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レポーティング・ガイド

第 1 章 IBM InfoSphere Information Server レポート作成の概
要
InfoSphere® Information Server の中で、いずれかのコンポーネントの中の特定のア
クティビティーについてのレポート、または、スイート全体の管理機能についての
レポートを作成できます。
InfoSphere Information Server レポート作成サービスを使用して、チームの他のメン
バーに知らせるために、サマリー、データ、詳細、または統計のレポートを作成で
きます。レポートは、HTML、PDF、RTF、TXT、XLS、および XML など、いろい
ろなフォーマットで作成できます。これらのレポート・フォーマットは、製品の中
で、また、製品がインストールされていないコンピューター上で表示できます。
IBM® InfoSphere Information Analyzer または IBM InfoSphere DataStage® などの製
品モジュールについて、製品モジュールに特定のレポートを作成できます。複数の
製品モジュールに渡る、モニター、スケジューリング、およびセキュリティー・サ
ービスのレポートを作成できます。
また、アクセス制御リストを使用して、レポート・テンプレート、レポート、およ
びレポート結果に対するアクセス権限と許可を管理することもできます。
レポートは多様な方法で情報を示すことができます。例えば、分析結果として、結
果を示す実際の値を表示したり、グラフやチャートにして表示したりできます。グ
ラフやチャートは、データ・ソースの中で分析された列の割合といった、オブジェ
クトに関する一般情報を表示します。グラフやチャートによって、普通のレポート
のテキストでは見つけ難い問題が強調されます。
次の例は、IBM InfoSphere FastTrack レポートを示しています。このレポートは
「マッピング仕様」レポートで、選択されたユーザーがソースとターゲットのマッ
ピングで完了したものの統計サマリーです。このレポートは InfoSphere FastTrack
の外部で PDF または HTML ファイルとして共有できます。このレポートによっ
て、他のユーザーが、単一マッピング仕様の中で、どの程度マッピングが完了した
かを知ることができます。
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1

レポートは、いくつかの InfoSphere Information Server クライアントから作成でき
ます。 Web コンソールによって、拡張レポート作成機能が提供されます。 Web コ
ンソールの中で、次のことを行うことができます。
v レポートおよびレポート結果へのアクセスを制御する
v さまざまなフォーマットで結果をパブリッシュする
v 独自のフォルダー保存構造を作成する

2
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次のタスクは、Web コンソールでの、レポートに関する作業の方法を示します。他
のクライアントおよびコンソールでレポートを実行するには、 61 ページの『第 10
章 他のクライアントを使用したレポートの作成と実行』を参照してください。

第 1 章 概説
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第 2 章 IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
の中でのレポートのアクセス
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにアクセスするには、Microsoft
Internet Explorer または Mozilla Firefox を使用します。「レポート作成」タブを使
用して、レポートにアクセスします。

始める前に
Web ブラウザーを IBM InfoSphere Information Server Web コンソールと連携する
ように構成する
重要: ポップアップ・ブロッカーを使用している場合、ポップアップ・ブロッカー
を無効にするか、ポップアップがレポートを開くことができるようにポップアッ
プ・ブロッカーを構成する必要があるかもしれません。

手順
1. Web ブラウザーを開いて https://host_server:port に接続します。ここで、
host_server は、接続先となる IBM InfoSphere Information Server ホスト名の
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の名前または IP アドレス
です。
2. IBM InfoSphere Information Server Web コンソールのユーザー名とパスワードを
入力して、「Enter」キーを押します。
3. 「レポート作成」タブを選択します。

例
次に例を示します。
v Andros というネットワークのサーバーに接続するには、https://Andros:9443 と
入力します。
v IP アドレスが 666.555.44.333 のネットワークのサーバーに接続するには、
https://666.555.44.333:9443 と入力します。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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第 3 章 使用可能なレポートとテンプレート
Web コンソールには、選択できる多数のレポート・テンプレートがあります。使用
可能なテンプレートのタイプは、インストールされているスイート・コンポーネン
トによって異なります。次の表に、すべてのレポート・テンプレートのロール、許
可、および結果フォーマットの詳細を示します。

管理レポート・テンプレート
スイート全体のスケジューリングおよびセキュリティー・サービスについてのレポ
ートを作成できます。
これらのレポートは、管理フォルダーから使用でき、すべての出力で使用できま
す。これらのレポートはビジネス・ユーザーにシステム管理機能を伝えるだけでな
く、システム管理者も対象としています。
表 1. IBM InfoSphere Information Server 管理レポート
テンプレート名

説明

対話

ロール: 許可

日付範囲によるタスク実 指定した日時範囲でのトピック、サ
行サマリー
マリー、および作成者別タスク実行
サマリーのレポート

実行されたタスクのサマ
リー。これらのレポート
のパラメーターは、コン
ポーネント、トピック、
およびタスク状況です。

SuiteAdmin: すべて

経過時間によるタスク実 指定した経過時間でのトピック、サ
行サマリー
マリー、および作成者別タスク実行
サマリーのレポート

実行されたタスクのサマ
リー。これらのレポート
のパラメーターは、コン
ポーネント、トピック、
およびタスク状況です。

SuiteAdmin: すべて

日付範囲によるタスク・ 指定した日時範囲でのトピックおよ
スケジュール
びコンポーネント別タスク・スケジ
ュールのレポート

SuiteAdmin: すべて
トピック (レポート実
行、ログのパージなど)、
およびコンポーネント
(Common Services、IBM
InfoSphere Information
Analyzer など) 別のタス
ク・スケジュールのリス
ト。

経過時間によるタスク・ 指定した経過時間でのトピックおよ
スケジュール
びコンポーネント別タスク・スケジ
ュールのレポート

SuiteAdmin: すべて
トピック (レポート実
行、ログのパージなど)、
およびコンポーネント
(Common
Services、InfoSphere
Information Analyzer な
ど) 別のタスク・スケジ
ュールのリスト。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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表 1. IBM InfoSphere Information Server 管理レポート (続き)
テンプレート名

説明

対話

ロール: 許可

ユーザー・リスト

1 つ以上の基準別ユーザー・リスト
のレポート

次に示す指定された条件
と一致するユーザーのリ
スト。

SuiteAdmin: すべて

v ロール・タイプ。スイ
ートまたは製品など
v コンポーネント。IBM
InfoSphere Information
Server など
v ロール ID。スイー
ト・アドミニストレー
ターまたは InfoSphere
Information Analyzer ユ
ーザーなど
ロール・タイプ、コンポ
ーネント、およびロール
ID の組み合わせがすべて
有効であるとは限りませ
ん。例えば、ロール・タ
イプ「スイート」とコン
ポーネント「Information
Analyzer」にロールはあ
りません。
セッション内のアクティ あるセッション内でのロール別アク
ブ・ユーザー
ティブ・ユーザーのレポート

FastTrack User などのロ
ール別の、現在のアクテ
ィブ・ユーザーのリス
ト。

SuiteAdmin: すべて

InfoSphere DataStage レポート・テンプレート
IBM InfoSphere DataStage の中でジョブを実行するときに生成されるオペレーショ
ナル・メタデータについてのレポートを作成できます。
ジョブ実行についてレポートを作成するには、次のことが必要です。
v InfoSphere DataStage and QualityStage® の中でオペレーショナル・メタデータの生
成が可能である
v 1 つ以上のジョブを実行する
v オペレーショナル・メタデータを IBM InfoSphere Information Server のメタデー
タ・リポジトリーにインポートする
すべてのレポートは、PDF および HTML 出力で使用可能です。
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表 2. IBM InfoSphere DataStage レポート・テンプレート
テンプレート
名

説明

対話

選択されたジ
ョブの実行に
関するジョブ
実行情報

選択されたジョブの実
行に関するジョブ実行
情報とそのイベント情
報のレポート

InfoSphere DataStage
によって報告されると
おりの単一ジョブ実行
のオペレーショナル・
メタデータ。それは、
実行の間にジョブへス
コープされた実際のリ
ネージュを報告しま
す。
注: 行生成プログラム
は物理データ・リソー
スではないため、行生
成プログラムをデー
タ・ソースとして使用
するジョブは、空のレ
ポートを生成します。

レポートを使用
するユーザーの
タイプ
特定のジョブ実
行からの情報を
表示したいユー
ザー

提供される情報 ロール: 許可
ジョブ実行の統 レポートを作成
計情報。次のも するには OMD
のがあります。 アドミニストレ
ーターまたはア
各リンク/ステ ナリスト・ロー
ージでのジョブ ルが必要で、レ
実行の間に発生 ポートを表示す
した、読み取
るには OMD ユ
り、書き込み、 ーザー・ロール
ルックアップ、 が必要です。
または失敗イベ
ント。
実行のタイム・
スタンプ、およ
び読み取りまた
は書き込みされ
た行数。

データベース別ソース 特定のソース・パース 特定の表および
ソースおよび
ターゲット (デ およびターゲットに関 ペクティブか、特定の その列のリネー
ターゲット・パースペ ジュについての
ータベース別) する詳細のレポート
クティブからの、単一 レポートを探す
データベース表の列に データ・アナリ
ついてのデザイン時デ スト。
ータ・リネージュ。

この情報は、特 SuiteAdmin: す
定のデータベー べて
ス・スキーマを
持つデータベー
スの中にある表
の列に関連しま
す。メタデータ
(表スキーマ)
がリポジトリー
の中にあること
を確認してくだ
さい。レポート
は次の情報を提
供します。
特定の列が使用
されるジョブの
リスト
ソースおよびタ
ーゲット・フィ
ールドの詳細。
これは、オプシ
ョンの選択 (ソ
ースからターゲ
ットか、ターゲ
ットからソー
ス) によって異
なります。

第 3 章 使用可能なレポートとテンプレート
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表 2. IBM InfoSphere DataStage レポート・テンプレート (続き)
テンプレート
名

説明

レポートを使用
するユーザーの
タイプ

対話

ジョブ別ソースおよび ジョブごとの特定のソ 選択されたジョ
ソースおよび
ターゲット (ジ ターゲットに関する詳 ース・データベースま ブを流れていく
ときの、特定の
たは特定のターゲッ
細のレポート
ョブ別)
ト・データベースから 列のリネージュ
の、単一ジョブのデザ を実証するデー
イン時データ・リネー タ・アナリス
ト。
ジュ。

提供される情報 ロール: 許可
この情報は、ジ SuiteAdmin: す
ョブおよびジョ べて
ブのさまざまな
変化の中で、特
定のステージの
ソースおよびタ
ーゲット列に関
連します。

InfoSphere FastTrack レポート・テンプレート
IBM InfoSphere FastTrack レポート・テンプレートを使用して、ジョブ開発者およ
びデータ・アナリストに対して、列マッピングおよび表と列のマッピングの詳細を
提供できます。
InfoSphere FastTrack レポート・テンプレートの「ロール: 許可」は「FT ユーザー:
すべて」です。レポート結果は、HTML、PDF、または RTF にフォーマットされま
す。
表 3. InfoSphere FastTrack レポート・テンプレート
テンプレート名

説明

マッピング仕様ドキ
ュメンテーション詳
細

マッピング仕様および 単一マッピング仕
列マッピングの詳細
様の中に、すべて
の列マッピングの
列マッピング詳細
を提供します。ま
た、選択されたプ
ロパティーに基づ
いて、マッピング
列の詳細をソート
したり一部をフィ
ルターアウトした
りできます。
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対話

レポートを使用するユー
ザーのタイプ

レポートで提供される
情報

ジョブ開発者とデータ・ 各列マッピングの詳
アナリストの両方。この 細。
レポートは InfoSphere
FastTrack の外部で共有す
ることができ、ユーザー
は、製品を開くことも、
インストールすることも
必要ありません。

表 3. InfoSphere FastTrack レポート・テンプレート (続き)
対話

レポートを使用するユー
ザーのタイプ

レポートで提供される
情報

テンプレート名

説明

マッピング仕様イン
プリメンテーション
詳細

マッピング仕様、表マ 単一マッピング仕
ッピング、列マッピン 様の中に、すべて
グ、および検索の詳細 の列マッピングの
列マッピング詳細
を提供します。ま
た、ソース表結
合、ルックアッ
プ、スイッチ、ア
グリゲートのよう
な表マッピング詳
細も含みます。列
マッピングは、選
択されたプロパテ
ィーに基づいて、
おそらくソートお
よびフィルター処
理されています。

ジョブ開発者とデータ・ 表マッピングと列マッ
アナリストの両方。この ピングの詳細。
レポートは InfoSphere
FastTrack の外部で共有す
ることができ、ユーザー
は、製品を開くことも、
インストールすることも
必要ありません。

マッピング統計サマ
リー

マッピング統計サマリ ソースとターゲッ
ー
トのマッピングの
中でユーザーが完
了したものの統計
サマリー。

ジョブ開発者とデータ・
アナリストの両方。この
レポートは InfoSphere
FastTrack の外部で共有す
ることができ、ユーザー
は、製品を開くことも、
インストールすることも
必要ありません。

単一マッピング仕様の
中で、どの程度マッピ
ングが完了したかを示
します。

InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート
情報分析に使用できるさまざまなテンプレートが用意されています。例えば、これ
らのテンプレートを使用して、列サマリー詳細が付いたレポートを作成します。外
部キー分析ジョブの実行後に、データの中の外部キーを要約したレポートを作成で
きます。
IBM InfoSphere Information Analyzer レポートでは、レポート結果は
HTML、XML、RTF、および PDF フォーマットで作成されます。
IAUser ロールは、InfoSphere Information Analyzer テンプレートのアクセス制御リ
ストにおいて、すべての許可を保持します。さらに、次のプロジェクト・レベルの
ロールは、それぞれの下に示されたレベルの許可を付与するために InfoSphere
Information Analyzer に必要なものです。
IAUser
すべての許可
IADataSteward
読み取り許可

第 3 章 使用可能なレポートとテンプレート
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IABusinessAnalyst
すべての許可
表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート

