示されます。
155 ページの『リネージュの分析コンポーネント』
リネージュは、デザイン・メタデータとオペレーショナル・メタデータを分析する
ことで、ステージ、データベース表、およびデータベース・ビューの間の関係を設
定できます。これらの関係が設定されると、IBM InfoSphere Information Governance
Catalog でリネージュ・レポートを作成できます。
関連資料:
163 ページの『リネージュ・レポートおよび分析レポートに含まれる資産タイプ』
特定の資産タイプを、データ・リネージュ・レポート、ビジネス・リネージュ・レ
ポート、または影響分析レポートに組み込むことができます。特定の資産タイプを
レポートに組み込むか、レポートから除外すると、その資産タイプの子資産もレポ
ートに組み込まれるか、レポートから除外されます。

InfoSphere Data Click を使用したデータの移動
カタログから選択したデータベース表、データ・ファイル、データ・ファイル・フ
ォルダー、および Amazon S3 バケットを、InfoSphere Data Click アクティビティ
ーを実行することで、IBM InfoSphere BigInsights™ の Hadoop Distributed File
System (HDFS) などのターゲット分散ファイル・システムにコピーできます。

始める前に
InfoSphere Data Click アクティビティーを実行するために、以下のロールが必要で
す。
v Data Click 作成者および Data Click ユーザー
v スイート・ユーザー
v DataStage 開発者
v 共通メタデータ・ユーザー
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ユーザー・アカウントがデフォルトの InfoSphere DataStage プロジェクト
DataClick に割り当てられている必要があります。
いずれかの Information Governance Catalog セキュリティー・ロールが必要です。

手順
1. 「カタログ」をクリックします。
2. 「情報資産」をクリックしてから、「データベース表」、「データ・ファイ
ル」、「データ・ファイル・フォルダー」、または「Amazon S3 バケット」を
クリックします。
3. 資産のリストから、移動する資産を選択し、「InfoSphere Data Click」をクリッ
アイ
クします。資産を 1 つ移動する場合、資産名を右クリックしてから
コンをクリックします。 新しい Web ブラウザー・ウィンドウに InfoSphere
Data Click が開きます。
4. アクティビティーの名前を指定し、ソースおよびターゲットのデータ接続情報を
指定し、Hive 表情報を確認して、ウィザードのページを完了します。「完了」
をクリックします。
5. 「実行」をクリックします。 アクティビティーがサブミットされて処理されま
す。ジョブが処理されると、データが、選択したソースからコピーされ、選択し
たターゲットに移動されます。

次のタスク
アクティビティーの実行が終了したら、InfoSphere Data Click ウィンドウを閉じ、
InfoSphere Information Governance Catalog に戻ります。再度 InfoSphere Data Click
を開いて、アクティビティーの状況を表示、削除、または確認するには、「カタロ
グ」 > 「データ統合」 > 「マイ・プロビジョニング・アクティビティーの管理と
モニター」をクリックします。
関連情報:
ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て

シナリオ: データベース表を HDFS に移動してデータを統合する
HDFS などの分散ファイル・システムにデータを統合するために、IBM InfoSphere
Data Click に要求をサブミットして、カタログにインポート済みの表を HDFS にコ
ピーできます。
ある大きな保険会社のデータ・サイエンティストが、大量のデータを対象に調査統
計モデルを実行する必要があると仮定します。データは、さまざまなデータベース
やデータ・ソースに分散しています。また、データ・サイエンティストはどのよう
な種類の資産がデータに含まれているか知りません。
データ・サイエンティストは、IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使
用して、特定のタイプの資産を求めてカタログを検索します。例えば、一部のデー
タ・ソースは、部門、地理的地域、または製品名など、意味のある列に基づいて索
引付けされているとします。南米地域のデータを対象に統計モデルを実行するた
め、データ・サイエンティストは「South America」を検索します。InfoSphere
Information Governance Catalog はその地域のデータベース表とその他の資産のリス
第 5 章 データの管理
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トを表示します。データ・サイエンティストは、検索結果を参照して、分析対象の
資産を識別し、それらを「South America」という名前のコレクションに移動しま
す。
資産を表示し、資産に関する照会を実行できるように、選ばれたビジネス・アナリ
ストに表示許可が付与されます。データ・サイエンティストは、ラベル、注釈、カ
スタム属性を使用して説明情報をコレクションに追加できます。データ・サイエン
ティストは、データベース表を選択し、「InfoSphere Data Click」をクリックし
て、InfoSphere Data Click を開きます。データ統合要求により、データベース表が
HDFS にコピーされます。その後、IBM InfoSphere BigInsights を使用することで、
これらのデータベース表を統計モデリングで使用できるようになります。
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第 6 章 カタログ内容の表示
Information Governance Catalog にログインした後、カタログを表示、検索、参照、
および照会して、カタログ資産を見つけることができます。

