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分析方法とベスト・プラクティス
ある特定の時点におけるデータの内容、構造、および全体的な品質を理解するため
に、IBM® InfoSphere® Information Analyzer を使用します。
「IBM InfoSphere Information Analyzer 分析方法とベスト・プラクティス・ガイド」
には、IBM InfoSphere Information Analyzer でソース・データおよびルールの分析に
使用する分析方式を深く理解するための説明が記載されています。
情報は分析機能別に編成されています。これにより、次の事柄についての深い知識
とベスト・プラクティスが提供されます。
v データ分析。以下が含まれます。
– データ分析システム機能の適用
– 機能内のデータ分析技法の適用
– データ分析結果の解釈
– 分析結果に基づいた判定またはアクション
v データ品質の分析およびモニター。以下が含まれます。
– ビジネス駆動型のルール定義と編成のサポート
– ルールの適用およびデータ・ソース全体での一貫した再使用
– マルチレベルのルール分析を活用した、より広範なデータ品質問題の把握
– 定義されているベンチマーク/しきい値に対するルールの評価
– データ品質結果の評価および注釈付け
– 長期間にわたるデータ品質のトレンドのモニター
– 複数の環境でのルールのデプロイ
– 随時、スケジュール済み、またはコマンド・ラインの各実行オプションの実行
分析機能から最大の利益を得るために、「IBM InfoSphere Information Analyzer ユー
ザー・ガイド」に説明されている InfoSphere Information Analyzer を十分に理解し
ている必要があります。

製品の概要
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用すると、データの理解および品質管理に
必要なデータ分析を容易に行うことができます。
InfoSphere Information Analyzer を使用して次のことを行うことができます。
v さまざまなデータ環境からのメタデータのインポート
v システム分析オプションの構成
v 物理列からの仮想列の作成
v 列データ分類の分析
v 列データ・プロパティーの分析
v 列データの完全性および妥当性の分析
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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v 列データ・フォーマットの分析
v 列全体にわたるデータ値の共有性の分析
v 表の主キー分析
v 主キー値の重複の分析
v 表の外部キーの分析
v 参照整合性の分析
v システム結果を補足するための分析メモの作成
v システム結果を補足するためのエンタープライズ・データ管理 (EDM) データの
収集
v システム結果を表示するシステム・レポートの生成

ビジネス・ケース
組織には、組織が扱うデータの長所と短所、およびそのデータにもともと備わった
品質についての詳細な知識と理解が必要とされます。この知識を獲得し、組織のさ
まざまなデータ関連の戦略に適用する能力は、それにかかる費用と効果に直接影響
を及ぼすことができます。
公表された多くのケースでは、戦略的なデータ関連プロジェクトは、計画された予
算およびスケジュールを超過しても期待された成果を得られなかったか、過小評価
またはプロジェクトのインプリメンテーションの段階まで分からなかったかのどち
らかによるデータの品質不良が原因で、完全に失敗したかのどちらかです。
このような場合、IBM InfoSphere Information Analyzer を使用して、プロジェクトの
開始時点で重要なデータ品質評価を実施して、存在するデータ不良を特定し、測定
できます。早期にこの評価を行うことにより、組織はデータに対して必要な修正ア
クションを行ったり、避ける必要のあるどのようなデータの問題も回避したりでき
ます。
さらに、InfoSphere Information Analyzer を使用して、プロジェクトのライフ・サイ
クル全体に渡ってデータ品質の評価および測定を行うことができます。これは、正
しい期待どおりの結果を得られるように、開発者がコードまたはジョブが正確かど
うかをテストできるようにしたり、機能およびシステムの精度の品質保証を支援し
たり、ビジネス・ユーザーにシステム・ロード・プロセスが成功しているかどうか
を評価してもらうことによって行うことができます。

ビジネス管理プラクティスとしての分析
組織は複数のシステムにわたって存在する情報を利用し、品質を保障するための手
段として、ビジネス管理プラクティスを必要とします。
ユーザー組織では、情報を強化してもっと良い仕事をする必要があるとよく言われ
ます。この問題は、さまざまな形で出現し、「情報の複雑さ」または「情報の大洪
水」となって現れることがあります。第一の問題は、有用な情報がビジネス全体に
渡ってさまざまなデータベースおよびシステムに大量に保管されているにもかかわ
らず、ビジネスを改善したり、競争を優位にしたり、刷新したりするために、これ
らの情報を使用する簡単な方法を組織が持ち合わせていないことです。例えば、小
売業では、店舗からの需要のシグナルを有効に使用して会社のサプライ・チェーン
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を動かすということができていません。すべての業種にわたって、組織が、マーケ
ティングおよびセールス活動の調整に顧客分析を使用していないことがかなりあり
ます。別のケースでは、特定の種類の情報全体が無視されています。例えば、フリ
ー・フォームのテキスト・フィールドです。これは、処理が難しく、コストがかか
り過ぎるという単純な理由によります。
多くの組織にとって、情報に関するもう 1 つの問題は、組織のシステム全体にわた
って事実の複数のバージョンが存在することです。このことが、顧客を完全に理解
し、それに合わせて組織の対話を調整するということを妨げています。これは、供
給業者と顧客が製品について異なる概念と定義をするため、サプライ・チェーン・
コラボレーションの問題を引き起こします。これはまた、サーベンス・オクスリー
(SOX 法) またはバーゼル II (新 BIS 規制) のような、関連する証拠を伴う最終的
な情報を必要とする、情報中心の規制を遵守する場合に障害となります。
多くの組織は、データの信頼性と制御にまつわる情報の問題を抱えています。情報
の品質が保障されることは不可能であり、情報のソースが不確実であることが多い
ため、組織は情報に信頼を置いていません。同時に、会社は、誰が情報にアクセス
できるかを管理し、それがどのように使用されようとしているかを理解し、情報の
ライフ・サイクル全体に渡って機密情報を管理することを望んでいます。
そして最後に、情報に柔軟性がないために組織が変化に素早く対応できないと、戦
略上の支障が生じます。ビジネスのデマンドが変化するとき、変化に対応できるよ
うに構築されていないシステムでは、組織は新しい革新の機会を逃すだけでなく、
IT システムの保守にかかる組織のコストが途切れることなく段階的に増大していき
ます。
データ分析には、一貫したプラクティスを通してこれらの問題に取り組むことと、
その次にデータ統合ライフ・サイクルで問題を早期発見することでプロジェクトの
コストを削減しリスクを最小化するという内容が含まれます。
多くのレガシー・システムとエンタープライズ・アプリケーションでは、メタデー
タ、フィールド、使用法、および全般知識は、時とともに変化してしまいました。
データは何であれそれがデザインされた目的においては受け入れられるものだった
でしょうが、多くの場合、そのデータを別のアプリケーションにロードしてみるま
では、それが意図したものとどれほどそぐわないかは分かりません。発見される問
題には、異なるか矛盾する標準、データまたはデフォルト値の欠落、スペルの間違
い、間違ったフィールドにデータが入っていること、埋もれた情報、データの変形
などがあります。次の図は、レガシー・システムおよびエンタープライズ・システ
ムで見うけられる、データのさまざまなタイプを説明しています。
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図 1. レガシー・システムおよびエンタープライズ・システムの中のデータ

今日、企業は、企業買収および顧客/ベンダー結合に動かされて、絶えずより大きな
統合に向かって進んでいます。企業がより顧客中心になろうとするため、経営者
は、データを会社の資産として扱わなければならないこと、そして部門またはビジ
ネス・ユニットのツールではないことを理解しています。しかし、残念なことに、
多くのソースは、正しい形にはないか、正しいメタデータを持っていることはあり
ません。あるいは、他のユーザーが迅速に統合するために必要な資料さえ残ってい
ないこともあります。
ほとんどの企業は、セールス、サービス、マーケティング、製造、および財務の分
野で、それぞれ独自のマスター 参照データを持つ、個別のアプリケーションを実行
しています。あまねく合意されたレコードのシステムなど 1 つもありません。デー
タ統合の取り組みを通して、古い データは新しいシステムの目的に合うように再構
成 される必要があります。エンタープライズ・アプリケーション・ベンダーが完全
で正確な統合ビューを保証することはありません。ベンダーは、生の入力データの
品質における依存度を示すだけです。しかし、それは、必ずしもデータ入力項目の
問題、および、データ統合、標準化、調和、調停の問題ではありません。これは、
インプリメンテーション後に扱う問題ではなく、将来の時機を逸したコストのかか
る修正を避けるために、最初に、また、ライフ・サイクルを通して扱う問題です。

プロジェクトの用途
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用する場合のプロジェクトの背景は多数あ
りますが、一般に、次の 3 つのカテゴリーのいずれかに入る傾向があります。
v データ統合プロジェクト
v オペレーション改善プロジェクト
v エンタープライズ・データ管理プロジェクト
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データ統合プロジェクト
新しいデータ環境の作成のためのソースとしてレガシー・データ環境の品質を評価
するプロジェクトは、データ統合プロジェクトとみなされます。これらのプロジェ
クトでは、新しいデータ環境は、レガシー・ソース・データ環境を置き換えること
もあれば、置き換えないこともあります。このタイプのプロジェクトの一般的な例
として、本質的に異なるデータ・ソースの統合、新しいシステムのインプリメンテ
ーション (例えば、SAP 変換)、または企業のデータウェアハウスのインプリメンテ
ーションがあります。
このようなプロジェクトの場合、データ統合システム自体の開発の前提条件とし
て、ソース・データの構造の整合性、完全性、および妥当性を知ることが極めて重
要です。
IBM InfoSphere Information Analyzer は、データ統合システムの仕様の決定および開
発の前に、データ内の問題点を完全に明らかにすることによって、その必要性に応
えます。データについて得られた情報は、ETL 開発者と共有され、その後、開発者
は、データ統合システムを構築するときに、その情報を踏まえて作業を行うことが
できます。このような作業をまず最初に行うことにより、そうしていなければ発生
するであろうデータ統合システムのテストやインプリメンテーションでの予期しな
い問題を回避することができます。

オペレーション改善プロジェクト
既存のデータ環境と、既存のデータ環境のビジネス・オペレーションへの影響に焦
点を合わせたプロジェクトは、オペレーション改善プロジェクトとみなされます。
これらのプロジェクトは、たいていの場合、コア・ビジネス・プロセスを検討して
改善するための企業のより大きな活動の一部です。
これらのプロジェクトは、一般に、データ品質評価を実行して、ビジネス・システ
ムの問題や、ビジネス・プロセスの改善 (シックス・シグマ手法など) の機会がある
分野を明らかにします。これらは、一回限りのデータ・クリーンアップ作業や、デ
ータ品質不良の根本原因を除去するビジネス・システムの拡張という結果になるか
もしれません。これらのプロジェクトの目標は、コストおよび関連するビジネス・
プロセスの品質を総合的に改善することです。
IBM InfoSphere Information Analyzer は、それぞれの問題の範囲を測定し、ビジネ
ス・プロセスからのデータの期待される終了状態と一致しない個々のデータ・レコ
ードを識別して、その要求に応えます。その後、この情報はアナリストおよび開発
者に共有され、アナリストおよび開発者は、InfoSphere QualityStage® といったデー
タ・クレンジング・ツールで得られた結果に基づいて、InfoSphere Information
Analyzer を使用できます。また、情報は、データ品質不良の根本原因が前のレガシ
ー・システムにあるのか、あるいは既存のビジネス・プロセス・プロシージャーに
あるかのを調査してトレースするために使用されます。その結果、その根本原因を
修正できます。
このプロジェクト・タイプの特別なケースとして、無関係であったり、冗長であっ
たり、あるいは正しくフォーマットされていないデータの処理のためのストレージ
と CPU のコストを最小に抑えることに焦点を当てた、資産合理化プロジェクトが
あります。この場合、プロセスの改善は、たいてい、データのプロパティーに対す
るものです。
分析方法とベスト・プラクティス
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エンタープライズ・データ管理プロジェクト
情報を企業の資産として扱うことによって、企業のデータを積極的に管理する組織
は、たいていの場合、エンタープライズ・データ管理プロジェクトを実施していま
す。これらのプロジェクトは、組織全体の個々のデータ環境を制御し、継続的に管
理するために、長期に渡って使用されます。多くの場合、これらの組織は、ビジネ
ス・グループのデータ・スチュワードの分散ネットワークによってサポートされる
集中型のデータ管理組織をインプリメントすることによって、この目的を達成しま
す。
これらのプロジェクトは、欠陥のあるデータを欠陥のないデータから正確に測定で
きる、データ環境のベースライン評価を必要とします。ベースラインが確立された
後、データ・スチュワードは、データを時間の経過とともに逐次改善していく責任
があります。分析機能の再使用可能なセットは、企業で使用するためのデータの傾
向分析と品質証明をサポートするデータに、長期に渡って適用されることが要求さ
れます。
IBM InfoSphere Information Analyzer は、すべての問題を見通した、データの包括的
な評価を提供することによって、その要求に応えます。評価結果は、データの中の
最も重要な問題に使用でき、データ・スチュワードはそれに焦点を合わせることが
できます。また、InfoSphere Information Analyzer は、データ・スチュワードが品質
の目標を達成するために行う、深く掘り下げた調査およびトレンド分析についての
追加のアクティビティーもサポートします。

分析方法
分析方法の情報は、分析機能別に編成されています。
分析方法の情報は、次に関する深い知識とベスト・プラクティスを提供します。
v データ分析システム機能の適用
v 機能内の内部データ分析技法の適用
v データ分析結果の解釈
v 分析結果に基づいた判定またはアクション
分析機能から最大の利益を得るために、「IBM InfoSphere Information Analyzer ユー
ザー・ガイド」に説明されている InfoSphere Information Analyzer を十分に理解し
ている必要があります。

分析のプランニング
他のプロジェクトの方法と同じように、分析方法の基礎は、プランニングです。
データ分析を必要とするどのプロジェクトでも、分析は、そのプロジェクトの目標
と目的に集中し続ける必要があります。IBM InfoSphere Information Analyzer を使用
すると、広範囲のデータ・ソースのプロファイル作成や、多種多様なデータの詳細
な分析を簡単に行うことができます。しかし、プロジェクトの範囲を適切に定めな
いと、プロジェクトに無関係であったり不必要であったりするデータの分析に長時
間費やすことになってしまいます。
分析のプランニング・プロセスは、次のステップに焦点を合わせます。
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1. プロファイルおよび分析要件を定義します。
2. プロジェクトの目標に関係するデータを確認します。
3. 実行プランを定義します。
4. 新たな調査アクティビティーを識別します。
5. 必要に応じてプランを繰り返すか修正します。
すべてのプロジェクトには、目標と目的のセットがあります。アナリストとして、
プロファイルと分析をそれらの目標に合わせる必要があります。広範なプロジェク
トの目標を理解しなければ、重要で変則的なそれらの条件を識別することは困難で
す。
プランニングの開始点として、コア・プロジェクトの目標を使用して、これらの目
標をサポートするために必要なデータは何か、データに対してどのような条件が期
待されているのか (それが分かっている場合)、どのシステム、データベース、また
はファイルにそのデータが含まれているかを質問します。
データ分析を行うための時間とリソースには限りがあります。どのデータが、広範
なプロジェクトに最も重要であったり、ある程度の検討が必要であったりするかを
評価します。また、コア・システムまたは表、データの特定のタイプまたはクラ
ス、あるいは、データの特定の属性またはドメインのどれにきっちりと焦点を当て
て注目すべきかを判断します。これには、ソース間の整合性の確立またはキー関係
の確認が必要になるかもしれません。これによって、分析活動の範囲が形成され、
データとプロジェクトの目標との関連が確認されます。
データ分析を完成した後、分析の実行プランを定義します。これは、作業範囲によ
って異なり、タスクの厳密なマトリックスであったり、簡単なチェックリストであ
ったりします。実行プランによって次のことを確実にする必要があります。
v 分析するデータは使用可能で、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト内で
アクセス可能である
v リソースは識別されており、データ・プロファイルと分析を行って操作される
v 分析の成果物 (例えば、InfoSphere Information Analyzer 内の注釈や生成された特
定のレポート) を理解する
情報交換が効果的に行われ、再作業が必要ないように、注釈は一貫した明確なもの
である必要があります。
データ・プロファイル自体は万能ではないことを理解しておくことは重要です。
InfoSphere Information Analyzer はデータについての結果と統計を出してきますが、
これらの結果と統計を検討し、プロジェクトの目標と目的を考えて、データに必要
な品質と修正処理についての結論を出すのはデータ・アナリストの仕事です。
幅広いプロジェクトの範囲を識別し、妥当性の基準を確立することによって、アナ
リストは、プロジェクトにとって重要なものに焦点を絞ることができます。分析が
注目する領域の中核部分で続けられるように、重要でなかったり無関係であったり
するデータ・ソースは、取り除かれるべきです (そのようなものとして、追加のリ
ファレンスの注釈を付けます)。分析がプロジェクト (または他のプロジェクト) 全
体にわたって継続されていくにつれ、データについての知識リポジトリーは増大し
ていき、他のアナリストがこのリポジトリー内の情報を使用できるようになりま
す。
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この後のセクションでは、プロジェクト内の分析の必要性に対応するために、特に
InfoSphere Information Analyzer の分析結果と統計を利用する場合の、データ分析の
特定の方法に焦点を合わせます。

分析のソース・データの概要
分析プロジェクトには、分析のためのデータ・ソースが 1 つ以上必要です。
プロジェクトの目的と期待される目標に基づいて、どのようなデータ・ソースが必
要であるかをよく理解しておく必要があります。しかし、さまざまなソースについ
ての知識レベルは、アクティブな作動可能なデータベースのような非常に高いもの
から、アウトソーシングされたベンダー・パッケージまたは外部データといったソ
ースのように非常に低いものまで幅広くあることが十分に考えられます。与えられ
たシステムに関して予想される知識レベルによって、分析方法が影響を受ける可能
性があります。
IBM InfoSphere Information Analyzer のデータ・ソースは、おそらく、実動データベ
ース、このようなデータベースの抽出またはレプリカ、外部フラット・ファイル、
その他です。可用性、アクセス、およびセキュリティーの問題は処理済みで、デー
タ・ソースへの接続は分析の前に確立されることが想定されています。
データ・ソースへの接続、またはデータ・ソースのメタデータのインポートの詳細
は、「IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー・ガイド」を参照してくださ
い。

データ・ソース
IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトは、以前にメタデータ・リポジト
リーにメタデータがインポートされたデータ・ソースのインタレストを登録できま
す。このアクションによって、そのデータ・ソースまたはその分析結果に対して、
InfoSphere Information Analyzer は分析機能のどれでも実行できます。データ・ソー
スからの分析結果には、列内の個別値の頻度分布、またはデータ・サンプルの頻度
分布が含まれます。データ・サンプルは、表から実際のデータ行を抜粋したもので
す。
いったんデータ・ソースのメタデータがシステムにインポートされると、データ・
ソースは、ネイティブの状態で関連しているかどうかにかかわらず、表および列の
コレクションとして定義され、表示されます。

データ・ソース・サブセット
列分析の間、IBM InfoSphere Information Analyzer は、通常、全部のデータ・ソース
を使用して、列の頻度分布を作成します。
必要であれば、分析に WHERE 節を適用して、列分析の間に使用されるソース・デ
ータを制限できます。WHERE 節には、その表の列の頻度分布の生成に含めるデー
タ・レコードを、ソース表から選択されたデータ・レコードのみに限定する、ユー
ザー定義の論理が含まれます。
データ・ソースが非常に大きいか、プロジェクトの焦点がデータ・ソースの論理的
なサブセット (例えば、特定の日付範囲またはアカウント・タイプなど) にある場合
に、この機能は役立ちます。
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データ・サンプル
一部の IBM InfoSphere Information Analyzer 分析機能は、パフォーマンスまたはス
クリーニングの目的で、最初に表のデータ・サンプルに対して実行できます。
このような機能は、次のとおりです。
v 列分析
v 主キー分析 (複数列)
v データ・ルールの実行
データ・サンプルの分析は、一般的に、可能性の高い候補 (例えば、複数列の主キ
ー分析) を効率的なやり方で絞り込むために使用されます。データ・サンプルの分
析を実行した後で、可能性のある候補のみについて、全データ・ソースの分析を実
行できます。
データ・サンプル・サイズ (例えば、行カウント) の指定と、システムがサンプルの
作成に使用するサンプリング技法の選択を行うことができます。次の技法がありま
す。
v ランダム (行のランダムな選択)
v 順次 (最初の n 行)
v N 番目ごと (例えば、100 番目の行、200 番目の行、300 番目の行など、n 番目
ごとの行を使用する順次技法)
非常に大きなデータ・ソースの場合は特に、データ・サンプルを効果的に使用する
と、ジョブの実行時間をかなり短縮でき、ユーザーの意思決定も素早くできるた
め、分析タスクを効率的に行うことができます。データ・サンプルを使用する場
合、データ・サンプルに共通データが含まれていない可能性があるため、外部キー
およびソース間の関係を完全に評価する能力に影響を及ぼす可能性があることを覚
えておいてください。

頻度分布
一般的に、IBM InfoSphere Information Analyzer に登録された新しいデータ・ソース
に最初に適用される機能は、列分析です。その機能が実行されるときに、システム
は、選択されたソース・データ (例えば、表または列) に基づいて、各列の個別デー
タ値の頻度分布を作成します。それぞれの表は 1 回のパスで読み取られ、表の各列
には頻度分布が作成されます。頻度分布の作成は、各列同時に行われます。頻度の
結果は、InfoSphere Information Analyzer データベースに保管されます。
列に新しく作成された頻度分布の各行には、次の情報が含まれます。
v 個別データ値
v 頻度数
v 頻度パーセント
列分析機能の残りの機能で、各列の頻度分布のデータ値を分析し、次の情報を各行
に追加します。
v データ・タイプ
v 長さ
v 精度
分析方法とベスト・プラクティス
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v スケール
v 妥当性フラグ
v フォーマット
v ソース (列分析による抽出、または手動による入力)
v タイプ (データ、NULL、スペース、またはゼロ)

パフォーマンスの考慮事項
IBM InfoSphere Information Analyzer は、さまざまな機能分析結果を出すときに、可
能な限り最も能率的な方法でソース・データを使用するように最適化されます。
ユーザーは、データ・サブセットとデータ・サンプルを利用することで、さらにこ
の最適化を進めることができます。

列分析の概要
列分析は、個々の列のデータを評価をするときに使用する、IBM InfoSphere
Information Analyzer のコンポーネントです。分析対象のデータベース、表、および
列を選択することで、1 回の列分析の対象となるデータの有効範囲を制御します。
システムの処理は、ユーザーが選択したデータに基づいてデータ・ソースにアクセ
スし、各列の頻度分布を作成することから始まります。頻度分布には、列の各個別
データ値のエントリーが含まれます。
その後、システムは、それぞれの頻度分布の個別データ値を分析して、各列につい
て全般的な分析結果を作成します。
列分析の残りの処理は、ユーザーが列分析システム・データを検討して進めます。
この処理は、次の 3 つの部分のいくつか、あるいは全部から成ります。
データ分類分析
データ分類分析によって、列をカテゴリーに分けて編成することができま
す。このような編成では、中心となる考慮事項 (例えば、数値列は、通常、
特定の有効範囲の中に入ります) に焦点を合わせることで、詳細部分まで簡
単に検討を進めることができます。
列プロパティー分析
列プロパティー分析によって、メタデータの他のシステムでの使用の整合性
を検証したり、使用されていないか適切に定義されていない列を識別したり
して、データの内容を定義されたメタデータに照らして評価できます。
データ品質制御分析
データ品質制御分析によって、完全性および妥当性といった整合性に関する
基本的なアトミック条件に関して、データの内容を評価できます。これら
は、データの信頼性または確実性を表明するための根拠を提供する、データ
品質の基本的な評価です。

分析機能および技法
IBM InfoSphere Information Analyzer の分析機能および技法は、それらの分析能力の
適切な適用と、プロジェクトの結果の解釈をガイドすることを目的としています。
InfoSphere Information Analyzer の各分析機能を次の点から説明しています。
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v 機能の目的と説明
v 機能の基礎となる分析技法
v 機能に関して、システムが提供する能力
v 機能使用に関連したシステム・パフォーマンスの考慮事項
v ユーザーの責任
v 機能の結果の解釈方法
v 機能を完了するために必要な判断
v 機能に対して行うことができるフォローアップ・アクション

データ分類分析の概要
データ分類分析によって、列をカテゴリーに分けて編成することができます。この
ような編成では、中心となる考慮事項 (例えば、数値列は、通常、特定の有効範囲
の中に入ります) に焦点を合わせることで、詳細部分まで簡単に検討を進めること
ができます。
データ分類分析:
データ分類分析機能は、列を意味のあるカテゴリーに割り当てる過程で、そのカテ
ゴリーは、編成や、その後の分析作業の焦点を合わせるために使用できるもので
す。
機能
データ分類には、IBM InfoSphere Information Analyzer の次の属性を使用できます。
v データ・クラス (システムが推論したもの) - システム定義の、列のセマンティッ
クなビジネス使用カテゴリー
v データ・サブクラス (オプション) - ユーザー定義の、データ・クラス内のセマン
ティックなビジネス使用カテゴリー
システムが推論したデータ・クラスの場合、列は、システムが定義した次のデータ
分類指定の 1 つに分類されます。
識別子 特定のエンティティーのタイプを参照する、一般に非インテリジェントなデ
ータ値を含む列 (例えば、顧客番号)。
コード 特定のドメイン・セットからの、それぞれ固有の意味を持つ、有限のデータ
値を含む列 (例えば、製品状況コード)。
インジケーター
ドメイン・セットの取り得る値が 2 つのバイナリー値のみであることを除
いて、「コード」と類似しています (例えば、「はい」/「いいえ」のインジ
ケーター)。
日付

特定の日にち、時刻、または期間のデータ値を含む列 (例えば、製品注文
日)。

数量

計算に使用される可能性のある数値データを含む列 (例えば、製品価格)。

テキスト
無制限のドメイン・セットからの、フリー・フォームの英数字データ値を含
む列 (例えば、製品説明)。
分析方法とベスト・プラクティス

11

ラージ・オブジェクト
ラージ・オブジェクト・データを含む列 (例えば、製品のイメージ)。
不明

システム・アルゴリズムによって、上記のクラスの 1 つに分類できない
列。

列および列のデータ・クラス指定を表示できる、複数のシステム・レポートがあり
ます。
技法
列分析処理の間、列の頻度分布が作成された後で、システムによって列のデータ分
類指定の最初の推論が行われます。システムは、列のデータ値のカーディナリティ
ー、データ・タイプ、固有性、およびデータ長に分解するアルゴリズムを使用し
て、可能性のあるデータ・クラスを推論します。一定の条件の下で、アルゴリズム
が特定のデータ・クラス指定を生成できないことがあります。その場合、システム
は「不明」指定を割り当てます。
列分析の検討の間に、システムが推論した、検討している列のデータ分類が示され
ます。その推論を正しいとして受け入れるか、列および列のデータに関する知識お
よび調査に基づいて、その推論をオーバーライドすることもできます。
システムの能力
システムは、列分析処理を行うときはいつでも、各列にデータ分類アルゴリズムを
自動的に適用します。システム・アルゴリズムを使用して、InfoSphere Information
Analyzer は、列の主要な情報を分析して、列が属する可能性が最も高いデータ・ク
ラスを導き出します。次の例に示すように、システムが推論したこのデータ分類指
定は、その後、推論された選択としてリポジトリーに記録され、それが、デフォル
トの選択された分類指定になります。