説明

対話

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

Information Analyzer パブリケーション・
> 分析のパブリケー サマリー
ション

データ・スキーマ
の選択されたセッ
トの中のすべての
表のサマリー。

選択された表のパブリケーションの
サマリーを提供します。パブリケー
ション情報には、最終パブリケーシ
ョン日とパブリッシュしたユーザー
が含まれます。

データ・アナ
リスト、プロ
ジェクト・ ア
ドミニストレ
ーター

Information Analyzer ベースラインの内容
> ベースライン分析 - 現行と以前の差異

ある分析インスタ
ンスから次の分析
インスタンスまで
の内容の変更を示
しています。

ベースライン内容 - 現行と以前の データ・アナ
差異によって、ある分析インスタン リスト
スから次の分析インスタンスまでの
列の内容の変化が分かります。レポ
ートは、列全体の内容の変化を要約
し、そのあと、特定の列の内容の変
化を要約します。

Information Analyzer ベースラインの構造
> ベースライン分析 - 現行と以前の差異

ある分析インスタ
ンスから次の分析
インスタンスまで
の構造の変化

ある分析インスタンスから次の分析 データ・アナ
インスタンスまでの列の構造の変化 リスト
が分かります。レポートは、列全体
にわたる構造の変化を要約し、その
あと、表の特定の列の構造の変化を
要約します。

フォルダー

テンプレート名

Information Analyzer
> 列の分類

データ種別

データの分類時に
選択されたすべて
の列をソートする
場合のデータ・ク
ラス表示

選択されたすべての列のデータ・ク データ・アナ
ラス表記の表示。情報は列に基づい リスト
てソートされ、推論されたデータ・
クラスと、選択されたデータ・クラ
スの両方が強調表示されます。

Information Analyzer
> 列の分類

サマリー

表のある列グルー
プについて定義さ
れた種別

選択されたデータ・クラスでグルー データ・アナ
プ化された表の列について、推論さ リスト
れた分類の判断材料を提供するサマ
リー。

Information Analyzer
> 列のドメイン

完全性と妥当性のサ
マリー

組み込まれた表と
列に対する現在の
完全性と妥当性の
サマリー

表の中の各列について、不完全およ データ・アナ
び無効データのレベルを示すサマリ リスト
ー・レポート。最初の実行時には、
すべての値が新規として報告されま
す。そのあとの列分析の実行では、
前に報告されなかった値のサマリー
のみが、新規としてリストされま
す。
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)
レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

フォルダー

テンプレート名

説明

対話

Information Analyzer
> 列のドメイン

ドメイン分析詳細

レポートに選択さ
れた各ドメイン値
ごとの詳細なドメ
イン種別 (デフォル
ト、無効、最小、
最大など)

デフォルト値、無効値、または有効 データ・アナ
値を含めるか排除できる構成可能レ リスト
ポート。値、カウント、またはドメ
イン・インジケーターによって昇順
または降順にソートします。
レポートには、列ごとに有効、不完
全、無効の値のパーセントがグラフ
ィカルに示されます。ドメイン・イ
ンジケーターが含まれる場合、レポ
ートには、示されたソート順序に詳
細値がリストされます。

Information Analyzer
> 列のドメイン

ドメイン値プロファ
イル

各ドメイン値ごと
のカテゴリー化プ
ロファイル (デフォ
ルト、無効、最
小、最大など)

デフォルト値、無効値、または有効 データ・アナ
値を含めるか排除できる構成可能レ リスト
ポート。値、カウント、またはドメ
イン・インジケーターによって昇順
または降順にソートします。

Information Analyzer
> 列の頻度

頻度別頻度

頻度の累計ととも
にテキストで表さ
れる、最も一般的
な出現値

頻度の降順に並べられた、選択され データ・アナ
リスト
た列のデータ値。
このレポートには、1 行に、値、値
の頻度、および値の頻度の累積が含
まれます。生成される値を減らすた
めに、オプションの頻度カットオフ
値を入力できます。累積のパーセン
テージには、レポートの中に表示さ
れた値の合計パーセントのみが含ま
れます。サマリーには、合計レコー
ド・カウントとレポートに含まれる
合計レコードが含まれます。

Information Analyzer
> 列の頻度

フォーマット違反

フォーマット違
反。典型的なサン
プル値も示されま
す

選択された列のフォーマットのサマ データ・アナ
リー。サマリー情報には、フォーマ リスト
ット状況、フォーマット、カウン
ト、合計行数パーセンテージ、およ
び例が含まれます。

Information Analyzer
> 列の頻度

最頻出フォーマット

図およびテキスト
で示された最も頻
出するフォーマッ
ト。代表的な例示
の値を含む。

データ・アナ
選択された列の最頻出フォーマッ
リスト
ト。フォーマットはグラフィカル
に、またテキストで、いくつかの例
も含めて、最大 200 個表示されま
す。

Information Analyzer
> 列の頻度

最頻出値

図およびテキスト
で示された最も頻
出する値

指定された列の最頻出値の分布。

Information Analyzer
> 推論列

差分 (定数値のみ)

定義値、推論値、
選択値間での定数
値に関する差分

推論された定数フラグと選択された データ・アナ
定数フラグが異なるすべての列。
リスト

データ・アナ
リスト
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)
レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

フォルダー

テンプレート名

説明

対話

Information Analyzer
> 推論列

定数、固有性、およ
び NULL 可能性の
プロパティー (定義/
推論/選択) - すべて

定義値、推論値、
選択値間での定
数、固有性、およ
び NULL 可能性に
関する差分

すべての選択された列について、推 データ・アナ
論および選択された定数および固有 リスト
性フラグを示し、定義、推論、およ
び選択された NULL 可能性フラグ
を示します。

Information Analyzer
> 推論列

差分 (データ・タイ
プのみ)

定義値、推論値、
および選択値間で
のデータ・タイプ
に関する差分

定義、推論、または選択されたデー データ・アナ
タ・タイプが異なるすべての列。
リスト

Information Analyzer
> 推論列

差分 (データ長のみ) 定義値、推論値、
および選択値間で
のデータ長に関す
る差分

定義、推論、または選択された長さ データ・アナ
が異なるすべての列。
リスト

Information Analyzer
> 推論列

差分 (NULL 可能性
のみ)

定義、推論、または選択された
定義値、推論値、
NULL 可能性フラグが異なるすべ
および選択値間で
の NULL 可能性に ての列。
関する差分

Information Analyzer
> 推論列

差分 (精度のみ)

定義値、推論値、
および選択値間で
の精度に関する差
分

定義、推論、または選択された精度 データ・アナ
リスト
が異なるすべての列。レポートに
は、「差分 (データ長のみ)」レポ
ートと同じような情報が含まれます
が、含める条件が異なります。

Information Analyzer
> 推論列

データ・タイプとデ
ータ長のプロパティ
ー (定義/推論/選択)
- すべて

定義値、推論値、
および選択値間で
のデータ・タイプ
とデータ長に関す
る差分

すべての選択された列について、定 データ・アナ
リスト
義、推論、および選択されたデー
タ・タイプ、データ長、精度、およ
びスケールを示します。レポートに
は、「データ・タイプ」または「差
分 (データ長)」レポートと同じよ
うな情報が含まれますが、含める条
件が異なります。

Information Analyzer
> 推論列

差分 (固有性のみ)

定義値、推論値、
および選択値間で
の固有性に関する
差分

推論された固有性フラグと選択され データ・アナ
リスト
た固有性フラグが異なるすべての
列。レポートは、「差分 (NULL 可
能性のみ)」レポートと同じように
見えますが、含める条件が異なりま
す。

Information Analyzer
> 列プロパティー

列のすべてのデー
タ・タイプ

あいまいな表記の
選択列のみを対象
にしたデータ・タ
イプ表示

データ・アナ
各列の推論された (候補の) デー
タ・タイプの分布。最初のページは リスト
表のサマリーです。その後のページ
は、各列の特定の分布の詳細で、レ
コード・カウントとパーセントも示
されます。
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データ・アナ
リスト

表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)
レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

フォルダー

テンプレート名

説明

対話

Information Analyzer
> 列プロパティー

列の未確定データ・
タイプ

すべての選択列を
対象にしたデー
タ・タイプ表示 (あ
いまいな表記も含
む)

データ・アナ
すべての列の推論された (候補の)
データ・タイプの分布で、複数の推 リスト
論 (未確定の) データ・タイプもリ
ストされます。最初のページは表の
サマリーです。その後のページは、
各列の特定の分布の詳細で、レコー
ド・カウントとパーセントも示され
ます。

Information Analyzer
> 列プロパティー

列のストレージ使用
率

選択されたすべて
の列に対するデー
タ長の定義値と実
際の値の長さ、お
よび有効なフィー
ルド使用率

データ・アナ
ストレージ使用効率の観点からし
て、列がどのくらい効率的に定義さ リスト
れているかを識別するための、最大
長または平均の長さと比較した、定
義された長さ。
表サマリーは、指定された行の定義
された長さの合計を示します。表サ
マリーは、指定された行で使用され
る最大バイトと平均バイトの両方の
合計も示します。列サマリーは、
NULL と定数値のパーセントを示
します (NULL が最も一般的な「定
数」値であれば等しくなります)。
NULL および定数バイトの合計
は、NULL の列数と定数の列数を
足したものに、定義された長さを掛
けたものになります。

Information Analyzer
> 列プロパティー

定義サマリー

定義サマリー

メタデータのインポートを通して設 データ・アナ
定されたとおりの、各列の定義され リスト
た情報。

Information Analyzer
> 列サマリー

列構造サマリー

各データの集合に
おける列の統計を
示した、行単位の
構造についての詳
細

列の構造詳細を提供します。これに データ・アナ
は、主キー・フラグ、推論されたデ リスト
ータ・タイプの数、データ長、精
度、スケール、固有値、固有性パー
センテージ、個別フォーマット・カ
ウント、個別フォーマット・パーセ
ンテージ、NULL のパーセンテー
ジ、不完全のパーセンテージ、無効
のパーセンテージ、最大値、および
最小値が含まれます。
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)
レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

フォルダー

テンプレート名

説明

対話

Information Analyzer
> 列サマリー

列構造サマリー (推
論データ・タイプ付
き)

各データの集合に
おける列の統計を
示した、行単位の
構造についての詳
細。各種のデー
タ・タイプ・パタ
ーンを含む。

列の構造詳細。これには、定義済み データ・アナ
主キー・フラグ、データ・タイプの リスト
数、長さ (最小、最大、平均)、精
度 (最小、最大)、スケール (最小、
最大)、ユニーク値、固有性パーセ
ンテージ、個別フォーマット・カウ
ント、個別フォーマット・パーセン
テージ、NULL のパーセンテー
ジ、不完全のパーセンテージ、無効
のパーセンテージ、最大値、および
最小値が含まれます。これらの統計
のあと、推論されたデータ・タイプ
とそのカウントによって列が要約さ
れます。

Information Analyzer
> 列サマリー

サマリー統計

ある列のキー構造
および内容のサマ
リー統計

選択された表と列について、列ごと データ・アナ
に提供された分析データの構造の全 リスト
般サマリー。レポートは、列の内
容、ドメイン評価、定義された構
造、および推論された構造の各サマ
リーのセクションに分かれていま
す。

Information Analyzer
> 列サマリー

列のプロファイル状
況

1 行ごとに、各デ
ータ・コレクショ
ンの列プロファイ
ル状況詳細を示す

選択された列のプロファイル状況の データ・アナ
サマリー。
リスト

Information Analyzer
> 列サマリー

注釈の詳細

データ・コレクシ
ョンの注釈の表示

選択された表と列のすべての注釈の データ・アナ
サマリー。
リスト

複数表の複数列で
オーバーラップし
た値

選択された基本表または列と、ペア データ・アナ
リスト
の表または列の間の共有性。これ
は、各列の合計カーディナリティ
ー、共通な値の数、および各方向の
オーバーラップのパーセンテージを
示します。

Information Analyzer 共通ドメイン (同名) 複数表の同じ名前
の列でオーバーラ
> 複数表間のドメイ
ップした値
ン分析

選択された基本表または列と、同じ データ・アナ
名前の列のペアの表または列の間の リスト
共有性。レポートは、各列の合計カ
ーディナリティー、共通な値の数、
および各方向のオーバーラップのパ
ーセンテージを示します。

Information Analyzer ドメイン比較 - しき 複数表の複数列で
共通ドメインしき
> 複数表間のドメイ い値の超過
い値を超えて出現
ン分析
するオーバーラッ
プ値

選択されたしきい値を超える、基本 データ・アナ
表と対応するペアの表のドメイン関 リスト
係。レポートには、基本表/列、ペ
アの表/列、各列の個別値のカーデ
ィナリティー、および共通な値が示
されます。

Information Analyzer 共通ドメイン
> 複数表間のドメイ
ン分析
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

テンプレート名

説明

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

対話

Information Analyzer ドメイン比較 - 重複 複数表において、
重複と示された列
> 複数表間のドメイ 値の詳細
で共通ドメインし
ン分析
きい値を超えて出
現するオーバーラ
ップ値

基本表および対応するペアの表の間 データ・アナ
のドメイン関係を強調表示します。 リスト
これは、定義された共通ドメインし
きい値について共通データがないこ
と、または共有性のレベルがあるこ
とを示します。レポートは、各方向
の共通のレコードのパーセントも示
します。

Information Analyzer ドメイン列の品質評
> 複数表間のドメイ 価 - サマリー
ン分析

特定のデータベー
ス (または表) とそ
の列に関連付けら
れた品質と列プロ
ファイルのサマリ
ー

全般品質についての列レベルでのサ データ・アナ
マリー。これには、合計レコード、 リスト
完全または不完全レコードのパーセ
ント、NULL または定数データの
入ったレコードの合計、合計割り振
りバイト、および使用されるバイト
の最大/平均が含まれます。グラフ
は、無効と分類されたレコードに対
して有効と分類されたレコードのパ
ーセントを示します。

Information Analyzer 複数表のクロスドメ
> 複数表間のドメイ インの値の相違の詳
細の複数列でオーバ
ン分析
ーラップした値

複数表の複数列で
共通ドメインしき
い値を超えて出現
する値の相違

セット・ドメインしきい値を超える データ・アナ
ペアの表と基本表の列間の相違。
リスト

Information Analyzer 重複列値の共有性の
> 複数表間のドメイ 詳細
ン分析

重複とマークされ
ている列のクロス
ドメイン比較の詳
細表示

ペアの列値のオーバーラップ (また データ・アナ
は共有性) の詳細のサマリー。レポ リスト
ートは、選択された共通ドメインし
きい値を基にしています。最初のペ
ージには、レポートの見出しのみが
含まれ、その後のページに、ペアの
列の各セットの詳細が含まれます。
詳細ページは、基本およびペアの
表/列、各列の個別値の数 (カーデ
ィナリティー)、および個別値の共
通な値を示します。行 2 と行 3
は、基本およびペアの列の両方の列
の詳細を示します。カーディナリテ
ィー詳細は、基本、ペア、および関
連したフラグを含む値のオーバーラ
ップの合計レコードと個別値を示し
ます。
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