資産の検索
カタログ内の資産を検索し、検索オプションを使用して検索結果を絞り込むことが
できます。

始める前に
Information Governance Catalog 基本ユーザー・ロールまたはそれ以上のロールが必
要です。
検索条件を保存するには、Web ブラウザーで Cookie を有効にする必要がありま
す。

このタスクについて
デフォルトで、IBM Information Governance Catalog は、ユーザーが入力したストリ
ングを、用語名の中から検索します。検索オプションを使用して用語の検索を絞り
込むか、検索条件を変更して他の資産を検索することができます。ワークフローが
有効であり、ワークフロー・ロールを割り当てられている場合は、そのときに表示
しているグロッサリーによって、実動グロッサリーまたは開発グロッサリーのいず
れかで検索が実行されます。
検索オプションを使用することによって、カテゴリー、用語、情報ガバナンス・ポ
リシー、情報ガバナンス・ルールなど、あらゆるタイプのグロッサリー資産を検索
することができます。カタログ内の資産タイプを検索することもできます。
選択した検索オプションは保存できます。保存された検索オプションは、同一の
Web ブラウザーから実行されるそれ以降の検索で、デフォルトの検索条件として使
用されます。
「カタログ」タブの各ページの右上隅にある「用語クイック・ファインダー」フィ
ールドを使用して用語を検索することもできます。用語クイック・ファインダーで
は、入力したテキストを用語名の中から検索します。

手順
1. ワークフローが有効である場合、検索するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 「検索」フィールドにゼロ個以上の文字を入力し、「検索」をクリックします。
フィールドを空のままにすると、検索結果にはグロッサリー内のすべての用語が
表示されます。1 文字以上のストリングを入力すると、入力したストリングを含
むすべての用語が検索結果として表示されます。
© Copyright IBM Corp. 2014
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3. 用語以外の資産を検索する、検索対象のプロパティーを変更する、または検索を
絞り込むには、「オプション」をクリックします。 検索の対象として、資産の
タイプおよびプロパティーを指定できます。特定のラベルを持つ資産、特定のス
チュワードの資産、または特定の期間内に変更された資産に検索を絞り込むこと
もできます。少なくとも 1 つの資産タイプおよび 1 つのプロパティーを選択す
る必要があります。
a. プルダウン・メニューから、検索対象の資産およびプロパティーを選択しま
す。 資産またはプロパティーを選択すると、それが適切なプルダウン・メニ
ューの上のリストに表示されます。 リストから項目を削除するには、その項
目をクリックします。
b. オプション: ラベル、スチュワード、および変更期間など、使用可能なオプシ
ョンを選択すると、検索結果がさらに絞り込まれます。
c. オプション: 今後のセッション用に検索オプションを保存するには、「保存」
をクリックします。 最後に保存された検索条件に戻るには、「復元」をクリ
ックします。用語および名前のデフォルトの検索オプションに戻るには、
「リセット」をクリックします。

カタログの参照
カタログ内にある資産を参照して検索することができます。

始める前に
Information Governance Catalog 基本ユーザー・ロールまたはそれ以上のロールが必
要です。
開発グロッサリー内を参照するには、Information Governance Catalog Glossary 作成
者ロールと、編集者またはパブリッシャーのいずれかのワークフロー・ロールが必
要です。

このタスクについて
参照を使用すると、カタログの内容のリストまたは階層ツリーが表示されます。階
層形式は、資産の意味やその資産と他の資産との関係について理解を深めるのに役
立ちます。
特定のタイプの資産を参照することを選択すると、表示する内容のタイプを一度に
絞ることができます。ラベルやスチュワードからでも参照できます。