図 2. 推論されたデータ分類指定の例
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ユーザーの責任
列の列分析を検討するときに、システムが推論したデータ分類指定を表示できま
す。列を詳細に表示する場合、データ分類には、結果を表示するための専用のタブ
があります。このパネルで、システムが推論したデータ・クラスを受け入れたり、
別のデータ分類指定を選択してシステムの推論をオーバーライドしたりできます。
システムが推論したデータ・クラスの選択をオーバーライドすると、新たに選択し
たものが、選択されたデータ分類としてリポジトリーに記録されます。この処理
は、ユーザーがその列のデータ分類機能に「検討済み」とマークを付けたときに完
了します。
結果の解釈
通常、各列の内容は、列の名前や別名から推論でき、システムが推論したデータ分
類を受け入れるか、オーバーライドするかの判断は難しくはありません。しかし、
列をほとんどあるいはまったく知らない場合は、頻度分布値および定義されたデー
タ・タイプを詳しく調べると、システムが推論したデータ・クラスを承認すべき
か、あるいは別のより適合するデータ・クラスを選択すべきかを判断できます。
例えば、列が数値データ・タイプで、データ・クラスの選択肢が「コード」または
「数量」というのはよくある状況です。一般に、「コード」は「数量」に比べる
と、カーディナリティーの値は低く、データ値あたりの頻度分布数は高いようです
(例えば、「注文数量」フィールド)。
明らかに「インジケーター」である列 (多くの場合、列名に「フラグ」という語が
含まれます) でも、頻度分布に 3 番目または 4 番目の値があるために (例えば、
「Y」、「N」、および NULL)、たいてい「コード」と推論されます。そのような
場合、列のデータ・クラスを「インジケーター」に設定し、「ドメイン分析」画面
から、余分の値を「不完全」または「無効」とマークするか、ソースの中で修正す
るか除去することも推奨されます (例えば、NULL を「N」に変換します)。
また、「コード」と「識別子」のどちらを選択するかという難問にぶつかることも
あります。一般に、列の固有値のパーセンテージが高ければ (例えば、頻度分布の
カウントが 1 の場合)、それはほとんど「識別子」データ・クラスであると考えら
れます。
データ分類のもう 1 つの問題は、データ環境の列全体にわたって、データ分類指定
の整合性が保たれている必要があることです。よくある問題は、表の主キーであ
り、そのために、「識別子」のすべての特性を持つ列 (例えば、顧客番号) があると
いうことです。しかし、同じ列が別の表に外部キーとしても現れ、本質的には依然
として「識別子」列であるにもかかわらず、「コード」のすべての特性を備えてい
ることがあります。これは、「参照表」に有効なコードのセットがあり、コードが
同時に値でもあり識別子でもある場合は特に当てはまります。
データ分類が「不明」とマークされたデータに関して最もよくある状況は、値が
NULL、ブランク、またはスペースで、おそらく「不明」以外の推論は立てられない
ものです。この場合、その列は、おそらく使用されず、フィールドは、注記または
ユーザー定義の分類 (例えば、「除外」または「不使用」) に応じてマークされる必
要があります。シナリオによっては、これは、データベースから、外部からの列を
除去する機会を表しているのかもしれません。一方、データ統合活動においては、
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ターゲット・システムをロードするときに、これらは無視するフィールドとなる可
能性があります。
判定とアクション
データ分類においては、各列に対して 1 つの判定のみ行います。すなわち、システ
ムが推論したデータ・クラスを受け入れるか、あるいは、別のデータ・クラス指定
を選択してシステムの推論をオーバーライドするかです。
判定後、列に、データ分類について「検討済み」のマークを付けます。あるいは、
検討状況に「完了」のマークを付ける前に、オプションのデータ・サブクラス指定
を追加できます。
ただし、データ分類は、その後の分析、特にデータ品質制御分析のために、自然な
編成スキーマを提供します。次の表は、システムが推論したそれぞれのデータ・ク
ラスに基づいた、共通の評価と分析の必要性を示します。ユーザー定義のデータ・
クラスに基づいて、分析のための特定の基準を確立できます。
表 1. データ分類分析の考慮事項とアクション
データ・クラス

プロパティー分析

ドメイン分析

妥当性およびフォー
マット分析

識別子

データ・タイプ、長
さ、NULL、ユニー
ク、カーディナリテ
ィーの評価

v 最大値および最小
値の確認

v 範囲外の条件を探
す (該当する場合)

v フォーマットの検
証 (テキストの場
合)

v 矛盾するか無効な
フォーマット (テ
キストの場合、ま
たは、該当する場
合)

インジケーター

長さ、NULL、定数カ v 有効な値の確認
ーディナリティーの
v スキューおよびデ
評価
フォルト値の評価

無効値のマーク付け

コード

長さ、NULL、定数カ v 有効な値の確認
ーディナリティーの
v スキューおよびデ
評価
フォルト値の評価

無効値のマーク付け

日付/時刻

データ・タイプ、
v 有効な値の確認
NULL、定数カーディ
v スキューおよびデ
ナリティーの評価
フォルト値の評価

v 範囲外を探す (該
当する場合)

データ・タイプ、精
度、スケールの評価

v 範囲外を探す (該
当する場合)

数量
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v 有効な値の確認
v スキューおよびデ
フォルト値の評価

v 矛盾するか無効な
フォーマットのマ
ーク付け (テキス
トまたは数の場合)

v 矛盾するか無効な
フォーマットのマ
ーク付け (テキス
トまたは数の場合)

表 1. データ分類分析の考慮事項とアクション (続き)
データ・クラス

プロパティー分析

ドメイン分析

テキスト

データ・タイプ、長
さ、NULL、ユニー
ク、または定数カー
ディナリティーの評
価

デフォルト値、フォ
ーマット要件、およ
び特殊文字の評価

妥当性およびフォー
マット分析
v 無効な特殊文字の
マーク付け
v 無効なフォーマッ
トのマーク付け
(該当する場合)

パフォーマンスの考慮事項
データ分類機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項はありません。

列プロパティー分析の概要
列プロパティー分析によって、メタデータの他のシステムでの使用の整合性を検証
したり、使用されていないか適切に定義されていない列を識別したりして、データ
の内容を定義されたメタデータに照らして評価できます。
列プロパティー分析は、列の中の、その時点の実際のデータ値に基づいて列の最適
のテクニカル・メタデータ・プロパティーを決める、列分析のコンポーネントで
す。これらのシステムが生成したプロパティーは、システム推論と呼ばれます。そ
の後、システムは、これらの推論されたメタデータ・プロパティーを、メタデータ
のインポートの間に取得した定義されたメタデータ・プロパティーと比較し、ユー
ザーが検討および決定をしやすいように、2 つの違いを強調表示します。
分析される基本的な列プロパティーは次のとおりです。
v データ・タイプ
v 長さ
v 精度 (該当する場合)
v スケール (該当する場合)
v NULL 可能性
v カーディナリティー
重要: システムは、列の頻度分布のすべてのデータ値は完全かつ有効であるという
基本的な前提の下に、列分析のシステム推論を自動的に実行します。列分析の完全
性とドメインのフェーズで、特定の値に対して、不完全または無効のフラグを立て
ることができます。不完全または無効のフラグを立てられた頻度分布のデータ値を
無視して列を再度推論するように、システムに要求できます。これは、不完全およ
び無効なデータの影響が除外されているため、多くの場合、列について別の推論結
果が得られ、より正確なプロパティーの推論が生成されます。
データ・タイプ分析:
データ・タイプ分析は、列の既存のデータ・タイプ・メタデータ定義を、列に入っ
ている実際のデータ値に基づいてより正確にするために使用します。
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機能
データ・タイプ分析は、列に入る実際のデータ値 (例えば、Int32 対 Int8) について
の知識がないか、あるいは考慮されずに、元の列のデータ・タイプが設定された場
合に役に立ちます。分析によって列の新しいデータ・タイプが決定されると、元の
データ・ソースの中の列の既存のメタデータを変更したり、新しいターゲット・ス
キーマの中のデータの列を既存のメタデータを使用して定義したりできます。
データ・タイプ分析で特筆すべきは、データ・ソースの元のメタデータがインポー
トされるときに、ネイティブ・データ・タイプと、それと同等のシステムの内部デ
ータ・タイプの両方が、リポジトリーに記録されることです。ここに記述されてい
るデータ・タイプ分析は、システムの内部データ・タイプを使用して実行されま
す。データ・タイプ分析からの結果はシステムの内部データ・タイプの形式で、そ
の後、ユーザーが選択したネイティブ・データ・タイプに変換できます。
技法
列の頻度分布の各データ値が分析され、個別のデータ値の保管に使用できる最適の
データ・タイプが推論されます。その後、列のすべての個々のデータ・タイプの推
論は、データ・タイプ別に集計されて、列の推論されたデータ・タイプの頻度分布
が作成されます。そして、システムのヒューリスティックを使用して、列のすべて
のデータ値の保管に、その頻度分布の推論されたデータ・タイプのどれを使用する
かが決定されます。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、使用可能な内部データ・タイプの内、その特定のデータ値の保管にどれが最
適かを決定します。個別のデータ値がすべて分析された後、システムは、個々の結
果を集計して、その列の推論されたデータ・タイプの頻度分布を作成します。頻度
分布に複数の推論されたデータ・タイプがある場合は、システムのヒューリスティ
ックによって、すべての列のデータ値の保管に、その頻度分布の中のどの推論され
たデータ・タイプを使用するかが決定されます。次の例に示すように、システムが
推論したこのデータ・タイプは、その後、推論された選択としてリポジトリーに記
録されます。これはまた、現時点の、デフォルトの選択されたデータ・タイプにな
ります。
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図 3. システムが推論したデータ・タイプの例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、データ・タイプ分析を表示できま
す。列を詳細に表示する場合、データ・タイプ分析には、プロパティー分析のタブ
の一部として、結果を表示するための専用のパネルがあります。このパネルから、
システムが推論したデータ・タイプ (内部) を受け入れたり、ドロップダウン・リス
トを使用して、システムの推論を別のデータ・タイプ (内部) でオーバーライドした
りできます。システムが推論したデータ・タイプの選択をオーバーライドすると、
新たな選択が、選択されたデータ・タイプとしてリポジトリーに記録されます。す
べての列プロパティーを検討して列プロパティー機能に「検討済み」のマークを付
けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
たいていの場合、列の最適のデータ・タイプは、データ・タイプ分析サマリーを見
るだけですぐに分かります。多くの列は、その列のすべてのデータ値から 1 つの推
論されたデータ・タイプが結果として導き出されています。その場合、推論された
データ・タイプの可能性以外にさらにデータ値があることを知っているのでなけれ
ば、システムの推論を受け入れます。
しかし、複数の推論されたデータ・タイプがあるときは、選択された推論されたデ
ータ・タイプの頻度数に注意する必要があります。表の行カウントに比べてその頻
度数が低い場合、いくつかの無効なデータ値によって間違ったデータ・タイプが推
論された可能性があります。(サマリーの中の推論されたデータ・タイプを詳しく調
べると、そのデータ・タイプを必要とするデータ値が分かります。) そうであれ
ば、推論されたデータ・タイプ・プロパティーをオーバーライドするか、そのよう
なデータ値に「無効」のフラグを立ててデータ値を再度推論できます。
データ・タイプ分析に現れるもう 1 つのよくある状況は、「ストリング」と定義さ
れた「コード」列が数値のみのドメイン・セットを持っている場合です。この場
合、システムは数値データ・タイプへの変更を推論します。計算に使用できず、数
値データ・タイプにもできない列の場合、その列を「ストリング」として残すこと
を考えるべきです。
分析方法とベスト・プラクティス
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他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたってデータ・タイプの割
り当ての整合性を維持できる利点があります。
判定とアクション
データ・タイプについて、各列に対して 1 つの判定のみ行います。すなわち、シス
テムが推論したデータ・タイプを受け入れるか、あるいは、別のデータ・タイプを
選択してシステムの推論をオーバーライドするかです。
その決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、そ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
データ分類機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項はありません。
長さ分析:
長さ分析は、選択列 (例えば、データ・タイプがストリングの列) の既存の長さメタ
データ定義を、列に入っている実際のデータ値に基づいてより正確にするために使
用します。
機能
長さ分析は、列に入る実際のデータ値 (例えば、VarChar 255) についての知識がな
いか、あるいは考慮されずに、元の列の長さが設定された場合に役に立ちます。分
析によって列の長さについて別の値が決定されると、元のデータ・ソースの中の列
の既存のメタデータを変更したり、新しいターゲット・スキーマの中のデータの列
を既存のメタデータを使用して定義したりできます。
技法
列の頻度分布の各データ値が分析され、個別のデータ値の保管に必要な長さが推論
されます。その後、列のすべての個々の長さの推論は、長さ別に集計されて、列の
推論された長さの頻度分布が作成されます。システムは、その頻度分布の中で、す
べての列のデータ値を保管できる、最大の推論された長さを決定します。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、その特定のデータ値の保管に使用する長さを決定します。個別のデータ値が
すべて分析された後、システムは、個々の結果を集計して、その列の推論された長
さの頻度分布を作成します。既存のデータ値をすべて保持できるので、システムは
推論された長さとして最大長を使用します。次の例に示すように、システムが推論
したこの長さは、その後、推論された選択としてリポジトリーに記録され、それ
が、デフォルトの選択された長さになります。
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図 4. 推論された選択としてリポジトリーに記録される、システムが推論した長さの例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、該当する場合は、長さ分析を表示
できます。列を詳細に表示する場合、長さ分析には、「プロパティー分析」タブの
一部として、結果を表示するための専用のパネルがあります。このパネルから、シ
ステムが推論した長さを受け入れたり、ドロップダウン・リストを使用して、シス
テムの推論を別の長さでオーバーライドしたりできます。システムが推論した長さ
の選択をオーバーライドすると、新たに選択したものが、選択された長さとしてリ
ポジトリーに記録されます。すべての列プロパティーを検討して列プロパティー機
能に「検討済み」のマークを付けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
列の必要な長さは、長さ分析サマリーの中にあります。多くの列は、その列のすべ
てのデータ値から 1 つの推論された長さが結果として導き出されています。その場
合、推論された長さの可能性以外にさらにデータ値があることを知っているのでな
ければ、システムの推論を受け入れます。
しかし、複数の推論された長さがあるときは、選択された推論された長さの頻度数
に注意する必要があります。表の行カウントに比べてその頻度数が低い場合、いく
つかの無効なデータ値によって必要以上の長さが推論された可能性があります。(サ
マリーの中の推論された長さを詳しく調べると、その長さを必要とするデータ値が
分かります。) そうであれば、推論された長さプロパティーをオーバーライドする
か、そのようなデータ値に「無効」のフラグを立てて、システムに再度推論するよ
うに要求できます。
長さ分析に現れるもう 1 つのよくある状況は、可変長ストリングの列が、長さ 128
または 255 の列と定義された場合です。例えば、システムは文字数が最大のデータ
分析方法とベスト・プラクティス
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値に基づいた長さに変更することを推論します。その場合、列のメタデータ定義を
推論された長さに変更するか、それとも 128 または 255 の「標準」のままに残し
ておくかは、おそらく、データベース管理のデザインの問題です。
他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたって長さの割り当ての整
合性を維持できる利点があります。
判定とアクション
長さについては、長さを適用できる各列に対して 1 つの判定のみ行います。システ
ムが推論した長さを受け入れるか、あるいは、別の長さを選択してシステムの推論
をオーバーライドできます。
この決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、こ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
長さ分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありません。
精度分析:
精度分析は、選択列 (例えば、データ・タイプが数値の列) の既存の精度メタデータ
定義を、列に入っている実際のデータ値に基づいてより正確にするために使用しま
す。
機能
精度分析は、列に入る実際のデータ値についての知識がないか、あるいは考慮され
ずに、元の列の精度が設定された場合に役に立ちます。分析によって列の精度につ
いて別の値が決定されると、元のデータ・ソースの中の列の既存のメタデータを変
更したり、新しいターゲット・スキーマの中のデータの列を既存のメタデータを使
用して定義したりできます。
技法
列の頻度分布の各データ値が分析され、個別のデータ値の保管に必要な精度が推論
されます。その後、列のすべての個々の精度の推論は、精度長別に集計されて、列
の推論された精度の頻度分布が作成されます。システムは、その頻度分布の中で、
すべての列のデータ値を保管できる、最大の推論された精度長を決定します。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、その特定のデータ値の保管に使用する精度長を決定します。各データ値が分
析された後、システムは、個々の結果を集計して、その列の推論された精度長の頻
度分布を作成します。既存のデータ値をすべて保持できるので、システムは列の推
論された精度として最大の精度長を使用します。次の図に示すように、システムが
推論したこの精度は、その後、推論された選択としてリポジトリーに記録されま
す。これはまた、現時点の、デフォルトの選択された精度になります。

20

分析方法とベスト・プラクティス・ガイド

図 5. 推論された選択としてリポジトリーに記録される、推論された精度の例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、該当する場合は、精度分析を表示
できます。列を詳細に表示する場合、精度分析には、プロパティー分析のタブの一
部として、結果を表示するための専用のパネルがあります。このパネルから、シス
テムが推論した精度を受け入れたり、ドロップダウン・リストを使用して、システ
ムの推論を別の精度長でオーバーライドしたりできます。システムが推論した精度
の選択をオーバーライドすると、新たに選択したものが、選択された精度としてリ
ポジトリーに記録されます。すべての列プロパティーを検討して列プロパティー機
能に「検討済み」のマークを付けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
たいていの場合、列に必要な精度は、精度分析サマリーを見るだけですぐに分かり
ます。列のすべてのデータ値から 1 つの推論された精度が結果として導き出される
こともたまにあります。その場合、推論された精度の可能性以外にさらにデータ値
があることを知っているのでなければ、システムの推論を受け入れます。
しかし、複数の推論された精度があるときは、選択された推論された精度の頻度数
に注意する必要があります。表の行カウントに比べてその頻度数が低い場合、いく
つかの無効なデータ値によって必要以上の精度長が推論された可能性があります。
(サマリーの中の推論された精度長を詳しく調べると、その精度長を必要とするデー
タ値が分かります。) そうであれば、推論された精度長プロパティーをオーバーラ
イドするか、そのようなデータ値に「無効」のフラグを立てて、システムに再度推
論するように要求できます。
他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたって精度の割り当ての整
合性を維持できる利点があります。
判定とアクション
システムが推論した精度を受け入れるか、あるいは、別の精度を選択してシステム
の推論をオーバーライドできます。
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その決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、そ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
精度分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありません。
スケール分析:
スケール分析は、選択列 (例えば、データ・タイプが 10 進数の列) の既存のスケー
ル・メタデータ定義を、列に入っている実際のデータ値に基づいてより正確にする
ために使用します。
機能
スケール分析は、列に入る実際のデータ値についての知識がないか、あるいは考慮
されずに、元の列のスケールが設定された場合に役に立ちます。分析の後、列のス
ケールについて別の値が決定されると、元のデータ・ソースの中の列の既存のメタ
データを変更したり、新しいターゲット・スキーマの中のデータの列を定義したり
できます。
技法
列の頻度分布の各データ値が分析され、個別のデータ値の保管に必要なスケールが
推論されます。その後、列のすべての個々のスケールの推論は、スケール長別に集
計されて、列の推論されたスケールの頻度分布が作成されます。システムは、その
頻度分布の中で、すべての列のデータ値を保管できる、最大の推論されたスケール
長を決定します。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、その特定のデータ値の保管に使用する必要のあるスケール長を決定します。
個別のデータ値がすべて分析された後、システムは、個々の結果を集計して、その
列の推論されたスケール長の頻度分布を作成します。既存のデータ値をすべて保持
できるので、システムは列の推論されたスケールとして最大のスケール長を使用し
ます。次の図に示すように、システムが推論したこのスケールは、その後、推論さ
れた選択としてリポジトリーに記録されます。これはまた、現時点の、デフォルト
の選択されたスケールになります。
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図 6. 推論された選択としてリポジトリーに記録される、システムが推論したスケールの例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、該当する場合は、スケール分析を
表示できます。列を詳細に表示する場合、スケール分析には、プロパティー分析の
タブの一部として、結果を表示するための専用のパネルがあります。このパネルか
ら、システムが推論したスケールを受け入れたり、ドロップダウン・リストを使用
して、システムの推論を別のスケール長でオーバーライドしたりできます。システ
ムが推論したスケールの選択をオーバーライドすると、新たに選択したものが、選
択されたスケールとしてリポジトリーに記録されます。すべての列プロパティーを
検討して列プロパティー機能に「検討済み」のマークを付けると、最終的に処理は
完了します。
結果の解釈
たいていの場合、列に必要なスケールは、スケール分析サマリーを見るだけですぐ
に分かります。列のすべてのデータ値から 1 つの推論されたスケールが結果として
導き出されることもたまにあります。その場合、推論されたスケールの可能性以外
にさらにデータ値があることを知っているのでなければ、システムの推論を受け入
れます。
しかし、複数の推論されたスケールがあるときは、選択された推論されたスケール
の頻度数に注意する必要があります。表の行カウントに比べてその頻度数が低い場
合、いくつかの無効なデータ値によって必要以上のスケール長が推論された可能性
があります。(サマリーの中の推論されたスケールを詳しく調べると、そのスケール
長を必要とするデータ値が分かります。) そうであれば、推論されたスケール長プ
ロパティーをオーバーライドするか、そのようなデータ値に「無効」のフラグを立
てて、システムに再度推論するように要求できます。
他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたってスケールの割り当て
の整合性を維持できる利点があります。
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判定とアクション
システムが推論したスケールを受け入れるか、あるいは、別のスケールを選択して
システムの推論をオーバーライドできます。
その決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、そ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
スケール分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありませ
ん。
NULL 可能性分析:
NULL 可能性分析は、列の既存の「NULL を許可」インジケーター・メタデータ定
義を、列に入っている実際のデータ値に基づいてより正確にするために使用しま
す。
機能
NULL 可能性分析は、列に入る実際のデータ値についての知識がないか、あるいは
考慮されずに、元の列の「NULL を許可」インジケーターが設定された場合に役に
立ちます。列の「NULL を許可」インジケーターを変更する必要がある場合、元の
データ・ソースの中の列の既存のメタデータを変更したり、新しいターゲット・ス
キーマの中のデータの列を既存のメタデータを使用して定義したりできます。
分析技法
列の NULL を許可するかどうかの推論の判定は、列に存在する NULL のパーセン
テージをパーセンテージのしきい値と比較した結果に基づきます。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、列に NULL 値が含まれるかどうかを判別します。列に NULL が含まれる場
合、それらの NULL の頻度パーセンテージが、その列に適用できる NULL 可能性
しきい値 (例えば、1 %) と比較されます。NULL の実際のパーセンテージが
NULL 可能性しきい値パーセンテージ以上であれば、システムは、NULL を許可す
べきであると推論します。NULL の実際のパーセンテージが NULL 可能性しきい
値パーセンテージより小であるか、列に NULL がない場合、システムは、NULL
を許可すべきでないと推論します。次の例に示すように、システムが推論したこの
「NULL を許可」インジケーターは、その後、推論された選択としてリポジトリー
に記録され、それが、デフォルトの選択された「NULL を許可」インジケーターに
なります。
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図 7. システムが推論した「NULL を許可」インジケーターの例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、NULL 可能性分析を表示できま
す。列を詳細に表示する場合、NULL 可能性分析には、プロパティー分析のタブの
一部として、結果を表示するための専用のパネルがあります。このパネルから、シ
ステムが推論した「NULL を許可」インジケーターを受け入れたり、システムの推
論を反対の選択でオーバーライドしたりできます。システムが推論した「NULL を
許可」インジケーターの選択をオーバーライドすると、新たに選択したものが、選
択された「NULL を許可」インジケーターとしてリポジトリーに記録されます。す
べての列プロパティーを検討して列プロパティー機能に「検討済み」のマークを付
けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
たいていの場合、列の「NULL を許可」インジケーターの適切な設定がどちらであ
るかは、列に NULL が存在するかどうかですぐに分かります。
例えば、現在、列が「NULL を許可」に設定されている場合は、列に NULL が存
在する可能性があるということです。列を「NULL を不許可」に変更するには、現
在の NULL 値を何か別のデータ値に置き換える必要が出てきます。
しかし、列に NULL が存在しなければ、それは、NULL が入力されなかったか、
列が「NULL を不許可」に設定されているためです。この場合、「NULL を許可」
インジケーターはどちらにでも設定できます。
他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたって「NULL を許可」の
整合性を維持できる利点があります。
判定とアクション
システムが推論した「NULL を許可」インジケーターを受け入れたり、推論を別の
選択でオーバーライドしたりできます。
その決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、そ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
NULL 可能性分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありま
せん。
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カーディナリティー分析:
カーディナリティー分析は、実際のデータ値内に存在する固有性または不変性につ
いての特定の制約を識別するために使用されます。
機能
この機能は、データが完全にまたは高い確率でユニークであると予想される、自然
キー (例えば、主キーとはならない社会保障番号または車両登録番号など) になる可
能性のあるキーを識別してマーク付けをする場合に役に立ちます。列のデータがデ
ータ内で単一の定数値またはほぼ一定の値であることを示す場合、これは、「コー
ド」または「インジケーター」として機能するように作成されたフィールドで、そ
の使用方法はまだ指定されていないという可能性があります。
技法
列をユニーク条件または定数条件で制約するかどうかの推論の判定は、列に存在す
るユニークな個別値 (または定数値) のパーセンテージを、定義されたしきい値と比
較した結果に基づきます。
システムの能力
列分析の処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、その後、それぞれの個
別値を分析して、列の固有性、および最多の値 (定数値) のパーセンテージの両方を
判別します。列の個別値が極めて高い割合でユニークであれば、固有性の頻度パー
センテージは、その列に適用できる固有性しきい値 (例えば、99 %) と比較されま
す。ユニークな個別値の実際のパーセンテージが固有性しきい値パーセンテージ以
上であれば、システムは、カーディナリティー・タイプは「ユニーク」であると推
論します。また、定数としての共通の値の出現回数が最多のパーセンテージを評価
します。共通の定数値の実際のパーセンテージが定数しきい値パーセンテージ以上
であれば、システムは、カーディナリティー・タイプは「定数」であると推論しま
す。カーディナリティー・タイプがユニークでも定数でもない場合、システムは、
列は「制約なし」と推論します。