説明

対話

Information Analyzer 同じ名前の列の値の
> 複数表間のドメイ 共有性の詳細
ン分析

複数表の同じ名前
の列で共通ドメイ
ンしきい値を超え
る共有性の詳細

基本表の 1 つの列に存在するが、 データ・アナ
ペアの表の同名の列に存在しない特 リスト
定の値。パラメーターによって、基
本表とペアの表の両方からの共通し
きい値パーセントと値の数を制御し
て、相違を表示することができま
す。

Information Analyzer クロスドメインの値
> 複数表間のドメイ の共有性の詳細
ン分析

複数表の複数列で
共通ドメインしき
い値を超える共有
性の詳細

ペアの列値のオーバーラップ (また データ・アナ
は共有性) の詳細のサマリー。レポ リスト
ートは、選択された共通ドメインし
きい値を基にしています。最初のペ
ージには、レポートの見出しのみが
含まれ、その後のページに、ペアの
列の各セットの詳細が含まれます。

Information Analyzer 同じ名前の列の値の
> 複数表間のドメイ 相違の詳細
ン分析

同じ名前の列に限
定した、クロスド
メイン比較の詳細
表示

選択された基本表と分析されたペア データ・アナ
の表の間の値の相違を、選択された リスト
数まで強調表示します。レポート
は、(存在する場合は) 両方向の値
の相違を示します。

Information Analyzer データ・ルール例外
> データ・ルール例
外

特定のデータ・ル
ール例外に関連付
けられた行の出力
を提供します。

データ・ルール例外表で見つかった ビジネス・ア
各列 (ルール変数) の行の値のリス ナリストとデ
ータ・アナリ
トを提供します。
スト

Information Analyzer データ・ルール例外
> データ・ルール例 表チャート・サマリ
ー
外

特定のデータ・ル
ール例外表および
列に関連付けられ
た行のグラフィカ
ル出力を提供しま
す。

データ・ルール例外表で見つかった
各列 (ルール変数) の行の値のリス
トを提供します。チャートを使用し
たグラフィカル表示です。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト

Information Analyzer データ・ルール実行
> データ・ルール・ 履歴サマリー
サマリー

選択したデータ・
ルールの実行履歴
サマリー

データ・ルール名、定義、および実
行の詳細が提供されます。これに
は、実行の開始および終了日、実行
履歴のトレンド・チャート、妥当性
メジャー、成功または失敗の状況と
分散を伴うベンチマーク設定が含ま
れます。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト

Information Analyzer データ・ルール・サ
> データ・ルール・ マリー・プロジェク
サマリー
ト・リスト

データ・ルール定
義、データ・ルー
ル、または両方の
リスト

データ・ルール名、定義、作成また
は変更日、ユーザー ID、およびデ
ータ・ルールが所属するフォルダ
ー・カテゴリーを提供します。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

説明

対話

Information Analyzer ドメイン表の品質評
> ドメイン品質サマ 価 - サマリー
リー・ドメイン列の
品質評価 - サマリー

特定のデータベー
スとその基礎表お
よび列に関連付け
られた品質と表プ
ロファイルのサマ
リー

全般品質についての表レベルでのサ データ・アナ
マリー。これには、合計レコード、 リスト
完全または不完全レコードのパーセ
ント、すべての列が NULL または
未確定 (混合データ・タイプ) デー
タの合計フィールド、および割り振
りおよび推論された合計レコード長
のバイト数が含まれます。グラフ
は、無効と分類されたレコードに対
して有効と分類されたレコードのパ
ーセントを示します。

Information Analyzer 定義された外部キー
> ドメイン品質サマ の候補値と選択値の
サマリー
リー

定義値、候補値、
および選択値に関
する外部キー詳細

外部キー分析が完了した表の候補お データ・アナ
よび選択された外部キー。参照整合 リスト
性が完了していない場合、そのこと
がレポートに示されます。

定義された外部キー
の参照整合性例外

所定の表で、定義
された参照整合性
関係に反する孤立
した外部キー

定義済み外部キーのみに関する、参 データ・アナ
照整合性の例外。外部キーはデータ リスト
ベース・ソースの中で定義されてい
なければなりません。

Information Analyzer
> 外部キー分析

テンプレート名

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

未定義の外部キーが存在する場合、
そのことがレポートに示されます。
参照整合性例外のある定義済み外部
キーが存在する場合は、特定の例外
値が示されます。
Information Analyzer
> 外部キー分析

定義された外部キー
のサマリー

ある表に定義され
た外部キーのサマ
リー

定義済み外部キーと関連付けられる データ・アナ
か参照される表および列。このレポ リスト
ートは、NULL、デフォルト、およ
び無効値の合計と、参照整合性違反
を示します。

第 3 章 使用可能なレポートとテンプレート

19

表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

テンプレート名

説明

対話

Information Analyzer
> 外部キー分析

参照整合性詳細

主キー値と外部キ
ー値との間の参照
整合性に関する詳
細

2 番目の表に、対応する親 (主キ
ー) 値がない表内の外部キー値 (オ
ーファン)。

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ
データ・アナ
リスト

オプションによって、外部キー・ソ
ースから返される参照整合性違反の
数と、可能なすべての外部キーを含
めるか、あるいは定義済み、候補、
または選択されたキーに限定するか
を制御できます。
参照整合性が選択されている場合
は、外部キーから主キーへの参照整
合性と主キーから外部キーの適応範
囲が要約されます。特定の整合性違
反 (オーファン) がある場合は、そ
れらが示されます。グラフは、オー
バーラップの分散を示します。

Information Analyzer
> 外部キー分析

主キー (子なし) の
詳細

主キー値と外部キ
ー値との間に子参
照がない親キー

2 番目の表に、対応する親 (主キ
ー) 値がない表内の外部キー値 (オ
ーファン)。

データ・アナ
リスト

オプションによって、外部キー・ソ
ースから返される参照整合性違反の
数と、可能なすべての外部キーを含
めるか、あるいは定義済み、候補、
または選択されたキーに限定するか
を制御できます。
参照整合性が選択されている場合
は、外部キーから主キーへの参照整
合性と主キーから外部キーの適応範
囲が要約されます。特定の整合性違
反 (オーファン) がある場合は、そ
れらが示されます。グラフは、オー
バーラップの分散を示します。
Information Analyzer データベース・プロ
> メタデータ・サマ ファイル
リー
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選択した一連のデ
ータベース内のす
べてのデータ・ス
キーマのサマリー

選択された表のデータ・スキーマの データ・アナ
サマリー。これには、スキーマ情報 リスト
と、選択された表の情報 (レコード
数と表示される列数を含む) が含ま
れます。

表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

テンプレート名

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

説明

対話

Information Analyzer 表プロファイル
> メタデータ・サマ
リー

選択した一連のデ
ータ・スキーマ内
のすべての表のサ
マリー

表のサマリー。選択された表のすべ データ・アナ
ての選択された列が表示され、列に リスト
ついて、列位置、個別値の数、カー
ディナリティー・パーセンテージ、
データ・タイプ (定義されたものと
選択されたもの)、データ長 (定義
されたものと選択されたもの)、ス
ケール (定義されたものと選択され
たもの)、レコード数、および表示
される列数が表示されます。

Information Analyzer メトリック実行履歴
> メトリック・サマ サマリー
リー

選択したデータ・
メトリックの実行
履歴サマリー

メトリック名、および実行の詳細が
提供されます。これには、実行の開
始および終了日、実行履歴のトレン
ド・チャート、妥当性メジャー、成
功または失敗の状況と分散を伴うベ
ンチマーク設定が含まれます。

Information Analyzer 分析および検討サマ
> プロジェクト状況 リー

プロジェクト内の
データ・ソースの
分析および検討状
況のサマリー

選択されたプロジェクトの分析と検 データ・アナ
討の状況。
リスト

Information Analyzer 注釈状況別プロジェ
> プロジェクト状況 クト・サマリー

プロジェクト内の
データ・ソースの
注釈状況のサマリ
ー

選択されたプロジェクトと、選択さ データ・アナ
れたレベルから表レベルまでの注釈 リスト
のサマリー。レポートは、合計列
数、注釈なしの合計列数、注釈状況
による注釈の分類、および注釈のサ
マリーを特定します。

Information Analyzer 注釈タイプ別プロジ
> プロジェクト状況 ェクト・サマリー

プロジェクト内の
データ・ソースの
注釈タイプのサマ
リー

選択されたプロジェクトと、選択さ データ・アナ
れたレベルから表レベルまでの注釈 リスト
のサマリー。レポートは、合計列
数、注釈なしの合計列数、注釈タイ
プによる注釈の分類、および注釈の
サマリーを特定します。

Information Analyzer プロジェクト・サマ
> プロジェクト状況 リー

選択したプロジェ
クトのサマリー

選択されたプロジェクトに関連付け
られたオブジェクトのサマリー。サ
マリーには、データ・ソース・サマ
リー、スキーマ詳細、ユーザーとグ
ループの詳細が含まれます。

Information Analyzer 定義、選択、候補サ
> プロジェクト状況 マリー

完了した分析に基
づいた、表の主キ
ーの定義、選択、
候補

定義済みおよび候補の主キー (単一 データ・アナ
または複数列)。これには、データ リスト
長、NULL 値と重複値の合計、お
よび行全体に渡る固有性が含まれま
す。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト

データ・アナ
リスト、プロ
ジェクト・ ア
ドミニストレ
ーター
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表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

テンプレート名

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

説明

対話

Information Analyzer 複数列キー評価サマ
> プロジェクト状況 リー

表の複数列キー評
価サマリー

データ・アナ
複数列キー評価サマリー。これに
は、主キー (候補または選択された リスト
もの)、外部キー (選択されたもの
または定義されたもの)、データ・
クラス、データ・タイプ、データ
長、ユニーク %、NULL %、重複
% が含まれます。

Information Analyzer 単一列キー評価サマ
> プロジェクト状況 リー

表の単一列キー評
価サマリー

列キー評価サマリー。これには、主 データ・アナ
リスト
キー (候補または選択されたも
の)、外部キー (選択されたものま
たは定義されたもの)、データ・ク
ラス、データ・タイプ、データ長、
ユニーク %、NULL %、重複 %
が含まれます。

Information Analyzer
> 表の主キー分析

候補値重複の例外

所定の表について
の重複した主キー
値。主キー分析に
よって識別された
主キーの定義値と
候補値を含む。

候補の主キーと、それらのキーの重 データ・アナ
複例外の可能性。複数の候補が存在 リスト
する場合、選択されたキーは「S」
で示され、それ以外の候補のキーは
「C」で示されます。重複が見つか
らなかった場合、そのキーにそのこ
とが示されます。候補のキーがない
場合、そのことが示されます。候補
のキーがある場合、特定の重複キー
値が特定されます。

Information Analyzer
> 表の主キー分析

定義値と候補値のサ
マリー

ある表において、
実行された分析を
基にした主キーの
定義値と候補値

定義済みおよび候補の主キー (単一 データ・アナ
または複数列)。これには、データ リスト
長、NULL 値と重複値の合計、お
よび行全体に渡る固有性が含まれま
す。

Information Analyzer
> 表の主キー分析

主キーの定義値 - 重 ある表において、
複の例外
重複する主キー値

定義済み主キーの特定の値重複例
外。

Information Analyzer
> 表の主キー分析

主キーの定義値 - サ ある表に定義され
マリー
た主キー

定義済み主キー。これには、合計行 データ・アナ
数に対する、NULL、デフォルト、 リスト
および重複データの合計が含まれま
す。データ・ソースに (フラット・
ファイルとして) 主キーが定義され
ていない場合、そのことがレポート
に示されます。定義済み複数列主キ
ーは、列データと共に、イタリック
で示されます。
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データ・アナ
リスト

表 4. InfoSphere Information Analyzer レポート・テンプレート (続き)

フォルダー

テンプレート名

レポートを使
用するユーザ
ーのタイプ

説明

対話

Information Analyzer ルール・セット実行
> ルール・セット・ 履歴統計
サマリー

選択済みルール・
セットの実行履歴
サマリー

ルール・セット名と、定義および実
行の詳細が提供されます。これに
は、実行の開始日と終了日、実行履
歴のトレンド・チャート、妥当性メ
ジャー、成功または失敗の状況と分
散を伴うベンチマーク設定が含まれ
ます。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト

Information Analyzer ルール・セット・サ
> ルール・セット・ マリー・プロジェク
ト・リスト
サマリー

ルール・セット定
義、ルール・セッ
ト、または両方の
リスト。

ルール・セット名、定義、作成また
は変更日、ユーザー ID、およびル
ール・セットが所属するフォルダ
ー・カテゴリーを提供します。

ビジネス・ア
ナリストとデ
ータ・アナリ
スト

InfoSphere QualityStage レポート・テンプレート
IBM InfoSphere QualityStage レポート・テンプレートを使用して、ジョブについて
の統計レベルのフィードバックと、マッチング仕様とその入力の詳細を、ビジネ
ス・アナリスト、ジョブ開発者、およびセールス・エンジニアに提供できます。
QualityStage フォルダーにある次のレポート・テンプレートにアクセスできます。
InfoSphere QualityStage レポート・テンプレートの「ロール: 許可」は
「DataStageUser: すべて」です。

InfoSphere QualityStage の列の頻度レポート・テンプレート
表 5. 列の頻度レポート・テンプレート
説明

対話

分析ジョブの特定の列
の値について、統計レ
ベルのフィードバック
を記述します。

分析ジョブの選択され
た列の値に関する詳
細。このレポートは、
統計分析を使用して、
頻度値の情報を示しま
す。
このレポートのデータ
は、「文字個別分析」
ステージ・ジョブまた
は「文字連結分析」ス
テージ・ジョブを実行
して作成します。