手順
1. ワークフローが有効である場合、参照するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 参照方法に応じてメニュー項目をクリックします。 使用可能な選択項目は、ユ
ーザーのセキュリティー・ロールと、ユーザーがワークフロー・ロールを持って
いるかどうかに依存します。
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オプション

説明

特定のタイプのグロッサリー資産を参照する
場合

1. 「グロッサリー」をクリックします。

不特定型の資産を参照する場合

1. 「情報資産」をクリックします。

2. 「参照」リストで、参照する資産タイプ
を選択します。

2. 「すべて表示」をクリックします。
3. 「すべて表示」ウィンドウで、参照する
資産タイプを展開します。
特定のラベルが付いているすべての資産のリ
ストを表示する場合

「ラベル」をクリックし、リストからラベル
を選択します。

特定のスチュワードが割り当てられているす
べての資産のリストを表示する場合

1. 「情報資産」をクリックします。
2. 「すべて表示」をクリックします。
3. 「すべて表示」ウィンドウで、「その
他」を展開します。
4. リストからスチュワードを選択し、「管
理資産」を展開します。

いろいろなワークフロー状態のグロッサリー
資産のリストを表示する場合

1. 「開発」をクリックします。
2. 「グロッサリー」をクリックします。
3. 「開発」リストで、表示する資産のワー
クフロー状態を選択します。

関連概念:
41 ページの『セキュリティー・ロール』
セキュリティー・ロールにより、ユーザーに、タスクを実行するためのさまざまな
レベルの権限が与えられます。セキュリティー・ロールによって、ユーザーがアク
セスできるカタログの内容のタイプや、ユーザーがカタログに対して行うことので
きる変更の種類が決まります。IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミ
ニストレーターは、ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。

「用語タイプ階層」ビューでの用語の参照
用語の関係を階層ツリー形式で表示できます。この形式は、用語の意味やその用語
と他の用語との関係について理解を深めるのに役立ちます。

このタスクについて
「用語タイプ階層」ビューには、用語間の概念的な関係が階層形式で表示されま
す。次の概念的な関係を表示できます。
下位タイプ
ある用語によって表される概念が、通常はより広い範囲を持つ別の用語によ
って表される概念の一事例であることを示します。
例えば、住宅ローンはローンの一種であることから、用語「Home Loan」
は、用語「Loan」の「下位タイプ」の用語として指定できます。
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上位タイプ
ある用語によって表される概念に、他の用語によって表される 1 つ以上の
サブタイプがあることを示します。
例えば、住宅ローンはローンの一種であることから、用語「Loan」は用語
「Home Loan」の「上位タイプ」になることができます。

手順
1. ワークフローが有効である場合、検索するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 「グロッサリー」をクリックします。
3. 「参照」リストで、「用語タイプ階層」をクリックします。
4. 「用語タイプ階層」ペインで用語をクリックして、その詳細を「詳細の表示」ペ
インに表示します。
関連概念:
93 ページの『下位関係と上位関係』
ある用語が他の用語の一種であるか、他の用語の一部、メンバー、または特性であ
ることを指定できます。これらとは逆の関係を指定することもできます。

用語の履歴の表示
用語が作成された後で用語に加えられた変更を表示できます。

このタスクについて
デフォルトでは、変更の日付とタイム・スタンプ、変更者、および履歴に関連した
コメントが表示されます。また、履歴表をカスタマイズして、他のプロパティーに
行われた変更内容を表示することもできます。

手順
1. ワークフローが有効である場合、参照するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 「グロッサリー」をクリックします。
3. 「参照」リストで、「用語」をクリックします。
4. 「用語の参照」ウィンドウで、用語を選択し、「編集」をクリックします。
5. 「履歴」を展開します。
6. 画面上にスクロールしないで一度に多くの行を表示するには、「行の縮小」を選
択します。 これにより、ブラウザーに多くの履歴の行が表示されますが、フィ
ールド内の一部のテキストのみが表示される場合があります。縮小した表を既に
表示している場合は、「行の展開」を選択して表の中のすべてのフィールドの全
文を表示します。
7. 履歴表にプロパティーを追加するには、「表に追加するプロパティーを選択」を
選択します。その後、追加するプロパティーをプルダウン・メニューから選択し
ます。このリストには、変更されたプロパティーのみが含まれています。