図 8. 列は「制約なし」であるとシステムが推論する、ユニークでも定数でもないカーディナリティー・タイプの例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、カーディナリティー・タイプ分析
を表示できます。列を詳細に表示する場合、カーディナリティー・タイプ分析に
は、プロパティー分析のタブの一部として、結果を表示するための専用のパネルが
あります。このパネルから、システムが推論したカーディナリティー・タイプの制
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約を受け入れたり、システムの推論を別の選択でオーバーライドしたりできます。
システムが推論したカーディナリティー・タイプの選択をオーバーライドすると、
新たな選択が、選択されたカーディナリティー・タイプとしてリポジトリーに記録
されます。すべての列プロパティーを検討して列プロパティー機能に「検討済み」
のマークを付けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
たいていの場合、列のカーディナリティー・タイプは、列の中に、かなり高い割合
で固有値または定数値が存在するかどうかを見ることで適切に設定できます。
識別子またはテキストとして分類されたフィールドの場合、カーディナリティー・
タイプはユニークであることが期待されます。このことは、データ・ソースの中の
自然キーの記録または注釈付けに使用できます。
カーディナリティー・タイプが定数であるという結果の場合、精度の評価を必要と
する極めてスキューなデータがあること、または、定数のカーディナリティー・タ
イプ (これは、無関係で、まったく使用されないことが十分考えられる) がデータ・
ソースにほとんど値を追加しないかまったく追加しないことを示唆している可能性
があります。
判定とアクション
システムが推論したカーディナリティー・タイプを受け入れることも、その推論を
別の選択でオーバーライドすることもできます。
その決定を下した後、続けて別の列プロパティーを検討することもできますし、そ
の列プロパティーの検討が終了したというマークを付けることもできます。
パフォーマンスの考慮事項
カーディナリティー・タイプ分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事
項は特にありません。

データ品質制御分析の概要
データ品質制御分析によって、完全性および妥当性といった整合性に関する基本的
なアトミック条件に関して、データの内容を評価できます。これらは、データの信
頼性または確実性を表明するための根拠を提供する、データ品質の基本的な評価で
す。
データ品質制御分析は、列の中のデータ値の適合性を判別する、列分析のコンポー
ネントです。これは、3 つの分析機能を使用して、列のデータ値の 3 つの側面に焦
点を合わせます。
完全性 列内の重要でない値 (欠落データ) の識別に使用される機能
ドメイン
列内のデータ値の妥当性を判別する機能
フォーマット
データ値内の文字パターンの妥当性を判別する機能
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データ品質制御分析では、システムは、データ分析結果を有意義な形で提供し、分
析機能の統計結果を表にすることによって、主にユーザーの分析を容易にするため
に使用されます。列のデータ品質の制御に使用される各分析機能の適切な条件を確
立するという、主要な決定を行うことができます。
完全性分析:
完全性分析は、列に業務上重要な意味のないデータ値が含まれるレコードを識別す
るために使用します。「欠落データ」が入った列のパーセンテージを知っておくこ
とは重要です。
技法
完全性分析の方法は、ユーザーが列の個別データ値を検討して、ユーザーの考え
で、その列に何のビジネスの意味も与えないデータ値に、マークを付けます。この
ような値の例として、NULL、スペース、ゼロ、空 (未指定)、その他のデフォルト
値 (例えば、「Not Applicable」、「999999999」) があります。識別するときに、通
常は意味のあるデータ値が期待される場合は、このような値に「デフォルト」とし
てマークを付けるようにします。あるいは、置き換え値を提供すると、その列のデ
ータ品質状態が向上することもあります。ただし、これらのデータ値のいずれか
(例えば、「NA」) がビジネスにとって受け入れられるものであれば、そのデータ値
に「デフォルト」としてマークを付けることはしません。すべての列のデータ値を
検討し終えると、データ値に「デフォルト」としてマークを付けられたすべてのレ
コードの合計レコード・カウントとパーセンテージが「不完全」と見なされ、一方
他のすべてのレコードは「完全」と見なされます。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成します。ユーザーが結果を検
討しているときに、システムは、頻度分布から個別データ値をグリッド形式で表示
します。それには、各個別データ値の妥当性フラグが含まれます。頻度分布の作成
時には、頻度分布の中のすべての妥当性フラグは、「有効」に設定されています。
ユーザーが個別データ値の妥当性フラグを「デフォルト」に設定すると、システム
は、「不完全」のデータ値の現行のリストと、レコード・カウントの合計、レコー
ド・パーセンテージも、ユーザー・インターフェース画面の「不完全」の個別デー
タ値のカウントとパーセンテージに加えて、保持します。次の図に示すように、こ
れらの統計結果とフラグ設定は、いつでもシステムに保存でき、最終的に、すべて
のデータ値が検査され、ドメインおよび完全性分析のフラグが検討済みとしてマー
クされたときに、完全性の結果としてリポジトリーに記録できます。
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図 9. 統計結果とフラグ設定の例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、完全性分析を表示できます。列を
詳細に表示する場合、ドメインおよび完全性分析には、結果を表示するための専用
のタブがあります。このタブから、列の頻度分布を表示して、「デフォルト」のデ
ータ値を探します。「デフォルト」と思われるデータ値を見つけた場合、「デフォ
ルト」の妥当性フラグ設定でオーバーライドして、そのデータ値にマークを付けま
す。この処理は、すべての不完全データ値を見つけてフラグ付けをするまで続けま
す。また、データ値が「デフォルト」と判定されたものも、妥当性フラグを別の設
定に再設定することによって、取り消すことができます。すべてのデータ値を検討
して、列のドメインおよび完全性機能に「検討済み」のマークを付けると、最終的
に処理は完了します。
結果の解釈
一般に、ユーザーには、列の不完全データ値は明白です。列のデータ・クラスが
「コード」または「インジケーター」であれば、検査の必要なデータ値の数は限ら
れます。
ただし、列のデータ・クラスが「テキスト」、「数量」、「識別子」、または「日
付」であれば、検査するデータ値が大量にあるかもしれず、非常に時間がかかる可
能性があります。少ない時間で正しい結果を出すことができる 2 つの方法は、最初
にデータ値の頻度分布の両端 (高い値と低い値) を調べ、次に頻度数の頻度分布の両
端 (高い値と低い値) を調べることです。
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データ値に「デフォルト」としてマークを付ける条件をあらかじめ決めておくこと
も役に立つ場合があります。例えば、列が NULL を許可すると定義されている場合
は、NULL に「デフォルト」としてマークを付けることはありません。
考えられるもう 1 つの対立は、データ値を「デフォルト」と「無効」のどちらとし
てマークを付けるか迷うときです。一般的な法則として、意味のある値が入力され
ようとしたが不正確である場合 (例えば、スペル・ミス)、それは「無効」データ値
であると見なします。ただし、データ値に実際のデータ値を推測できるヒントがま
ったくない場合、それは、「不完全」データ値であると見なします。これは、デー
タ値を、修正と調査のどちらの方法で正すかに基づいて区別します。
他の列プロパティーのように、データ環境の列全体にわたって不完全データ値の識
別方法の整合性を維持できる利点があります。
判定とアクション
完全性について、各列に対して複数の判定を行います。
v 不完全データ値を持つと考えられるデータ値を探し、マークを付けます (例え
ば、欠落データ)。
v 列についてすべての決定を下した後、続けて列のドメイン値の妥当性を検討する
こともできますし、その列のドメインおよび完全性の検討が終了したというマー
クを付けることもできます。
この時点で、他のシステム設定で使用するために、「不完全」データ値のリストが
入った参照表を作成することもできます。
パフォーマンスの考慮事項
完全性分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありません。
分析を検討するときに、列のデータ・クラスとカーディナリティー (例えば、個別
データ値の総数) を考慮する必要があります。
ドメイン分析:
ドメイン分析は、列に無効なデータ値が含まれるレコードを識別するために使用し
ます。無効データが入った列のパーセンテージを知っておくことは重要です。
機能
無効データ値を判別するときは、完全なデータ値のみが検討されます。データ値
は、無効かどうかよりも、不完全かどうかの方が先に判断されます。
ドメイン分析技法
ドメイン分析の方法は、ユーザーまたはシステムが列の個別データ値を検討して、
「無効」と見なされるデータ値にマークを付けます。システムには、機能の実行に
使用できる複数のタイプのドメイン分析 (例えば、技法) があります。無効データ値
から有効を判断するための条件は異なりますが、結果として、すべての列のデータ
値が識別され、該当する場合は無効であるとマークが付けられます。システムは、
問題の列のデータ・クラスに基づいて、使用するタイプを想定します。しかし、ユ
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ーザーは、列のデータ・クラスにかかわらず、どの列に対しても、使用するドメイ
ン分析タイプをどれでも選択できます。ドメイン分析には次の 3 つのタイプがあり
ます。
v 値。ここでは、すべてのデータ値を手動で検討します
v 範囲。ここでは、有効なデータ値の最小値と最大値を設定します
v 参照ファイル。ここでは、システムは外部の妥当性ファイルを使用します
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成します。ユーザーが結果を検
討するときに、システムは、列のデータ・クラスに基づいて、「値」または「範
囲」のいずれかの方法で行ったドメイン分析の結果を表示します。ユーザー・イン
ターフェースには、必要に応じて別のドメイン分析タイプに変更できるように、ド
メイン・タイプ選択ボックスが含まれています。
データ・クラスが「数量」または「日付」でない列の場合、システムは、「値」タ
イプのドメイン分析が使用されると想定します。頻度分布から個別データ値がグリ
ッド形式で表示され、それには、各個別データ値の妥当性フラグが含まれます。頻
度分布の中のすべての妥当性フラグは、頻度分布の作成時に「有効」に設定されて
います。
注: 先に完全性分析が実行された場合は、一部のデータ値に、既に「デフォルト」
が設定されていることもあります。
データ値を検査して、どのデータ値についても妥当性フラグを「有効」から「無
効」に変更できます。ユーザーが個別データ値の妥当性フラグを「無効」に設定す
ると、システムは、「無効」データ値の現行のリストと、レコード・カウントの合
計、レコード・パーセンテージも、画面の「無効」データの個別値のカウントとパ
ーセンテージに加えて、保持します。次の図に示すように、これらの統計結果とフ
ラグ設定は、いつでもシステムに保存でき、最終的に、すべてのデータ値が検査さ
れ、ドメインおよび完全性分析が検討済みとしてマークされたときに、列のドメイ
ンの結果としてリポジトリーに記録できます。
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図 10. 統計結果とフラグ設定の例

データ・クラスが「数量」または「日付」の列の場合、システムは、「範囲」タイ
プのドメイン分析が使用されると想定します。頻度分布の外れ値 (頻度分布のソー
トされた個別データ値の内、低い方からと高い方からの同数の個別データ値) がグ
リッド形式で表示され、それには、各個別データ値の妥当性フラグが含まれます。
頻度分布の作成時には、頻度分布の中のすべての妥当性フラグは、「有効」に設定
されています。
注: ドメイン分析よりも前に完全性分析が実行された場合は、一部のデータ値に、
既に「デフォルト」が設定されていることもあります。
表示された低い値と高い値を見て、これらのデータ値のいくつかの妥当性フラグを
最小 (例えば、最小値) に変更するか、最大 (例えば、最大値) に変更するかして、
有効な値の範囲を設定できます。必要な最小または最大のデータ値が表示されてい
なければ、システムによって表示される外れ値の数を増やすことができます。ま
た、必要な最小または最大のデータ値が頻度分布になければ、テキスト・フィール
ドに適切なデータ値を手動で入力できます。
ユーザーが必要とするのであれば、システムは、さらに「範囲」のドメイン分析を
提供できます。列の頻度分布の五分位分析の実行をシステムに要求できます。五分
位分析では、システムは、ソートされた (例えば、数値列では数値ソート、日付と
時間の列では日時順のソート、英数字の列では英字順のソートなど) 頻度分布を、
それぞれが同じ個数の個別データ値の 5 つのセグメントに分けます。
注: カーディナリティーが 5 で割り切れない場合、5 番目のセグメント内の個数は
他とは異なります。
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システム分析処理が完了すると、システムは、各セグメントの高低両端の個別デー
タ値などのほか、5 つのセグメント全体のレコード分布を示すグラフを表示しま
す。このような、列のデータの全体的な表示は、列の最小値と最大値をどこに設定
するかを決める場合の参考になります。
最小または最大の妥当性フラグを設定すると、フラグが既に「デフォルト」に設定
されていない限り、システムは自動的に最小値より小のデータ値、または最大値よ
り大のデータ値の妥当性フラグを「無効」に設定します。最小値と最大値は、両方
とも有効な値と見なされます。このシステム操作が発生すると、システムは、「無
効」のデータ値の現行のリストと、レコード・カウントの合計、レコード・パーセ
ンテージも、画面の「無効」データの個別値のカウントとパーセンテージに加え
て、保持します。次の図に示すように、これらの統計結果とフラグ設定は、いつで
もシステムに保存でき、最終的に、すべてのデータ値が検査され、ドメインおよび
完全性分析のフラグが検討済みとしてマークされたときに、ドメインの結果として
リポジトリーに記録できます。
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図 11. 統計結果とフラグ設定の例

ドメイン分析の 3 つ目のタイプは、「参照ファイル」タイプとして知られていま
す。列に許されるすべての有効なデータ値が入っていることが知られている外部フ
ァイル (例えば、郵便番号ファイル) があれば、システムは、それを列の頻度分布の
中の無効値を自動的に検出するために使用できます。
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システムは、頻度分布から各個別データ値を取り出し、外部ファイルの中を検索し
て、その値があるかどうかを調べます。外部ファイルの中にない個別データ値は、
システムによって自動的に妥当性フラグが「無効」に設定されます。
ユーザーまたはシステムが個別データ値の妥当性フラグを「無効」に設定すると、
システムは、「無効」のデータ値の現行のリストと、レコード・カウントの合計、
レコード・パーセンテージも、ユーザー・インターフェース画面の「無効」データ
の個別値のカウントとパーセンテージに加えて、保持します。これらの統計結果と
フラグ設定は、いつでもシステムに保存でき、最終的に、すべてのデータ値が検討
され、ドメインおよび完全性分析のフラグが検討済みとしてマークされたときに、
ドメインの結果としてリポジトリーに記録できます。
ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、ドメイン分析を表示できます。列
を詳細に表示する場合、ドメインおよび完全性分析には、結果を表示するための専
用のタブがあります。システムは、列のデータ・クラスに基づいて、「値ドメイ
ン・タイプ」ウィンドウまたは「範囲タイプ」ウィンドウのどちらかを表示しま
す。そのドメイン分析タイプを受け入れて続行することもできますし、列に使用す
るのにより望ましいドメイン分析タイプを選択することもできます。
適切なドメイン分析タイプを選択した後、選択したドメイン分析タイプに応じて、
処理のさまざまなアスペクトに焦点を合わせます。
「値」ドメイン・タイプの場合、主要なタスクは、データ値の検査です。これは、
比較的小さいカーディナリティーを持つ列 (例えば、「コード」または「インジケ
ーター」列) の場合、注意深く行う必要があります。大きなカーディナリティーを
持つ列 (例えば、「テキスト」または「識別子」列) の場合、値をそれぞれ検査しよ
うとすると時間がかかり過ぎてしまいます。その場合、少ない時間で正しい結果を
出すことができる 2 つの方法は、最初にデータ値の頻度分布の両端 (高い値と低い
値) を調べ、次に頻度数の頻度分布の両端 (高い値と低い値) を調べることです。
列に、論理的にソートできるデータ値が入っていれば (例えば、「日付」列、「数
量」列、または順次に割り当てられた「識別子」列)、「範囲」タイプがドメイン分
析の実行で最も効率的な方法です。有効範囲を定義するために、適切な最小値およ
び最大値を慎重に選択する必要があります。
信頼性の高い外部ファイルが存在すれば、「参照ファイル」が推奨されるドメイン
分析タイプです。外部の組織によって用意された参照ファイルとは対照的に、組織
の内部で作成された参照ファイルを使用する場合は、多少の注意が必要です。内部
の参照ファイルは、不正確な場合もあり得ます。そして、その無効データの根本原
因は、データ・ソースの中にある可能性があります。
「範囲」および「参照ファイル」の場合、ユーザーが結果に満足すれば、ドメイン
分析処理は終了です。「値」ドメイン・タイプの場合、すべての関連するデータ値
を視覚的に検査した後、処理は完了します。
最後に、その列のドメインおよび完全性の状況に「完了」のフラグを立てます。

分析方法とベスト・プラクティス

35

結果の解釈
一般に、列の無効データ値のほとんどは、検査によって明らかになります。この無
効データの原因は、不正確なデータ収集、システム処理の問題点、または不正確な
データ変換などさまざまです。
列内の無効データの数がどの程度重要であるかは、列の性質と、ビジネス・プロセ
スおよびシステム操作に与える影響に左右されます。新しいデータ統合のソースと
してデータを使用する必要があってデータの分析が行われている場合、データが修
正されること、または、統合システム・アナリストが無効データとその対処方法を
認識していることが重要です。
ドメイン値の品質を改善して維持するために、修正アクションを行えるようにし、
問題がそれ以上急増しないように、問題の根本原因までたどることも重要です。
判定とアクション
ドメイン分析について、各列に対して複数の判定を行います。列に使用する適切な
ドメイン分析タイプを選択できます。その後、個別のデータ値の妥当性の判別、有
効なデータ値の最小値および最大値の決定、または入手可能な外部参照ファイルが
使用できるものであるかどうかの決定を行う必要があります。
列についてすべての決定を下した後、続けて列のドメイン値の妥当性を検討するこ
ともできますし、その列のドメインおよび完全性の検討が終了したというマークを
付けることもできます。
この時点で、列の頻度分布からのすべての有効な個別データ値を含む単一列参照フ
ァイルを作成する、妥当性の表の作成を要求することもできます。次の図に示すよ
うに、この妥当性の表は、データ・ソースに適用するために、他の製品またはシス
テムにエクスポートできます。

図 12. 参照表タイプを選択するウィンドウの例

また、無効データに対する修正アクションを開始したければ、「無効」のフラグが
付けられた個別データ値のいずれかの処理を、頻度分布のグリッドの中の変換値フ
ィールドに新しい置き換え値を入力して、開始できます。その後、1 列目に既存の
データ値、2 列目に入力された置き換え値を含んだ、2 列の参照ファイルを作成す
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る、マッピング表の作成を要求できます。このマッピング表は、データ・ソースに
適用するために、他の製品またはシステムにエクスポートできます。
パフォーマンスの考慮事項
ドメイン分析を実行する場合、重要なパフォーマンスの考慮事項は次の 2 点です。
v 「値」のドメイン分析タイプを使用する場合、頻度分布の中に高いカーディナリ
ティーがある列のすべてのデータ値を検査するには、かなりの時間が必要である
ことを認識しておいてください。
v 「範囲」のドメイン分析タイプを使用する場合、五分位分析を要求すると、頻度
分布の中の高いカーディナリティーの列を処理するための長いジョブが作成され
る可能性があります。
フォーマット分析:
フォーマット分析は、標準の汎用フォーマットの選択列 (例えば、電話番号、社会
保障番号) にデータ値を保管するときに使用される、文字のパターンを検証するた
めに使用します。フォーマット分析は、文字のフォーマットが重要な、自動化され
た処理またはこれらのデータ値を表示する場合に役に立ちます。
分析技法
列の頻度分布の各データ値が分析され、該当のデータ値の文字パターンを表す、デ
ータ値の汎用フォーマットが作成されます。その後、列のすべての個々の汎用フォ
ーマットは、集約されて、列の汎用フォーマットの頻度分布が作成されます。そし
て、サマリーの中で汎用フォーマットを検査し、それぞれについて、そのフォーマ
ットが列のフォーマット要件に適合するか、違反しているかを決定できます。
システムの能力
列分析処理の間に、システムは各列の頻度分布を作成し、それぞれの個別値を分析
して、そのデータ値の汎用フォーマットを作成します。個別データ値から汎用フォ
ーマットを作成するために、システムは、次の表に示すように、文字が大文字か小
文字であるかによって各英字を「a」または「A」に変換し、すべての数字を「9」に
変換します。スペースおよび特殊文字は変更しません。
表 2. 汎用フォーマットの例
データ値

汎用フォーマット

John Smith

Aaaa Aaaaa

7256-AGW

9999-AAA

PR-609-54 VB

AA-999-99 AA

すべての個々の汎用フォーマットを使用して、システムは、汎用フォーマットの頻
度分布を作成します。これは、サマリーとして参照されます。サマリー内の各汎用
フォーマットには、専用の適合フラグがあります。最初、システムは、各汎用フォ
ーマットはフォーマット要件に適合するとみなします。次の図に示すように、汎用
フォーマットに「違反」のフラグを立てた場合、そこで、影響を及ぼすすべてのデ
ータ値に「無効」のフラグを立てるようにシステムに要求することもできます。
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図 13. 汎用フォーマットと可能な状況値の例

ユーザーの責任
列分析で列の調査結果が表示されているときに、フォーマット分析を表示できま
す。列を詳細に表示する場合、フォーマット分析には、結果を表示するための専用
のタブがあります。システムは、列で使用される汎用フォーマットのサマリーを表
示します。汎用フォーマットのサマリーを検査して、列の要件に違反する汎用フォ
ーマットを識別し、それにフラグを立てます。必要であれば、その汎用フォーマッ
トを使用するすべての個別データ値に「無効」のフラグを立てるようにシステムに
要求することもできます。すべての汎用フォーマットを検討して、フォーマット分
析機能に「検討済み」のマークを付けると、最終的に処理は完了します。
結果の解釈
ほとんどの列には、強制される厳しいフォーマット要件はありません。強制される
必要のあるフォーマット要件を持つ列の場合、通常、検査する汎用フォーマットの
数は限られます。
汎用フォーマットが要件違反であるか説明のつかないものである場合、問題の汎用
フォーマットを詳しく調べると、理解できるようになります。その汎用フォーマッ
トを使用している実際のデータ値のリストが表示されます。これは、その汎用フォ
ーマットが列の要件に適合しているか違反しているかの判断に役に立ちます。
列の要件が重大で、修正アクションが必要である場合、通常、汎用フォーマット違
反のデータ値に無効データのフラグを立てる必要があります。無効データに対する
修正アクションを開始したければ、「無効」のフラグが付けられた個別データ値の
いずれかの処理を、頻度分布のグリッドの中の変換値フィールドに、適合する汎用
フォーマットの新しい置き換え値を手動で入力して、開始できます。その後、1 列
目に既存のデータ値、2 列目に入力された置き換え値を含んだ、2 列の参照ファイ
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ルを作成する、マッピング表の作成を要求できます。このマッピング表は、デー
タ・ソースに適用するために、他の製品またはシステムにエクスポートできます。
他の列プロパティーのように、複数の場所に表れる場合に、同じ論理列の同じフォ
ーマット要件を維持できる利点があります。
最後に、場合によっては、「テキスト」列のフォーマットを強制したいことがあり
ます (例えば、名前、住所、説明)。そのためにフォーマット分析を使用できます
が、最も効率的な方式であるとは言えません。このようなタイプの列をさらに効率
よく分析するために使用できる、追加のパターン分析機能が、コンパニオンの
InfoSphere QualityStage 製品に用意されています。
判定とアクション
最初に、列はデータ値の文字のフォーマットの強制を必要とするかどうかを決定す
る必要があります。
その場合は、フォーマット分析を使用して、各汎用フォーマットが列の要件に適合
するか違反するかを判定します。
最後に、違反する汎用フォーマットのデータ値を無効データとして扱うかどうかを
決定します。
パフォーマンスの考慮事項
フォーマット分析機能におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありま
せん。

表分析の概要
表分析は、表の観点からデータを分析するときに使用する、IBM InfoSphere
Information Analyzer のコンポーネントです。
InfoSphere Information Analyzer は、表分析において次の 2 つの領域に焦点を合わ
せます。
v 表の主キーの確認または識別
v 主キー値がある場合、表内の主キー値の重複チェックの実行
主キー分析:
主キー分析機能は、表の中で、表の主キーとしての資格があり、それに適した列を
識別する場合に使用します。主キーは、単一列 (推奨される) または複数列 (列の組
み合わせを使用) のどちらかです。この機能は、インポートされたメタデータの中
に定義済み主キーがない表、または主キーの変更が望まれる表に対して使用されま
す。この機能は重複チェック機能と連係して使用し、新しい主キーを選択する場合
に使用します。
分析技法
主キーの分析は、システムによる主キー候補の識別およびランキングに基づきま
す。ユーザーは候補を検討して、適切な主キーを選択できます。
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候補の分析およびランキングは、基本列内のデータ値の固有性に基づきます。固有
性がすべての主キーの属性であるため、それを使用して主キー候補を識別します。
しかし、ユニーク列または列の組み合わせのどれもが主キーに適している訳ではな
いので、候補の中から最適の主キーを選択するためにユーザーの判断が必要です。
分析は次の 2 つのフェーズに分けて行われます。
v 最初に、単一列の主キー候補になる可能性のある列を識別するために、個々の列
を分析します。表の各列の固有性は、列の頻度分布から直接決定されます。シス
テムは、個々の列を固有性の降順で並べて表示します。ふさわしい単一列の主キ
ーを選択できれば、分析は完了で、分析の第 2 フェーズを実行する必要はありま
せん。しかし、単一列の候補がないか、どの候補も主キーとしての機能に適して
いない場合は、分析の第 2 フェーズ、つまり複数列分析を実行する必要がありま
す。
v 主キー分析の第 2 フェーズである複数列分析は、単一列分析で主キーを生成でき
なかったときは必ず実行する必要があります。複数列分析は自動的に個別の列を
結合して論理列の組み合わせにします。その後、あたかも連結された列が単一列
であったかのように、それぞれの組み合わせに対して生成された連結されたデー
タ値の固有性をテストします。システムでは、複数列の候補は固有性パーセンテ
ージの降順に並べて表示されます。表示されている複数列の主キーの候補を検討
し、主キーの機能として最適の列の組み合わせを選択します。
単一列または複数列の主キーが選択された後、重複チェックを実行して、選択を確
認して決定できます。
システムの能力
ユーザーが表を選択することから、主キー分析が始まります。システムは、表内の
各列の頻度分布を分析して、それに主キーの資格があるかどうかを決定します。こ
の資格は、頻度分布の中のユニークな個別データ値のパーセンテージ (頻度数 1 の
個別値のパーセンテージ) に基づきます。固有性パーセンテージは、頻度分布内の
ユニークな個別データ値の総数を、表内の行の総数で除算して算出します。各列の
固有性パーセンテージは、分析オプションの適用できる主キーのしきい値パーセン
テージと比較されます。固有性パーセンテージが主キーのしきい値パーセンテージ
以上であれば、システムは、その列に主キー候補のフラグを立てます。
システムは、単一列の主キー分析の結果をタブに表示します。単一列の主キー候補
は、固有性パーセンテージの降順に並べて表示されます。単一列の候補を検討し
て、どの列が主キーの資格があり、適しているかを判別します (例えば、ビジネス
の知識を生かして)。そのような列があれば、列を選択して、次の重複チェック機能
のテストを行うことができます。そのような列がなければ、複数列分析のフェーズ
に進みます。次の図に例を示します。
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図 14. 単一列の主キー分析結果の例

