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チュートリアル

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング
作成
この一連のモジュールでは、IBM® InfoSphere® FastTrack を使用して、ある会社の
ビジネスにとって重要な顧客を識別するアプリケーションを作成します。InfoSphere
FastTrack を使用してマッピング仕様を作成することによって作業が簡単かつ効率的
になることを理解していただけるようになっています。仕様から、InfoSphere
DataStage® and QualityStage® のジョブおよびレポートを作成することができます。
このチュートリアルに関連付けられたサンプル・データにアクセスするには、
<InformationServer_installed_location>/clients/fasttrack/samples に進んでく
ださい。
このチュートリアルでは、First Midwest という会社の架空のシナリオに沿って説明
を進めます。First Midwest 社は、企業買収によって成長してきた金融機関です。
First Midwest 社が企業買収活動に重点を置いていた間に、同社の優良顧客の一部は
他社に奪われてしまいました。First Midwest 社では、それらの顧客に対する配慮が
不足していました。そこで、First Midwest 社は、顧客データの扱い方を改善して顧
客基盤を確立し直すことを優先することにしました。First Midwest 社は、2 つの優
良顧客レベルを定義します。$100,000 を超える資産を持つ顧客のレベルをゴールド
とします。$300,000 を超える資産を持つ顧客のレベルをプラチナとします。First
Midwest 社は、顧客からの相談があった場合に、ゴールド顧客には新しい投資機会
を提案し、プラチナ顧客には特別な顧客サービスを提供できるようにしたいと計画
しています。
First Midwest には、以下の子会社があります。
BANK 1
当座預金口座のみを保有します。データは BANK1.CHECKING という 1
つの表に収容されています。 この表には、口座残高 = -999999 で表される
無効な口座がいくつか含まれています。
BANK 2
当座預金口座と普通預金口座を保有します。データは、
BANK2.CUSTOMERS 表と BANK2.ACCOUNTS 表に収容されています。顧
客は、当座預金口座と普通預金口座の両方を持っている場合があります。従
って、顧客の合計残高を計算するには、当座預金口座と普通預金口座の両方
の残高を集計する必要があります。また、BANK 2 は、別の
BANK2.DEMOGRAPHICS という表に、顧客についてのデモグラフィック・
データを記録しています。
BANK 3
普通預金口座のみを保有します。データは BANK3.SAVINGS という 1 つ
の表に収容されています。
一連のアクションをまとめると、次のような手順になります。
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1. First Midwest 社は、子会社が顧客データを表すのに使用する、標準の顧客デー
タベースを作成しました。モジュール 1、レッスン 1. 2 でこのデータベースに
アクセスします。
2. 全モジュールを通して、仕様を作成し、アプリケーションを作成して、マーケテ
ィングおよび顧客サービスに振り分けられるようゴールド顧客とプラチナ顧客を
識別します。
3. アプリケーションは、子会社の各銀行から、標準化された顧客モデルに、顧客情
報を移動します。
4. 標準化された情報を使用して、顧客サービス部門用のプラチナ顧客情報と、マー
ケティング用のゴールド顧客情報をビルドします。
5. その後、BANK 3 子会社が持つ顧客データを、標準化された顧客データが入っ
ているデータベースに統合します。
図 1 にこれらのアクションを示します。

図 1. First Midwest 子会社とデータ・フロー計画

優良顧客を識別するアプリケーションを作成するために、以下の作業が必要です。
1. BANK 1 子会社からの顧客情報を抽出し、その情報を bankdemo データベース
内の BANK.CUSTOMERS 表にマップします。
2. BANK 2 子会社からの顧客情報を抽出し、その情報を bankdemo データベース
内の BANK.CUSTOMERS 表にマップします。
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3. ゴールド顧客をレベル B、プラチナ顧客をレベル A であると識別します。顧客
の名前および住所情報を標準化し、サービス・レベルを定義するビジネス用語を
追加します。
4. マーケティング向けのゴールド顧客データ (名前、住所、性別など) を
bankdemo.BANK.CUSTOMERS 表から bankdemo.BANK.MARKETING 表に、顧
客サービス向けのプラチナ顧客データ (名前、住所、納税者番号など) を
bankdemo.BANK.CUSTOMERS 表から bankdemo.BANK.CUSTSERVICE 表に移動
します。
アプリケーションを作成する際に作成するマッピング仕様についての詳細を示すレ
ポートを生成することもできます。

学習目標
一連のモジュールを完了することによって、以下の機能を学習できます。
v ソース表からターゲット表にデータをマップするマッピング仕様を作成する。
v アプリケーションの作成に使用されるジョブを生成する。
v マッピング仕様に関する統計および特性を示すレポートを生成する。