174

IBM InfoSphere Information Governance Catalog を使用した情報の管理

デフォルトでは表に表示されないプロパティーの履歴を表示するには、履歴を表
示するたびにそれらのプロパティーを選択する必要があります。

ブループリントの表示
Information Governance Catalog 内で IBM InfoSphere Blueprint Director のブループ
リントを表示することができます。

始める前に
v Information Governance Catalog 基本ユーザー・ロールまたはそれ以上のロールが
必要です。
v Blueprint Viewer でブループリントを表示するには、Microsoft Internet Explorer
バージョン 7 以降、または Firefox ESR (Extended Support Release) がインスト
ールされている必要があります。

このタスクについて
ブループリントとは、プロジェクトの情報アーキテクチャーを表すダイアグラムの
コレクションです。 ブループリントには、ブループリント・エレメント、および他
の資産、メソッド・エレメント、および他の詳細へのそれらのリンクが含まれてい
ます。ブループリントは、用語および情報ガバナンス・ルールに割り当てることが
できるカタログ資産です。

手順
1. ワークフローが有効である場合、検索するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 実行する必要があるアクションに応じて、以下の手順のいずれかを実行します。
オプション

説明

ブループリントのリストの表示

v 「情報資産」をクリックします。
v 「リスト参照」で、「ブループリント」を
クリックします。

ブループリントの「詳細」ページの表示

ブループリントが割り当てられている資産の
「詳細」ページで、「リンクされたブループ
リント・エレメント」の下に表示されるブル
ープリント・エレメントをクリックします。
「ブループリント・ビューアー」ウィンドウ
が開き、ブループリントに関する詳細が表示
されます。
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オプション

説明

ブループリントのより大きい詳細なグラフィ
ック・ディスプレイを別のウィンドウで表示

1. ブループリントの「詳細」ページで、
「ブループリントの表示」またはブルー
プリント・イメージをクリックして、
「ブループリント・ビューアー」ウィン
ドウにブループリントを開きます。
2. ブループリント・ビューアーで、ブルー
プリント・エレメントをクリックしま
す。エレメントの詳細が、ビューアーの
右ペインに表示されます。 右ペインに表
示された資産へのリンクをクリックして
IBM InfoSphere Information Governance
Catalog 内の「詳細」ページを表示しま
す。

照会の作成
カタログ資産を検索する照会を作成できます。照会は、選択した資産タイプのプロ
パティーと関係に基づいて行います。

始める前に
ユーザーのロールによって、インターフェースで使用可能な照会のアクションが決
まります。例えば、Information Governance Catalog 基本ユーザー・ロールを持つユ
ーザーの場合、照会を処理する権限がないため、「照会」タブは表示されません。
ユーザー照会を作成するには、基本ユーザー以外の Information Governance Catalog
ロールが必要です。
照会をパブリッシュするには、Information Governance Catalog Glossary アドミニス
トレーターまたは Information Governance Catalog 情報資産アドミニストレーターの
ロールが必要です。

このタスクについて
「使用可能なプロパティー」リストを使用して、「条件」タブと「表示」タブにデ
ータを設定します。任意の関連資産タイプのリストを展開して、照会結果にリスト
するプロパティーまたはオブジェクトを選択できます。複数の条件と副条件を追加
することができます。必要な精度の照会結果になるように、「プロパティー」リス
トからプロパティーと関連オブジェクトを選択します。デフォルトで、条件と副条
件のすべてを満たすことが必要とされますが、どの条件も満たすように設定を変更
できます。それぞれの条件または、それぞれの副条件について、値を別々に設定で
きます。
「条件」タブでは、結果が返される際の条件を指定できます。
プロパティーのタイプに応じて、照会を絞り込むことができます。例えば、プロパ
ティーがテキスト・タイプの場合、「Begins with」、「Is null」、「Is not」、また
は「Contains」を使用して照会を絞り込むことができます。プロパティーが日付タイ
プの場合、「Is between」を開始日と終了日と共に使用して、日付範囲を選択するこ
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とができます。プロパティーが関係である場合は、「Is null」または「Is not null」
を選択できます。