複数列分析のタブを選択します。システムは、分析タスクを定義する 3 つのオプシ
ョンを提供します。
v 最初のオプションは、分析に使用する列のサブセットを表から選択する機能で
す。論理主キーの部分ではないと分かっている列 (例えば、「テキスト」または
「数量」) を分析から外すことができます。
v 2 番目のオプションは、複合キーの最大列数を設定する機能です。これは、検索
される複合キーに含めることができる列の最大数を制御します。例えば、「複合
キーの最大列数」に 3 を指定した場合、システムでは、主キーを作成できる列と
して最大 3 列の組み合わせのみが検索されます。
v 3 番目のオプションは、分析の実行に、ソース表を使用するか、あるいはソース
表からのデータ・サンプルを使用するかです。
分析が完了したら、システムは、複数列の主キー分析の結果をタブに表示します。
複数列の主キー候補は、固有性パーセンテージの降順に表示されます。複数列の候
補を検討して、どの列の組み合わせが主キーの資格があり、適しているかを判別し
ます。そのような列の組み合わせがあれば、それを選択して、次の重複チェック機
能のテストを行うことができます。そのような列の組み合わせがなければ、複数列
分析フェーズに戻り、新たにオプションを設定し、満足できる複数列の主キーを識
別できるまで続けます。
ユーザーの責任
表の主キー分析の結果を見ることから処理は始まります。システムは、最初に、そ
の表の単一列分析の結果を表示します。そこで、ユーザーは、固有性の降順に並べ
られた表の列を検討して、どの個別の列が、表の主キーの資格があり (例えば、完
全にユニークか、ほぼユニーク)、適しているかを判別します。そのような列を識別
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できれば、その列を選択して重複チェック機能に進みます。そのような列を識別で
きなければ、複数列分析のタブを選択します。
複数列分析では、表のどの列を分析に含めるかを選択し、検索される複合キーに含
めることができる列の最大数 (「複合キーの最大列数」) を設定して、分析の範囲を
定義します。この数値が大きいほど、分析にかかる時間が長くなり、より多くのリ
ソースが分析で使用されます。データ量の多い表に使用される分析時間とリソース
を減らす別の方法は、表のサンプルのみを分析することです。分析をサンプルに対
して実行することを指定して、「サンプル」タブでサンプルの仕様を構成すること
ができます。複合キーの最大列数が大きいほど、分析にかかる時間が長くなる可能
性があります。より大きい複合キーの最大列数でデータ量の多い表に対して検索を
行う必要がある場合、分析時間を短縮するために最初に表のサンプルに対して分析
を実行してから、検索を列のサブセットのみに制限することで、2 番目のステップ
において表全体で潜在的なキーの組み合わせの候補を検証することができます。
単一列分析と同じように、システムは複数列分析の結果を表示します。ユーザーは
固有性の降順に並べられた列の組み合わせを検討して、どの列の組み合わせが表の
主キーの資格があり (例えば、完全にユニークか、ほぼユニーク)、適しているかを
判別します。そのような列の組み合わせを識別できれば、その列の組み合わせを選
択して重複チェック機能に進みます。そのような列の組み合わせが識別されない場
合、パラメーターの設定 (例えば、選択する列、または複合キーの最大列数) を変更
して、複数列分析の別のインスタンスを再開できます。この処理は、複数列の主キ
ーが識別され、選択されるまで繰り返すことができます。
結果の解釈
主キー分析プロセスの結果、列または列の組み合わせごとにユニーク値、NULL
値、および重複値のパーセンテージを確認できます。単一列の主キーの場合、列の
データ・クラスと物理タイプも確認できます。固有性係数が最小しきい値より大き
い単一列または列の組み合わせには、主キー候補のフラグが立てられます。分析結
果の検討時に、検討の焦点は通常、各列または列の組み合わせの固有性パーセンテ
ージと NULL 値の数に当てられます。主キーにするには、列は完全 (100%) または
ほぼ完全に固有でなければならず、NULL 値を含んでいない必要があります。その
列に重複するデータ値があるかもしれませんが、たいていの場合、あったとしても
ごくわずかです。
単一列の分析結果の場合、判定では列のデータ・クラスやデータ・タイプも考慮す
ることをお勧めします。固有性レベルが許容可能であれば、主キーの適切な候補で
ある列のデータ・クラスは通常「識別子」または 「コード」か、場合によっては
「日付」です。列が「テキスト」または「インジケーター」であることはほぼ考え
られず、「数量」であることはほとんどありません。
複数列のキー分析結果を検討する場合、結果を列数でソートして、含まれる列数が
最も少ない組み合わせを最初に表示できます。通常、適切な主キーの特性を表す列
を最も少なく含んでいる列の組み合わせは、より多くの列が含まれている別の組み
合わせよりも適切な主キー候補です。わかりやすくするために、結果には、含まれ
る列が最も少ないユニークな組み合わせのみが表示されます。列の特定の組み合わ
せの固有性が 100% の場合、システムでは、最初の組み合わせがサブセットとして
含まれている列の組み合わせは表示されません。これは、より長い組み合わせの固
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有性も 100% になるためです。例えば、col1 + col2 の固有性が 100% の場合、他
の列と結合されても col1 + col2 の固有性は 100% であり、これは報告されませ
ん。
複数列分析の場合、分析には長時間かかるおそれがあるため、複数列の主キーの一
部になる可能性が高い列のみが分析されるように、分析の開始時に分析の範囲を狭
くしておくことが重要です。表とその列、またはデータ・クラスとデータ・タイプ
に関する一般的な知識を使用して、不適切な列を分析から除去することができま
す。通常、「テキスト」および「数量」と、場合によっては「コード」、「インジ
ケーター」、または「日付」を除去できます。さらに、ほとんどの表のデザイン方
法のために、表の最初の列は通常、表の中間または最後の列よりも適した候補で
す。
判定とアクション
主キー分析を実行するときに、いくつかの決定を行います。
最初の決定は、単一列の主キー候補と複数列の主キー候補のどちらから主キーを選
択するかです。決定は、候補の持つ固有性パーセンテージと、主キー列として機能
する列の適合性に基づいて行います。主キーの選択をした後、重複チェック機能に
進みます。
複数列分析を実行するときに、分析の範囲に影響を及ぼす次の重要な決定を行いま
す。
v 列の選択
v 複合キーの最大列数
v 分析の実行対象が完全なデータ・セットであるか、データのサンプルであるか
パフォーマンスの考慮事項
単一列の主キー分析におけるシステム・パフォーマンスの考慮事項は特にありませ
ん。
しかし、複数列の主キー分析の場合、分析のワークロードは、分析する列の組み合
わせの数と、完全なデータ・セットとデータ・サンプルのどちらを使用するかで決
まります。列の組み合わせの数は、選択した列の数と複合キーの最大列数に基づき
ます。
重複チェック分析:
重複チェック分析は、定義または選択された主キーに、重複する主キー値がないか
どうかテストするときに使用します。重複する主キー・データ値を調査して、表の
基本的な整合性が保たれるように修正する必要があります。列が、以前に定義され
ていない、選択された主キーの部分であれば、重複の可能性が考えられます。
分析技法
単一列の主キーの場合、重複チェックは、列の頻度分布で頻度数が 1 より大きい個
別データ値 (例えば、重複値) を直接検索して行います。
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複数列の主キーの場合、システムは、主キーの列の組み合わせから連結されたデー
タ値の頻度分布を作成します。頻度分布が作成された後、主キーの頻度分布で頻度
数が 1 より大きい個別データ値 (例えば、重複値) を直接検索して、重複チェック
を行うことができます。頻度分布は、後で参照整合性機能の中で使用する可能性が
あるため、保存されます。
システムの能力
システムに重複チェック機能の実行を要求するのは、定義または選択された主キー
がある場合です。
主キーが個別の列の場合、システムは列の既存の頻度分布を使用して、重複または
NULL を検索します。頻度数が 1 より大きい個別データ値は重複値であるとみなさ
れます。重複値、サマリー統計、および NULL のカウントは、結果の画面に表示さ
れます。重複チェックの結果に満足できれば、(まだ選択していなければ、) その列
を主キーに選択できます。
しかし、主キーが列の組み合わせの場合、システムは、最初に、列の組み合わせか
ら連結されたデータ値の頻度分布を作成します。システムはその頻度分布を使用し
て、個別の列の頻度分布で行うのと同様に、重複および NULL を検索します。頻度
数が 1 より大きい個別データ値 (連結されたもの) は重複値であるとみなします。
重複値、サマリー統計、および NULL のカウントは、結果の中に表示されます。重
複チェックの結果に満足できれば、(まだ選択していなければ、) その列の組み合わ
せを主キーに選択できます。次の図に例を示します。

図 15. 結果の画面に表示された、重複値、サマリー統計、および NULL のカウントの例
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ユーザーの責任
ユーザーが、定義または選択された主キーの重複チェック機能を開始します。シス
テムは、ユニークおよび重複する主キー・データ値の統計サマリーも含めた結果を
表示します。また、すべての重複データ値も結果に表示されます。重複チェックの
結果が満足できるものであれば、列または列の組み合わせを主キーと決定できま
す。そうでない場合は、主キー分析機能に戻り、別の主キー列を探します。
結果の解釈
一般に、重複チェックの結果は、重複値または NULL がないということです。その
ような結果は、通常、主キーとして選択された列が適切であることを十分に示すも
のです。
たまに、重複チェックで、わずかながら重複値または NULL 値があるという結果を
示すことがあります。これらについては、その根本原因と、それらの値が修正可能
かどうかを明らかにするためにさらに調査が必要です。修正可能な値であれば、そ
の列を主キーとして選択できます。ただし、データ内の必要な修正は、主キーが実
際に実装される前に行う必要があります。
重複値または NULL が少なからず存在する場合は、その列はおそらく主キーとすべ
きではありません。その場合は、主キー分析機能に戻って、主キー列の検索を続け
ます。
判定とアクション
各主キー候補の重複チェックについて、1 つの基本的な判定のみ行います。すなわ
ち、列 (または列の組み合わせ) を主キーとして受け入れるかどうかです。
複数列の主キー候補の場合、組み合わせの中の列をどのような順番にも並べること
ができます。これは、後で、この主キーの外部キー候補も同じ列の順序に並べると
きに重要になってきます。
パフォーマンスの考慮事項
重複チェック機能が単一列の主キー分析に対して行われる場合、システム・パフォ
ーマンスの考慮事項は特にありません。
複数列の主キーの場合、システムは、主キーの候補列の組み合わせから連結された
データ値の頻度分布を新たに作成する必要があります。そのタスクの実行時間は、
ソース表の行数によって決まります。

表間分析の概要
表間分析は、複数の表からのデータを分析するときに使用する、IBM InfoSphere
Information Analyzer のコンポーネントです。 InfoSphere Information Analyzer は、
表分析において次の 2 つの領域に焦点を合わせます。
v 列のドメイン値の共有性
v 主キーに対する外部キーの参照整合性
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共有性分析:
共有性分析機能は、かなりの数の共通ドメイン値を持つ列のペアを識別します。そ
れらの列は、同じデータ・ソース内にあったりなかったり、また、同じ列名であっ
たりなかったりします。この機能は、類似列および重複列の検出に使用され、外部
キー分析機能の内部で使用されます。
分析技法
共有性分析の方法では、システムは、列のペアの頻度分布データ値を比較して、一
方の列と他方の列の両方にある共通データ値のパーセンテージを計算します。
ユーザーは、分析に使用する表または列を定義します。システムは、可能な列のペ
アをすべて生成します。(例えば、A-B のペアは含められますが、B-A のペアは
A-B と重複するため除外されます。) 生成された列ペアのすべてのリストは、列が
共通データ値を持つことができないと事前に判定できるペアをリストから削除す
る、列ペア互換性テストにかけられます。システムはいくつかの列プロパティー
(例えば、データ・タイプ、長さ、汎用フォーマットなど) を使用します。列ペア互
換性テストをパスした列ペアは、次の分析ステップに進みます。
各互換性のある列ペアについて、1 番目の列からの頻度分布データ値が、2 番目の
列の頻度分布データ値と比較されます。次に、2 番目の列からの頻度分布データ値
が、1 番目の列の頻度分布データ値と比較されて、この処理が再度繰り返されま
す。分析は、A から B、および B から A の共有性パーセンテージが記録されると
完了します。計算後のパーセンテージは、次に、分析オプションの中の適用できる
共通ドメインしきい値パーセンテージと比較されます。パーセンテージが共通ドメ
インしきい値パーセンテージ以上であれば、列ペア (例えば、A-B または B-A)
は、共通であるというフラグが立てられます。
システムの能力
共有性分析は、分析に使用する表または列をユーザーが選択することから始まりま
す。システムはこれらの選択を使用して、可能な列ペアの組み合わせのすべてのリ
ストを生成します。その後システムは、列ペアの全リストについて列ペア互換性テ
ストの実行を進めます。そのステップが完了すると、システムは、列ペアの生成
数、および互換性テストにパスまたは失敗した列ペアの数のサマリー統計を含ん
だ、中間結果を表示します。パスし、おそらく次の分析ステップで使用される列ペ
アの詳細リストもシステムは表示します。この情報を検討して、処理を続けるか元
のデータ選択のステップに戻って修正を行うかを決定します。
続行を選択すると、システムは各列ペアの頻度分布データ値の比較処理を開始し、
この処理が順にすべての列ペアが分析されるまで続けられます。処理では、各ペア
の共有性パーセンテージと、設定された共有性フラグが収集されます。分析の 1 つ
の機能として、2 つの列のドメイン値が以前に比較されたことがある場合、それら
の列が、値が比較された日付と一緒にヒストリー・ファイルに記録されます。列の
頻度分布の 1 つがその日以降更新されていない限り、システムはヒストリー・ファ
イルに入っているパーセンテージを使用します。
ユーザーが共有性の検討を開始すると、システムは処理で使用された各表の結果を
タブに表示します。各タブには、共通ドメイン値を持つとしてフラグが立てられた
表の列とペアの列 (例えば、別の表からの他の列) が表示されます。ユーザーが選択
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すれば、システムはフラグが立てられなかったペアも表示でき、列ペアに重複であ
るというフラグを立てることもできます。次の図に例を示します。

図 16. 共通ドメイン値を持つとしてフラグが立てられた、表の列とペアの列の例

ユーザーの責任
ユーザーが、分析する表または列を選択することから共有性分析処理は始まりま
す。
列ペアを生成し、列ペア互換性テストを実行した後、システムはユーザーに中間結
果を表示します。これらの結果を検討した後、処理を続けるかデータ選択のステッ
プに戻るかを決定します。
システムの共有性分析が完了したら、結果を見てください。各表と表の列がタブに
表示され、その表の列と共有性を持つ他の列がすべて表示されます。必要であれ
ば、列ペアに、重複列が含まれるというフラグを立てることができます。
結果の解釈
中間結果を見るときに次の 2 つの点に焦点に合わせます。
v 第 1 点は、次のステップで処理する列ペアの総数を評価します。一般に、その数
は生成された列ペアの総数の 20 % 以下であるべきです。これは、使用するコン
ピューター・リソースのワークロードに見合った数であるべきです。
v 第 2 点は、重要な列ペアのそれぞれが互換性テストにパスしていることを確認し
ます。
実際に共有性の結果を検討するときは、共通のフラグを立てられた列ペアが多少は
存在することが予想されることを覚えておいてください。すべての外部キー列は、
それと対応する主キー列と共有性があるという結果になるべきです。これらの列ペ
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アに重複のフラグを立ててはなりません。主要な関係がない列ペアについては、本
当に重複である列を識別するためにユーザーの判断が必要です。
判定とアクション
ユーザーは、共有性分析の間にいくつかの重要な判定を行います。
v 分析する表および列の選択
v 中間結果に基づいた分析の続行
v 本当に重複である列の識別
パフォーマンスの考慮事項
共有性分析機能について最も重要なシステム・パフォーマンスの考慮事項は、1 つ
のジョブとして無理なく処理できる列ペアの総数です。
外部キー分析:
外部キー分析機能は、表の主キーを参照する外部キー候補を識別します。外部キー
は、単一列または複数列 (列の組み合わせを使用) のどちらかです。この機能は、イ
ンポートされたメタデータの中に定義された外部キーがない表、または外部キーの
変更が必要とされる表に対して使用されます。この機能は参照整合性機能と連係し
て使用し、新しい外部キーを選択する場合に使用します。
機能
外部キー分析機能は、参照整合性機能と連係して使用し、既存の外部キーを承認す
るか、新しい外部キーを選択する場合に使用します。
外部キー分析技法
外部キー分析の方法は、共有性分析機能を変形したものに基づきます。重要な違い
は、システムが生成する列ペアが、列ペアの 1 番目の列がその表の定義または選択
された主キー列であるものに限定されるという点です。システムは、データ値が主
キー列と共通である、別の列を検索します。
最初に、分析に使用する表および列を定義します。システムは、表の 1 番目の列が
定義または選択された主キー列でなければならない、列ペアの限られたリストを生
成します。生成された列ペアの限られたリストは、列が共通データ値を持つことが
できないと事前に判定できるペアをリストから削除する、列ペア互換性テストにか
けられます。システムはいくつかの列プロパティー (例えば、データ・タイプ、長
さ、汎用フォーマットなど) を使用します。列ペア互換性テストをパスした列ペア
は、次の分析ステップに進みます。
各互換性のある列ペアについて、2 番目の列からの頻度分布データ値が、1 番目の
列 (例えば、主キー列) の頻度分布データ値と比較されます。分析は、2 番目の列の
頻度分布データ値の中で、1 番目の列の頻度分布にも存在するデータ値のパーセン
テージを計算します。計算後のパーセンテージは、次に、分析オプションの中の適
用できる共通ドメインしきい値パーセンテージと比較されます。パーセンテージが
共通ドメインしきい値パーセンテージ以上であれば、列ペアは、共通であるという
フラグが立てられます。
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共有性分析処理が完了すると、システムは、単一列キーであるか、複数列キーの部
分であるかにかかわらず、主キー列と共有性を持つ各列を識別します。
単一列の主キーと共有性を持つ列は、外部キー候補のフラグが立てられます。複数
列の主キーの場合、外部キー候補のフラグを立てるには、表には、主キーの部分で
ある各列と共有性を持つ列の組み合わせがなければなりません。
システムの能力
外部キー分析は、分析に使用する表または列を選択することから始まります。シス
テムはこれらの選択を使用して、ペアの 1 番目の列が主キー列でなければならな
い、列ペアの組み合わせの限られたリストを生成します。その後システムは、列ペ
アの限られたリストについて列ペア互換性テストの実行を進めます。そのステップ
が完了すると、システムは、列ペアの生成数、および互換性テストにパスまたは失
敗した列ペアの数のサマリー統計を含んだ、中間結果を表示します。パスし、おそ
らく次の分析ステップで使用される列ペアの詳細リストもシステムは表示します。
この情報を検討して、処理を続けるか元のデータ選択のステップに戻って修正を行
うかを決定します。
続行を選択すると、システムは各列ペアの頻度分布データ値の比較処理を開始し、
この処理が順にすべての列ペアが分析されるまで続けられます。処理では、ペアの
1 番目の列 (例えば、主キー列) に対する 2 番目の列の共有性パーセンテージと、
設定された共有性フラグが収集されます。分析の 1 つの機能として、2 つの列のド
メイン値が以前に比較されたことがある場合、それらの列が、値が比較された日付
と一緒にヒストリー・ファイルに記録されます。列の頻度分布の 1 つがその日以降
更新されていない限り、システムはヒストリー・ファイルに入っているパーセンテ
ージを使用します。
ユーザーが外部キーの検討を開始すると、システムは処理で使用された各表の結果
をタブに表示します。各タブには、共通ドメイン値を持つとしてフラグが立てられ
た表の、主キー列とペアの列 (例えば、別の表からの他の列) が表示されます。
主キーが単一列であれば、システムは、主キー列と共有性を持ち、外部キー候補の
フラグが立てられた他の列をすべて表示します。
主キーが複数列であれば、システムは、組み合わせの中の列が主キー列の 1 つと共
有性を持つ表から、他の列の組み合わせをすべて表示します。その列の組み合わせ
に外部キー候補のフラグを立てるためには、主キーのすべて列には、共有性を持つ
列が含まれている必要があります。
ユーザーの責任
分析する表または列を選択して、外部キー分析処理を開始します。
制限された列ペアを生成し、列ペア互換性テストを実行した後、システムは中間結
果を表示します。これらの結果を検討した後、処理を続けるかデータ選択のステッ
プに戻るかを決定します。
システムの外部キー分析が完了したら、結果を見てください。各表と表の主キー列
がタブに表示され、主キー列と共有性を持つ他の列がすべて表示されます。外部キ
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ー候補のフラグが立てられたエントリーを検討し、さらに主キーとの参照整合性の
テストにかける候補を選択します。
結果の解釈
中間結果を見ているときに、次のステップで処理する列ペアの総数に焦点を合わせ
ます。また、使用されるコンピューター・リソースのワークロードが妥当であるこ
とも確認します。
外部キー候補を慎重に検討します。列の共有性に加えて、関与する 2 つの表の定義
も、データに実際の論理関係が存在するかどうかを判断するときに考慮する必要が
あります。
単一列の主キーの場合、通常、共有性の列が実際には外部キーであるかどうかは明
らかです。「識別子」である主キー列は、たいていの場合簡単に判定できます。他
のデータ・クラス・タイプの場合、ドメインの共有性は意図的なもので、偶然でな
いことを確認する必要があります。
複数列の主キーの場合、どの共有性の列も、単一列キーで既に説明したのと同じ要
件を満たしていることを確認してください。外部キーの列の組み合わせからの列が
偶然に共通ドメインを持っていることはよくあることです。これは、列の組み合わ
せに「日付」列、「インジケーター」列、または「コード」列が含まれている場合
に特に当てはまります。複数列の主キーの外部キー候補は、個々の列の集積された
共有性に基づくということを覚えておいてください。本当のテストは次のステップ
の参照整合性分析で行われます。そこでは、外部キー候補の連結されたデータ値
が、主キーの連結されたデータ値に対してテストされます。
判定とアクション
ユーザーは、外部キー分析の間にいくつかの重要な判定を行います。例えば、次の
とおりです。
v 表および列の選択
v 中間結果に基づいた分析の続行
v 参照整合性分析にかける外部キー候補の選択
パフォーマンスの考慮事項
外部キー分析機能について最も重要なシステム・パフォーマンスの考慮事項は、1
つのジョブとして無理なく処理できる列ペアの総数です。
参照整合性分析:
参照整合性分析機能は、単一列または複数列 (連結されている) のすべての外部キ
ー・データ値が、関連する表の主キーにアクセスできるかどうかをテストします。
機能
この機能は、インポートされたメタデータの中に定義された外部キーを持つ表の参
照整合性を確認し、キーとして選択される前に、外部キー候補の参照整合性をテス
トするために使用されます。この機能は外部キー分析機能と連係して使用し、新し
い外部キーを選択する場合に使用します。
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技法
参照整合性分析の方法は、外部キーの頻度分布の中の個別データ値を、主キーの頻
度分布の中の個別データ値と比較することに基づきます。
主キーが単一列であれば、システムはそれぞれの列 (外部キーと主キー) の頻度分布
を使用して、比較を行います。
しかし、主キーが複数列の場合、システムは、最初に、外部キーの列の組み合わせ
の連結されたデータ値に基づいて、外部キーの頻度分布を作成します。その後、シ
ステムは、外部キーおよび主キーの頻度分布 (例えば、連結された値) を使用して、
比較を行います。
比較において、システムは、外部キーの個別データ値で、主キーの頻度分布に出現
しないものがあるかどうかを判別します (例えば、参照整合性違反)。システムはま
た、外部キー・データ値として使用されていない主キーの個別データ値の数を計算
します。これは、2 つの表の論理関係 (例えば、1 から n) に基づく問題であるかも
しれませんし、そうではないかもしれません。
システムの能力
ユーザーが、外部キー候補または定義済み外部キーを選択することから、参照整合
性分析は始まります。
外部キーが単一列の場合、システムは、外部キー列の頻度分布の個別データ値を、
主キー列の頻度分布の個別データ値と比較します。
しかし、外部キーが複数列の場合、システムは、最初に、外部キーの連結されたデ
ータ値の頻度分布を作成します。これは、重複チェック機能で作成された主キーの
連結されたデータ値の頻度分布と比較される必要があります。
頻度分布の比較によって、外部キーから主キーへの整合性、および、主キーから外
部キー状態のサマリー統計が生成されます。この統計は、システムによってベン図
表にされて、グラフィカルにも表示されます。最後に、システムは、参照整合性違
反の外部キー・データ値のリストを生成します。
ユーザーの責任
ユーザーが、定義または選択された外部キーの参照整合性機能を開始します。
分析される外部キーが複数列キーの場合、システムは、連結されたデータ値の複数
列の頻度分布の作成が必要であることの警告をユーザーに出します。この時点で、
列の組み合わせを特定の列の順序に並べることができます。外部キーの連結された
データ値が、重複チェック機能の間に作成された主キーの連結されたデータ値と一
致するように、必要であればこの並べ替えを行います。
システムは、外部キーから主キーへの参照整合性、外部キーから主キーへの情報、
および参照整合性違反のリストの統計サマリーも含めた結果を表示します。参照整
合性の結果が満足できるものであれば、列または列の組み合わせを外部キーと決定
できます。そうでない場合は、外部キー分析機能に戻り、別の外部キー列を探しま
す。
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結果の解釈
参照整合性分析の検討は、とても簡単です。
外部キー候補と主キーの間に参照整合性違反がなければ、これは、その外部キー候
補を外部キーと決定できるというよいサインです。参照整合性違反が比較的少な
く、修正可能であれば、候補を調べて違反の根本原因を判別します。しかし、参照
整合性違反の数が多い場合は、その候補を外部キーとして決定すべきではありませ
ん。
また、主キー表と外部キー表の間に、1 対 1、または 1 対 n の関係があることが
分かっていれば、主キーから外部キーへの結果について、整合性を検査する必要が
あります。
判定とアクション
各外部キー候補の参照整合性分析について、1 つの基本的な判定のみ行います。す
なわち、列を外部キーとして受け入れるかどうかです。
複数列の外部キー候補の場合、組み合わせの中の列を、どのような順番にも好きな
ように並べることができます。外部キー・データ値が主キー・データ値と同じよう
に連結されるように、必要な場合は並べ替えを行います。
パフォーマンスの考慮事項
参照整合性機能が単一列外部キーに対して行われる場合、パフォーマンスの考慮事
項は特にありません。
複数列の外部キーの場合、システムは、外部キーの候補列の組み合わせから連結さ
れたデータ値を使用した頻度分布を新たに作成する必要があります。そのタスクの
実行時間は、ソース表の行数によって決まります。