必要な時間
最初のモジュールでは環境をセットアップします。これにかかる時間は、現在の環
境によって異なります。残りのモジュールは、完了までにそれぞれ約 40 分から 50
分かかります。

システム要件
以下のコンポーネントおよびアプリケーションがシステムにインストールされてい
る必要があります。チュートリアルのための準備はモジュール 1 で行います。
v InfoSphere FastTrack
v 次のクライアントを使用した InfoSphere Information Server
– InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー
– InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター
– InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター
v InfoSphere Information Governance Catalog
v IBM DB2® for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.7

モジュール 1: チュートリアル環境のセットアップ
チュートリアルを実行できるようにシステムを準備する必要があります。完全な
IBM InfoSphere FastTrack は、 1 つのサーバー・コンポーネントおよび 1 つのク
ライアント・コンポーネントからなります。

学習目標
このモジュールを完了すると、チュートリアルを実行できるようになります。
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必要な時間
セットアップを完了するまでにかかる時間は、インストール済みのソフトウェアお
よびシステムの全体的なパフォーマンスに依存します。

前提条件
v InfoSphere FastTrack サーバー・コンポーネントと InfoSphere FastTrack クライア
ント・コンポーネントの両方をインストールするには、 IBM InfoSphere
Information Server をインストールするコンピューター上に約 4 GB の RAM が
必要です。 InfoSphere FastTrack クライアント・コンポーネントには、2 GB の
RAM が搭載されているワークステーションが適しています。
v 以下の手順および当チュートリアルでは、Windows オペレーティング・システム
を前提としています。
1. InfoSphere Information Server のインストール手順 (これには、 InfoSphere
FastTrack のインストールも含まれています) を実行します。
– InfoSphere Information Server をインストールするときには、IBM DB2
V9.7 および IBM IBM WebSphere® Application Server もインストールしま
す。 WebSphere Application Server は X:¥IBM¥WebSphere¥AppServer にイ
ンストールされるようにしてください。ここで、X は特定のドライブで
す。
2. WebSphere Application Server で構成手順を実行します。
3. IBM InfoSphere DataStage ユーザー証明情報手順を実行します。
4. 次のようにして、InfoSphere Information Governance Catalog 証明情報も正しく
使用可能に設定します。
a. InfoSphere Information Server Web コンソールから、「管理」タブを選択し
ます。
b. ナビゲーション・ペインから、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を
選択します。
c. 操作者の InfoSphere Information Server アカウント名が「処理するユーザ
ーの選択」に表示されていない場合は、検索フィールドにアカウント名を
指定し、「検索」をクリックします。ご使用のアカウント名を選択し、
「開く」をクリックします。
d. 「ロール下のスイート・コンポーネント」を展開します。Business Glossary
アドミニストレーター、 Business Glossary 作成者、および Business
Glossary ユーザーが、「スイート・コンポーネント」の下のリスト中で選
択されている状態にします。共通メタデータ・アドミニストレーターと共
通メタデータ・ユーザーが選択されていることも確認します。「保存して
閉じる」をクリックします。
5. コンパイラーがインストールされている必要があります。
a. InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブをコンパイルするため、
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
b.
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Visual C++ ダウンロードを完了するため、Microsoft Platform Software
Development Kit (SDK)

6. コンパイラーが SDK ライブラリーおよびインクルード・ファイルを検出でき
るようにするため、 Microsoft Platform SDK をインストールした後に一部の
システム環境変数を更新します。
a. コントロール パネルから「システム」をクリックします。「詳細設定」タ
ブをクリックし、「環境変数」 > 「システム環境変数」をクリックしま
す。
b. LIB 変数を、SDK の lib ディレクトリーのロケーションに設定します。標
準的なロケーションは、C:¥Program Files¥Microsoft Platform SDK for
Windows Server 2003 R2¥Lib です。
c. INCLUDE 変数を、SDK の include ディレクトリーのロケーションに設定
します。標準的なロケーションは、C:¥Program Files¥Microsoft Platform
SDK for Windows Server 2003 R2¥Include です。
d. 設定を保存し、コンピューターを再始動します。

レッスン 1.1: チュートリアル・ファイルをインストールする
当チュートリアルで使用するファイルをインストールします。
必要なソフトウェアをインストールするには、次のようにします。
tutorial.zip ファイルを解凍してディレクトリー (例えば、C:¥) に入れます。<IBM
InfoSphere Information Server のインストール・ロケーション
>¥clients¥fasttrack¥samples (例えば、
C:¥IBM¥InfoSphere¥Clients¥FastTrack¥samples) でセットアップ・ファイルにアクセス
できます。 これによって、一連のサンプル作業ファイルが C:¥tutorial¥setup に
入っている状態になります。ここで、C:¥ は、解凍したチュートリアルを入れたデ
ィレクトリーです。