手順
1. ワークフローが有効である場合、検索するカタログに応じて「開発」または「実
動」のいずれかをクリックします。そうでない場合は、「カタログ」をクリック
します。
2. 「照会」をクリックします。
3. 「照会の管理」ウィンドウで、「新規」をクリックします。
4. 「資産タイプ」リストから、照会を作成する資産タイプを選択します。 照会で
は、このタイプの資産に関する指定情報と、指定した関連資産に関する情報が返
されます。
5. オプション: 次のようにして、表示する結果を指定します。
a. 「表示」タブをクリックします。「使用可能なプロパティー」リストでプロ
パティーまたは関連資産を選択します。関連資産は、正符号 (+) で示されま
す。関連資産を展開して、そのプロパティーまたは関連資産を選択すること
をクリ
ができます。資産をダブルクリックするか、「選択」ボタン
ックします。 選択したプロパティーまたは関連資産が、「表示」タブの「表
示するプロパティー」リストに追加されます。さらにプロパティーを選択し
て、それらをリストに追加できます。表示されたプロパティーを再配列し、
名前を変更します。表示されたプロパティーの名前を変更した場合、その影
響を受けるのは、表示結果のラベルのみです。
b. 照会結果を「条件」タブの条件と一致する資産のみに制限する場合、「照会
条件に一致するプロパティー値のみを表示」チェック・ボックスを選択しま
す。
このチェック・ボックスを選択すると、照会を作成している対象の資産、お
よび、選択したすべての関係上にある資産にこの条件が適用されます。
例えば、接頭部に WHS が付いているデータベース表を含むすべてのデータ
ベースを表示する照会を作成するとします。「照会条件に一致するプロパテ
ィー値のみを表示」チェック・ボックスがクリアされると、照会結果には、
照会の対象にしている資産と、接頭部 WHS が付かないデータベース表も含
めて、すべてのデータベース表が含まれます。

図 4. チェック・ボックスがクリアされているときの照会結果
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「照会条件に一致するプロパティー値のみを表示」チェック・ボックスが選
択されると、照会結果には、照会の対象にしている資産と接頭部が WHS の
データベース表のみが表示されます。

図 5. チェック・ボックスが選択されているときの照会結果

c. 照会結果に資産 ID を含める場合、「照会結果に資産 ID を表示」チェッ
ク・ボックスを選択します。
資産 ID は照会ごとに変わる場合があります。したがって、照会を保存して
も、資産 ID は照会と一緒に保存されません。他のすべての照会プロパティ
ーは保存されます。
6. オプション: 結果を返すための条件を指定します。
a. 「条件」タブで「条件の追加」ボタン
をクリックします。

をクリックし、「条件の追加」

b. 「使用可能なプロパティー」リストでプロパティーまたは関連資産を選択し
ます。関連資産は、正符号 (+) で示されます。関連資産を展開して、そのプ
ロパティーまたは関連資産を選択することができます。資産をダブルクリッ
クするか、「選択」ボタン
ィーが条件に表示されます。

をクリックします。 選択したプロパテ

c. 「条件」タブで、選択したプロパティーの値を指定します。
をクリックして、副条件を追加す
d. オプション: 条件の番号付き矢印
るか、さらに条件を追加します。それぞれの新しい条件または副条件につい
て、プロパティーを追加して値を指定します。
入力するテキストのパターン・マッチングは大/小文字を区別し、照会結果に
影響します。
e. 照会が結果を返すには、すべての条件を満たす必要があるか、いずれかの条
件を満たす必要があるかを指定します。指定を変更する場合、「すべて」を
クリックすると「いずれか」に変更され、「いずれか」をクリックすると
「すべて」に変更されます。このステップは、すべての条件、および副条件
を持つ個々の条件または副条件について行ってください。
条件を指定しないと、照会は「資産タイプ」リストで選択されたタイプのすべて
の資産を返します。
7. 次のようにして、照会を保存します。
a. 「タイトルなし照会」ウィンドウで、「保存」をクリックします。
b. 「照会の保存」ウィンドウで、照会の名前と説明を入力します。
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c. オプション: 他のユーザーが照会を表示および実行できるように、照会をパブ
リッシュするには、「照会のパブリッシュ」チェック・ボックスを選択しま
す。 照会をパブリッシュするための正しいロールがない場合、このチェッ
ク・ボックスは表示されません。
d. 「保存」をクリックします。
「照会結果に資産 ID を表示」チェック・ボックスが選択された場合でも、
資産 ID は照会に保存されません。資産 ID 付きの照会結果を表示するに
は、「保存」をクリックする前に「実行」をクリックしてください。
関連概念:
『照会』
照会を使用して、資産、資産のプロパティー、および関係を検索してリストするこ
とができます。照会は、定義と結果で構成されます。