分析設定
分析設定は、システムが特定の分析をどのように実行するかを制御する、パラメー
ター駆動の管理を提供します。システムは、これらの分析オプションのデフォルト
の設定でインストールされます。これらの分析オプションは、必要に応じてユーザ
ーが変更できます。

使用可能な分析設定オプション
分析設定は次のレベルで適用できるようにすることができます。
v システム
v プロジェクト
v データベース
v 表
v 列
次の表に使用可能な分析オプションをリストします。
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表 3. 分析設定
分析領域

分析機能

分析オプション

デフォルト設定

説明

列分析

プロパティー

NULL 可能性し
きい値

1.0%

NULL 値の頻度
パーセントがこ
の NULL 可能性
しきい値以上の
場合、列の
NULL 可能性フ
ラグは「はい」
と推論されま
す。NULL 値が
列に存在しない
か、または頻度
パーセントがし
きい値より小さ
い場合、NULL
可能性フラグは
「いいえ」と推
論されます。

設定範囲:
0.01 - 10.0%

プロパティー

固有性しきい値

99.0%
設定範囲:
90.0 - 100%

プロパティー

定数しきい値

99.0%
設定範囲:
90.0 - 100%

ユニークな個別
値のパーセンテ
ージがこの固有
性しきい値以上
であれば、列の
固有性フラグは
「はい」と推論
されます。ユニ
ークな個別値の
パーセンテージ
がこの固有性し
きい値より小で
あれば、列の固
有性フラグは
「いいえ」と推
論されます。
単一個別値の頻
度パーセントが
定数しきい値以
上の場合、列の
定数しきい値フ
ラグは「はい」
と推論されま
す。個別値の頻
度数がしきい値
以上でなけれ
ば、定数フラグ
は「いいえ」と
推論されます。

分析方法とベスト・プラクティス

53

表 3. 分析設定 (続き)
分析領域

分析機能

分析オプション

デフォルト設定

説明

表分析

主キー識別

主キーしきい値

99.0%

カーディナリテ
ィーのパーセン
テージがこの主
キーしきい値以
上の列の場合、
その列は単一列
の主キー候補で
あると推論され
ます。

設定範囲:
90.0 - 100%

主キー識別

複合キーの最大
列数

32
設定範囲: 2 –
32

複合キーに含め
ることができる
最大列数。

データ品質の方法論
分析機能によって編成される、データ品質の方法論の情報は、データ品質戦略の詳
細な知識およびベスト・プラクティスを提供します。
データ品質の分析およびモニターには複数の重要な概念があり、以下の機能が含ま
れます。
v ビジネス駆動型ルール定義および編成をサポートする
v ルールを適用して、データ・ソース全体で一貫して再利用する
v マルチレベルのルール分析を活用して、より広範なデータ品質問題を把握する
v 定義されているベンチマーク/しきい値に対してルールを評価する
v データ品質結果を評価して注釈を付ける
v 長期間にわたってデータ品質のトレンドをモニターする
v 複数の環境にルールをデプロイする
v ユーザー・インターフェースまたはコマンド・ラインを使用して、必要に応じ
て、またはスケジュールに従って、データ品質アクティビティーを実行する

データ品質の分析およびモニター
データ品質の分析およびモニターは、IBM InfoSphere Information Analyzer 内の機能
セットであり、特定の顧客条件に対してデータを評価できるようにデザインされて
います。これらのルール評価条件を長期間にわたって繰り返し使用することで、検
証対象データの品質の重要な変化を確認できます。
データ品質ルールの機能を制御できます。この機能は、単純な単一列テストから、
複数のデータ・ソース全体の複数の列を評価する複数のルールまで、さまざまなも
のがあります。事前のプロファイル作成結果 (例えば、列分析) と顧客のビジネス・
プロセスから定義されたデータ品質ルールのいずれかに基づいて、分析に必要なデ
ータ・ルールを作成します。
データ・ルールのデザインおよび作成が完了した後には、データ・ソースに関係な
くデータ・テストの論理を定義するルール定義をセットアップできます。ルール定
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義の作成は、最終的に顧客のデータにリンクされる論理変数または参照を使用する
ことで行います。次に、これらの論理変数を実際のデータ (例えば、データ・ソー
ス、表と列、または結合表) にリンクまたはバインドして、そのデータ・ルールの
実行可能形式を作成します。この 2 つのプロセスにより、同じ論理データ・ルール
定義を多くの他のデータ・ソースに「バインディング」することで、定義を再利用
できます。各「バインディング」では、同じ論理データ・ルールの新しい実行可能
形式が作成され、データ・ソース全体での整合性が確保されます。
バインディングが適用されたデータ・ルール定義を作成した後には、データ・ルー
ルを実行できます (例えば、実際のデータに対してテストできます)。システムは、
関連する統計を生成するデータ・ルールを実行して、ソース・レコードがデータ・
ルールの論理条件を満たす、または満たさない (これはユーザーの設定による) 場合
に常に、システム生成出力表に、指定されたソース・レコードを取り込みます。こ
のようなデータ・ルールは、より大規模なコミュニティーで共有することもできま
す。これにより、他の品質プロジェクトでその共通理解を活用することが可能にな
ります。
これらのデータ・ルールは、ルールが共通データを分析する場合に、ルール・セッ
ト定義という、より大きな単位に結合することもできます。このようなルール・セ
ットには、1 つまたは多数のデータ・ルール、さらには他のルール・セットでさえ
含めることができます。そのため、ルール・セットは、より広範なデータ評価のた
めのビルディング・ブロックとして役立ちます。複数のデータ・ルールをこのより
大きなコンテキストで評価することで、データ・ソースの全体的な品質をより深く
理解できるようになります。
例えば、顧客レコードの適切な品質データを定義する 50 個のデータ・ルールがあ
る場合を考えます。それぞれのルールを別個に評価した場合には、把握できるの
は、特定のデータの例外のみです。しかし、複数のデータ・ルールを単一のルー
ル・セットに結合することで、各ルールの例外を確認できるだけではなく、 1 つ以
上の例外が含まれた各レコードを表示することもできるため、本当に問題があるデ
ータを体系的に特定して解決できます。さらに、複数のルールを一緒に評価するこ
とで、あるルールの違反が別のルールの違反の原因になっている場合、またはある
ルールの違反が根本的問題を示している場合の、関連する問題のパターンが分か
り、根本原因分析が容易になります。最後に、ルールとレコードの両方の問題を理
解することで、データ・ソースの全体的な品質の全体像が分かるため、現在の品質
を設定したベースラインと比較して、データ品質が向上しているのか低下している
のかを迅速に判定できます。
データ・ルールまたはルール・セットでは、ベンチマーク (問題の許容度のレベル)
を設定できます。また、データ・ルール、ルール・セット、または他のメトリック
によって生成された統計を確認するメトリックを作成して、データ品質問題のコス
トまたはウェイトを設定したり、指定した期間で結果を比較したりすることができ
ます。データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックを長期間にわたって実
行することで、多くのデータ・ソースの品質をモニターおよび追跡して、問題を検
出したり、さらなる検討やアクションのためにレポートを生成したりすることがで
きます。
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データ・ルールおよびルール・セットの構造化
IBM InfoSphere Information Analyzer のデータ品質分析機能は、複数のデータ・ソー
スでデータ・ルールを再利用する機能の基盤となっている重要な概念を活用して、
より大きなセット・ベースの概念でデータ・ルールを評価します。

論理定義と物理ルールの関係
ルール定義は、論理式を表します。論理式であるルール定義には、ソース・データ
または参照データを表す任意の数の変数を含めることができます。このような変数
は、複数のソースから取り込むことができますが、ここでは論理変数であるままで
す。論理定義から、1 つ以上の物理データ・ルールを生成できます。この時点で、
論理変数は、評価のために実際のデータにリンクまたはバインドされます。
以下のものをソースにすることができます。
物理データ・ソース
IBM InfoSphere Information Analyzer または他の IBM InfoSphere
Information Server モジュールを使用する、インポートされた標準メタデー
タ
用語

IBM InfoSphere Information Governance Catalog で作成されます

グローバル変数
1 つまたは複数の物理ソースにマップ可能な、ユーザー作成の定義済み論理
プレースホルダー
ローカル変数
ルール定義の概念を表す、ユーザー定義のワード
ルール定義は、テンプレートと似ており、1 つまたは複数の実行可能データ・ルー
ルに関連付けることができます。実行可能データ・ルールは、処理または実行可能
な式を表します。実行可能なデータ・ルールでは、ルール定義内の変数を特定の物
理データ・ソースに関連付ける必要があります (例えば、単一のソース列または参
照列は、データ接続を持つ特定の表内の単一の特定の物理列にリンクする必要があ
ります)。実行可能データ・ルールは、ユーザーによって実際に実行され、統計 (お
よび場合によっては例外) の特定の出力を生成するオブジェクトです。
これらのレベルは、グラフィカルに (視覚的に) 表示できます。例えば、ビジネス
で、納税者 ID を検証するために、「納税者 ID の検証」(または「SSN の検証」)
のような単純な概念ルールを作成するものとします。これは、ビジネス上の観点か
ら、InfoSphere Information Analyzer の外部で行います。
概念ルール定義から、この概念を表現する 2 つの論理ルールがあることが分かりま
す。例えば、納税者 ID を検証する場合には、納税者 ID が存在しているという条
件、および納税者 ID が定義済みフォーマットを満たしている必要があるという条
件が存在します。
実際のインプリメンテーションでは、これらのルールはバインドされて、異なる列
名を使用して、複数の物理データ・ソースでデプロイされます。これらのルール
は、単一のルール・セットに結合することもできます。このルール・セットは、納
税者 ID を検証するというより広い概念内に 2 つの条件をカプセル化します。
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な
: SSN の

ルール

: SSN が

する

ルール

: SSN matches_format 999-99-9999


ルール: ORA.SSN が

する

ルール: DB2.SocSecNum が

する

図 17. 論理定義と物理定義の概念的な差異

ルールおよびルール・セット
データ・ルールは単一のオブジェクトであり、(単一のソースまたは結合ソース・セ
ットの) 特定のレコード・セットに対して実行され、単一の合格/不合格タイプの統
計を生成します。つまり、納税者 ID が存在するかどうかをテストするルールの場
合、値は真 (存在する場合) または偽 (存在しない場合) のいずれかになります。ル
ールは、例外のカウント、例外の詳細、およびユーザー定義の出力結果を生成しま
す。
ルール・セットは、(単一のソースまたは結合ソース・セットの) 特定のレコード・
セットに対して単一の単位として一緒に実行され、いくつかのレベルの統計を生成
する、1 つ以上のルールのコレクションです。ルール・セットは、以下を生成しま
す。
v ルール・レベルの例外 (例えば、特定のルールを満たした、または満たさなかっ
たレコードの数)
v レコード・レベルの統計 (例えば、特定のレコードが違反したルール数、レコー
ドの信頼性)
v ルール・パターン統計 (例えば、ルール 1、3、および 10 に違反したレコード数)
v データ・ソース・レベルの統計 (例えば、1 レコード当たりに違反したルールの
平均数)
ルールをセットにグループ化することで、全体像の一面のみを表示するのではな
く、複数のディメンションの出力によって、ルールを別個の条件として評価できま
す。複数のルールをコンテキストの中で評価できるため、それぞれの評価レベルに
おける評価および信頼性が得られます。レコードが条件を満たさなかった理由、お
よび条件を満たさなかった回数または状況を知ることで、長期的にみて、分析の時
間および修正の作業を低減させることができます。複数のレコードに対するルール
違反のパターンを調べることで、従属関係にある条件および問題を認識し、特定の
違反点に対する複数の条件をトレースして、根本原因を特定できます。
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ローカル変数およびグローバル変数
すべてのルール定義には、評価対象を表す変数が含まれます。これらの変数は、単
に入力することも (例えば、「sourcedata」、「customer_type」、「column1」など、
変数を表す任意の単語を作成する)、使用可能なデータ・ソースまたは既知のデー
タ・ソースのリストから取り込むことも (例えば、実際の列名)、組織内の共通ビジ
ネス用語を表す使用可能な用語のリストから選択することも (IBM InfoSphere
Information Governance Catalog を使用している場合) できます。
リストから作成および選択した変数は、ローカル と見なされます。これは、その特
定のルール定義の一部であることを意味します。同様に、名前をつけた変数は、他
のルール定義で使用できますが、お互いの関係はありません。あるルール定義で変
数「sourcedata」を変更しても、「sourcedata」という同じ名前の変数を含んだ別のル
ール定義には影響しません。
ただし、グローバル 変数を作成できます。グローバル (またはグローバル論理) 変
数は、複数のルール定義で使用した場合、同じ情報を表します。グローバル変数に
対する変更は、その変数を取り込んでいるすべてのルールに一貫して適用されま
す。

ビジネス上の問題
ビジネスでは、以下のようなルールが必要であるとします。
v 特定の値を下回る残高のレコードを特定する
v その値は時間の経過に伴い変化する場合があるが、広い適用可能性を持つ
v 値のビジネス名は「Minimum Balance」(最小残高) である
ソリューション:
v 「Minimum Balance」(最小残高) というグローバル変数を作成する。
v 0.00 などのリテラル数値をこのグローバル変数に代入する。
v 最小残高に対してテストするルール定義を作成する際には、「グローバル変数」
オプションを使用して作成する。
グローバル変数は、複数のルール全体で共有される再使用可能値を提供します。こ
れらは、標準リテラル値 (例えば、男性を表す「M」、女性を表す「F」、0、
1000000) または標準参照ソース (例えば、MASTER_STATE.StateCode) にすること
ができます。これにより、1 個所で変更するだけで、グローバル変数を含んだ複数
のルールを更新できます。
重要: グローバル変数に対する変更は、その変数を使用するすべてのルールに即時
に適用されます。ルール定義およびルールを直接変更する必要はありません。

命名標準
すべてのルールとルール・セット定義、すべての実行可能データ・ルールとルー
ル・セット、すべてのメトリック、およびすべてのグローバル変数には、名前が必
要です。名前により、これらのコンポーネントの再利用および共有が促進または阻
害されることがあります。そのため、名前はフリー・フォームであり、条件を評価
およびテストする際に迅速に作成できますが、進行中の品質モニターのために、効
果的な命名標準を指定することが重要になります。
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命名標準は、以下の目的のためのものです。
v 命名ルールおよび他の品質コンポーネントの標準規則を設定する
v ルールまたはルール・セット定義、あるいはメトリックの内容が分かるようにす
る
v ルールまたはルール・セットが適用されるソースが分かるようにする
v 必要な場合にルール定義、ルール、または他の品質管理を見つける
v 再利用性を向上させる
整合性および明確性は、命名標準におけるバランスを保つために重要な 2 つの要因
です。以下の図に示すように、名前のバリエーションを広範囲にするのは簡単で
す。

ValidUSTaxID

データ・ルール

$%な US &'( ID は 9 *

のデータ

ルール・セット

いくつかのを2む

IsYesOrNo

データ・ルール

4が5かを2む67はチェック

GreaterThanZero

データ・ルール

# が;の67はチェック

BankAccountRuleSet

ルール・セット

<=のルール・セット

TransformAcctValid

ルール・セット

タイプの@A

BankBalance

データ・ルール

TransformSavings

データ・ルール

+,のの

TransformOther

データ・ルール

Bののの

TransformChecking

データ・ルール

のの

図 18. 単純な命名標準の例

また、強い規則セットを採用するのも簡単ですが、厳格な命名規則では、明確性が
低減します。ルール定義の意味を簡単に解釈できなければ、有効な定義を再利用す
る代わりに、恐らく、新しい定義を作成してしまうことになります。

FMT_HS_SSN_1

データ・ルール

わかりにくいFGのH

FMT_DM_ACT_BAL

データ・ルール

わかりにくいIJ

図 19. より厳格な命名標準の例

他の個所でも使用する可能性がある項目 (例えば、イニシャル) は、組み込まないよ
うにしてください。このようなタイプの参照は、「説明」や「作成者」などの他の
フィールドに保管し、明確性および編成を向上させたり、ソートおよびフィルタリ
ングのために使用したりすることができます。
一般的命名方式では、「接頭部 – 名前 – 接尾部」のような構造を使用します。
接頭部値は、ルールのソートおよび編成のために使用できます。ルールのタイプ/レ
ベルを表す文字列を先頭に追加します。例えば、以下は、ルールのさまざまなタイ
プまたはレベルの分類です。
v 完全性 (レベル 0)、CMP、L0 を使用
v 値の妥当性 (レベル 1)、VAL、L1 を使用
v 構造の整合性 (レベル 2)、STR、PK、FMT、L2 を使用
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v 条件の妥当性 (レベル 3)、RUL、CON、L3 を使用
v ソース間の整合性または変換の整合性 (レベル 4)、XSC、TRN、L4 を使用
L0 から L4 のようなスキーマを使用することで、ソートが簡単になりますが、分か
りにくくなり過ぎる可能性があります。省略語を使用すると明確性が向上し、ソー
トすることもできますが、必ずしも正しい順序でソートされるとは限りません。
名前と値により、フィールドのタイプおよびルールのタイプ (例えば、
SSN_Exists、SSN_Format、AcctBalance_InRange) を識別することができます。名前
の選択は通常、オブジェクトのタイプ (例えば、ルール定義、ルール・セットなど)
に基づいて行われます。
ルール定義
v 評価されるフィールドのタイプにより、理解を深めることができます。
v 名前は、汎用の「テンプレート」から具体的なものまで、さまざまなレベ
ルのものにすることができます。
– 一般的な再利用のために、「Data Exists」をテンプレートにすることが
できます。
– SSN_InRange は、通常のデータに固有のものです。
ルール・セット定義
これらは通常、同じデータのルールのグループから大きなオブジェクトのル
ールのグループまで、さまざまなレベルのものにすることができます。
v SSN_Validation には、存在、完全性、フォーマット、有効な範囲、および
他の特定のフィールド・タイプのルール定義が含まれます。
v Customer_Validation には、顧客に関連するすべてのフィールド (SSN、誕
生日、その他の値など) のルールまたはルール・セット定義が含まれま
す。
ルール
v 評価される表および列により、理解を深めることができます。スキーマ、
データベース、またはファイル名を含める必要が生じることもあります。
v 定義テスト・タイプを含めて、ルールがどのように適用されるのかを迅速
に特定します。
– AcctTable.Name_Exists
– CustTable.SSN_InRange
ルール・セット
列が評価される可能性があるスキーマおよび表により、データ・ソースの理
解が深まります。
v CustTable.SSN_Validation は、関連する表または列を特定します。
v CustDB.CustTable_Validation は、複数列を評価する場合にのみ、関連する
スキーマまたは表を特定します。
メトリック
v 単一または複数のルールまたはルール・セット、あるいは他のメトリック
に適用できます。
v 評価されるメジャーのタイプが含まれます。
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v 関連する場合には、メジャー間隔 (例えば、日、週、月) が含まれます。
v 単一のルールまたはルール・セットに適用する場合には、ルールまたはル
ール・セットの名前を含めると、理解しやすくなります。
– AcctTable.Name_Exists_CostFactor_EOM は、1 カ月の終わりにこのルー
ルに適用されたコストが存在することを特定します。
– CustDB.CustTable_Validation_DailyVariance_EOD は、前日の終わりに分
散のテストが存在していることを特定します。
グローバル変数
v 複数のルール定義で使用する変数の個別インスタンスです。
v ルール定義を読んだユーザーがグローバル変数であることを理解しやすい
ように、グローバル変数は、接頭部 (例えば、GLBL_) を含めて、特定の
ローカル変数と区別します。
v 値または参照のタイプを含めます (例えば、Balance、StateCode)。
v 値または参照に関連付けられている情報を伝える ID を含めます (例え
ば、Minimum_Balance、Master_StateCode)。
接尾部の値により、フィルタリングが容易になり、ルールのタイプの明確性を向上
させることができ、また、反復バージョンを設定できます。

データ・ルール分析
データ・ルール分析の核として、ビジネスでは、データ・ルールを作成して、特定
のデータ条件についてテストおよび評価することを望んでいます。
IBM InfoSphere Information Analyzer 内でのデータ・ルール分析機能は、データのフ
リー・フォーム・テストを作成する際に使用するコンポーネントです。全体とし
て、データ・ルールを使用して、分析する必要があるすべての重要なデータ品質条
件を測定できます。また、データ・ルール結果のベンチマークを設定することもで
きます。システムは、実際の結果をこのベンチマークと比較して、分散を求めま
す。データ・ルール分析は、一回限りのものとして使用することができますが、多
くの場合、定期的に使用することで、トレンドを追跡して、全体的なデータ品質条
件の大きな変化を特定します。
効果的なデータ・ルール分析および進行中の品質モニターを確立するには、以下の
いくつかの一般的な質問に答える必要があります。
v 関係するデータはどのようなものか?
v 検証に複数の部分または条件があるか?
v 考慮するデータに関する既知の「品質」があるか?
v データのソースは何か (例えば、外部ファイル)?
v 評価する特定のデータ・クラス (例えば、日付、数量、その他のデータ・クラス)
はあるか?
v 検証の統計に関係する「ルール」の側面はあるか?
v 前に生じたことの理解に関係する「ルール」の側面はあるか?
これらの質問に答える際に、いくつかの基本的ガイドラインに従うことも重要にな
ります。
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目標の明確化
データ品質の評価およびモニターは、プロセスであり、すべてが製品内で行
われるわけではありません。データは、特定のビジネス目的のためにビジネ
スで使用されます。高品質なデータを確保することは、ビジネス目標を満た
すためのビジネス・プロセスの一部です。最もクリティカルで重要な目標、
または最も簡単に解決できる目標を理解することは、開始点の特定に役立ち
ます。
明確なスコープの維持
一回ですべてを行おうとするプロジェクトは一般的に失敗します。データ・
ルールをインクリメンタルに作成して、進行中の価値を推進していくことが
合理的で許容できるということを覚えておいてください。キー・ビジネス・
エレメント (KBE またはクリティカル・データ・エレメントと呼ばれる)
は、多くのビジネス・プロセスを推進するため、多くの場合、評価およびモ
ニターの最初のターゲットになります。
関連するものの特定
v 選択したデータ・エレメントまたはターゲット・データ・エレメントに関
連するビジネス・ルールを特定します。
v 評価する必要があるこれらのエレメントのソース候補を文書化します。こ
の作業は、選択したシステムから開始するか、複数のシステムでの評価を
取り込むことができます。
v 特定したソースに対してデータ・ルールをテストしてデバッグし、デー
タ・ルールの品質、さらに重要なものとして出力の品質と価値を確保でき
るようにします。
v 生成された無関係な情報を除去します。データ・ルールによって生成され
たすべての情報が、必ずしもデータ品質問題を解決するとは限りません。
重要: フィールドは、NULL が含まれているかどうかについてのルール・
テストに失敗することがあります。データ項目のフィールドがオプション
であることが分かった場合には、この情報が欠落していても特定のデータ
品質問題を示すわけではありません (ただし、ビジネスまたはデータのプ
ロビジョニングの問題を示している可能性はあります)。
さらに探索する必要があるものの特定
新しいターゲットのルール、ルール・セット、およびメトリックで焦点を拡
大します。作成したルールが増え、評価するデータが増えるにつれて、デー
タ品質の評価およびモニターの焦点が拡大します。これは多くの場合、品質
管理の初期セットを超えて、新しいルール、より広範なルール・セット、ま
たはより具体的なメトリックをプロセスに配置することを示唆します。
定期的な最新表示または更新
既に得ている知識を使用します。ビジネス・プロセスおよびデータ・ソース
の変化に合わせて、評価するルール、ルール・セット、およびメトリックも
変更する必要があります。

データ・ルール機能
ソース・データのプロファイルを作成した後には多くの場合、データ・ルール分析
機能の次のレベルのデータ分析を実行します。
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データ・ルール分析および進行中の品質モニターのプログラムを開始するには、前
もってのデータ・プロファイル作成および分析は必要ありません。このようなデー
タ品質評価は、ほとんど存在しないがソースが既知で、進行中のモニターがクリテ
ィカルである場合に、詳細および洞察を提供します。これらは、データ品質プログ
ラムの即時の焦点にすることができます。
データ・ルールは、システムで、2 つの方法のうちいずれかを使用して作成できま
す。 IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー・インターフェースには、以下
が含まれます。
v 宣言形式のデータ・ルール論理の作成をナビゲートするデータ・ルール作成機
能。
v よりプロシージャー型の形式でデータ・ルールを作成するためのフリー・フォー
ム式ビルダー。

データ・クラスおよびデータ・ルールのタイプ
データ・タイプによって、必要になるデータ・ルールおよび標準データ・ルール・
タイプのバリエーションが異なります。データ品質の評価および分析から推論され
るデータ分類は、必要なデータ・ルールのタイプに焦点を合わせるためのよい開始
点になります。
一般的なデータ・クラスおよび典型的な例は以下のとおりです。
v コード
– 状態省略語
– プロシージャー・コード
– 状況コード
v インジケーター
– 注文完了状況
– 従業員アクティブ・フラグ
v ID
– 社会保障番号
– 顧客 ID
– 注文 ID
v 数量
– 表示価格
– 注文数量
– 売上金額
v 日時
– 配送日
– 注文日
v テキストまたはフリー・フォーム記述データ
– 製品名
– 顧客名
– 番地
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下表に、検証方式の推論されるデータ・クラスおよび例を示します。
表 4. データ・クラス別の共通ルール検証方式
データ・クラス

検証方式

識別子

v 存在、必須を想定
v すべてユニーク、重複なし (主キーまたは
固有性を想定して使用する場合)
v 最大値および最小値、フォーマット (テキ
ストの場合)

インジケーター

v 存在 (必須データの場合)
v 有効な値、デフォルト値なし

コード

v 存在 (必須データの場合)
v 有効な値、デフォルト値なし

日付/時刻

v 存在 (必須データの場合)
v 最大値および最小値、フォーマット (テキ
ストの場合)
v 有効な値、デフォルト値なし

数量

v 存在 (必須データの場合)
v 最大値および最小値、フォーマット (テキ
ストの場合)
v 有効な値、デフォルト値なし

テキスト

v 存在 (多くは必須データではないが、必須
データの場合)
v デフォルト値、フォーマット要件、および
特殊文字

下表に、データ・クラス、関連サンプル検証方式、およびサンプル条件をさらに示
します。
表 5. データ・クラス別の値妥当性の評価方式
データ・クラス

サンプル検証方式

サンプル条件

識別子

v 範囲外 (該当する場合)

インジケーター

無効値

Field in_reference_list {‘A',
‘B'}

コード

無効値

v Field in_reference_list {‘A',
‘B'}

v Field < minimum AND
Field > maximum
v 矛盾するか無効なフォーマ
ット (テキストの場合、ま v Field matches_format 99-99
たは、該当する場合)

v Field in_reference_column
XXX
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表 5. データ・クラス別の値妥当性の評価方式 (続き)
データ・クラス