レポートを使用するユ
結果のフォーマ
ーザーのタイプ
レポートで提供される情報 ット
列の詳細 (列名、カーディ HTML、 PDF、
ビジネス・アナリス
ト、技術顧問、ジョブ ナリティー、および合計行 RTF、 TXT、
XLS、 XML
開発者、セールス・エ 数) を示す表
ンジニア
列パターン・サマリーの棒
グラフ (パターン = X
軸、値のカウント = Y 軸)
詳細な列パターン・サマリ
ー表 (列: パターン値、カ
ウント、パーセント、累積
%、およびサンプル・デー
タ)
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InfoSphere QualityStage のパターンの頻度レポート・テンプレート
表 6. パターンの頻度レポート・テンプレート
説明

対話

分析ジョブの特定の列
のパターンについて、
統計レベルのフィード
バックを記述します。

分析ジョブの選択され
た列のパターンに関す
る詳細。このレポート
は、統計分析を使用し
て、特定の列のパター
ン情報を示します。

レポートを使用するユ レポートで提供される情 結果のフォーマッ
ーザーのタイプ
報
ト

列の詳細 (列名、カーデ HTML、 PDF、
ビジネス・アナリス
ト、技術顧問、ジョブ ィナリティー、および合 RTF、 TXT、
XLS、 XML
開発者、セールス・エ 計行数) を示す表
ンジニア
列パターン・サマリーの
棒グラフ (パターン = X
軸、値のカウント = Y
軸)
このレポートのデータ
は、「ワード・パター
詳細な列パターン・サマ
ン分析」ステージ・ジ
リー表 (列: パターン
ョブを実行して作成し
値、カウント、パーセン
ます。
ト、累積 %、およびサ
ンプル・データ)

InfoSphere QualityStage のワードの頻度レポート・テンプレート
表 7. ワードの頻度レポート・テンプレート
説明

対話

分析ジョブの特定の
列に最もよく出現す
るワード値を記述し
ます。このレポート
はワード分析のため
にのみ作成されま
す。

分析ジョブの選択さ
れた列のワード値に
関する詳細。このレ
ポートは、パターン
が分析された列から
最も出現頻度の高い
ワード値を示しま
す。
このレポートのデー
タは、「ワード・ト
ークン分析」ステー
ジ・ジョブを実行し
て作成します。
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レポートを使用する
ユーザーのタイプ

レポートで提供される情 結果のフォーマッ
報
ト

ビジネス・アナリス
ト、技術顧問、ジョ
ブ開発者、セール
ス・エンジニア

列の詳細 (列名、カーデ HTML、 PDF、
ィナリティー、および合 RTF、 TXT、
XLS、 XML
計行数) を示す表
列パターン・サマリーの
棒グラフ (パターン = X
軸、値のカウント = Y
軸)
詳細な列パターン・サマ
リー表 (列: パターン
値、カウント、パーセン
ト、累積 %、およびサ
ンプル・データ)

InfoSphere QualityStage の標準化の品質評価 (SQA) レポート・テ
ンプレート
表 8. 標準化の品質評価 (SQA) レポート・テンプレート

説明

対話

標準化ジョブの処理
された出力につい
て、サマリー・レベ
ルのフィードバック
を記述します。

標準化の結果を評価する
スナップショット・サマ
リー。結果に基づいて、
さらに分析するために
「SQA レコード例」レポ
ートを実行することもで
きます。このレポート
は、出力合成セットによ
って編成された実際のレ
コード例を示します。

レポートを使用す
るユーザーのタイ
プ
ビジネス・アナリ
スト、技術顧問、
ジョブ開発者、セ
ールス・エンジニ
ア

レポートで提供される情報
SQA レポートの概要情報
と、レポート全体で使用さ
れる用語とその定義のリス
ト。

結果のフォーマ
ット
HTML、 PDF、
RTF (MS Word)

標準化サマリー - 標準化レ
コード分析の円グラフとパ
ーセンテージ。
データが追加されたディク
ショナリー・フィールド別
のレコードの頻度 - 各個別
カテゴリーにデータを追加
するレコードのパーセンテ
ージを示す横棒グラフ。こ
のセクションは、予期しな
い分散結果に基づくデータ
の中で、異常なものを検出
する場合に役立ちます。
同じ標準化出力パターンの
レコードのグループを示す
表。これらのグループは、
「構成セット」と呼ばれま
す。表の最初の列には「デ
ィクショナリー・フィール
ド」、そのあとの列には各
セットの列が示されます。
ほかの列には、セット番号
と、セットの中に含まれる
レコードのパーセンテージ
が付いた列ヘッダーがあり
ます。ページには、ページ
当たり最大 10 セットを含
めることができます。

標準化処理の注釈を付けられた結果から、次のことを検討します。
v データ品質用に会社が設定するしきい値 (例えば、95% または標準化データ結果)
に達したことを確認してください。ルール・セットによって処理されたデータ
と、品質結果の間には違いがあります。サマリー・レポートは、処理されて対処
済みの結果のみを示しています。これらの処理された結果が標準化された結果と
呼ばれる条件と一致するかどうかは、技術顧問が決定します。
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v 処理されたデータは、標準化データの条件に一致することを確認してください。
これは、技術顧問が判断することで、データ用語が適切なディクショナリー・フ
ィールドに関連付けられているかどうかを手動で判断する必要があります。
v データが正しく処理されていなかったり、十分なデータが標準化されなかったり
する場合、知識の所有者は、InfoSphere QualityStage の専門家に、その標準化フォ
ームでどのようにデータが見えるのが正しいのかを知らせる必要があります。
v ルール・セットによって処理されなかったデータについては (全レコードまたは
部分レコード)、処理されたデータと、(処理されなくてもよいものと較べて) どの
ように処理されたかを識別します。
v 最後に、品質目標を達成して (つまり、標準化処理によってデータが正しく処理
される)、サインオフします。

InfoSphere QualityStage の標準化の品質評価 (SQA) レコード例レ
ポート・テンプレート
表 9. 標準化の品質評価 (SQA) レコード例レポート・テンプレート
説明

対話

標準化ジョブの処
理された出力につ
いて、統計レベル
のフィードバック
を記述します。

ルール・セットを通して
処理され、SQA ステージ
によって評価されたデー
タ標準化の結果に対す
る、詳細なビジネス・レ
ベルの検討。
ビジネス・ユーザーまた
は知識の所有者は、この
レポートを使用して、レ
コード例の代表サンプル
を検査し、どのように標
準化されたかを見て、結
果の品質を判定できま
す。結果は構成セット別
に編成されます。
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レポートを使用するユーザ
結果のフォ
ーのタイプ
レポートで提供される情報 ーマット
ビジネス・アナリスト、技 SQA レポートに要約され XLS (MS
術顧問、ジョブ開発者、セ た結果の品質をより正確に Excel)
分析するために、レコード
ールス・エンジニア
の例を表形式で提供しま
す。
表は、1 行に 1 レコード
の情報が入っています。1
番目の列は入力レコードを
示します。右側の列はディ
クショナリー・フィールド
です。各レコード例は、1
行に入ります。

InfoSphere QualityStage のマッチング仕様レポート・テンプレート
表 10. マッチング仕様レポート・テンプレート
説明

対話

Match Designer で作
成されたマッチング
仕様の内容を示しま
す。

選択されたマッチング
仕様とその入力に関す
る詳細。マッチング仕
様の内容とマッチング
条件の説明に加えて、
レポートは、マッチン
グを構成するアクティ
ブ・テスト・パスと、
マッチング結果を加減
するために使用された
特定の処理またはオー
バーライドの情報も表
示します。

レポートを使用するユ レポートで提供される情
ーザーのタイプ
報

結果のフォーマッ
ト

このレポート全体で使用
される用語のグロッサリ
ー。

HTML、 PDF、
RTF (MS WORD)

Match Designer アプ
リケーションには詳し
くないけれども、正し
いマッチングの定義
に、その専門家として
の知識が不可欠のビジ
ネス・ユーザー。

マッチング仕様
マッチング・パス・セク
ション
データ表定義セクション
参照表定義

InfoSphere QualityStage のマッチング統計レポート・テンプレート
表 11. マッチング統計レポート・テンプレート
説明

対話

マッチング・パスご
とにマッチング結果
についてのサマリ
ー・レベルの統計と
マッチング・プロセ
スについての統計を
示します。

1 つのソースまたは 2
つのソースのマッチン
グ・プロセスの結果の
サマリー。レポートに
は、マッチング・パス
ごとの重み分布につい
ての詳細情報と各マッ
チング・パス内のレコ
ードおよびブロックに
ついての統計も含まれ
ます。

レポートを使用する
ユーザーのタイプ

レポートで提供される情
報

結果のフォーマッ
ト

ビジネス・アナリス
ト、技術顧問、ジョ
ブ開発者、セール
ス・エンジニア

入出力レコードについて
の統計を含むエグゼクテ
ィブ・サマリーと、レポ
ートで使用されている用
語のグロッサリー。

HTML, PDF, RTF

それぞれのマッチング・
パスごとに、パス内のレ
コードおよびブロックに
ついての統計と重み分布
を示すヒストグラム。

One-source Match ス
テージまたは
Two-source Match ス
テージを持つジョブを
実行して、このレポー
トのデータを作成しま
す。

第 3 章 使用可能なレポートとテンプレート
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第 4 章 レポートの作成と管理
Web コンソールの中で、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。その後、レポートを実行して、レポート結果を生成します。最後に、レポート
結果を管理します。
1. レポート・テンプレートの選択
レポート・テンプレートとは、レポートの作成に使用するテンプレートのことで
す。 レポート・テンプレートには、レポート作成または編集時、あるいはレポ
ート実行時の値を指定できる必須パラメーターとオプション・パラメーターがあ
ります。 これらのパラメーター値により、レポート実行時に検索され、戻され
る情報が決まります。
レポート・テンプレートは、スケジューリングおよびセキュリティーに関するレ
ポートを作成する場合に使用できます。 また、レポート・テンプレートを使用
すると、インストールされたコンポーネントによって制御されるアクティビティ
ーとオブジェクトに関するレポートを作成することもできます。 例えば、IBM
InfoSphere DataStage がインストールされている場合は、InfoSphere DataStage ア
クティビティーとオブジェクトについてのレポートとレポート結果を表示でき、
オペレーショナル・メタデータおよび列のソースとターゲットについてのレポー
トを作成できます。
2. レポートの作成
レポートは、レポート・テンプレートから作成する実行可能オブジェクトです。
レポートには、ユーザーがレポート・テンプレートの中で指定したパラメーター
値が含まれます。
3. レポートの実行
レポートを実行すると、レポート結果が作成されます。 レポートは、手動でス
ケジュールおよび実行できます。 レポートを手動で実行する場合は、実行時に
パラメーターの値を入力できます。 複数のレポートを同じレポート・テンプレ
ートから作成するには、そのテンプレートのパラメーターにそれぞれ異なる値を
指定します。
4. レポート結果の管理
レポート結果へのアクセス権限を表示、削除、および制御できます。 IBM
InfoSphere Information Server Web コンソールの「ホーム」タブをカスタマイズ
して、最新のレポート結果のリストを表示できます。

処理対象のレポート・テンプレートを選択する
最初に、処理するレポート・テンプレートを選択する必要があります。レポート・
テンプレートの選択は、アクセス制御の管理、レポートの作成、およびテンプレー
トから作成されたレポートの表示の際に行います。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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始める前に
ユーザー名、グループ、またはロールは、テンプレートのアクセス制御リストに指
定されている必要があります。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」を選択します。
2. 「レポート・テンプレート」を展開して、テンプレートの入ったフォルダーを表
示します。
3. テンプレート・フォルダーを展開し、「レポート・テンプレートの表示」をクリ
ックして、そのフォルダー内にあるテンプレートのリストを表示します。
4. リストからテンプレートを選択します。

次のタスク
タスク・リストで任意のタスク名をクリックすると、そのタスクを実行できます。

レポートの作成
レポートを作成する際にレポート・テンプレートを使用できます。

始める前に
対象となるテンプレートのアクセス制御リストに読み取り権限を保持している必要
があります。

このタスクについて
「新規レポート」メニュー・オプションを使用するか、テンプレートから、レポー
トを作成できます。

手順
1. 「内容」 > 「新規レポート」を選択します。
2. レポート・テンプレートを選択して、「次へ」をクリックします。
3. 「新規レポート」ペインで、パラメーターとその他の設定を指定します。
v オプション: レポートのデフォルトの名前と説明を変更します。 この名前と
説明は、レポート作成の元となるレポート・テンプレートから継承されたもの
です。
v オプション: レポートを保存するフォルダーを選択します。 デフォルトで
は、レポートは「レポート」ルート・フォルダーに保存されます。
v オプション: 「お気に入りに追加」を選択すれば、 このレポートをお気に入
りリストに入れることができます。
v パラメーターに必要な値を指定するか、あるいは指定せずに空欄として残しま
す。これは、レポートを手動で実行するか、スケジュールを使用して実行する
かに応じて異なります。
v レポート結果の出力フォーマットを指定します。テンプレートごとにそれぞれ
異なる出力フォーマットがあります。
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v 作成されたレポートの有効期限を設定するか、あるいは有効期限を設定しない
ように指定します。有効期限を設定した場合、レポートは有効期限日の深夜の
12 時に削除されます。
v 各レポートの最新のレポート結果に更新するか、指定した数のレポート結果を
保存することができます。
4. 作業を完了し、レポートを保存します。「直ちに実行」、「保存して直ちに実
行」、または「保存して閉じる」も選択できます。

タスクの結果
レポートを実行すると、レポート結果が作成されます。

処理対象のレポートを選択する
レポートの選択は、レポートへのアクセス権限の制御、レポートの実行、スケジュ
ール、または削除、さらにレポートから作成された結果の表示の際に行います。

始める前に
使用するユーザー名、グループ、またはロールが、対象となるレポートのアクセス
制御リストに指定されている必要があります。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」を選択します。
2. 「レポート」を展開します。
3. オプション: 「レポート」フォルダー内の 1 つ以上のサブフォルダーを必要に応
じて展開していきます。
4. 「レポートの表示」をクリックして、フォルダー内にあるレポートのリストを表
示します。
5. リストからレポートを選択します。