照会
照会を使用して、資産、資産のプロパティー、および関係を検索してリストするこ
とができます。照会は、定義と結果で構成されます。

パブリッシュ済み照会 は、任意のユーザーが実行できる照会です。また、作成した
ユーザーのみが編集および実行できる照会は、ユーザー照会 と呼ばれます。
各照会は、1 つの資産タイプをベースとしますが、関連資産の特性を主にリストす
るように照会を定義できます。例えば、データベース資産タイプに基づいて照会を
行うとします。しかし、照会のプロパティーを定義して、単一データベースに関連
したデータベース表に関する詳細情報を返すようにできます。

照会定義の共有
照会を作成した時点では、作成したユーザーのみに照会が表示されます。照会をパ
ブリッシュすると、他のユーザーもそれを表示および実行できます。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog の他のインスタンスのユーザーが照
会を使用できるように、照会をワークベンチ照会 (WBQ) フォーマットでエクスポ
ートおよびインポートすることもできます。WBQ フォーマットは、独自のフォー
マットであり、照会ファイルを編集するときに使用できるのは InfoSphere
Information Governance Catalog のみです。

照会結果の共有
照会結果は、コンマ区切り値 (CSV) ファイルまたは Microsoft Excel (XLS) ファイ
ルに保存できます。
関連タスク:
176 ページの『照会の作成』
カタログ資産を検索する照会を作成できます。照会は、選択した資産タイプのプロ
パティーと関係に基づいて行います。
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第 7 章 IBM Glossary Anywhere を使用した文書内の用語の検
索
IBM Glossary Anywhere を使用することで、Microsoft Windows デスクトップで他
のアプリケーションで作業しながら用語および他のカタログ資産に関する情報を検
索することができます。
Web ブラウザーで IBM InfoSphere Information Governance Catalog を開かなくて
も、IBM Glossary Anywhere に用語および他の資産に関する情報が表示されます。
代わりに、IBM Glossary Anywhere では、コンピューター上のテキスト・ベースの
文書からキャプチャーした単語または句を迅速にグロッサリーで検索することがで
きます。単語をキャプチャーすると、小さなウィンドウが開き、そこに、名前また
は説明にその単語を含む用語、カテゴリー、または他の資産がリストされます。こ
のウィンドウが、コンピューター上の他の作業を妨げることはありません。

入門ツアー: 設定の構成
初めて IBM Glossary Anywhere を使用する際に、テキスト・キャプチャー方式、表
示、ネットワーク接続、および検索範囲の設定を変更できます。

始める前に
グロッサリーにアクセスするには、Information Governance Catalog 基本ユーザー・
ロールまたはそれ以上のロールが必要です。