サンプル検証方式

サンプル条件

日付/時刻

v 範囲外 (該当する場合)

v Field < min_date

v 不整合フォーマットまたは v Field IS_DATE
無効なフォーマット (テキ
ストまたは数値の場合)
数量

テキスト

v 範囲外 (該当する場合)

v Field < min_value

v 無効なフォーマット (テキ
ストの場合)

v Field IS_NUMERIC

v 無効な特殊文字

v Field NOT in_reference_list
{‘A'}

v 無効なフォーマット (該当
する場合)

v Field matches_format AAA

データ・ルール・タイプ
データ・ルールは、2 つのタイプ (品質管理ルールおよびビジネス・ルール) にグル
ープ化できます。
データ・ルールは、以下からよく発生します。
v プロファイル分析で明らかになった特定のデータ問題のフォローアップ。
v ユーザーのビジネス・オペレーションおよびプラクティスに関連した、設定した
ビジネス・ルールの検証。
品質管理データ・ルール:
品質管理データ・ルールは通常、プロファイル作成分析時に特定された、プロファ
イル作成関連の問題から作成されます。問題には通常、プロファイル作成結果が満
足のいくものではないか疑わしい列と表が含まれます (ただし、これらには限定さ
れない)。
プロファイル作成分析コンポーネントから、効果的なユーザー情報を生成するため
の原料としてデータを管理できるようにする、対応する品質管理ルールを作成しま
す。品質管理データ・ルールのタイプには、以下のものがあります。
v 列プロパティー値
v 列の完全性
v 列の妥当性
v 列のフォーマット
v 主キーの整合性
v 外部キーの整合性
列プロパティー値
列プロパティー値には、データ・タイプ、長さ、精度、スケール、および NULL 可
能性があります。このタイプの最も一般的なデータ・ルールでは、次の例に示すよ
うに、列内の NULL の数を判定します。これ以外の列プロパティーは、データのプ
ロファイルを再作成することでモニターする方が一般的です。
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表 6. データ・ルールの列プロパティー・テストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

列 X

EXISTS

列が存在する

列 X

NOT EXISTS

列が存在しない

列の完全性
列の完全性のテストでは、プロファイル作成時に特定された、NULL、スペース、ゼ
ロ、またはデフォルト値の条件をテストします。
表 7. データ・ルールにおける列の完全性テストの例
ソース

妥当性テスト

列 X

NOT EXISTS

列 X

REFERENCE
LIST

参照資料

オペランド

条件

OR

列が存在しない
列にデフォルト
値がある

DEFAULT
VALUES LIST

列の妥当性
列内の有効な値についてテストすることで、列 (例えば、コード) で許容データ値の
みが使用されていることを確認できます。データ・ルールとして、有効な値は通
常、以下の 3 つのうちのいずれかの方法でセットアップされます。
v データ・ルール論理内のリテラルとして、単一の有効な値
v データ・ルール論理内のリストで定義された複数の有効な値
v データ・ルール論理の外部にある表に保管された複数の有効な値
有効な値についてテストするには、以下のデータ・ルール形式のうちのいずれかを
使用します。
表 8. 有効な値のテストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

列 X

NOT =

USA

列値が「USA」
ではない

列 X

NOT
REFERENCE
LIST

VALID VALUES
LIST

列値が有効な値
リスト内にない

列 X

NOT
REFERENCE
COLUMN

VALID VALUES
TABLE

列値が有効な値
の表内にない

列のフォーマット
フォーマット・テストは、特定のデータ・フォーマット要件がある列 (例えば、電
話番号) で使用されます。
列が特定のフォーマットに適合していることをテストするには、以下のようにしま
す。
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表 9. 列が特定のフォーマットに適合しているという条件についてのテストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 X

MATCHES

VALID
FORMAT

オペランド

条件
列のフォーマッ
トが有効なフォ
ーマットに一致
している

列が特定のフォーマットに違反していることをテストするには、以下のようにしま
す。
表 10. 列が特定のフォーマットに違反しているという条件についてのテストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 X

NOT MATCHES

VALID
FORMAT

オペランド

条件
列のフォーマッ
トが有効なフォ
ーマットに一致
していない

主キーの整合性
データ・ルールを使用して、主キー列または連結主キー列の整合性をテストできま
す。整合性とは、「主キーに重複データ値がないこと」と定義されます。
主キーのデータ値がユニークである (整合性がある) ことをテストするには、以下の
ようにします。
表 11. 主キーのデータ値がユニークである (整合性がある) という条件についてのテストの
例
ソース

妥当性テスト

列 X

UNIQUENESS

参照資料

オペランド

条件
主キーの値がユ
ニークである

主キーのデータ値に重複データ値が含まれていること (整合性違反) をテストするに
は、以下のようにします。
表 12. 主キーのデータ値に重複データ値が含まれているという条件 (整合性違反) について
のテストの例
ソース

妥当性テスト

列 X

NOT
UNIQUENESS

参照資料

オペランド

条件
主キーの値がユ
ニークではない

複数列の主キーが設定されている表については、以下のように列を連結して、該当
する UNIQUENESS テストを適用します。
表 13. 表に複数列の主キーが設定されているという条件についてのテストの例
ソース

妥当性テスト

列 X + 列 Y +
列 Z

UNIQUENESS

参照資料

オペランド

条件
X + Y + Z が、
複数列の主キー
である
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外部キーの整合性
データ・ルールを使用して、単一列または複数列の外部キーの整合性をテストでき
ます。整合性とは、「外部キーのすべてのデータ値が、関係によって参照される主
キーの対応するデータ値に一致していること」と定義されます。
外部キーのデータ値に参照整合性があることをテストするには、以下のようにしま
す。
表 14. 外部キーのデータ値に参照整合性があるという条件についてのテストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 X (外部キー)

REFERENCE
COLUMN

PRIMARY KEY

オペランド

条件
外部キーの値
が、主キーの値
に一致する

外部キーのデータ値に重複データ値が含まれていること (整合性違反) をテストする
には、以下のようにします。
表 15. 外部キーのデータ値に重複データ値が含まれているという条件 (整合性違反) につい
てのテストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 X (外部キー)

NOT
REFERENCE
COLUMN

PRIMARY KEY

オペランド

条件
外部キーの値
が、主キーの値
に一致しない

複数列の外部キーが設定されている表については、以下のように列を連結して、該
当する REFERENCE COLUMN テストを適用します。
表 16. 表に複数列の外部キーが設定されているという条件についてのテストの例
ソース

妥当性テスト

列 X + 列 Y +
列 Z

REFERENCE
COLUMN

参照資料

オペランド

条件
X + Y + Z が、
複数列の外部キ
ーである

ビジネス・ルール:
ビジネス・ルールは、データ・ルール分析のもう 1 つの基本ソースです。適用可能
なビジネス・ルールが既に存在している場合もありますが、データ分析の進行に合
わせて、より複雑な条件に進化させることもできます。
通常、データ・ルール形式のビジネス・ルールは、データの期待される終了状態
が、ビジネス・プロセスまたはシステム・プロセスの後に存在しているかどうかを
評価するようにデザインされています (例えば、新規顧客の登録後に、顧客情報の
適切な取り込み)。ビジネス・ルールから作成されるデータ・ルールのタイプには、
以下のものがあります。

68

分析方法とベスト・プラクティス・ガイド

有効な値の組み合わせ
有効な値の組み合わせの例として、特定のサービスの場所でのみ実行可能であり、
米国のアドレスの特定の郵便番号、州、および都市に準拠している必要がある医療
サービス・タイプが挙げられます。ビジネス・データ・ルールの最も一般的なタイ
プの 1 つは、単一の論理レコード内の複数の列に保管されたデータ値の組み合わせ
を検証するものです。複数の列内のデータ値の組み合わせによって表すことができ
るビジネス・ポリシーおよびプラクティスは多く存在します。通常、データ値の有
効な組み合わせは、ビジネス・システム・プロセスに基づいた、データの期待され
る終了状態を表します。
表 17. 有効な値の組み合わせの例
サービスのタイプ

サービスの場所

妥当性

外科手術

病院

有効

外科手術

救急車

無効

X 線

病院

有効

X 線

薬局

無効

有効な値の組み合わせのルールを作成する方法は、一般的に 2 つあります。最初の
方法では、以下のように、データ・ルール論理内の組み合わせを詳述します。
表 18. 有効な値の組み合わせのルールを作成する 1 つの方法の例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

サービスのタイ
プ列

=

外科手術

AND

サービスの場所
列

=

病院

OR

サービスのタイ
プ列

=

X 線

AND

サービスの場所
列

=

外来

条件

組み合わせの数が多い場合により効率的になる可能性がある 2 つ目の方式では、外
部表を使用して、有効な値の組み合わせを保管します。外部表は、以下のようにし
て作成できます。
v 組み合わせにあるすべての列から仮想列を作成する
v 列分析を実行して、仮想列値 (組み合わせ) の頻度分布を作成する
v 頻度分布内の各組み合わせを「有効」または「無効」としてマーキングする
v 頻度分布から有効な値 (組み合わせ) の参照表を作成する
v 有効な値の組み合わせデータ・ルールでその参照表を使用する
参照表があれば、単一行データ・ルールで検証を実行できます。
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表 19. 特定の参照表を使用した、単一行データ・ルールの例
ソース

妥当性テスト

サービスのタイ REFERENCE
プ列 + サービス COLUMN
の場所列

参照資料

オペランド

条件
サービスのタイ
プ + サービスの
場所の値の組み
合わせが、参照
表のサービスの
タイプ + サービ
スの場所の有効
な値の組み合わ
せに一致する

サービスのタイ
プ+サービスの場
所 VALID
VALUES TABLE

または、無効な値の組み合わせを検出する場合には、以下のようにします。
表 20. 無効値の組み合わせを検出するための単一行データ・ルールの例
ソース

妥当性テスト

サービスのタイ NOT =
プ列 + サービス
の場所列

参照資料

オペランド

条件
サービスのタイ
プ + サービスの
場所の有効な値
の組み合わせ
が、参照表のサ
ービスのタイプ
+ サービスの場
所の有効な値の
組み合わせに一
致しない

サービスのタイ
プ+サービスの場
所 VALID
VALUES TABLE

計算
別の一般的なビジネス・データ・ルールのタイプとして、数学的関係を持つ複数の
数値列を数学的に検証するものがあります。この計算は、式の形式 (例えば、時給
に作業時間数を乗じた値が、合計支払い金額と等しくなる必要がある) または集合
の形式 (例えば、注文明細の合計が合計注文金額と等しくなる必要がある) にするこ
とができます。通常、標準的データベースでは、数値列間で使用可能な多くの計算
が用意されています。このビジネスの定義済み計算は、計算データ・ルールを使用
することで検査できます。
表 21. 計算ビジネス・ルールの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

時給列 x 作業時 =
間数列

合計支払い金額
列

合計支払い金額
の計算を検証す
る

SUM(注文明細金 =
額列)

合計注文金額列

合計注文金額の
計算を検証する

計算データ・ルールで実行される計算は、適切なスカラー関数および数値演算子を
使用したデータ式を作成することで、単純なものから複雑なものまで、いろいろな
レベルのものにすることができます。
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日時順 (順次値とも呼ぶ)
時間および所要時間の関係を検証するビジネス・ルールは、日時順データ・ルール
と呼ばれます。このルールにより、日時順シーケンス (例えば、プロジェクト・ア
クティビティー日が、プロジェクト開始日以降であり、かつプロジェクト完了日以
前でなければならない) を定義したり、日時順所要時間 (例えば、顧客の支払いは、
遅延金を支払わないためには、請求から 30 日以内でなければならない) を定義し
たりすることができます。このような時間ベースの関係は、日時順データ・ルール
を使用して検証できます。
表 22. 日時順ビジネス・ルールの一例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

プロジェクト・
アクティビティ
ー日列

>=

プロジェクト開
始日列

AND

プロジェクト・
アクティビティ
ーは、開始日よ
り前にすること
はできない

プロジェクト・
アクティビティ
ー日列

= <

プロジェクト完
了日列

プロジェクト・
アクティビティ
ーは、完了日よ
り後にすること
はできない

表 23. 日時順ビジネス・ルールの別の例
ソース

妥当性テスト

参照資料

支払日列

<=

請求日列 + 30
日

オペランド

条件
支払いは、請求
から 30 日以内
に行う必要があ
る

条件
有効な値の組み合わせ、計算、または日時順の各データ・ルールに準拠しないビジ
ネス・ルールは、一般的に、条件データ・ルールと呼びます。このようなビジネ
ス・ルールでは、通常、有効な値の組み合わせ、計算、および日時順の各条件 (例
えば、顧客にアクティブなアカウントがあり、最後の注文日が 1 年前より過去の場
合には、カタログ配布コードを毎四半期に設定する必要があるという条件) が含ま
れることがある、複雑な if...then...else 論理が使用されます。
表 24. このビジネス・ルールによる列プロパティー・テストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

顧客アクティビ
ティー・コード
列

=

アクティブ

AND

顧客がアクティ
ブ

顧客の最後の注
文日列

>=

今日の日付 365 日

AND

最後の注文は、1
年以内である
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表 24. このビジネス・ルールによる列プロパティー・テストの例 (続き)
ソース

妥当性テスト

参照資料

顧客カタログ・
コード

=

毎四半期

オペランド

条件
顧客が 3 カ月ご
とにカタログを
受け取るように
スケジュールす
る

または、このビジネス・ルールに対する非準拠をテストするには、以下のようにし
ます。
表 25. このビジネス・ルールによる非準拠テストの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

オペランド

条件

顧客アクティビ
ティー・コード
列

=

アクティブ

AND

顧客がアクティ
ブ

顧客の最後の注
文日列

>=

今日の日付 365 日

AND

最後の注文は、1
年以内である

顧客カタログ・
コード

=

毎四半期

顧客が 3 カ月ご
とにカタログを
受け取るように
スケジュールす
る

条件データ・ルールの作成には無限の可能性があります。条件データ・ルールの基
盤を形成する多くのビジネス・ルールは、レガシー・アプリケーション・システム
内に既に存在しています。また、データ分析自体によって、データの関係および問
題が明らかになるにつれて、進化していくルールもあります。現在のシチュエーシ
ョンに適用される、最も有効なデータ・ルールのセットを作成しようとする必要が
あります。

データ・ルール分析技法
ビジネス・ルールまたはデータ・ルールは、複雑な複合方式で提示されることが多
くなっています。この複雑性は、多くの場合、SQL などの既存の技術評価の観点か
らルールにアプローチすることにより生じています。効率的なデータ・ルール定義
を設定するには、ルールのビルディング・ブロックを探すことから始めるのが有用
な方法です (例えば、数量が特定の範囲内にある必要があることに着目します)。
これらのビルディング・ブロック条件から作業に取り掛かると、すべての条件を 1
つのルールに組み込む代わりに、各条件をテストおよびデバッグして結果を確かめ
てから、必要に応じて付加的に条件を追加したり、ルール・セットを使用すること
で、複数の条件を結合したりすることができます。
この最後の注は、特に重要です。技術ツールまたは言語 (SQL など) では、多くの
場合、レコードが一連の条件を満たすかどうかを把握するために、多くの複合条件
を組み合わせて使用する必要があります。しかし、これらのツールの多くは、条件
を分割して個別条件およびそれぞれの相関関係を評価する機能を備えていません。
IBM InfoSphere Information Analyzer のルール・セット・サポートにより、複数の個
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別コンポーネントを探してから、一緒に評価することで、任意またはすべての条件
における問題を明らかにすることができます。
データ・ルールの作成:
ルールは多くの場合、複雑かつ複合的に提示されるため、ルールをここで示すよう
なビルディング・ブロックに分割することが、ルールの作成および分析における重
要なステップになります。
データ・ルールは、ビジネス上の問題を解決するために作成されます。
ビジネス上の問題
ビジネスでは、以下のように、欠落データを特定するルールが必要です。
v 「Factory Worker」のみ。このルールでは、他のすべての職業を無視する。
v 「Factory Worker」は、大文字でも、小文字でも、大/小文字混合でも構わない。
有効なレコードのパーセントを特定する。
ソリューション
ビジネス上の問題を解決するために、以下のように、望ましいルールは、職業
「Factory Worker」の欠落データを特定し、他のすべての職業を無視します。
v 条件シチュエーション (IF...THEN など) を探す。
IF profession = 'Factory Worker’

v 代替条件 (例えば、他のすべてを無視など) を探す。
v Exists などの特定のテストのタイプを探す (例えば、「欠落データ」は、このテ
ストのタイプのシグナル)。
v 以下のような初期ソリューションを作成する。
IF profession = 'Factory Worker’ THEN sourcedata

EXISTS

v サンプル・データ・セットを使用して、出力をテストおよび検討する。
v 特定のデータ条件を探す。例:
– 「Professor」、「Factory Worker」(大文字、小文字、または大/小文字混合でも
構わない)
– 「Factory Worker」(先行スペースまたは末尾スペースがあっても構わない)
– 存在するがブランク (スペースのみ) であるデータ
v 関数を使用して、実際のデータを処理する。
v ソリューションを更新する。例:
IF ucase(profession) = 'FACTORY WORKER’ THEN sourcedata
len(trim(sourcedata)) <> 0

EXISTS AND

肯定式と否定式、および有効なデータと無効データ:
データ・ルール定義は、肯定ステートメントまたは肯定式として、あるいは否定ス
テートメントまたは否定式として作成できます (例、SourceData EXISTS や
SourceData NOT EXISTS)。
肯定的な観点からルール定義を表現する方が簡単かつ自然です。特に、データ品質
評価で疑わしい条件を調査する場合はこのことが当てはまります (例えば、
分析方法とベスト・プラクティス
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「SourceData CONTAINS ‘#'」)。ただし、進行中のデータ品質モニター・プログラ
ムに焦点を合わせる場合には、「有効なビジネス条件は何か?」という質問の観点か
らルール定義を表現して定義してください。以下の 2 つの理由からこれを行いま
す。
v まず、統計結果では、条件を満たすデータのパーセントまたは数が示され、条件
を満たすデータが有効なデータであると期待されるからです。
v 2 つ目の理由としては、複数のルールを一緒に編成して、データの全体の品質を
考慮する際に、すべてのテストで一貫した結果セットが生成される必要がある
(つまり、すべてのルールで、ビジネス条件を満たす出力が示される必要がある)
からです。
「有効なビジネス条件とは?」という質問に基づいて一貫してルールを表すことで、
一貫して理解される結果を生成するルールが作成されます。
ビジネス上の問題
ビジネスで、以下のように、Hazardous Material Flag (HAZMAT: 危険物フラグ) が
有効であることを検証する必要があるとします。
v 有効なレコードのパーセントを特定する。
v 有効なフラグは、フィールドにデータが追加されると設定され、指定されている
値セットのうちのいずれかの値を含み、関係のない文字は含まれない。
ソリューション
v これをテストする以下の 3 つのルール定義を作成する。
– フィールドが存在する (例えば、「Hazmat EXISTS」)。
– フィールドが、有効な値「Y」または「N」のリストに適合している (例えば、
「Hazmat IN_REFERENCE_LIST {‘Y', ‘N'}」)。
– フィールドに、正しくない文字 (特に番号記号 (#)) が含まれていない (例え
ば、「Hazmat NOT CONTAINS ‘#'」)。
v 3 つのルール定義を HAZMAT_VALID というルール・セットに結合する。
注: 3 つのルール定義には、肯定式と否定式の両方が含まれていますが、すべて、
ビジネスで有効なデータであると判定する条件を反映しています。
データ・ルール定義の作成:
データ・ルール定義を作成してから、データ・ルール実行可能ファイルを生成しま
す。
以下の情報で、データ・ルール定義を作成するために使用するプロセスの大まかな
概要を示します。
1. データ・ルール定義名、データ・ルール定義の説明、オプションのベンチマーク
など、データ・ルール定義を定義します。
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図 20. 「概要」タブを選択した、「データ・ルール定義を開く」ウィンドウの例

2. 「ルール論理」タブ ( 76 ページの図 21 を参照) で、事前定義のシステムの能
力、および実際のデータ参照を表す用語または変数を使用して、ルール論理を 1
行ずつ定義します。 1 行ずつ、必要なテスト条件論理を入力します。論理の各
行には、以下のエレメントが含まれます。
v 前の行に対する論理接続であるブール演算子 (AND または OR) (最初の行に
は不要)
v 開き括弧 (オプション)
v ソース・データ (論理変数)
v 条件 (オプションの「NOT」)
v 検査タイプ (システム定義)
v 参照データ (リテラルまたは論理変数)
v 閉じ括弧 (オプション)
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図 21. 「ルール論理」タブを選択した、「データ・ルール定義を開く」ウィンドウの例

このタスクの結果として、データ・ルール定義が作成されます。このステップを複
数回繰り返して、単一のデータ・ルール定義を複数のデータ・ルールにバインド
し、それぞれを異なる実際のデータに適用することもできます (例えば、郵便番
号・州・都市を検査するデータ・ルールを、顧客、請求、配送、およびベンダー・
アドレスで使用)。
データ・ルール定義を保存すると、システムは、ルール論理を定義する複数のエレ
メントを、単一の連続するステートメントに組み立てて、リポジトリーに保管しま
す。ただし、この連続するステートメントは、データ・ルール論理を表示すると常
に構文解析されて、元の複数のエレメントに分解されます。
データ・ルール実行可能ファイルの生成:
データ・ルール実行可能ファイルは、データ・ルール定義から生成します。
データ・ルール定義から実行可能データ・ルールを作成するには、ルール論理で使
用される各ローカル変数をプロジェクト内の物理データ・ソースに結び付けること
で、データ・ルールのバインディングを設定します。データ参照が複数のデータ・
ソースまたはデータ表に関係している場合には、必要なデータ結合を指定して、デ
ータ・ルールを生成します。以下のサンプル・ウィンドウで、新しいデータ・ルー
ルの「バインディングおよび出力」タブを示します。以下の情報で、データ・ルー
ル実行ファイルを生成するために行うプロセスの概要を示します。
1. データ・ルールを開いて、「バインディングおよび出力」タブを選択します。
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図 22. 「バインディングおよび出力」タブを選択した、「データ・ルールを開く」ウィンドウの例

2. データ・ルール定義内の論理変数を置き換える実際のデータ参照を選択します。
注: データ・ルール定義を使用して、論理変数を異なるソース・データにバイン
ドすることで、複数の実行可能データ・ルールを作成できます。これにより、適
用可能な場合に異なるデータ・ソース (表) で同じデータ・ルール論理を使用で
きます。データ・ルール論理で必要な場合には、このバインディング・プロセス
で、異なるデータ・ソース (表) からのデータを結合することもできます。
3. 最後に、データ・ルール実行時に出力表を生成するために必要な出力表条件およ
び出力列を定義します。
システムの能力
すべてのデータ・ルールは、同じ方法で実行されます。システムは、必要に応じて
レコードの結合を行いながら、すべてのソース・データ・レコードを取得し、その
レコードをデータ・ルール論理に対してテストします。各ソース・レコードは、デ
ータ・ルールで表された論理条件を満たすか満たさないかのどちらかです。その結
果に従って統計が更新され、ソース・レコードは、データ・ルールの指定された出
力条件に一致した場合には、そのデータ・ルールの出力表に追加されます。デー
タ・ルールに結果のベンチマークが設定されている場合には、実際の結果がそのベ
ンチマークと比較され、分散が計算されます。この情報は、統計の更新に含まれま
す。
データ・ルールの実行で生成される統計には、以下のものがあります。
v テストしたレコードの数
v データ・ルール条件を満たしたレコードの数
v データ・ルール条件を満たさなかったレコードの数
v データ・ルール条件を満たしたレコードのパーセンテージ
v データ・ルール条件を満たさなかったレコードのパーセンテージ
v データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードの数 (オプション)
v データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードのパーセンテージ (オプシ
ョン)
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ユーザーの責任:
データ・ルールの開発では、ユーザーに大きな責任があります。
多くのデータ・ルールを作成することが予想される場合には、データ・ルール命名
規則を前もって考えてください。これにより、データ・ルールを適切なカテゴリー
に編成して、特定のデータ・ルールを簡単に見つけることができるようになりま
す。
文書化されたデータ・ルールがまだ存在しない場合には、ビジネス・ユーザーと IT
スタッフから成るチームで集中ビジネス・ルール・ブレーンストーミング・セッシ
ョンを実行して、効率的にビジネス・ルールを見いだして優先順位付けすることを
お勧めします。これは、合意によって意思決定がなされる優れたチーム・タスクで
あり、これにより、データ・ルールが確実に広く受け入れられます。また、ブレー
ンストーミングは、以下のような、一連の重要なステップを通して行ってくださ
い。
v 分析およびモニター対象のコア・オブジェクト (例えば、顧客) を特定する。
v 初期フォーカスとなる基本エレメント (フィールド) を特定する。
v 評価するデータのクラスを特定する (これにより、完全性、妥当性、構造などの
標準的ルールが示唆される)。
v データ・ルール・タイプの範囲を検討して、他の重要な要因を特定する。
タイプ (例えば、有効な値の組み合わせ、計算、日時順、条件など) 別にビジネス・
ルールの十分な分布がある必要があります。このプロセスで特定したビジネス・ル
ールは文書化する必要があり、フォローアップ・リサーチを実行して、実際にデー
タ・ルールをシステム内に作成する前に、特定された条件をデータ・ルール定義に
変換する必要があります。
データ・ルール定義の作成を開始する前に、必要なデータ・ルール論理情報の準備
をする必要があります。単純な単一行のデータ・ルールの場合、準備は最小限で済
みます。複雑なデータ・ルール (複数の行および条件など) の場合、データ・ルール
論理をシステム内に入力する前に、データ・ルールに関するメモや論理図を用意す
ると役に立ちます。
実際のデータ分析アプリケーションで使用する前に、常にデータ・ルール論理を徹
底的にテストすることが重要です。これは、多くの場合正常に実行されるが、意図
したデータ・ルール論理が反映されるとは限らない複雑なデータ・ルールの場合
に、特に当てはまります。データ・ルール論理が正しいことを確認するには、出力
レコードを注意深く調査して、論理を検査することが、多くの場合非常に役立ちま
す。正確かつパフォーマンスの高いデータ・ルールを作成する技術は、時間の経過
とともに経験が増すにつれて、向上していきます。
通常、実際にユーザーに役立つものより多くのデータ・ルールを開発します。たい
てい、データ・ルールの有用性は、初期結果を調査するまで、確定できません。こ
れらの関係のないデータ・ルールは将来の使用のために保持しておいて、実際のデ
ータ分析を実行するために最も効果的なデータ・ルール・サブセットに焦点を合わ
せることをお勧めします。
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結果の解釈:
データ・ルール結果には、統計情報、およびデータ・ルールの条件を満たしたソー
ス・データ・レコードが入った出力表が含まれます。
要約すると、データ・ルール結果では、以下を表示できます。
v データ・ルール内の条件を満たしたレコードの数またはパーセンテージ
v データ・ルール内の条件を満たさなかったレコードの数またはパーセンテージ
v データ・ルールで設定されたベンチマークからの分散
データ・ルールに対するソース・データの品質を示す具体的な標識として、結果を
検討する必要があります。
データ・ルール結果を見る際には、データ・ルール論理がどのように作成されてい
るかに注意する必要があります。例:
データ・ルール A は、列に有効な値が含まれている必要があることをテストしま
す。
表 26. 列に有効な値が含まれている必要があるデータ・ルールの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 A