次のタスク
タスク・リストで任意のタスクをクリックすると、そのタスクを実行できます。 た
だし、選択するタスクについて必須の許可が必要です。

レポートの表示と変更
レポートを表示して、パラメーター値とその他の設定を変更できます。

始める前に
v レポートを表示するには、そのレポートのアクセス制御リストに読み取り許可を
保持している必要があります。
v レポートを変更するには、そのレポートのアクセス制御リストに更新許可を保持
している必要があります。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート設定を開く」をクリックします。
第 4 章 レポートの作成と管理
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3. レポートを変更する場合は、「レポート設定を開く」ペインで、パラメーターと
その他の設定を指定します。
v レポートの名前と説明を変更します。
v そのレポートを保存するフォルダーを選択します。デフォルトでは、レポート
は「レポート」ルート・フォルダーに保存されます。
v パラメーターに必要な値を指定するか、あるいは指定せずに空欄として残しま
す。これは、レポートを手動で実行するか、スケジュールを使用して実行する
かに応じて異なります。
v レポートから作成されるレポート結果の出力フォーマットを指定します。 テ
ンプレートごとにそれぞれ異なる出力フォーマットがあります。
v 作成されたレポートの有効期限を設定するか、あるいは有効期限を設定しない
ように指定します。有効期限を設定した場合、レポートは有効期限日の深夜の
12 時に削除されます。
v 各レポートの最新のレポート結果に更新するか、指定した数のレポート結果を
保存することができます。
4. 変更を保存します。

レポートの削除
レポート・テンプレートから作成されたレポートを削除できます。この操作によ
り、レポートと、レポートから作成されたすべてのレポート結果がリポジトリーか
ら削除されます。

始める前に
v 対象となるレポートの削除許可が必要です。
v 削除するレポートの全レポート結果に対する削除許可が必要です。

手順
1. レポート (複数可) を選択します。
2. 「削除」をクリックします。

レポート・パラメーター
レポートを作成または変更する場合、およびレポートを手動で実行する場合に、レ
ポート・パラメーターの値を指定できます。
各テンプレートに、それぞれ別のパラメーターを指定できます。 テンプレートで
は、必須パラメーターはアスタリスク (*) で示されます。
レポートの作成または変更時に値を指定するパラメーターは、バインド済みパラメ
ーターです。 レポートの作成または変更時に値を指定しないパラメーターは、バイ
ンドされていないパラメーターです。バインド済みパラメーターを使用するか、バ
インドされていないパラメーターを使用するか、あるいは両方を使用するかの選択
は、レポート実行を手動で行うか、あるいはスケジュールを使用して行うかによっ
て異なります。
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レポートを手動で実行する
バインドされていないパラメーターは、随時異なるパラメーター値を使用して手動
でレポートを実行する場合に使用できます。 レポートを作成または変更する際、必
須パラメーターまたはオプション・パラメーターのいずれにも値を指定する必要は
ありません。 レポートを実行する際、バインドされていない必須パラメーターには
値を指定してください。他のバインドされていないパラメーターにも値を指定して
構いません。 ただし、バインド済みパラメーターについては、レポート実行時に変
更することはできません。

スケジュールを使用してレポートを実行する
スケジュールを使用してレポートを実行する場合、パラメーターに値を指定するこ
とはできません。 レポートを作成または変更する際には、レポートに使用するすべ
ての必須パラメーターとそれ以外の任意のパラメーターに値を指定してください。

レポート結果の出力オプション
HTML、PDF、テキスト、XLS、および XML フォーマットで作成したレポート結果
について、追加の出力オプションを指定できます。 RTF フォーマットには追加オ
プションはありません。

HTML 出力オプション
レポートを作成または変更する際に、HTML レポート結果のフォーマットをカスタ
マイズできます。
以下のフィールドに値を指定できます。
テキスト・オーバーフロー
境界領域をオーバーフローするテキストを非表示にするか、あるいは表示す
るかを指定します。
非表示 オーバーフローするテキストが省略符号で表されます。 読者は、レ
ポート結果の省略符号をクリックしてテキストを表示できます。
表示

テキストは、境界領域をオーバーフローすることが可能になりま
す。

相対フォント・サイズ
フォント・サイズを Web ブラウザーで調整できます。
単一ファイル
複数の HTML ファイルではなく、単一の HTML ファイルを生成します。
さらに、ハイパーリンクとページ番号を省略するかどうかを指定することも
できます。

PDF 出力オプション
レポートを作成または変更する際に、PDF レポート結果のフォーマットをカスタマ
イズできます。
以下のフィールドに値を指定できます。
デフォルト完全圧縮
文書を出力の質が低下しない程度の最大圧縮レベルに圧縮します。
第 4 章 レポートの作成と管理
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イメージ圧縮
レポートのイメージを元のサイズからあるパーセンテージに圧縮します。数
値を入力してパーセンテージを指定します。 このオプションでファイル・
サイズが小さくなる可能性がありますが、イメージの質が低下するおそれも
あります。 このオプションは、レポートがテキスト・データではなく多く
の複雑な図表イメージで構成されている場合、および、デフォルト完全圧縮
を使用することも可能だが、それ以上にファイル・サイズを減らす必要性が
あるという場合に選択してください。
暗号化 PDF ファイルを暗号化します。 読者に必要なパスワードを入力してくださ
い。
シミュレート印刷
PDF ファイルが 1 つのグラフィックとして処理され、結果はページ順にフ
ァイルに書き込まれます。
標準モード
PDF ファイルが 1 つのデータ・セットとして処理されます。 標準モード
を使用すると、処理時間が短くなり、ファイル・サイズが減り、ブックマー
ク作成が可能になります。
ブックマーク
PDF ファイルの目次として使用できるブックマークを作成します。
データの言語
レポートを生成しているデータの言語を選択します。

テキスト出力オプション
レポートを作成または変更する際に、テキスト・レポート結果のフォーマットをカ
スタマイズできます。
以下のフィールドに値を指定できます。
Windows 規則の行の終わり
Windows の行末文字 <CR><LF> を使用して行を終了させます。それ以外の
場合は、UNIX の行末文字 <LF> が使用されます。
圧縮

行にデータが入っていない場合に列間のスペースを除去します。

標準データ・フォーマット
フォーマットを指定するには、次のオプションを選択します。
ヘッダーおよびフッター
ヘッダーとフッターを含めるようにします。 これを選択しない場
合、エクスポート・ファイルにはデータのみが含まれます。
引用符 フィールドに引用符が付けられます。
CSV フォーマット
コンマでフィールドを区切ります。
タブ区切り
タブでフィールドを区切ります。
区切り文字
フィールドを区切る際に使用する区切り文字を入力します。
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XLS 出力オプション
レポートを作成または変更する際に、XLS レポート結果のフォーマットをカスタマ
イズできます。 XLS 出力では、Microsoft Excel ファイルが生成されます。
以下のフィールドに値を指定できます。
ワード・ラップ
以下のいずれかのオプションを選択して、ワード・ラップを制御します。
既存のまま
既存のワード・ラップ・オプションをすべてのオブジェクトで使用
します。
すべて使用不可
ワード・ラップをすべてのオブジェクトで使用不可にします。
すべて使用可能
ワード・ラップをすべてのオブジェクトで使用可能にします。
Microsoft Excel 2000
Microsoft Excel 2000 と互換性のあるファイルを作成します。
エクスポートに形状を含める
形状および図表をレポート結果に組み込みます。

XML 出力オプション
レポートを作成または変更する際に、XML レポート結果のフォーマットをカスタマ
イズできます。
以下のフィールドに値を指定できます。
データのみ
データのみを XML 出力に組み込みます。 数式で制御されるエレメントは
組み込まれません。
スキーマ・ファイル名
XML 出力に適用するスキーマ・ファイル (XSD) の名前とパスを入力しま
す。これを指定しない場合、新しいスキーマ・ファイルが XML ファイル
と同じディレクトリーに作成されます。

レポートの実行
レポートは、手動で実行することも、スケジュールを使用して実行することもでき
ます。 レポートを実行すると、レポート結果が作成されます。

レポートを手動で実行する
スケジュールを使用せずにレポートを実行できます。 また、スケジュールされたレ
ポートをスケジュールの範囲外で手動実行することもできます。

始める前に
対象となるレポートのアクセス制御リストに実行許可を保持している必要がありま
す。
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このタスクについて
レポートにバインドされていないパラメーターがない場合は、複数のレポートを同
時に選択および実行できます。 バインドされていないパラメーターがあるレポート
の場合は、一度に 1 つずつしか選択、実行できません。 バインドされていないパ
ラメーターについては、必須パラメーターの値をすべて指定してください。

手順
1. レポート (複数可) を選択します。
2. 「直ちに実行」をクリックします。 バインドされていないパラメーターがない
レポートの場合、以降のプロンプトは表示されません。 バインドされていない
パラメーターがあるレポートを複数選択した場合、それらのバインドされていな
いパラメーターを含むレポートはいずれも実行されません。
3. レポートを 1 つ選択し、そのレポートにバインドされていないパラメーターが
ある場合は、「実行パラメーター値の設定」ペインでバインドされていないパラ
メーターの値を指定し、「直ちに実行」をクリックします。 レポートが実行さ
れます。

次のタスク
「実行詳細の表示」ペインでは、実行の進行状況を追跡できます。このペインは、
単一レポートの実行時に表示されます。 複数のレポートを実行している場合は、す
べての実行に関する情報を表示できます。 1 つの実行が完了すると、レポート結果
が表示されます。

スケジュールを使用してレポートを実行する
レポートを特定の時刻または時間間隔で実行するようにスケジュールできます。 レ
ポートのカスタム頻度パターンを設定して、スケジュールを開始および停止する時
機を指定できます。

レポート・スケジュール
各レポートを実行するための個々のスケジュールを作成できます。 どのようなレポ
ートでも、すべての必須パラメーターに値が指定されたものであればスケジュール
が可能です。
レポート・スケジュールには次のフィールドの値が含まれ、これらのフィールド値
でスケジュールのタイマーが構成されます。
開始日時
日付と時間。これにより、レポートを実行する間隔または特定の時間が計算
されます。 最初にスケジュールされたレポート実行は、この開始日時の値
どおりかあるいは後に行われます (このタイミングは、指定値と指定頻度に
応じて異なります)。 開始日時は、現在より前になるように指定できます。
終了日時
スケジュールが終了する日付と時間 (オプション)。 終了日時を指定しなか
った場合、スケジュールは、「反復」フィールドで指定した回数の実行が完
了するまで続行されます。
頻度
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レポートを実行する間隔、またはカスタム頻度。カスタム頻度では、間隔、

特定時刻、および特定日 (または月、年など) を組み込むことができます。
例えば、4 時間ごとの間隔でレポートを実行するように指定できます。
カスタム頻度を使用すると、複雑なスケジューリングを行うことが可能にな
ります。 例えば、11 月と 12 月の日曜日、月曜日、火曜日において、毎時
13 分と 36 分にレポートを実行するということを 4 時間ごとに行い、さら
にこれを 2 年ごとに実行する、というようなカスタム頻度を作成できま
す。
反復

ほとんどの頻度選択において、レポートを実行する総合的な回数。例えば、
レポートを週 1 回実行するように指定し、さらに反復数を 10 に指定した
場合、そのレポートは、週 1 回で 10 週間実行されます。
数値を指定しなかった場合、または 0 を指定した場合、スケジュールの実
行は、そのスケジュールを停止した場合、指定されたすべての実行日時に実
行が完了した場合、あるいは終了日時に達した場合でない限り、続行されま
す。 「反復」フィールドに指定された実行回数に達する前に終了日時に達
した場合、スケジュールは終了日時に停止します。
ただし、「時間 (単純)」オプションを使用してカスタム頻度を選択し、間隔
ではなく時刻を指定した場合、反復数は、その指定時刻でレポートが実行さ
れる日数を示します。 例えば、時刻を 14:00 と 16:00 に指定し、反復数を
10 に指定した場合、レポートは 14:00 と 16:00 に 10 日間連続で実行さ
れ、計 20 回実行されることになります。

レポート・スケジュールのタイマー は、スケジュールに従ってレポートが実行され
る時機と頻度を決定するものです。 タイマーは、スケジュールの保存時、または開
始日時のどちらが後になっても始動します。 また、タイマーは、終了日時、スケジ
ュールの停止時、または反復総数の到達時のどれが先になっても停止します。
スケジュールは、それが保存されたときに開始されます。 一方、スケジュールのタ
イマーは、指定された開始日時まで始動することはありません。 タイマーが始動す
ると、レポートは、指定された間隔で (または指定された時刻に) 自動的に実行され
ます。 スケジュールは、停止したり、再実行したりすることができます。
スケジュールされたレポートを変更するために 1 つ以上のパラメーター値を変更し
た場合、その変更内容は、次回、スケジュールがレポートを実行するときに、その
レポートのレポート結果に反映されます。

レポート・スケジュールの作成
レポートを実行する時機、頻度、および期間をスケジュールできます。

始める前に
v 対象となるレポートのアクセス制御リストに実行許可を保持している必要があり
ます。
v このレポートにバインドされていない必須パラメーターを指定することはできま
せん。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート・スケジュールを開く」をクリックします。
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3. レポート・スケジュールの開始日時を指定します。
4. オプション: レポート・スケジュールの終了日時を指定します。
5. 「頻度」リストから、間隔を選択してレポートの実行頻度を指定するか、あるい
は「カスタム」を選択してカスタム頻度オプションを指定します。
「カスタム」を選択する場合は、「カテゴリー」リストから 1 つ以上のスケジ
ューリング・オプションを選択し、それぞれの値を指定して、カスタム頻度のリ
ストに追加します。 複数の値を入力する場合は、それらのエントリーをコンマ
で区切ります。
6. オプション: 「反復」フィールドに、レポートを実行する総合的な回数を入力し
ます。 このフィールドをブランクにするか、0 を入力した場合、レポートの実
行は指定した頻度で行われ、終了日時で停止します (終了日時を指定した場合)。
カスタム頻度を選択して、「時間 (単純)」カテゴリーで個々の時刻を指定した場
合、反復数は、その指定時刻でレポートが実行される日数を示します。
7. スケジュールを保存します。