手順
1. システム・トレイにある本のアイコン (
します。

) を右クリックし、「設定」を選択

2. 「テキスト・キャプチャー」タブで、グロッサリー検索用にワードをキャプチャ
ーする方式を選択します。テキスト・キャプチャー方式として、デフォルトでは
「キーボードとマウス」および「選択したテキストからキーボード」が使用可能
です。
キャプチャー設定に関して、以下に注意してください。
v 選択するキーボード・ショートカットは、他のプログラムに構成されていた
り、デフォルトのキーボード・ショートカット (Ctrl+C) であったりしてはな
りません。
v 選択するマウス・ボタン (左、中央、または右) は、マウスでの物理的位置を
指します。1 次マウス・ボタンまたは 2 次マウス・ボタンを参照するもので
はありません。
v 一部のアプリケーションでは、「キーボードとマウス」方式ではテキストが正
しくキャプチャーされないため、「選択したテキストからキーボード」方式を
使用する必要があります。
3. 「ホスト構成」タブで以下の情報を入力します。
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a. IBM InfoSphere Information Governance Catalog に接続するためのホスト名お
よびポート番号。 ホスト名およびポートの情報については、InfoSphere
Information Governance Catalog アドミニストレーターに問い合わせてくださ
い。
b. ユーザー名およびパスワード。 IBM InfoSphere Information Server でユーザ
ー名を構成し、以下のいずれかの Information Governance Catalog ロールを付
与する必要があります。
v Information Governance Catalog Glossary 基本ユーザー
v Information Governance Catalog ユーザー
v Information Governance Catalog Glossary 作成者
v Information Governance Catalog Glossary アドミニストレーター
c. オプション: ご使用の IBM InfoSphere Information Server インストール済み
環境を対象として Windows デスクトップ・シングル・サインオンが構成され
ており、InfoSphere Information Governance Catalog のログイン証明情報とし
て Windows のログイン証明情報を使用したい場合は、「デスクトップ認証を
使用」チェック・ボックスを選択します。
4. オプション: 「ユーザー設定」タブで以下の操作を行います。
v 各画面表示での検索結果の数を選択します。
v IBM Glossary Anywhere の始動時に最初のウェルカム画面を表示したくない場
合は、その画面を無効にします。
v ヘルプ・テキストの画面表示を無効にします。
v IBM Glossary Anywhere を表示するときの言語を選択します。
5. 「検索項目」タブで、検索する資産および他の項目のタイプを選択します。デフ
ォルトでは「用語」および「カテゴリー」が選択されています。
6. 「OK」をクリックして構成設定を保存します。
7. 初めて IBM Glossary Anywhere にアクセスしたとき、サーバーからの証明書が
信頼されない場合、HTTPS に関するメッセージが表示されます。そのようなメ
ッセージを受信した場合、セキュリティー証明書をインストールする必要があり
ます。 これを行うには、Microsoft Windows Internet Explorer の Web ブラウザ
ーで次の手順を実行する方法があります。
a. Windows Internet Explorer を開きます。 アドレス・フィールドに Information
Governance Catalog に接続するための接続情報を入力します。 次のフォーマ
ットを使用します。
https://host_server:port/bgここで、host_server には ホスト名、port に
はポート番号を、IBM Glossary Anywhere 設定画面の「ホスト構成」タブで
構成されているとおりに指定します。
注: 以下のステップは、Windows Internet Explorer 7.0 を使用した場合の手順
を示しています。 Internet Explorer の他のバージョンでは、必要な手順が少
し異なる可能性があります。
b. セキュリティー証明書の問題について警告するページで、「このサイトの閲
覧を続行する (推奨されません)。」をクリックします。
c. ウィンドウの上部の「証明書のエラー」をクリックし、次に「証明書の表
示」をクリックします。
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d. 「証明のパス」タブをクリックします。
e. 「証明のパス」ウィンドウの上部に表示されるルート・パスをクリックしま
す。
f. 「証明書の表示」をクリックします。
g. 「証明書のインストール」をクリックして、「証明書のインポート ウィザー
ド」を起動します。
h. 「証明書のインポート ウィザード」のプロンプトに従って進み、「完了」を
クリックします。 これで、証明書を任意のセキュリティー・ストアに保管で
きます。
i. 「セキュリティ警告」画面で、「はい」をクリックして証明書をインストール
します。
j. 開いた本を示すアイコンをダブルクリックして、IBM Glossary Anywhere を
再オープンし、グロッサリーに接続します。

タスクの結果
アプリケーションの右下隅に緑色の円のアイコン (
) が表示されている場合は、
IBM Glossary Anywhere が Information Governance Catalog サーバーに接続されて
いることを示します。グロッサリー資産の検索を開始できます。
設定は、いつでも表示可能です。 アプリケーションの右上隅にあるメニュー・アイ
コン (

) をクリックし、「設定」を選択します。

開いている他のすべてのウィンドウの上に IBM Glossary Anywhere ウィンドウを表
示しておくには、アプリケーションの右上隅にある「常に前面に表示」アイコン (
) をクリックします。

IBM Glossary Anywhere を使用した用語およびその他の資産の検索
コンピューター上にあるテキスト・ベースの文書に含まれる情報資産に関連付けら
れているビジネス用語を検索できます。

始める前に
v カタログにアクセスするには、Information Governance Catalog 基本ユーザー・ロ
ールまたはそれ以上のロールが必要です。
v コンピューターの IBM Glossary Anywhere は、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog がインストールされているサーバーに接続されていなければ
) が表示され
なりません。アプリケーションの右下隅に緑色の円のアイコン (
ている場合は、IBM Glossary Anywhere が InfoSphere Information Governance
Catalog サーバーに接続されていることを示します。