REFERENCE
COLUMN

妥当性の表 A

オペランド

条件
列 A の値は、妥
当性の表 A の値
に一致している

データ・ルール B は、列に無効値が含まれていないことをテストします。
表 27. 列に無効な値が含まれていないという条件のデータ・ルールの例
ソース

妥当性テスト

参照資料

列 B

NOT
REFERENCE
COLUMN

妥当性の表 B

オペランド

条件
列 B の値は、妥
当性の表 B の値
に一致しない

データ・ルール A は、有効なデータ値についてテストするため、完全な結果 (つま
り、すべてが有効な値) では、ソース・レコードの 100% がデータ・ルールの条件
を満たしたことが示されます。一方、データ・ルール B は無効なデータ値について
テストするため、完全な結果 (つまり、無効な値なし) では、ソース・レコードの
0% がデータ・ルールの条件を満たしたことが示されます。いずれの方式を使用し
ても構いませんが、データ品質評価について説明する際には、有効なデータ条件の
テストは、進行中データ品質モニター・プログラムを作成する場合にのみ使用して
ください。
追加の能力:
IBM InfoSphere Information Analyzer の複数の機能により、データ・ルール定義の能
力が拡張されます。
追加の能力には、以下のものがあります。
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正規表現
正規表現は、MATCHES_REGEX データ検査を使用してテストできます。正
規表現は、テキスト・データのフォーマット、特定の文字、または特定のシ
ーケンスについて、ストリング・データを評価するための標準規則です。
InfoSphere Information Analyzer は、Perl 正規表現ライブラリーを使用し
て、このタイプの評価を行います。テキスト・ベースの日付、メール・アド
レスや URL、標準製品コードなどの標準データに対応する多くの正規表現
は、標準的な検索エンジンを使用してオンラインで検索できます。このタイ
プのルールを作成する際には、多くの場合、これらの正規表現を InfoSphere
Information Analyzer ユーザー・インターフェースにコピー・アンド・ペー
ストすることができます。
例えば、有効なクレジット・カードについてテストする場合には、データに
は、長さ 16、接頭部は値「4」、ダッシュをオプションとして使用できると
いった条件が含まれ、以下のように表現されます。
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4¥d{3}-?¥d{4}-?¥d{4}-?¥d{4}$/’

さまざまな関数
さまざまな関数により、ストリングと日付および数値間のデータ操作を行う
ことができます。特定のタイプのデータを処理する関数を活用することがで
きます。例えば、「Datediff」関数により、2 つの異なる日付の日数の差異
を比較して特定できます。
条件評価および複合評価
条件評価および複合評価を形成することができます。条件評価は、
IF...THEN という構造を持ち、特定の条件が発生した場合にレコードのサブ
セットのみを評価できます。複合評価は、AND 式および OR 式を使用し
て、複数の条件を考慮に入れることができます。
注: 複数の IF 節がある場合には、ルール・セットを活用して、各条件をそ
れら独自のルールとして単独にテストし、さらに、すべてのレコードに対す
る異なる評価として、まとめてテストする必要があります。
例えば、source (ソース) A のレコードに gender (性別) として「M」(男)
または「F」(女) が含まれ、account_type (顧客タイプ) が「X」ではないこ
とを検証する場合には、以下のように表現します。
IF source = 'A’
THEN gender IN_REFERENCE_LIST {'M’, 'F’}
AND account_type NOT = 'X’

注: この条件は、単一のルール・セットの 2 つの異なるルールで表現する
こともできます。その場合、1 つのルールで参照リスト内の性別を評価し、
もう 1 つのルールで顧客タイプを評価します。これにより、異なるシチュ
エーションまたは異なるデータ・ソースでの各ルールの再利用可能性が向上
します。
要確認: どのデータが有効かという観点からルールを作成するのが最適で
す。前の例では、上記の式で、性別は「M」または「F」である必要があ
り、顧客タイプが「X」以外である必要があるということを指定していま
す。
仮想表 データベース自体を変更することなく、データ・ソースにユニーク・ビュー
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を定義できます。このようなビューは、実質的にはありのままのデータの部
分抽出であり、ユーザーの関心対象ではなく評価の必要もないデータは除外
されています。仮想表は、以下の 3 つの方法でのデータのフィルタリング
をサポートしています。
v 水平 (レコード・ベース) フィルター。この場合、WHERE 節をソースに適
用します (例えば、選択データを特定の日付範囲に制限)。
v 垂直 (列ベース) フィルター。この場合、明示的な列の選択をソースに適
用します (例えば、列 A、B、および C のみを対象にする)。
v 水平フィルターと垂直フィルターの両方。
仮想表では、仮想表が通常の表であるかのように、すべての機能を実行でき
ます。列分析など、すべてのデータ・プロファイル作成機能で、仮想表を使
用できます。このような仮想表は、独立して処理され、基本表自体を使用し
た以前の結果に影響することはありません。
仮想表を使用して、実行用のデータ・ルールを生成できます。変数のバイン
ディングは、通常の表ではなく仮想表に対して行われ、このようにして生成
されたデータ・ルールは、定義方法によらず、常に仮想表に適用されます。
ベンチマークの定義:
ベンチマークは、データ・ルールの検証などの特定の条件に関連したエラーのしき
い値または許容度を表します。ベンチマークがまったく設定されていない場合、ま
たはルール定義のレベルでもデータ・ルール実行可能ファイルのレベルでも設定さ
れていない場合には、生成された統計では、単にルールを満たしたレコード数また
はルールを満たさなかったレコード数が反映されます。この結果が許容範囲内であ
るかどうかは示されません。
ベンチマークを設定することで、データ内のエラーが、データ内に問題があること
を示すアラート条件をトリガーするポイントを指定します。ベンチマークは、デー
タ・ルール出力で表示されます。後続の評価で使用可能な分散の追加標識もありま
す。
結果の統計をどのように追跡するのかに基づいて、ベンチマークを設定します。有
効なビジネス条件をテストするようにデータ・ルールを設定した場合には、ベンチ
マークでは、データ・ルールを満たしたレコードまたはデータ・ルールを満たさな
いレコードのパーセントまたはカウントを反映することができます。
例えば、ビジネスで、危険物フラグが有効であることが期待されるものとします。
エラーの許容度は、.01% とします。これは、以下のように表します。
Benchmark:
または
Benchmark:

did not meet % < .01%
met % > 99.99%

命名標準と同様に、進行中のデータ品質をモニターする際にエクスペリエンスの整
合性を確保できるように、ベンチマーク測定の標準を設定するのが最適です。ベン
チマークに肯定の値 (met %) を使用することで、ユーザーは、ターゲット・ベンチ
マークを満たす統計を追跡できます。
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データ・ルール定義の再利用可能化:
論理ビジネス駆動型データ・ルール定義を作成することの重要な側面は、再利用可
能性です。
ビジネスでは、以下の目的のために、ルール定義を共有します。
v 標準的な一貫性のあるルール形式を提供する
v 既に確立している知識を活用する
v 通常の定義パターンを新しい定義のベースとして使用する
データ・ルール定義を再利用できるようにするには、いくつかの方法があります。
v 複数のプロジェクトでルール定義を共有する簡単な方法を提供するルール定義を
パブリッシュできます。パブリッシュするルール定義のタイプには以下のものが
あります。
– 基本テンプレート。特定のチェックの標準インスタンスが含まれます。例:
sourcedata EXISTS and len(trim(sourcedata)) <> 0

– 特定のデータ・テンプレート。通常のデータの十分なテストが含まれます。例:
email_addr matches_regex '¥b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+¥.[A-Z]{2,6}¥b’

- これらは、複雑になる可能性が高くなります。
- 代表的データ・ソースでテストされています。
注: パブリッシュしたくない可能性があるルール定義のタイプとして、機密デー
タを含むルール定義や機密データ条件をテストする定義などがあります。
v プロジェクト内のルール定義をコピーすることで、元の定義を保護しながら、新
しい条件の作成およびテストの基盤として、または新しいバージョンの作成手段
として、ユーザーが特定のルール定義を使用できるようにすることが可能です。
v ルール定義は、任意の数のデータ・ソースに適用可能です。ルール定義から生成
および派生された各データ・ルール実行可能ファイルにより、整合性と再利用可
能性が確保されます。
要確認: 変数はデータ・ソースの選択から開始しますが、ルール定義は、デー
タ・ソースに固有ではありません。
データ・ルールは常に、単一の特定のルール定義にリンクし返します。ルール定義
を変更すると、そのルール定義から派生されたすべてのルールの検証論理も変更さ
れます。「データ・ルール定義」画面の「使用」タブで、定義から派生されたデー
タ・ルール数、および定義の変更により影響を受けるものを表示できます。
判定とアクション:
データ・ルール分析アプリケーションの開発時には、重要な判定を行う必要があり
ます。ビジネス要件に最も重要なデータ・ルール、および最もテストする必要があ
るデータ域を判定する必要があります。
データ・ルールの結果を検討して、期待 (例えば、ベンチマーク) と異なる結果や異
常な分散量の結果をすべて特定する必要があります。関連データ・ルールが正確で
あり、メンテナンス更新が不要である場合には、失敗データの性質とその根本原因
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に焦点を合わせる必要があります。修正データ・クリーンアップ・アクションを必
要に応じて開始し、同じデータ・ルールでデータを再テストする必要があります。

データ・ルール・セット
IBM InfoSphere Information Analyzer は、同じソース・データを使用する複数のデー
タ・ルールを単一のデータ・ルール・セットにグループ化することができるメカニ
ズムも提供しています。データ・ルール・セットは、すべての個別データ・ルール
の結果に基づいて、個別データ・ルールの結果の統計に加えて、ソース・データに
適用される全体的な統計も生成します。また、データ・ルール・セットの結果用の
ベンチマークを設定することもできます。データ・セット・ルールを実行すると、
実際の結果がベンチマークと比較されて、関連する分散が求められます。この分散
のすべてをモニターしてトレンド分析することができます。
ルール・セットにより、全体的なデータ品質の評価において、以下に示すような数
多くの重要な利点が得られます。
v ルール・セットにより、多くのデータ・ルール条件に基づくデータの評価がサポ
ートされます。このビルディング・ブロック方式を使用することで、異なるシス
テム、ソース、さらにはビジネス・プロセスの間での、異なる評価の要件に対応
できます。例えば、有効な納税者 ID のビジネス条件として、データが存在して
いること、かつそのデータが特定のフォーマットを満たしていることを条件とす
ることができます。また、別の例として、有効な納税者 ID には、この 2 つの条
件に加えて、納税者 ID が特定の範囲内にあるか参照ソース内にあることを 3 番
目の条件にすることができます。この 3 つの条件のそれぞれは、ユニークなデー
タ・ルール定義として表すことができます。これらの条件をより大きなルール・
セットに結合して、ベースとなっているルール定義に影響することなく、各個別
インスタンスについてテストできます。これにより、再利用可能性も向上しま
す。
v ルール・セットでは、セット内の各レコードのすべてのルールをスコアリングし
て、複数のディメンションで結果を表示できるようにします。これにより、個別
ルールと個別レコードの両方に関連した問題をより迅速に評価できる上、この方
法を使用しなければ分からなかったであろうルール間のアソシエーションのパタ
ーンを検出できます。
v 基礎のエンジンは、ターゲットのデータ・ソース内の各レコードに対して同時に
複数のルールを評価して、同時に発生し得ない条件を特定することで、実行と処
理の両方でルール評価を最適化します。これにより、実行効率を向上させること
ができ、結果の配信にかかる時間が短縮されます。
データ・ルール定義を、異なるクラスのデータに適用されるさまざまなタイプに分
割できる場合、ルール・セットは一般に、3 つの主なパターンのいずれかに分類さ
れます。
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表 28. ルール・セットの 3 つの主なパターン
パターン

例

1 つのフィールドに複数のルール

以下のように、誕生日に複数のルールがあ
る。
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v If Date of Birth Exists AND
Date of Birth > 1900-01-01
and < TODAY Then Customer
Type Equals 'P’

case ベースの条件

以下のように、ソースからターゲットへのマ
ッピングに複数の条件がある。
v IF sourcefield = 'A’
THEN targetfield = '1’
v IF sourcefield = 'B’
THEN targetfield = '2’
v IF sourcefield inRefList
{'C’, 'I’, 'X’} THEN
targetfield = '3’
v IF sourcefield NOT inRefList {'A’,
'B’, 'C’, 'I’, 'X’}
THEN targetfield = '9’

(複数のフィールドがある) データ・エンティ 以下のように、顧客について記述する複数の
ティーのルール
フィールドに複数の条件がある。
v Name EXISTS
v SSN EXISTS
v SSN matches_format '999999999’
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v Address1 EXISTS
v Address2 NOT CONTAINS 'Test’
v StateCd inRefColumn MasterStateCd
v ZipCode inRefColumn MasterZipCode

データ・ルール・セット関数
同じソース・データ (例えば、表) で多くのデータ・ルールを作成した場合には、こ
れらのルールをグループ化するデータ・ルール・セットを作成できます。定義され
ているルール・セットは、取得可能オブジェクトです。
複数のルールをルール・セットにグループ化する主なメリットには、以下のものが
あります。
v 複数のレベルにおける例外データの完全な評価および検討
v パフォーマンスの向上 (つまり、すべてのデータ・ルールで、データの 1 回のパ
スを使用)
v ソース・データ表に関する追加の統計
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この追加の統計には、以下のものがあります。
v すべてのルールを満たしたレコードの数
v 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードの数
v 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均数
v 1 レコード当たりに満たされなかったルールの数の標準偏差
v すべてのルールを満たしたレコードのパーセンテージ
v 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードのパーセンテージ
v 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均パーセンテージ
v 1 レコード当たりに満たされなかったルールのパーセンテージの標準偏差

肯定式と否定式、および有効なデータと無効データ
データ・ルール定義は、肯定ステートメントまたは肯定式として、あるいは否定ス
テートメントまたは否定式として作成できます (例、SourceData EXISTS や
SourceData NOT EXISTS)。
「有効なビジネス条件とは?」という質問に基づいて一貫してルールを表すことで、
一貫して理解される結果を生成するルールが作成されます。
重要: ルール・セットの意味のある作成のために、含まれているすべてのルール定
義で、同じ (通常は有効なデータの) 観点からルール定義を作成するというこの方式
を遵守することが重要です。この一貫した方式が適用されない場合には、ルール・
セットに含まれているルール定義の結果では、有効なデータと無効データの条件と
統計が無意味にグループ化されます。

ルール・セットの作成
ルール・セットを作成してから、ルール・セット実行可能ファイルを生成します。
データ・ルール・セットは、2 ステップのプロセスで作成します。
1. 「ルール・セット定義」ウィンドウで、ルール・セットを定義します。
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図 23. 「概要」タブを選択した、「ルール・セット定義を開く」ウィンドウの例

2. ルール・セットに含めるデータ・ルール定義および実行可能データ・ルールを選
択します。
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図 24. 「品質管理」タブを選択した、「ルール・セット定義を開く」ウィンドウの例

ルール・セット実行可能ファイルの生成
ルール・セット定義からルール・セット実行可能ファイルを生成します。
次に、ルール・セット変数内の各用語および変数に使用する実際のデータを選択し
て、ルール・セット実行可能ファイルを生成します。データ参照が複数のデータ・
ソースまたはデータ表に関係している場合には、必要なデータ結合を指定して、ル
ール・セットを実行できます。「バインディングおよび出力」タブを使用して、ル
ール・セットにルール論理変数情報、結合キー、および出力条件を関連付けます。
重要: ルール・セットの制約として、選択したすべてのデータ・ルール定義または
実行可能データ・ルールで、同じソース・データ (つまり、表または結合表) を使用
する必要があります。また、データ・ルール・セットの出力表にソース・データ・
レコードを追加する出力条件を定義することもできます。
以下の情報で、実行可能ルール・セットを生成するために使用するプロセスの大ま
かな概要を示します。
1. ルール・セット定義を開いて、「バインディングおよび出力」タブを選択しま
す。
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図 25. 「バインディングおよび出力」タブを選択した、「ルール・セットを開く」ウィンドウの例

2. ルール・セット定義内の論理変数を置き換える実際のデータ参照を選択します。
注: ルール・セット定義を使用して、論理変数を異なるソース・データにバイン
ドすることで、複数の実行可能ルール・セットを作成できます。これにより、適
用可能な場合に異なるデータ・ソース (表) で同じルール論理を使用できます。
データ・ルール論理で必要な場合には、このバインディング・プロセスで、異な
るデータ・ソース (表) からのデータを結合することもできます。
3. 最後に、ルール・セット実行時に出力表を生成するために必要な出力表条件およ
び出力列を定義します。
結果として、実行可能ルール・セットが作成されます。このタスクを複数回繰り返
して、それぞれ異なる実際のデータを使用して、単一のデータ・ルール・セット定
義を複数の実行可能ルール・セットにバインドできます (例えば、郵便番号・州・
都市を検査するデータ・ルールを、顧客、請求、配送、およびベンダー・アドレス
で使用)。

システムの能力
すべてのルール・セットは、同じ方法で実行されます。システムは、必要に応じて
レコードの結合を行いながら、すべてのソース・データ・レコードを取得し、その
レコードをルール・セット内の各データ・ルール論理に対して 1 つずつテストしま
す。各ソース・レコードは、データ・ルールで表された論理条件を満たすか満たさ
ないかのどちらかです。 (ルール・セットの個別データ・ルールごとの) 統計は、こ
の結果に従って更新されます。ソース・レコードは、ルール・セットの出力条件に
一致した場合には、そのルール・セットの出力表に追加されます。ルール・セット
に結果のベンチマークが設定されている場合には、実際の結果がそのベンチマーク
と比較され、分散が計算されます。この情報は、統計の更新に含まれます。
データ・ルール・セットの実行で生成される統計には、以下のものがあります。
v データ・ルール・セットのレコード・ベースの統計
– テストしたレコードの数
– データ・ルール条件を満たしたレコードの数
– データ・ルール条件を満たさなかったレコードの数
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– データ・ルール条件を満たしたレコードのパーセンテージ
– データ・ルール条件を満たさなかったレコードのパーセンテージ
– データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードの数 (オプション)
– データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードのパーセンテージ (オプ
ション)
v ルール・セットのソース・ベースの統計
– すべてのルールを満たしたレコードの数
– 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードの数
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均数
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの数の標準偏差
– すべてのルールを満たしたレコードのパーセンテージ
– 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードのパーセンテージ
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均パーセンテージ
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールのパーセンテージの標準偏差

ユーザーの責任
ルール・セットの開発では、ユーザーに大きな責任があります。
主な責任として、ルール・セットに含めるデータ・ルールを選択する必要がありま
す。単一の表であっても結合表であっても、選択したすべてのデータ・ルールは、
同じデータ・セットに対して評価されるということを考慮に入れてください。
また、データ・ルール・セットに関する考慮事項として、セット内のすべての個別
データ・ルールを同じ基盤の条件についてテストします。例:
v データ・ルール A は、列に有効な値が含まれている必要があることをテストし
ます。
Column A, IN_REFERENCE_COLUMN, Validity Table A

v データ・ルール B は、列に無効値が含まれていないことをテストします。
Column B, NOT_IN_REFERENCE_COLUMN , Validity Table B

データ・ルール・セットで生成される追加統計は意味がなく、多くの場合、誤解を
招くものです。

結果の解釈
ルール・セット結果には、個々のデータ・ルールの統計情報、およびルール・セッ
ト内のすべてのデータ・ルールで分析されたソース・データに関連した結果が含ま
れます。
要約すると、ルール・セット結果では、以下を表示できます。
v セット内のすべてのデータ・ルールの条件を満たしたレコードの数またはパーセ
ンテージ
v セット内の 1 つ以上のデータ・ルールを満たさなかったレコードの数またはパー
センテージ
v データ・ルールで設定されたベンチマークからの分散
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これは、ソース・データの全体的品質を示します (特に企業システムで使用してユ
ーザー情報を生成する場合)。
ルール・セット結果は、マルチディメンション統計セットを持つマルチレベル出力
です。以下の 3 つの情報を提供します。
妥当性 単一または複数のルールに違反したレコード数。妥当性は、個別ルールまた
は個別レコードに基づいて表示できます。以下が可能です。
v ルール別表示 - ルール・レベルの例外の要約および詳細
v レコード別表示 - レコード・レベルの例外の要約および詳細
これらの表示は、単一のスプレッドシートの 2 つの方向または 2 つの異な
る軸として捉えることができます。レコードは行で、ルールはそれぞれ異な
る列であり、交差しているところが、問題または例外のポイントです。

図 26. 「レコード別」表示を選択し、「結果」タブが表示された、ルール・セットの「出力の表示」ウィンドウの例

信頼性 レコードが期待に沿っていたか沿っていなかったかを示すメジャー。期待は
通常、レコードがすべてのルールを満たしているということです。ただし、
これは、独自のベンチマークまたはしきい値をサポートするディメンション
にすることもできます。信頼性は、すべての評価されたルールに伴う例外の
分散に基づいて、またはルール間のアソシエーションで、捉えることができ
ます。以下が可能です。
v 例外の分散別表示 - ルールのカウントまたはパーセンテージに違反して
いるレコードの数の要約
v パターン別表示 - ルール A に違反していて、かつルール B にも違反し
ている場合
これらの表示は、要約レベルのものおよび詳細レベルのものとして捉えるこ
とができます。要約では、少ない問題に対するレコード数、または多くの問
題に対するレコード数の程度が示されます。詳細レベルでは、共起頻度に基
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づいた問題間の関係の程度が示されます。

図 27. 「分散別」表示を選択し、「結果」タブが表示された、ルール・セットの「出力の表示」ウィンドウの例

ベースライン比較
特定の時点から現在の状態までの変化の度合いを示します。これは、デー
タ・ソース全体が、設定された期待に対して、合致しているのか、向上して
いるのか、または低下しているのかの度合いをグラフィカルおよび統計的に
表したものです。例外の分散別に (設定された基本セットと比較して) 表示
できます。
この比較は、要約評価の生成として考えることができます。 2 つの時間間
隔の関係は、以下の 5 つの典型的状態のいずれかを示します。
v 現在のグラフの方が狭く、ベースラインの左にある。これは、現在の方
が、問題のあるレコードが少なく、レコードにルール違反の発生事象が少
ないことを示します。
重要: これは、最適かつ理想的な変化です。
v 現在のグラフの方が広いが、ベースラインの左にある。これは、現在の方
が、問題のあるレコードが少ないが、レコードにルール違反の発生事象が
多いことを示します。
v 現在のグラフが、ベースラインと大体同じである。これは、 92 ページの
図 28 の場合のように、以前の問題レコードを修正しても、データの状態
がほぼ一定にとどまっていることを示します。
重要: これは、定常状態です。
v 現在のグラフの方が狭いが、ベースラインの右にある。これは、現在の方
が、レコードにルール違反の固有の発生事象は少ないが、問題のあるレコ
ードが多いことを示します。
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v 現在のグラフの方が広く、ベースラインの右にある。これは、現在の方
が、問題のあるレコードが多く、レコードにルール違反の発生事象が多い
ことを示します。
重要: これは、最悪の場合の変化です。

ベースライン・セットij
ベースライン

K=されたOP/QR

2009/12/13 cd 12:02:07

2009/12/13 cd 8:26:43

7Wレコード

209

207

STルールのUV

1.7544 %

1.7713 %

[\]^

7.4432 %

7.4771 %

_`

99.7677 %

ab

0.0000 %

レコードk

K=

0%

02%

K=

STルール %

ベースライン

_`

ab

図 28. データ・ソース全体が、設定された期待に対して、合致しているのか、向上しているのか、または低下している
のかの度合いをグラフィカルに表した「ベースライン・セット比較」の例
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判定とアクション
ルール・セット分析アプリケーションの開発時には、重要な判定を行う必要があり
ます。
ルール・セット結果、およびルール・セット内の個別データ・ルール結果を検討し
て、期待 (例えば、ベンチマーク) と異なる結果や異常な分散量の結果をすべて特定
する必要があります。関連データ・ルールが正確であり、メンテナンス更新が不要
である場合には、失敗データの性質とその根本原因に焦点を合わせる必要がありま
す。修正データ・クリーンアップ・アクションを必要に応じて開始し、同じデー
タ・ルールでデータを再テストする必要があります。

メトリック
メトリックは、データを分析することはないが、数値計算機能を提供するユーザー
定義オブジェクトです。この数値計算機能は、データ・ルール、データ・ルール・
セット、およびメトリック自体からの統計的結果に対して実行できます。
メトリックは、各種データ分析ステップの測定値を、データ品質管理用の意味のあ
る単一測定値に統合する機能を提供します。メトリックを使用して、何百もの詳細
分析結果を、全体的なデータ品質状態を効果的に伝えるいくつかの意味のある測定
値に減らすことができます。
基本レベルでは、メトリックは、データ・ルールに対するコスト因子または加重因
子を表すことができます。例えば、欠落している誕生日の修正コストは、例外ごと
に $1.50 にすることができます。これは、以下のようなメトリックとして表すこと
ができます。
v メトリック条件は以下のとおりです。
Date of Birth Rule Not Met # * 1.5

v メトリックの結果候補:
If Not Met # = 50, then Metric = 75

複合レベルでは、欠落している誕生日のコストは例外ごとに上述と同じ $1.50 であ
る一方で、正しくない顧客入力のコストは $.75 だけであるが、納税者 ID が欠落
しているか正しくない場合には $25.00 のコストがかかるというようにすることがで
きます。メトリック条件は以下のとおりです。
(Date of Birth Rule Not Met # * 1.5 ) +
(Customer Type Rule Not Met # * .75 ) +
(TaxID Rule Not Met # * 2.5 )

また、メトリックは、データ・ルール、ルール・セット、およびメトリック統計出
力にアクセスできるスーパールール として活用することもできます。スーパールー
ルには、1 日の終わり、1 カ月の終わり、1 年の終わりの分散のテストを含めるこ
とができます。または、ソースからターゲットへのプロセスや決定表とリジェクト
表の両方に結果を生成するソースなどの 2 つの表間の合計の評価 (総合計が一致す
る必要がある) を反映することができます。