タスクの結果
スケジュールは、スケジュールが保存されてから開始されます。

レポート・スケジュールのカスタム頻度
スケジュールされたレポートを実行するカスタム頻度を指定できます。 この頻度
は、年、月、週、日、時間、および分数を組み合わせて指定できます。
カスタム頻度を指定する場合は、以下のオプションから選択してください。
時間 (単純)
レポートを実行する間隔 (時間または分)、あるいは、1 日の指定時刻 (複数
可)。
時間 (拡張)
時間と分の間隔の組み合わせ、あるいは指定した時間と分 (複数可)。
月

月間隔、または 1 年の内で指定した月 (複数可)。

年

年間隔、または指定した年 (複数可)。

曜日

指定した月で、レポートを実行する曜日 (複数可)。

日 (月間)
指定した月 (複数可) の内、レポートを実行する月ごとの日数間隔、または
指定した日 (複数可)。
これらのオプションを組み合わせることは可能ですが、使用できるのは時間オプシ
ョンと日オプションからそれぞれ 1 つずつに限ります。
カスタム頻度オプションは、レポート・スケジュールを作成する「スケジュール設
定」ペインの「開始日時」フィールドに指定した値と結合されます。
レポートのスケジュールは、「開始日時」フィールドに指定した開始日と時刻で開
始されますが、レポートが最初に実行される日時は、このペインの「カスタム頻
度」セクションで指定したオプションに応じて異なります。 開始日時を現在より前
になるように指定した場合は、スケジュールが直ちに開始され、レポートは最初の
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スケジュール日時に実行されます。 「開始日時」フィールドの各時間区分は、別の
値をカスタム・スケジューリング・オプションとして指定しない限り、開始日と開
始時刻を判別するために使用されます。
レポート・スケジュールでは、小さい時間単位で指定した値と大きい時間単位で指
定した値は相互に作用します。 例えば、レポートを 4 時間ごとに実行するように
指定し、曜日の値を指定しない場合、レポートは、スケジュール月および年で毎日
4 時間ごとに実行されます。 一方、レポートを 4 時間ごとに実行するように指定
し、さらに月曜日と金曜日を指定した場合、レポートは、指定した月および年の月
曜日と金曜日に、4 時間ごとに実行されます。 月および年の値を指定しなかった場
合、レポートは、終了日時まで、あるいはレポートが停止するまで、月曜日と金曜
日に 4 時間ごとに実行されます。
時間、分、秒にカスタム値を指定しなかった場合、レポートは「開始日時」フィー
ルドから対応する値を使用して、スケジュールされた日、時間、または分以内で実
行される時機を判別します。例えば、毎日 16 時と 20 時にレポートを実行するよ
うにスケジュールし、分と秒の値を指定しなかった場合、レポートは「開始日時」
フィールドの分と秒の値を使用します。「開始日時」フィールドで分と秒に 15:30
を指定した場合、レポートは、毎日 16:15:30 と 20:15:30 に実行されます。

カスタム頻度の例
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでは、カスタム頻度オプション
を組み合わせて、レポート実行の複雑なスケジュールを作成できます。
開始日時の値は、カスタム頻度間隔の開始点として使用されます。 例えば、開始日
時の値が 2006-10-05 14:10:30 で、カスタム頻度が 2 時間ごとである場合、この間
隔は毎日 14 時に開始されます。
以下の例では、開始日時が 2007 年 7 月 1 日で、スケジュールは、3 年ごと、
18:00 から真夜中までの 2 時間ごと、さらに 1 時間につき 15 分ごとの間隔で、2
月、7 月、12 月の各月において 10 日ごとに反復されます。
このカスタム・スケジュールを作成するには、「スケジュール設定」ペインに以下
の情報を指定します。
v 「開始日時」フィールドを 2007-07-01 18:00:00 に設定します。
v 「頻度」フィールドを「カスタム」に設定します。
v 「時間 (拡張)」カテゴリーでは、2 時間ごとおよび 15 分ごとを指定します。
v 「月」カテゴリーでは、2 月、7 月、および 12 月を指定します。
v 「年」カテゴリーでは、3 年ごとを指定します。
v 「日 (月間)」カテゴリーでは、10 日ごとを指定します。
開始日時が 7 月であるため、レポートは 2007 年 2 月には実行されません。
このオプションの組み合わせで、2007 年のタスク実行は次のように予測されます。
1
2
3
4
5
6
7

2007-07-01
2007-07-01
2007-07-01
2007-07-01
2007-07-01
2007-07-01
2007-07-01

18:00:00
18:15:00
18:30:00
18:45:00
20:00:00
20:15:00
20:30:00
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8 2007-07-01 20:45:00
9 2007-07-01 22:00:00
10 2007-07-01 22:15:00
11 2007-07-01 22:30:00
12 2007-07-01 22:45:00
13 2007-07-11 18:00:00
14 2007-07-11 18:15:00
15 2007-07-11 18:30:00
16 2007-07-11 18:45:00
17 2007-07-11 20:00:00
18 2007-07-11 20:15:00
19 2007-07-11 20:30:00
20 2007-07-11 20:45:00
21 2007-07-11 22:00:00
22 2007-07-11 22:15:00
23 2007-07-11 22:30:00
24 2007-07-11 22:45:00
25 2007-07-21 18:00:00
26 2007-07-21 18:15:00
27 2007-07-21 18:30:00
28 2007-07-21 18:45:00
29 2007-07-21 20:00:00
30 2007-07-21 20:15:00
31 2007-07-21 20:30:00
32 2007-07-21 20:45:00
33 2007-07-21 22:00:00
34 2007-07-21 22:15:00
35 2007-07-21 22:30:00
36 2007-07-21 22:45:00
37 2007-07-31 18:00:00
38 2007-07-31 18:15:00
39 2007-07-31 18:30:00
40 2007-07-31 18:45:00
41 2007-07-31 20:00:00
42 2007-07-31 20:15:00
43 2007-07-31 20:30:00
44 2007-07-31 20:45:00
45 2007-07-31 22:00:00
46 2007-07-31 22:15:00
47 2007-07-31 22:30:00
48 2007-07-31 22:45:00
49 2007-12-01 18:00:00
50 2007-12-01 18:15:00
51 2007-12-01 18:30:00
52 2007-12-01 18:45:00
53 2007-12-01 20:00:00
54 2007-12-01 20:15:00
55 2007-12-01 20:30:00
56 2007-12-01 20:45:00
57 2007-12-01 22:00:00
58 2007-12-01 22:15:00
59 2007-12-01 22:30:00
60 2007-12-01 22:45:00
61 2007-12-11 18:00:00
62 2007-12-11 18:15:00
63 2007-12-11 18:30:00
64 2007-12-11 18:45:00
65 2007-12-11 20:00:00
66 2007-12-11 20:15:00
67 2007-12-11 20:30:00
68 2007-12-11 20:45:00
69 2007-12-11 22:00:00
70 2007-12-11 22:15:00
71 2007-12-11 22:30:00
72 2007-12-11 22:45:00
73 2007-12-21 18:00:00
74 2007-12-21 18:15:00
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31

18:30:00
18:45:00
20:00:00
20:15:00
20:30:00
20:45:00
22:00:00
22:15:00
22:30:00
22:45:00
18:00:00
18:15:00
18:30:00
18:45:00
20:00:00
20:15:00
20:30:00
20:45:00
22:00:00
22:15:00
22:30:00
22:45:00

次に、同じパターンが開始日時の年から 3 年後に開始されます。 このパターン
は、以下のように 2 月に開始されます。
97 2010-02-01 18:00:00

レポート・スケジュールの変更
レポート・スケジュールの設定を変更できます。

始める前に
対象となるレポートのアクセス制御リストに実行許可を保持している必要がありま
す。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート・スケジュールを開く」をクリックします。
3. 必要に応じて、次のいずれかのフィールド (複数可) を変更します。
v 開始日時
v 終了日時
v 頻度: 「カスタム」を選択する場合は、「カテゴリー」リストから 1 つ以上
のスケジューリング・オプションを選択し、それぞれの値を指定して、カスタ
ム頻度のリストに追加します。 複数の値を入力する場合は、それらのエント
リーをコンマで区切ります。
v 反復: レポートを実行する総合的な回数を入力します。 このフィールドをブ
ランクにするか、0 を入力した場合、レポートの実行は指定した頻度で行わ
れ、終了日時で停止します (終了日時を指定した場合)。 カスタム頻度を選択
して、「時間 (単純)」カテゴリーで個々の時刻を指定した場合、反復数は、そ
の指定時刻でレポートが実行される日数を示します。
4. スケジュールを保存します。
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レポート・スケジュールの停止と再実行
レポート・スケジュールはいつでも停止できます。また、スケジュールの停止後も
開始できます。

始める前に
対象となるレポートのアクセス制御リストに実行許可を保持している必要がありま
す。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート・スケジュールを開く」をクリックします。
3. 「スケジュールの編集」ペインで、スケジュールを停止または開始します。

レポートの実行に関する情報の表示
レポート・スケジュールの状況を表示し、完了したレポート実行、実行中のレポー
ト実行、今後のレポート実行を示したリストを表示できます。

始める前に
対象となるレポートのアクセス制御リストに実行許可を保持している必要がありま
す。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート・スケジュールを開く」をクリックします。 選択したレポート・ス
ケジュールの「実行詳細サマリー」ペインに、完了した実行数、実行中の実行
数、および以降予定されている実行数がリストされ、スケジュールの状況が表示
されます。
3. このレポートの実行に関する詳細を表示するには、「実行詳細の表示」をクリッ
クします。
4. 「詳細ビュー」リストから、「完了」、「実行中」、または「予測」を選択し、
「表示」をクリックします。

レポート結果の管理
レポート結果へのアクセス権限を表示、削除、および制御できます。 IBM
InfoSphere Information Server Web コンソールの「ホーム」タブをカスタマイズし
て、最新のレポート結果のリストを表示できます。

グローバル・レポート設定の指定
レポート結果の保存についてデフォルトを設定し、各レポートごとに保存された結
果の最大数を指定できます。ユーザーは、レポート作成時にこのデフォルト値を上
書きできます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。
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手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」を選択し、「設
定」をクリックします。
2. 「グローバル・レポート設定の指定」ペインで、次の設定を指定します。
v 「最大結果履歴制限」フィールドで、ユーザーが実行する各レポートごとに保
存する結果の最大数を入力します。ユーザーは、レポートの作成時にこの値よ
り高い値を指定することはできません。
v レポート結果についてデフォルトの有効期限ポリシーを指定します。
v 古いレポート結果の置換または保存についてのデフォルト設定を指定して、各
レポートごとに保存する結果の最大数を指定します。
3. 「保存」をクリックします。

レポート結果の表示
レポートの最新結果を表示したり、直前に実行された結果を選択することができま
す。

始める前に
対象となるレポート結果のアクセス制御リストに読み取り許可を保持している必要
があります。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 次のようにして、最新レポート結果の表示、または全レポート結果のリストから
の選択を行います。
オプション

説明

最新のレポート結果を表示する場合:

タスク・リストで、「レポート結果の表示」
をクリックします。

このレポートの全結果のリストからレポート
結果を選択する場合:

1. タスク・リストで、「レポート結果履歴
を開く」をクリックします。
2. 「レポート結果履歴を開く」ペインで、
「表示」をクリックします。

レポート結果の削除
レポートから作成された結果を削除できます。 そのレポート結果は、リポジトリー
から削除されます。

始める前に
対象となるレポート結果のアクセス制御リストに削除許可を保持している必要があ
ります。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート結果履歴を開く」をクリックします。
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3. 「レポート結果履歴を開く」ペインで、レポート結果 (複数可) を選択し、「削
除」をクリックします。

ロゴをレポート結果用にカスタマイズする
レポート結果のヘッダーにロゴ・イメージを表示できます。

始める前に
v スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。
v 幅 21 mm、高さ 12 mm 以下のイメージ・ファイルの名前とパスを指定できるよ
うにしてください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server がインストールされたドライブの
IBM¥InformationServer¥ASBNode¥bin フォルダーで、次のコマンドを実行しま
す。
reportingadmin -user suite_admin_id -password suite_admin_password
-modify -templates -file path_and_filename_of_image
2. InfoSphere Information Server を再始動します。

タスクの結果
指定したイメージは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールと IBM
InfoSphere Information Server コンソールで作成されたすべてのレポート結果に使用
されます。 InfoSphere Information Server をアップグレードした後は、レポート作
成コマンドを再実行して、レポート結果のロゴ・イメージをカスタマイズすること
が必要なことに注意してください。
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第 5 章 テンプレート、レポート、および結果に対するアクセス
権限の制御
アクセス制御リストは、テンプレート、レポート、および結果へのアクセス権限を
決定するものです。 レポートの作成者は、テンプレートから作成したレポートに対
する全アクセス権限を保持します。

アクセス制御リスト
テンプレート、レポート、およびレポート結果について、アクセス権限を割り当
て、許可を指定することができます。
各レポート・テンプレート、レポート、およびレポート結果にはそれぞれアクセス
制御リストがあります。アクセス制御リストは、テンプレートからのレポートの作
成、レポートの実行、レポート結果の表示と削除、およびその他のアクションの実
行を行うことが可能なユーザー、グループ、またはロールを示すものです。 リスト
の各メンバーは、そのリストの適用対象となるテンプレート、レポート、またはレ
ポート結果について特定の許可を保持します。 レポート作成オブジェクトのタイプ
ごとに許可の組み合わせは異なります。

レポート・テンプレート
レポート・テンプレートの場合、アクセス制御リストのメンバーは以下の許可を 1
つ以上保持することが可能です。
オーナー
アクセス制御リストへのメンバーの追加、およびそのリストからのメンバー
の削除を行います。
READ テンプレートを表示して、そのテンプレートからレポートを作成します。
実行