手順
1. 選択したテキスト・キャプチャー方式を使用して、文書内のワードまたは句を強
調表示します。 テキスト・キャプチャー方式を表示するには、システム・トレ
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イにある本のアイコン (
) の上に移動します。 例えば、キーボードとマウス
のキャプチャー方式を選択している場合には、キーを押してからマウス・ボタン
を押したままでカーソルをドラッグします。 IBM Glossary Anywhere が自動的
に開き、キャプチャーしたワードに一致したものが表示されます。
代わりの方法として、システム・トレイから IBM Glossary Anywhere を開き、
上部のテキスト・ボックスに検索するワードを入力します。
テキストを入力していくと、強調表示または入力した内容に一致する用語または
他の資産が自動的に表示されます。検索結果から資産を選択するか、テキストの
入力を続けてから「検索」をクリックします。
複数のワードを検索すると、IBM Glossary Anywhere は、入力と正確に一致する
ワードを検索します。検索で大/小文字は区別されません。
2. オプション: 結果がない場合、または「名前」プロパティーに加えて「簡略説
明」プロパティーも検索する場合は、最後の検索結果の下にある「拡張検索の試
行」リンクをクリックします。
3. 検索結果リストで結果の名前をクリックすると、資産に割り当てられているコン
テキスト・パスやスチュワードなどの資産の詳細情報が表示されます。 情報は
IBM Glossary Anywhere ウィンドウに表示されます。

) をクリックして InfoSphere Information
「ブラウザーで開く」アイコン (
Governance Catalog で資産の詳細を表示することもできます。
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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
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。 インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。インフォメーション・センターでは 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。
インフォメーション・センターにある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、
こちらは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

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

© Copyright IBM Corp. 2014
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 35. IBM リソース

© Copyright IBM Corp. 2014

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/

© Copyright IBM Corp. 2014

189

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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付録 D. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
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 36. 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 36. 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。

アプリケーション
拡張データ・ソースのタイプ
インポート

142

情報ガバナンス・ルール

子資産の 105
削除 103

173

作成

79

31

69

68

XML フォーマット 16
インポート、グロッサリーの内容
CSV から 62
インポート、XML の 64
インポートおよびエクスポート・シナリオ
53
インポート方式
それぞれによってインポートされる資
産 56
運用ルール
ソース 26
エクスポート
情報資産のカスタム属性 110
XMI への 68
エクスポート、グロッサリーの内容
CSV へ 62
エクスポート、XML の 64
お客様サポート
連絡先 187
オペレーショナル・メタデータ
定義 5

［カ行］
下位
定義 93
下位タイプ
定義 93
© Copyright IBM Corp. 2014

ガバナンス・ルールのための定義
30

情報ガバナンス・ルールへの割り当て

情報資産のために作成

33
定義 2, 25, 32

定義 105
マッピングへの割り当て

129

CSV インポート・ファイル
CSV 構文 108
カスタム・プロパティー

30

概要

129

108

20, 29

カタログ
アクセス 7
計画の手順 9
構造の計画 9

InfoSphere Information Governance
Catalog 1
拡張データ・ソース
アプリケーション
インポート 140
機能 111, 142

103

マッピングへの割り当ての削除

25

情報ガバナンス・ルール用
外部資産のタイプ 22
31

21, 101

情報ガバナンス・ポリシーおよび情報

100

外部資産タイプの定義

用語 22
用語間の同義語関係 73
CSV フォーマット 16
XMI への

定義
開発ログ

用語へ割り当て

132

カスタム属性 106
カテゴリー 22
情報ガバナンス・ポリシー
マージ方式 72
マッピング 132
マッピング・ルール

カスタム属性 (続き)

「用語タイプ階層」での定義
開発グロッサリー 100

外部資産
使用 48

［ア行］

拡張マッピング文書

下位タイプ (続き)

定義 2, 41
ブラウザー 7
ログイン 7

142

資産の ID ストリング 115
資産のコンテキスト 115
ストアード・プロシージャー定義
タイプ 142
定義 111
ファイル 142
CSV インポート・ファイル 145
CSV 構文 145
拡張データ・リネージュ
拡張データ・ソース 111
機能 111
マッピング 111
拡張マッピング
カスタム属性 113
機能 113
ソースおよびターゲット 113
組織 113
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