メトリック関数
多くのデータ・ルールを使用する場合には、適切なビジネス・カテゴリー別に、デ
ータ・ルールの結果を意味のあるメトリックに統合することをお勧めします。メト
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リックは式であり、データ・ルール、ルール・セット、または他のメトリックの結
果 (つまり、統計) をその式で数値変数として使用します。
メトリックの作成では、以下のタイプの統計を変数として使用できます。
v データ・ルール統計
– テストしたレコードの数
– データ・ルール条件を満たしたレコードの数
– データ・ルール条件を満たさなかったレコードの数
– データ・ルール条件を満たしたレコードのパーセンテージ
– データ・ルール条件を満たさなかったレコードのパーセンテージ
– データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードの数 (オプション)
– データ・ルール・ベンチマークからの分散のレコードのパーセンテージ (オプ
ション)
v ルール・セット統計
– すべてのルールを満たしたレコードの数
– 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードの数
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均数
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの数の標準偏差
– すべてのルールを満たしたレコードのパーセンテージ
– 1 つ以上のルールを満たさなかったレコードのパーセンテージ
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールの平均パーセンテージ
– 1 レコード当たりに満たされなかったルールのパーセンテージの標準偏差
v メトリック値が含まれる、メトリック統計
メトリックの作成におけるキー・システム機能として、メトリック式のデザインで
ウェイト、コスト、およびリテラルを使用できます。これにより、各種統計の相対
的な重要性を反映させるメトリック (つまり、ウェイトの適用)、データ品質問題の
ビジネス・コストを反映させるメトリック (コストの適用など)、またはリテラルを
使用して普遍的に使用される品質管理プログラムの測定値を生成するメトリック
(エラーの百万分率など) を作成できます。

メトリックの作成
既存のデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリックの統計結果を使用し
て、メトリックを作成します。
メトリック・セットは、2 ステップのプロセスで作成します。
1. 「メトリックを開く」ウィンドウで、メトリックを定義します。これには、メト
リック名、メトリックの説明、およびオプションのメトリック結果のベンチマー
クが含まれます。
2. 「メトリックを開く」ウィンドウの「メジャー」タブで、行ごとにデータ・ルー
ル実行ファイル、データ・ルール・セット実行ファイル、別のメトリック、また
は数値リテラルを選択して、メトリック式を 1 行ずつ定義します。次に、数字
関数、ウェイト、コスト、または数値演算子を適用して、メトリックの各行に必
要な計算を完成させます。
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図 29. 「メジャー」タブが選択された「メトリックを開く」ウィンドウの例

次に、実際のメトリック計算のシチュエーションで使用する前に、テスト・データ
を使用してメトリックをテストできます。
メトリックは、オーサリング・ユーザーによる式のデザインに基づいた意味と導出
が使用される統計として、単一の数値を生成します。

ビジネス上の問題およびソリューションのサンプル
以下に、通常のビジネス上の問題およびメトリック・ソリューションの例を示しま
す。
ビジネス上の問題
ビジネスで、以下のようにデータ品質問題を定義します。
v レコードの性別またはアドレスがブランクである
v 性別がブランクである場合は、アドレスがブランクである場合より、5 倍
深刻とする
ソリューション
以下のようにメトリックを作成して、これらの 2 つのデータ・ルール検証
の結果に合わせてアクセスします。
( Account Gender Exists # Not Met * 5 ) + ( Address Line 2
Exists # Not Met )

ビジネス上の問題
ビジネスで、ある日と次の日の、AcctGender というデータ・ルールの結果
の変化を評価および追跡するものとします。
ソリューション
v 測定する既存のデータ・ルールは 1 つです。
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v 3 つのメトリックを作成します。今日の 1 日の終わりを評価するメトリ
ック、前日の 1 日の終わりの値を保持するメトリック、今日と前日の 1
日の終わりの値の分散を評価するメトリックの 3 つです。
– AcctGender_EOD
- (AcctGender_%Met)
- ルールの後に、1 日の終わりに実行。
– AcctGender_PriorEOD
- (AcctGenderEOD Metric Value)
- ルールの前に、次の日に実行。
– AcctGender_EOD [上のメトリックと同じ]
- (AcctGender_%Met)
- ルールの後に、新たな 1 日の終わりの後に実行。
– AcctGender_EODVariance
- (AcctGender_EOD Metric Value – AcctGender_PriorEOD Metric Value)
- EOD Metric の後に実行。
v AcctGender_EODVariance に適用したベンチマークを使用して、アラート
をトリガーできます。

システムの能力
システムは、ユーザー・インターフェース画面で事前定義の算術計算機能を使用し
て単純な式または複雑な式を作成する機能を備えています。式の作成後に、システ
ムでは、その式に基づいて、メトリック値を実際に計算できます。

ユーザーの責任
メトリックの開発時には、ユーザーの主な責任として、望ましいメジャーおよび用
途を理解または解釈する必要があります。一般的なメトリックには、データ・ルー
ルおよびルール・セットの結果の合計、平均、または偏差値を計算するものなどが
あります。これらは通常、メトリックに定義されたベンチマークと比較されます。
メトリックは、その結果およびトレンドを幅広いビジネス対象者に通知するため、
多くの層からの代表とのチームの取り組みとしてメトリックをデザインすると有用
です。メトリック値の計算方法を全般的に理解するとともに、メトリック値の意味
を十分に文書化する必要があります。
一般的に、メトリックの使用は、データ品質管理プラクティスが進行するにつれ
て、時間とともに進化します。既存のメトリックは、時間とともに改良の必要が生
じることがあります。また、ユーザーが重要なデータ品質問題により注目するよう
になったために、新しいメトリックと置き換えることもあります。

結果の解釈
メトリック値結果の解釈は、メトリックのデザインおよび式の理解に直接関係しま
す。パーセンタイル・スケール (0 から 100 の値)、100 万分の 1、またはコスト因
子 (通貨値) の使用は通常、より高い意味を持ちます。メトリックの名前が、理解を
容易にするために使用するメジャーを反映するようにしてください。
長期間にわたってメトリックの結果を検討して、正常な結果の合理的な範囲を確立
する必要がある場合もあります。
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ただし、メトリックの結果が満足のいくものではない場合には、通常、メトリック
で使用する個々のデータ・ルールまたはルール・セットの結果を調査して、メトリ
ックの計算の中で満足のいかないメトリック値の原因の個所を特定する必要があり
ます。

判定とアクション
メトリックおよびそのアプリケーションの開発時には、重要な判定を行う必要があ
ります。
メトリックの結果を検討して、期待 (例えば、ベンチマーク) にそぐわない結果や異
常な値の結果をすべて特定する必要があります。関連メトリックが正確であり、メ
ンテナンス更新が不要である場合には、ユーザーは、失敗データの性質とその根本
原因に焦点を合わせる必要があります。これは通常、メトリック内で使用されるデ
ータ・ルールまたはルール・セットのいずれかの中にあります。修正データ・クリ
ーンアップ・アクションを必要に応じて開始し、同じメトリックでデータを再テス
トする必要があります。

結果のモニター
データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックはすべて、実行可能オブジェ
クトであり、(内部的に、またはコマンド・ライン・インターフェースを使用して)
必要に応じて、またはスケジュールに従って実行できます。
データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックはそれぞれ、履歴イベント、
統計、および詳細結果を生成します。これらのオブジェクトは繰り返し実行される
ため、長期間にわたって、追跡したり、注釈を付けたり、レポートを作成したり、
トレンド分析したりすることができる一連のイベントが作成されます。

図 30. アラートが表示された、「ダッシュボード」ウィンドウの「品質」タブの例

モニター機能
結果を検討する際には、いくつかのモニター方式を選択できます。
v ユーザー・インターフェース内のみで作業して、情報を検討したり、注釈を付け
たりすることができます。
v さらなる分析のために、結果をエクスポートできます。
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v 必要に応じて、またはスケジュールに従って、選択可能な各種フォーマットを使
用して結果のレポートを作成して、その結果を他のユーザーに配信できます。

モニター技法
すぐに使用可能な標準レポート・テンプレートを使用して、レポートを作成しま
す。さまざまなレポート・テンプレートが用意されています。データ品質分析機能
用のものもあれば、データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックに関連付
けられているものもあります。
以下のチャートで、テンプレートから作業して、特定のレポートを定義および保存
してから、そのレポートを実行して進行中の出力を生成するという、レポート作成
の一般的な構造を示します。

レポート

レポート
no

レポート・
テンプレート

レポート

図 31. レポート作成構造

IBM InfoSphere Information Analyzer は、広範囲なレポート作成機能を備えていま
す。
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表 29. レポート作成機能
レポート・テンプレート

レポート

レポート結果

v レポート作成パラメーター v レポート・ランタイム・パ v HTML、PDF、Microsoft
が組み込まれている
ラメーターが組み込まれて
Word リッチ・テキスト・
フォーマット (RTF)、およ
いる
v レポート・ランタイム・パ
び XML として出力可能
ラメーターが組み込まれて v スケジュール可能、また必
いる

要に応じていつでも実行可 v お気に入りフォルダーを追
能
加可能

v 製品ごとに定義

v ユーザーは独自のテンプレ v フォーマット設定可能
ートを定義できない
v 履歴が組み込まれている
(置換、保持、有効期限)
v 同じグラフィカル・テンプ
レートを共有する
v InfoSphere Information
Analyzer 用の 80 以上のテ
ンプレートが組み込まれて
いる

v アクセス権限が組み込まれ
ている

レポートを定義すると、そのレポートは、プロジェクトおよび特定のオブジェクト
(特定のデータ・ルール結果など) に関連付けられた、レポート・テンプレートのイ
ンスタンスになります。レポートは、保存後に実行することができ、レポートで定
義された標準の出力が生成されます。

システムの能力
システムは、ユーザー・インターフェースで事前定義のテンプレートを使用して、
レポートを作成する機能を備えています。レポートの作成後に、システムで、定義
したレポート・パラメーターに基づいて、実際にレポートを実行できます。

ユーザーの責任
データ品質アプリケーションをモニターする際には、出力オプションの選択など、
レポートのデザインおよび用途に対してユーザーが責任を持ちます。これらの選択
により、他のユーザーが結果をどのように利用できるかが決まります。
結果は、複数の場所から (ユーザー・インターフェースとレポート作成先コンソー
ルの両方で) 利用できるようにすることが可能です。オプションは以下のとおりで
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer (リッチ・クライアント)
– ホーム・ページでの表示
– 保存済みレポート結果の表示
v レポート作成先コンソール (ブラウザー・クライアント)。保存済みレポート結果
を表示可能
v 追加のブラウザー・ベース・オプション。HTML または XML としてのレポート
生成やポータル経由でのレポートの利用可能化など
v レポート出力の使用。以下が含まれます。
– XML としてのレポートの生成、独自 XSLT スタイル・シートの作成

分析方法とベスト・プラクティス

99

– XML または TXT としてのレポートの生成 (データを移動して他の場所で使
用可能)

判定とアクション
データ品質計画を検討して、結果を検討する必要があるユーザー、および全体的な
ビジネス目標に基づいて結果を配信するための最適な方法を特定する必要がありま
す。
取り込む結果の性質、および他のユーザーが結果にアクセスできるようにする方法
に焦点を合わせる必要があります。このため、多くの場合、最適なレポートの選択
および標準送達機構の選択を行います。また、目標によっては、ダウンストリー
ム・アクティビティーで使用可能なフォーマット (XML など) でレポート結果を送
出することもあります。

ルール、ルール・セット、およびメトリックのデプロイ
データ品質モニター環境内のデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリック
は、通常、実動データをターゲットとしています。実動データでは、定義や変更な
ど、タスクに対するより明示的な制御が必要です。
通常、デザイン、開発、および初期テストは、非実稼働環境で行われ、実際の実動
データ品質モニターは、別個の実稼働環境で行われます。これと同じ方式を使用し
て、2 つの異なる IBM InfoSphere Information Analyzer 環境間でオブジェクトを共
有できます。

機能
ルール、ルール・セット、メトリック、およびグローバル変数をある環境から別の
環境にデプロイする場合には、ルール・アドミニストレーターが、必要なルール、
ルール・セット、メトリック、およびグローバル変数を初期環境からエクスポート
してから、それらの項目のパッケージを別の環境にインポートします。

技法
ルール・アドミニストレーターは、「インポート」タスクおよび「エクスポート」
タスクを使用して、データ品質オブジェクトをデプロイします。
エクスポートは、プロジェクト・コンテキストで行われます。ルール・アドミニス
トレーター (この機能に必要なロール) は、エクスポートするオブジェクトを選択し
てから、「エクスポート」タスクを選択します。ターゲット・ファイルの場所 (常
にドメイン・サーバーの場所) を入力します。「エクスポート」タスクに含める項
目のタイプを選択します。以下を選択できます。
v プロジェクト・フォルダー
v 変数のバインディング
v グローバル変数
v 出力構成
v 結果履歴
これらを選択した後に、エクスポートできます。
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インポートも、(2 番目の環境の) プロジェクト・コンテキストで行われます。 2 番
目の環境のルール・アドミニストレーター (この機能に必要なロール) は、「インポ
ート」タスクを選択し、インポート・ファイルが配置されているファイルの場所を
入力し、インポートするファイルを選択してから、インポートを行います。
エクスポートまたはインポートに関連したすべてのオブジェクトで、監査イベント
が行われます。

システムの能力
システムは、ユーザー・インターフェースまたはコマンド・ライン交換機能によ
り、オブジェクトをエクスポートおよびインポートする機能を提供します。システ
ムでは、選択したパラメーターに基づいて、実際のエクスポートまたはインポート
を実行できます。
システムは、エクスポートおよびインポートされるオブジェクトのすべての接続を
再リンクまたは再確立しようとします。例えば、特定の表および列にバインドされ
ている 2 つの変数がデータ・ルールに含まれていて、使用される表および列がター
ゲット環境内に存在しない場合、システムは、リンケージを再確立できません。た
だし、リンケージまたはバインディングに関連した情報は取り込まれます。

ユーザーの責任
新しい環境にインポートされたルール、ルール・セット、およびメトリックが実行
可能であることを検証するのは、ユーザーの責任です。

判定とアクション
データ・ルール、ルール・セット、およびメトリックなどのインポートされたオブ
ジェクトを検討および検証して、新しい環境で正常に機能していることを確認する
必要があります。
スキーマ、表、列の基本命名が 2 つの環境間で異なる場合には、変数を再ビルドす
る必要が生じることがよくあります。グローバル変数を使用することで、一部の再
バインドは回避するか、単一ポイントに制限することができます。
ベスト・プラクティスは、ルール定義、テスト、およびデプロイメントのアプロー
チを明確に設定することです。初期デザインおよびテストからデプロイ済みルー
ル、ルール・セット、またはメトリックに移行する際に、命名標準が重要になりま
す。必要に応じてコピー機能を利用して、大ざっぱに定義されたルール定義から始
めて、標準命名規則に定式化します。
2 つの環境は通常別々のサーバーにあるため、ルール、ルール・セット、およびメ
トリックのパッケージをあるサーバーから別のサーバーに移動する標準方式を確立
する必要があります。ターゲットが実稼働環境である場合には、この方式は厳格に
制御する必要があります。
注: オブジェクトのエクスポート済みパッケージをソース制御システムに追加し
て、標準のプラクティスおよび制御を容易化できます。
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データ品質ルール環境の管理
環境内のユーザーが注目するビジネス領域およびシステムが増加し、より多くのル
ール定義が作成され、 IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクト間で情報
が共有されていくにつれて、このデータ品質環境を管理する必要性が増します。

作業の編成
IBM InfoSphere Information Analyzer でのほとんどの作業は、プロジェクトのコンテ
キストで行われます。これには、ルール、ルール・セット、およびメトリックの開
発、テスト、モニターが含まれます。
必要なものを完備したプロジェクトは、認可済みユーザーに、リポジトリーおよび
リポジトリーに対して実行されたアクティビティーの選択されたビューを提供しま
す。 InfoSphere Information Analyzer 環境では、任意の数のプロジェクトを存在さ
せることができます。このようなプロジェクトには、以下を含めることができま
す。
v 同じまたは異なるデータ・ソース
v 異なるプロジェクトで同じまたは異なるロールを備えることができる、同じまた
は異なるユーザー
v プロジェクトで開発するのか、共有ルールから取り込むのかに応じて、同じまた
は異なるルール
プロジェクト構造を使用して、以下を行います。
v 作業の境界を作成する。
v 関連する有用なデータ・ソースを取り込む。
v 適切なロールを備えた適切なユーザーを含めることにより、分析を保護する。
v ニーズを満たす構成設定を適用する。
プロジェクト内で、ルール、ルール・セット、およびメトリックを配置および編成
するユーザー定義フォルダー (Microsoft Windows) のフォルダー (ディレクトリー)
とほぼ同じようなもの) を設定できます。
ビジネス上の問題
ビジネスでは、特定の従業員の職業 (ここの例では、「Factory Workers」)
に合わせてルールおよびメトリックを論理的にグループ化して、既存のルー
ル定義および (増加する) その関連データ・ルールの進行中のデータ品質モ
ニターを容易にする必要があります。
v データ・ルール定義の名前は、「Data Exists Factory Worker」です。
v データ・ルールの名前は、「Factory Worker Gender Exists」です。
ソリューション
v 「Factory Workers」というプロジェクト内に新規フォルダーを作成しま
す。
v 「データ・ルール定義」の「Data Exists Factory Worker」を開いて以下を
行うことで、最初のデータ・ルール定義を、新規作成した「Factory
Workers」フォルダーに移動します。
– 「フォルダー」を選択します。
– 「追加」を選択します。
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– 「Factory Worker」フォルダー、「追加」、そして「OK」を選択しま
す。
– 「保存して閉じる」をクリックして、データ・ルール定義を保存しま
す。
v 「データ・ルール」の「Factory Worker Gender Exists」についても上記手
順を繰り返します。
注: フォルダーに追加したコンポーネントは、一般プロジェクト・フォルダ
ーと新規作成した「Factory Workers」フォルダーの両方に表示されます。コ
ンポーネントは、他のフォルダーにも追加できます。どのフォルダーからル
ール定義またはルールを開いたかに関係なく、常に同じ項目を処理している
ことになります。フォルダーにより、項目を同じ場所に編成することができ
るため、検索または検討が容易になります。

判定とアクション
プロジェクト・アドミニストレーターは、ルール開発に参加しているグループと連
携して、プロジェクトで必要になる可能性があるデータ・ソース、ユーザー、およ
びフォルダーを特定する必要があります。通常、初期開発作業の開始後、またはユ
ーザーによる検討を容易にする進行中データ品質モニターのレベルまで作業が進行
してから、フォルダーを追加します。

セキュリティー、ユーザー、およびロール
IBM InfoSphere Information Analyzer セキュリティーは、一般的な IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー環境を活用します。
InfoSphere Information Analyzer では、多くのロールを使用します。プロジェクトに
は、ユーザー、ロール、および特権の割り当てが組み込まれています。ユーザー
は、自分のユーザー ID またはグループに表示権限または使用権限があるプロジェ
クトのみを表示および使用できます。
以下の 3 つの InfoSphere Information Analyzer プロジェクト・レベル・ロールがあ
ります。
v プロジェクト・アドミニストレーター
v データ・アドミニストレーター
v ユーザー
以下の 4 つの InfoSphere Information Analyzer 固有プロジェクト・レベル・ロール
があります。
v ビジネス・アナリスト
v データ・スチュワード
v データ・オペレーター
v ドリルダウン・ユーザー
プロジェクト内で、グループまたはユーザーは、 1 つ以上の InfoSphere Information
Analyzer ロールに関連付けることができます。これらのロールは、プロジェクト内
で各ユーザーが使用できる機能を決定するために使用します。
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データ・ルールの分析およびモニターでは、以下の 4 つの製品レベル・ロールがあ
ります。
v ルール・アドミニストレーター
v ルール作成者
v ルール・マネージャー
v ルール・ユーザー
ルールについて作業するには、ルール・ユーザー・ロールが必要です。ルール・マ
ネージャー、ルール作成者、およびルール・アドミニストレーターの各ロールは、
ルール・ユーザーから派生するため、これらのいずれかのロールを備えている場合
には、ルール・ユーザーでもあります。
ルール・ユーザーではない場合には、ホーム・ページおよびダッシュボードでルー
ルに関するデータを表示できません。また、プロジェクト内の「データ品質」ワー
クスペースも表示できません。
ルール・ユーザー・ロールを備えていなくてもホーム・ページおよびダッシュボー
ドのコンポーネントを構成することはできますが、構成画面でも、ポータルのホー
ム・ページおよびダッシュボードでも、品質コンポーネントを一切表示できませ
ん。
ルール・ユーザー
ルール・ユーザーは、以下を行うことができます。
v 定義、ルール、ルール・セット、およびメトリックを表示する。
v 定義およびメトリックをテストし、テスト結果を表示する。
v ルール、ルール・セット、およびメトリックの結果を表示する。
ルール作成者
ルール作成者は、以下を行うことができます。
v 定義、ルール、ルール・セット、およびメトリックを新規作成する。
v 「標準」、「決定」、「非推奨」の状態にないコンポーネントを編集す
る。ルール作成者は、コンポーネントを「標準」、「決定」、または「非
推奨」の状態に設定することはできません。
v ベースラインを設定および削除する、実行を削除する
v 自分が作成したコンポーネントを削除する
ルール・マネージャー
ルール・マネージャーは、以下を行うことができます。
v 任意のコンポーネントを削除する。
v 任意のコンポーネントの状況を他の任意の状況に変更する。コンポーネン
トを「標準」、「決定」、または「非推奨」の状況に変更できるのは、ル
ール・マネージャーのみです。
ルール・アドミニストレーター
ルール・アドミニストレーターは、コンポーネントをインポートおよびエク
スポートできます。
InfoSphere Information Analyzer データ・オペレーター
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v プロジェクト・レベル・データ・オペレーターは、ルール、ルール・セッ
ト、およびメトリックを実行できます。
v データ・オペレーター・ロールを備えていない場合には、プロジェクト内
のルールをテストすることのみできます。

ビジネス上の問題の例
ビジネスでは、ルールを決定して承認した後には、ルールの編集を制御する必要が
あります。
ソリューション
以下のように、プロジェクト内の特定のユーザーをルール・マネージャーと
して設定します。
v ルール・マネージャーは、状況を「承認済み」または「標準」に変更する
ことで、データ品質オブジェクト (例えば、データ・ルール定義) を検討
および承認できます。
v 変更後には、データ品質オブジェクトは、編集できなくなります。
v さらに編集するために状況を「ドラフト」または「候補」に戻すことがで
きるのは、ルール・マネージャーのみです。
複数の InfoSphere Information Analyzer 環境 (開発環境と実稼働環境など) がある場
合には、それらの環境間でユーザーおよびロールを別のものにすることができると
いうことを覚えておいてください。例えば、あるユーザーを、各環境内の関連プロ
ジェクトに所属させて、以下のようにすることができます。開発環境では、このユ
ーザーをルール作成者にして、新規ルールのデザインおよびテストを担当させま
す。実稼働環境では、同じユーザーをルール・ユーザーにして、ルール内の変更お
よびトレンドをモニターすることはできるが、そのルールに変更を一切加えられな
いようにします。
判定とアクション:
セキュリティー・アドミニストレーターおよびプロジェクト・アドミニストレータ
ーは、ルール開発に参加しているグループと連携して、プロジェクトで必要になる
可能性があるユーザーおよびロールを特定する必要があります。
恐らく、初期作業は、ルール作成者のグループから開始します。作業の進行に合わ
せて、ルールの状況と編集を制御するルール・マネージャー、環境全体へのルール
のデプロイを容易にするルール・アドミニストレーターなど、さらなる制御レベル
を追加できます。実稼働環境では、ルールの実行は、データ・オペレーター・ロー
ルを備えた選択ユーザーに制限することができます。

使用および監査証跡
IBM InfoSphere Information Analyzer は、データ・ルール定義、データ・ルール、ル
ール・セット、および他の品質制御コンポーネントに関する複数のレベルの情報を
記録します。これには、特定の品質管理の使用および監査証跡が含まれます。これ
らのコンポーネントを使用して、データ品質環境を管理します。
「ルール・セットを開く」の「使用」ビューを使用して、特定の品質管理のコンポ
ーネントおよびそのオブジェクトの使用個所を特定できます。
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図 32. 「ルール・セットを開く」ウィンドウの「使用」ビューの例

ルールおよびルール・セットの定義では、使用されるローカル変数とグローバル変
数および用語を確認できます。また、どのデータ・ルールおよびルール・セットが
どの定義に基づいているかを確認できます。
ルールおよびルール・セットでは、基盤となっている定義、変数にバインドされて
いるソース、ならびにルールおよびルール・セットを使用している他のルール・セ
ットおよびメトリックも確認できます。
「監査証跡」ビューでは、特定のイベントが品質管理に関連していつ発生したのか
を特定できます。このビューには、エクスポートとインポート、作成と更新、そし
て実行可能オブジェクトの場合はそれが生成および実行された時間が含まれます。
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図 33. 「ルール・セットを開く」ウィンドウの「監査証跡」ビューの例

監査の観点から、特定の実行履歴で追加の詳細も提供されています。結果では、以
下が示されます。
v 基盤の定義
v 使用されたデータ・ソースおよび処理された合計レコード数
v ジョブがいつどのように実行されたか
– 開始時刻と終了時刻
– サンプリングの使用
v 実行時にルールまたはルール・セットで適用された論理
判定とアクション:
プロジェクト・アドミニストレーター、ルール・アドミニストレーター、ルール・
マネージャーなどの指定ユーザーは、恐らく、プロジェクト環境を監督する責任を
担うことになります。この監督作業には、特定の品質管理の使用および監査の情報
を定期的に検討して、再利用や標準に対するコンプライアンスを測定することが含
まれる場合があります。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、製品のアクセシビリティー対応資料が用意されていま
す。IBM Knowledge Center では、ほとんどの Web ブラウザーで表示可能な
XHTML 1.0 形式で資料を提供しています。IBM Knowledge Center では XHTML
を使用しているため、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。
IBM Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちら
は完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

同時には使用できない情報であることを示します。 区切り文字の左側の引
数か、右側の引数のどちらか一方を使用できます。単一のコマンド使用で、
両方の引数を使用することはできません。

{ }

同時には使用できない一連の引数を囲みます。この内の 1 つは必須です。
引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。
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付録 C. 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 30. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 D. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 E. 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 31. 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 31. 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。

精度分析
製品資料

［ハ行］

20

パフォーマンスの考慮事項

アクセス 115
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー

109

セキュリティー、ユーザーの判定とアクシ
ョン

［ア行］
インポート、メタデータ

8

お客様サポート
連絡先

113

完全性分析 28
結果のモニター 97
構文
コマンド・ライン

［タ行］

完全性分析

主キー分析

コマンド
構文 111
コマンド・ライン構文
規則 111
固有性しきい値のオプション

28

ドメイン分析 30
フォーマット分析
データ品質評価 5

111

37

データ品質ルール環境の管理
データ品質列分析 10
データ分類分析 10, 11
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［サ行］
サポート
お客様 113
参照整合性分析 50
サンプル、データ 8
資産合理化プロジェクト 5
主キーしきい値のオプション 54
主キー分析 (複数列)
データ・サンプル 9
使用および監査証跡 105
使用および監査証跡、ユーザーの判定とア
クション 107
商標
リスト 119
情報分析
機能および技法 10
データ・ソース 8
ビジネス管理プラクティス 2
ビジネス・ケース 2
ベスト・プラクティス 1
方法 1, 6
スケール分析 22
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データ・サンプル
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長さ分析
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フォーマット分析
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プロジェクトの用途

54
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