テンプレートから作成されたレポートの実行許可を継承します。

更新

テンプレートから作成されたレポートの更新許可を継承します。テンプレー
トを更新することはできません。

削除

テンプレートから作成されたレポートの削除許可を継承します。テンプレー
トを削除することはできません。

オーナー許可を持つメンバーは、レポート・テンプレートの特定の許可を他のメン
バーに付与することはできません。このメンバーが実行できることは、他のメンバ
ーをアクセス制御リストに追加すること、およびそのリストからそれらのメンバー
を削除することに限ります。 各メンバーに付与される許可は、そのメンバーがリス
トにデフォルトで表示されたものか、あるいはスイートまたはコンポーネントのイ
ンストール後にリストに追加されたものかによって異なります。
スイートまたはコンポーネントのインストール時、各レポート・テンプレートごと
のアクセス制御リストには 1 つ以上のロールが組み込まれます。 例えば、スイー
ト・アドミニストレーター・ロールがアクセス制御リストにある場合は、そのロー
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ルを持つユーザーがテンプレートにアクセスできます。 別のロールにはそれぞれ別
の許可があります。 デフォルト許可は、IBM InfoSphere Information Server Web コ
ンソール・レポート・テンプレートのリストに示されます。さらに、スイートをイ
ンストールするスイート・アドミニストレーター・ユーザーは、そのユーザーがイ
ンストール後に削除されない限り、全テンプレートのオーナー許可を保持します。
テンプレートのオーナー許可を持つユーザーは、他のメンバーをアクセス制御リス
トに追加できます。 メンバーがテンプレートのアクセス制御リストに追加される
と、そのメンバーは、そのテンプレートのオーナー、読み取り、および実行許可を
保持します。

レポート
レポートの場合、アクセス制御リストのメンバーは以下の許可を 1 つ以上保持する
ことが可能です。
管理

アクセス制御リストへのメンバーの追加、そのリストからのメンバーの削
除、およびメンバー用の許可の指定を行います。 また、レポートの管理許
可を持つユーザーは、そのレポートの他の許可もすべて保持します。

READ レポートを表示します。
実行

レポートを実行します。

更新

レポートを編集して設定を変更します。

削除

レポートを削除します。 レポートを削除する場合、ユーザーは、そのレポ
ートから作成された各レポート結果ごとの削除許可も保持していなければな
りません。

レポートを作成したユーザーは、デフォルトで、管理許可を持つ唯一のメンバーと
なります。 また、レポートを作成したユーザーは、そのレポートの他の許可もすべ
て保持します。 このユーザーは、アクセス制御リストへの他のメンバーの追加、お
よび管理許可とその他の許可の付与を行うことができます。
レポート・テンプレートのアクセス制御リスト・メンバーもレポートのアクセス制
御リストに表示されます。 これらのメンバーは、レポート・テンプレートで保持し
ていた許可を継承しますが、例外としてオーナー許可は継承されません。 レポー
ト・テンプレートの実行許可を持つメンバーは、そのテンプレートから作成された
レポートの実行許可を継承します。
例えば、あるレポート・テンプレートのアクセス制御リストに追加されたメンバー
は、そのテンプレートの読み取り、実行、およびオーナー許可を保持します。 その
メンバーは、そのテンプレートから作成されたすべてのレポートの読み取りおよび
実行許可を継承します。
実行許可は、一部のインポート・レポートには使用できません。

レポート結果
レポート結果の場合、アクセス制御リストのメンバーは以下の許可を 1 つ以上保持
することが可能です。
管理
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アクセス制御リストへのメンバーの追加、そのリストからのメンバーの削

除、およびメンバー用の許可の指定を行います。 また、レポート結果の管
理許可を持つユーザーは、そのレポート結果の他の許可もすべて保持しま
す。
READ レポート結果を表示します。
削除

レポート結果を削除します。

レポート結果を作成したユーザーは、デフォルトで、管理許可を持つ唯一のメンバ
ーとなります。 また、レポート結果を作成したユーザーは、そのレポート結果の読
み取りおよび削除許可も保持します。 このユーザーは、アクセス制御リストへの他
のメンバーの追加、および管理許可とその他の許可の付与を行うことができます。
レポートのアクセス制御リスト・メンバーもレポート結果のアクセス制御リストに
表示されます。 これらのメンバーは、レポートで保持していた許可を継承します
が、例外として、管理許可は継承されず、更新および実行許可はレポート結果に適
用されません。
例えば、あるレポートの読み取り、実行、更新、および削除許可を持つユーザー、
グループ、またはロールは、そのレポートから作成された全レポート結果の読み取
りおよび削除許可を継承します。

レポート・テンプレートに対するアクセス権限の管理
レポート・テンプレートを表示および管理するための権限、およびそのテンプレー
トからレポートを作成するための権限を付与、および削除できます。

始める前に
対象となるテンプレートのアクセス制御リストにオーナー権限を保持している必要
があります。

手順
1. レポート・テンプレートを選択します。
2. 「アクセス制御を開く」をクリックします。
3. 「アクセス制御を開く」ペインで、次のようにして、メンバーの追加または削
除、メンバーへの許可の付与を行います。
v メンバーをリストに追加するには、「参照」をクリックして「ユーザー、グル
ープ、またはロールの選択」ウィンドウを開き、リストのメンバー (複数可)
を選択します。 選択した項目がアクセス制御リストに追加され、そのテンプ
レートを表示および管理するための許可、さらにそのテンプレートからレポー
トを作成するための許可が付与されます。
v メンバーをリストから削除するには、メンバー (複数可) をクリックして「削
除」をクリックします。

レポートに対するアクセス権限の管理
レポートを管理、更新、表示、実行、読み取り、削除するための許可を付与および
削除できます。
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始める前に
対象となるレポートのアクセス制御リストに管理許可を保持している必要がありま
す。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「アクセス制御を開く」をクリックします。
3. 「アクセス制御を開く」ペインで、次のようにして、メンバーの追加または削
除、メンバーへの許可の付与を行います。
v メンバーをリストに追加するには、「参照」をクリックして「ユーザー、グル
ープ、またはロールの選択」ウィンドウを開き、リストのメンバー (複数可)
を選択します。 選択した項目がアクセス制御リストに追加され、そのレポー
トに対する読み取り許可が付与されます。
v メンバーをリストから削除するには、メンバー (複数可) をクリックして「削
除」をクリックします。
v リストの任意のメンバーについて、そのレポートを更新、削除、実行、または
管理するための許可を付与、あるいは削除します。

レポート結果に対するアクセス権限の管理
レポート結果を管理、表示、削除するための許可を付与および削除できます。

始める前に
対象となるレポート結果のアクセス制御リストに管理許可を保持している必要があ
ります。

手順
1. レポートを 1 つ選択します。
2. 「レポート結果履歴を開く」をクリックします。
3. 「レポート結果履歴を開く」ペインで、レポート結果を 1 つ選択し、「アクセ
ス制御を開く」をクリックします。
4. 「アクセス制御を開く」ペインで、次のようにして、メンバーの追加または削
除、メンバーへの許可の付与を行います。
v メンバーをリストに追加するには、「参照」をクリックして「ユーザー、グル
ープ、またはロールの選択」ウィンドウを開き、リストのメンバー (複数可)
を選択します。 選択したユーザー、グループ、またはロールがアクセス制御
リストに追加され、そのレポート結果に対する読み取り許可が付与されます。
v メンバーをリストから削除するには、メンバー (複数可) をクリックして「削
除」をクリックします。
v リストの任意のメンバーについて、そのレポート結果の許可を付与、あるいは
削除します。
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ユーザー、グループ、またはロールの検索
ユーザー、グループ、またはロールを検索して、それらをレポート・テンプレー
ト、レポート、およびレポート結果のアクセス制御リストに追加できます。

このタスクについて
レポート・テンプレート、レポート、またはレポート結果に対するアクセス権限を
管理する場合は、検索を使用してメンバーをアクセス制御リストに追加します。
検索フィールドにテキストを入力する際、複数文字を示すワイルドカードとしてア
スタリスク (*) を、単一文字を示すワイルドカードとして疑問符 (?) を使用できま
す。 このフィールドのテキスト (ワイルドカードを含む) は、検索するテキストと
完全に一致させる必要があります。 検索では、デフォルトで大/小文字が区別されま
すが、データベースの構成に応じて大/小文字を区別しないようにすることもできま
す。

手順
1. 「ユーザー、グループ、またはロールの検索」ウィンドウで、ドロップダウン・
リストから「ユーザー」、「グループ」、または「ロール」を選択します。
2. オプション: 次のようにして、ユーザーまたはグループの検索条件を指定しま
す。
v ユーザーまたはグループの名前を入力します。
v 「追加検索条件」を展開して、検索するユーザーまたはグループを特定するた
めの追加情報を指定します。
v 「検索」をクリックします。
3. 項目のリストで 1 つ以上のユーザー、グループ、またはロールを選択して、
「OK」をクリックします。 ユーザー、グループ、またはロールがアクセス制御
リストに追加されます。
4. オプション: 手順 1-3 を繰り返して、異なるタイプのメンバーを追加します。
例えば、ユーザーを検索した場合は、グループまたはロールを検索するためにこ
れらの手順を繰り返します。

次のタスク
レポートおよびレポート結果のアクセス制御リストにメンバーを追加した後で、そ
の新規メンバーに追加の許可を付与できます。
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第 6 章 レポート・テンプレート、レポート、およびレポート結
果の検索
テンプレート、レポート、およびレポート結果は、単純検索または拡張検索を使用
して検索できます。

このタスクについて
検索フィールドにテキストを入力する際、複数文字を示すワイルドカードとしてア
スタリスク (*) を、単一文字を示すワイルドカードとして疑問符 (?) を使用できま
す。 このフィールドのテキスト (ワイルドカードを含む) は、検索するテキストと
完全に一致させる必要があります。 検索では、デフォルトで大/小文字が区別されま
すが、データベースの構成に応じて大/小文字を区別しないようにすることもできま
す。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「検索」をクリックしま
す。
2. 「検索」ペインで、検索のタイプを選択し、検索条件を入力します。
オプション

説明

単純検索を使用してオブジェクトを検索する
場合:

1. 「単純検索」フィールドで、テンプレー
ト、レポート、またはレポート結果の名
前、説明、またはオーナーを入力しま
す。すべてのテンプレート、レポート、
およびレポート結果を検索する場合は、
アスタリスク (*) を入力します。
2. 「検索」をクリックします。

拡張検索を使用してオブジェクトを検索する
場合:

1. 「拡張検索」を展開します。
2. 「タイプ」リストから、検索するオブジ
ェクトのタイプを選択します。
3. オプション: オブジェクトの表示名、説
明、または作成者の検索条件を指定しま
す。
4. 「検索」をクリックします。

検索結果は、「処理する項目の選択」ペインにリストされます。
3. 戻された項目のリストで、テンプレート、レポート、またはレポート結果の名前
をクリックします。
クリックする名前

表示

テンプレート

「レポートを開く」ペイン。テンプレートか
ら作成されたレポートの選択と処理を実行で
きます。
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クリックする名前

表示

レポート

「レポート設定を開く」ペイン。レポートの
表示と変更を実行できます。

レポート結果

フォーマットされたレポート結果

タスクの結果
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第 7 章 レポートの管理
「マイ・レポート」オプションを使用して、レポートを管理します。
「マイ・レポート」オプションを使用して、次のタスクを行います。
v 作成したか最近変更したレポートの表示
v お気に入りレポートの表示
v 最近変更したレポートの状況の表示
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第 8 章 レポート・フォルダーの管理
スイート・アドミニストレーターは、レポートを保持するためのフォルダー構造を
作成できます。 フォルダー構造を編成すると、レポートの取り出しや処理がより簡
単になります。

レポート・フォルダー
レポートは、「レポート作成」タブの「レポート」ルート・フォルダー下にあるフ
ォルダーとサブフォルダー内で編成することができます。
レポートは、常にフォルダーに保管されます。 あるレポートを作成して、これを保
存するフォルダーを指定しなかった場合、そのレポートは「レポート」フォルダー
に保存されます。このフォルダーは、フォルダー構造におけるルート・フォルダー
であり、その他のフォルダーを作成しない限り、唯一のレポート・フォルダーとな
ります。
レポートを編成するには、「レポート」フォルダーのサブフォルダーとなるフォル
ダーの構造を作成します。 作成したフォルダー内に、さらにサブフォルダーを作成
しても構いません。単一タスクで複数のフォルダーとサブフォルダーを作成できま
す。
また、選択したフォルダーの削除、および名前の変更も可能です。 デフォルトで
は、レポートを含むフォルダーを削除することはできませんが、選択したフォルダ
ーにレポートが含まれていても削除できるように指定することもできます。 レポー
トを含むフォルダーを削除すると、レポートも削除されます。 ただし、フォルダー
を削除するには、そのフォルダーの全レポートに対する削除許可を保持している必
要があります。
フォルダーを作成、削除、または名前変更するには、スイート・アドミニストレー
ター・ロールが必要です。

レポート・フォルダーの作成
レポートを保管するフォルダーは、「レポート作成」タブの「レポート」ルート・
フォルダー下に作成できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」 > 「フォルダ
ー管理」を選択します。
2. 親フォルダー (作成する新しいフォルダー (複数可) はこの親フォルダーのサブ
フォルダーとなります) を選択して、「新規」をクリックします。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

55

3. 「新規フォルダー」ウィンドウで、新しいフォルダーの名前を入力するか、ある
いはフォルダーとそのサブフォルダーの名前とパスを入力します。 複数のフォ
ルダー名を区切るには、スラッシュ (/) を使用します。 また、選択した親フォ
ルダーのサブフォルダーごとに別の行を使用してください。
4. オプション: 行をウィンドウに追加するには、「フォルダーをさらに追加」をク
リックします。
5. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
フォルダーがフォルダーのリストに追加されます。

レポート・フォルダーの削除
レポート・フォルダーとそのサブフォルダーを削除できます。 1 つのレポート・フ
ォルダーを削除すると、そのサブフォルダー、さらにそのフォルダーとサブフォル
ダー内にあるすべてのレポートも削除されます。

始める前に
v スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。
v レポートの入ったフォルダーを削除するには、そのフォルダー内にあるすべての
レポート、およびそのフォルダーのサブフォルダー内にあるすべてのレポートに
対する削除許可が必要です。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」 > 「フォルダ
ー管理」を選択します。
2. 「処理するフォルダーの選択」ペインで、削除するフォルダーを選択します。
3. レポートの入ったフォルダーまたはサブフォルダーを削除するには、「フォルダ
ー内のレポート内容の削除を許可」を選択します。
4. 「削除」をクリックします。
5. 「フォルダーの削除」ウィンドウで、「はい」をクリックします。

タスクの結果
選択したフォルダーとそのサブフォルダー、さらにそのフォルダーとサブフォルダ
ー内にあるすべてのレポートが削除されます。

レポート・フォルダーの名前変更
独自のレポート・フォルダー構造にあるフォルダーの名前を変更できます。「レポ
ート」ルート・フォルダーの名前を変更することはできません。

始める前に
スイート・アドミニストレーターのロールが必要です。
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手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」 > 「フォルダ
ー管理」を選択します。
2. 名前を変更するフォルダーを選択し、「名前の変更」をクリックします。
3. 「名前の変更」ウィンドウで、新しい名前を入力して「OK」をクリックしま
す。

第 8 章 レポート・フォルダーの管理
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第 9 章 お気に入りレポートの管理
頻繁に作業するお気に入りレポートのリストを作成できます。

このタスクについて
「お気に入り」リストは、そのリストを作成するユーザーに固有のものです。

「お気に入り」リストへのレポートの追加
レポートを「お気に入り」リストに追加すると、そのレポートに素早くアクセスで
きるようになります。

始める前に
使用するユーザー名、グループ、またはロールが、対象となるレポートのアクセス
制御リストに指定されている必要があります。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」を選択します。
2. 「レポート」を展開します。
3. 「レポートの表示」をクリックします。
4. レポート (複数可) を選択して、「お気に入りに追加」をクリックします。

タスクの結果
レポートが「お気に入り」リストに追加されます。

処理対象のお気に入りレポートを選択する
「お気に入り」リストからレポートを選択し、選択したレポートを使用してレポー
ト作成タスクを実行できます。

手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」 > 「マイ・レ
ポート」を選択します。
2. 「ビューの選択」ペインで、「お気に入り」を選択します。
3. 「お気に入り」ペインで、レポート (複数可) を選択します。

タスクの結果
タスク・リストで任意のタスク名をクリックすると、そのタスクを実行できます。

レポートを「お気に入り」リストから削除する
レポートに素早くアクセスする必要がない場合は、レポートをこのリストから削除
できます。
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手順
1. 「レポート作成」タブの「ナビゲーション」ペインで、「内容」 > 「マイ・レ
ポート」を選択します。
2. 「ビューの選択」ペインで、「お気に入り」を選択します。
3. 「お気に入り」ペインで、レポート (複数可) を選択し、「お気に入りから削
除」をクリックします。

タスクの結果
レポートが「お気に入り」リストから削除されます。
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第 10 章 他のクライアントを使用したレポートの作成と実行
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールおよび IBM InfoSphere
Information Server コンソールの中で、レポートを作成し、表示することができま
す。また、IBM InfoSphere FastTrack といった一部のクライアントでは、レポート
を直接作成することができます。

このタスクについて
両方の環境には、レポート生成に使用する事前定義のパラメーターとテンプレート
が含まれます。コンソールの中で、レポートを作成し、レポートをプロジェクトに
関連付けることができます。
v リポジトリーの中にレポートを保存することを必要としない、レポートの作成、
実行、および表示
v レポートを特定のプロジェクトに関連付けるための、プロジェクトをフィルタリ
ング
Web コンソールの中で、レポートの作成、レポートの複数の特徴の構成、および他
のレポート作成タスクの実行を行うことができます。
v 特定の時刻にレポートが実行されるようにスケジュールする
v 結果の履歴を保守するようにレポートを構成する
v 特定の時刻にレポートが自動的に削除されるようにスケジュールする
v フォルダーの中に、命名、変更、および削除できるレポートを作成する
v レポートの中にビジネス・ロゴを作成する
v レポートのセキュリティー・オプションを構成する
v 出力タイプの詳細を構成する

レポート作成用のコンソールの比較
IBM InfoSphere Information Server コンソールと IBM InfoSphere Information Server
Web コンソールには異なるレポート作成機能があります。
Web コンソールのレポート作成機能は、リッチ・クライアント・コンソールが持つ
ものよりも広範囲にわたります。それは、2 つのアプリケーションの使用方法が異
なるためです。
Web コンソールでは、セキュリティー管理およびスケジュール・タスクのビューの
作成などの管理用タスクを実行することができます。Web コンソール・レポート作
成機能には、スイート・アクティビティー、管理、およびスイートのコンポーネン
トの、レポートのフルセットのサポートが含まれています。
コンソールでは、データのプロファイル作成、サービス指向アプリケーションの開
発などの、製品関連のタスクを実行することができます。コンソールのタスクは通
常、管理的なものではないので、コンソールは管理的なレポート作成機能のサブセ
ットだけを提供します。
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次の表はそれぞれのコンソールで実行できるレポート作成タスクのリストです。

機能

Web コンソー
ル
コンソール

レポートのリスト

対応する

対応する

v ユーザー定義のフォルダー構造でのレポートのリスト

対応する

対応する

v レポート・タイプまたはテンプレート・カテゴリー構造
でのレポートのリスト

対応する

対応しない

レポートの作成

対応する

対応する

v バインドされていないパラメーターのあるレポートの作
成

対応する

対応しない

レポートの編集

対応する

対応する

v Web コンソールで作成されたレポートの編集

対応する

対応する

v コンソールで作成されたレポートの編集

対応する

対応する

v バインドされていないパラメーターのあるレポートの編
集

対応する

対応しない

v レポートのコピーの作成

対応しない

対応する

レポートの実行 (レポート結果を作成するため)

対応する

対応する

v

対応する

対応する

v コンソールで作成されたレポートの実行

対応する

対応する

v バインドされていないパラメーターのあるレポートの実
行

対応する

対応しない

v 保存しないでレポートを実行

対応しない

対応する

v スケジュールを使用したレポートの実行

対応する

対応しない

レポート結果の表示

対応する

対応する

v 実行の履歴からの結果の表示

対応する

レポートの前
回の実行のみ

レポートおよびレポート結果の削除

対応する

対応する

すべての出力フォーマットの使用

対応する

対応する

v 各フォーマットに追加オプションを指定

対応する

対応しない

アクセス制御リスト (ACL) を通じた、レポート・テンプ
レート、レポート、およびレポート結果へのアクセスの制
御

対応する

対応しない

フォルダーの管理 (管理者のみ)

対応する

対応しない

v ユーザー定義フォルダーの作成、削除、および名前の変
更

対応する

対応しない

v ユーザー定義フォルダーへのレポートの保存

対応する

対応しない

v 事前定義のフォルダー構造へのレポートの保存

対応しない

対応する

レポートの検索

対応する

対応する

v プロジェクト、作成日時での検索

対応する

対応する

v Web コンソールで作成されたレポートの実行
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機能

Web コンソー
ル
コンソール

v 作成者、レポート名、説明での検索

対応する

対応しない

グローバル・レポート設定

対応する

対応しない

「お気に入り」リストへのレポートの追加

対応する

対応する

IBM InfoSphere Information Server コンソールの中でのレポートの作成
スイートの中で完了したアクティビティーの詳細を表示および収集するレポートを
作成できます。

このタスクについて
レポートは保存されており、認可済みユーザーによってアクセスできます。データ
を扱うユーザーは、レポート内の情報を使用して、スイート内のどこででも独自の
タスクを完了することができます。作業中のスイート・コンポーネントに特定のレ
ポートを作成することもできます。これらのレポートの詳細情報は、そのスイー
ト・コンポーネントの資料を参照してください。

レポート
分析結果を要約し、プロジェクトの詳細を表示するレポートを作成できます。例え
ば、情報に基づいて業務上の意思決定を行うために、レポートによってデータの構
造を理解することができます。
使用可能なレポートのタイプは、インストールされているスイート・コンポーネン
トによってさまざまです。各レポートはタスクに対応します。作業中のプロジェク
トについての一般情報を表示するレポートもあります。
レポートは、標準テンプレート・フォームまたはグラフィカル・フォームで情報を
表示できます。レポートの出力フォーマット
(HTML、PDF、RTF、TXT、XLS、XML など) も選択できます。

レポートの作成
作成するレポートのタイプを選択することで、レポートを作成できます。レポート
の詳細および編成は、レポート・タイプによって異なります。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「レポート作成」を選択します。
2. 「レポート作成」ワークスペースで、「新規レポート」をクリックします。
3. 「新規レポートの作成」ペインで、レポート・テンプレートを選択して、レポ
ートのタイプを決定します。
4. 「次へ」をクリックします。
5. オプション: 「名前」フィールドで、テンプレートが生成したレポート名を変更
できます。
6. そのレポートを保存するフォルダーを選択します。デフォルトでは、レポート
は「レポート」ルート・フォルダーに保存されます。
第 10 章 他のクライアントを使用したレポートの作成と実行
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7. オプション: 「お気に入りに追加」を選択すれば、 このレポートをお気に入り
リストに入れることができます。
8. 「出力」フィールドで、レポートの出力フォーマットを指定します。
9. 「レポートの保存」を選択して、構成を保存します。 そのあと、このレポート
に割り当てた設定を使用して、レポートを再度実行できます。
10. 「終了」をクリックして、レポートを実行します。

次のタスク
レポートを実行したあと、レポートを表示できます。

保存済みレポートの実行
レポートを作成、構成、および保存したら、その後そのレポートを実行して、情報
の変更または更新の内容を表示できます。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「レポート」を選択します。
2. 「レポート」ワークスペースで、「保存済みレポート」をクリックします。
3. 実行するレポートを選択します。
4. 「タスク」ペインで、「実行」をクリックします。

次のタスク
レポートを実行したあと、更新されたレポートを表示できます。

保存済みレポートをお気に入りとして設定する
「マイ・ホーム」ワークスペースの中で、「お気に入りレポート」内容ペインのレ
ポートを素早くアクセスするために、保存済みレポートをお気に入りとして設定で
きます。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「レポート」を選択します。
2. 「レポート」ワークスペースで、「保存済みレポート」を選択します。
3. お気に入りとして設定するレポートを選択します。
4. 「タスク」ペインで、「お気に入りに追加」をクリックします。

次のタスク
レポートをお気に入りとして設定したあと、そのレポートは、「マイ・ホーム」ワ
ークスペースの中の「お気に入りレポート」内容ペインの中に現れます。

保存済みレポートからの新規レポートの作成
保存済みレポートの構成詳細に基づいて新規レポートを作成するために、保存済み
レポートのコピーを作成できます。
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手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「レポート」を選択します。
2. 「レポート」ワークスペースで、「保存済みレポート」をクリックします。
3. コピーするレポートを選択します。
4. 「タスク」ペインで、「コピーの作成」をクリックします。
5. 「実行へのステップ」ウィザードで、必要に応じてパラメーターおよび設定を変
更します。
6. 「次へ」をクリックして、次のステップに進みます。
7. 「完了」をクリックします。

次のタスク
これで、レポート結果を表示できます。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 12. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

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

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

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それら
の製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・
プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 13. 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 13. 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 Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

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。

レポート (続き)

レポート、手動
商標
リスト

35
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製品資料

アクセシビリティー

アクセス制御リスト

53,

59
処理対象のレポート

60
「お気に入り」リストへのレポートの追加
53, 59

処理対象のレポート結果 43
処理対象のレポート・テンプレート

設定する 64
選択 53, 59
リストから削除
リストへの追加
お客様サポート
連絡先 69

53, 59

オペレーショナル・メタデータのレポー
ト・テンプレート

管理レポート・テンプレート 7, 11
グループ、アクセス制御リストに追加 49
検索
テンプレート、レポート、および結果
51
ユーザー、グループ、またはロール
49
検索におけるワイルドカード 51

［サ行］
削除
レポート 32
レポート結果 43
レポート・フォルダー 56
作成
レポート・スケジュール 37
レポート・テンプレートからのレポー
ト 30
レポート・フォルダー 55
サポート
お客様 69
実行
スケジュールを使用したレポート 36
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43
43

表示

43
42

34

DHTML 33
HTML オプション 33
PDF オプション 33

［タ行］
テキスト・レポート結果のフォーマット・
オプション 34
73

RTF 33
XLS オプション 35
XML オプション 35
検索
削除

51
32

作成 63
実行情報

［ハ行］
表示
最新のレポート結果

64

44

テキスト・オプション

7

［カ行］

削除
選択

ロゴ・イメージ
結果フォーマット

30

特記事項

53,

「ホーム」タブに表示

31

ソフトウェア・サービス
連絡先 69
60

「お気に入り」リストへの追加

結果

「お気に入り」リストからレポートを削除

お気に入りレポート

53,

お気に入りとして設定する
許可 45

67

選択
処理対象のお気に入りレポート
45

「お気に入り」リストから選択
59
59

アクセス 71
製品のアクセシビリティー

［ア行］
概要 45
デフォルト許可

実行 (続き)

43

「ホーム」タブのレポート結果 42
レポート 31
レポート結果履歴 43
レポートの実行情報 42
付与
レポート結果に対するアクセス権限
48
レポートに対するアクセス権限 48
レポート・テンプレートに対するアク
セス権限 47

［ヤ行］
ユーザー、アクセス制御リストに追加

［ラ行］
レポート
アクセス権限の付与 48
アクセス制御リスト 45
お気に入り、 保存 59
「お気に入り」リストから削除

60

49

42

手動で実行 35
スケジュール
概要 36
カスタム頻度 38
カスタム頻度の例 39
作成 37
停止と開始 42
変更 41
スケジュールを使用して実行 36
選択 31
パラメーター 32
表示 31
フォルダー
概要 55
削除 56
作成 55
名前の変更 56
変更 31
編集 31
レポート・テンプレートから作成 30
レポート結果
アクセス権限の付与 48
アクセス制御リスト 45
許可 45
検索 51
削除 43

79

レポート結果 (続き)

レポート・テンプレート

選択 43
テキスト・フォーマット

34

表示 43
「ホーム」タブに表示

42

ロゴ・イメージ 44
DHTML フォーマット

33

HTML フォーマット

RTF フォーマット

45

許可
検索

45
51

選択

30

Q
QualityStage のレポート・テンプレート
7, 23

7, 8,

レポート作成に使用

RTF レポート結果

7, 8, 10,
7, 8,

10, 11, 23
61

InfoSphere Information Server コンソー
ル 61
Web コンソール

レポート・フォルダー
概要
削除

「レポート作成」タブ、表示 5
「レポート作成」タブの表示 5
「レポート作成」タブへのアクセス
レポートについての許可 45
レポートについての許可を継承
レポートの「お気に入り」リスト
レポートの実行 42

59

39

42

レポートのパラメーター 32
レポートのフォルダー
概要 55
削除 56
作成 55
名前の変更 56
レポートの変更 31
レポートの編集 31
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