レッスン 1.2: チュートリアル・データをロードする
データを DB2 表に、用語を IBM InfoSphere Information Governance Catalog にロ
ードし、IBM InfoSphere DataStage 環境を準備します。
チュートリアル・データをロードするには、次のようにします。
1. チュートリアルがアクセスする、bankdemo という名前の DB2 データベースを
作成します。
a. Windows のスタート・メニューから「実行」をクリックします。
b. 「db2cmd」を入力します。
c. ディレクトリーを C:¥tutorial¥setup に変更します。
d. 以下のコマンドを入力します。
db2 create database bankdemo
DB2SET DB2CODEPAGE=1252
db2 -tvf bankdemodata.db2 以下の行数のサンプル表がロードされます。
DB2 スキーマおよび表名

セットアップ時の行数

BANK1.CHECKING

201
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DB2 スキーマおよび表名

セットアップ時の行数

BANK2.CUSTOMERS

204

BANK2.ACCOUNTS

206

BANK2.DEMOGRAPHICS

204

BANK3.SAVINGS

201

BANK.CUSTOMERS

0

BANK.CUSTSERVICE

0

BANK.MARKETING

0

BANK.MASTER

0

2. 上記の DB2 データベースを IBM InfoSphere FastTrack と関連付けることができ
るように、IBM InfoSphere Information Server が含まれているのと同じコンピュ
ーターにデータ・ソース名 (DSN) を作成します。
a. Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「コントロール パネ
ル」 > 「管理ツール」 > 「データ ソース (ODBC)」をクリックします。
b. 「システム DSN」タブをクリックし、「追加」をクリックします。
c. インストールされている DB2 ODBC ドライバーのタイプ (例えば、IBM
DB2 ODBC DRIVER) を選択します。「完了」をクリックします。
d. データ・ソース名フィールドに、「bankdemo」を入力します。
e. ODBC 用に登録するためリストから bankdemo を選択します。「OK」をク
リックします。
f. 作成された bankdemo 行を選択します。「構成」をクリックします。
g. ご使用のコンピューター用の DB2 ユーザー名とパスワードを入力します。
h. 「接続」をクリックします。「接続は正常にテストされました」というメッ
セージが表示されます。
i. コントロール パネルの現行のすべてのウィンドウで「OK」をクリックしま
す。
3. InfoSphere Information Governance Catalog にカテゴリーと用語をロードします。
a. Web ブラウザーを開き、 http://<hostName>:<portNum>/bg というフォーマ
ットで URL を入力します。
b. Information Server スイートのユーザー名とパスワードを入力します。「実
行」をクリックします。
c. 「管理」タブを選択します。
d. 「インポートとエクスポート」を展開し、「XML のインポート」を選択し
ます。
e. 「参照」をクリックし、BankBusinessTerms.xml ファイルまでナビゲートしま
す。
f. 「インポート」をクリックします。
4. InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクトを作成します。
a. Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「すべてのプログラ
ム」 > 「IBM Information Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーター」をクリックし、ログインします。
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b. ポップアップ・ダイアログから、「プロジェクト」タブが選択されているこ
とを確認します。「追加」をクリックします。
c. プロジェクト名「DSProject」を入力します。「OK」をクリックし、「閉じ
る」をクリックします。
5. チュートリアル用のコンテナーをインポートします。
a. Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「すべてのプログラ
ム」 > 「IBM Information Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー」をクリックします。証明情報を入力し、プロジェ
クトのドロップダウン・リストから「DataStage プロジェクト」を選択しま
す。
b. 「インポート」 > 「DataStage コンポーネント (XML)」をクリックしま
す。 「参照」アイコンをクリックし、
C:¥tutorial¥setup¥Bank2AccountBalanceAggreator.xml ファイルまでナビゲ
ートします。「OK」をクリックします。
c. 「開く」をクリックして、このファイルをデザイナー・クライアントにロー
ドします。「OK」をクリックします。既存の定義を上書きするかどうかを質
問するメッセージが表示された場合は、「すべてはい」をクリックします。
d. C:¥tutorial¥setup¥StandardizeAndCleanse.xml ファイルおよび
C:¥tutorial¥setup¥StandardizeAndCleanDummy.xml ファイルについて、上記
のステップ b と c を繰り返します。
6. 物理データベース・メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートしま
す。
a. Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「すべてのプログラ
ム」 > 「IBM Information Server」 > 「IBM FastTrack」をクリックしま
す。 InfoSphere Information Server のユーザー名とパスワードを入力します。
「サーバー」フィールドに、InfoSphere Information Server がインストールさ
れているコンピューターのアドレスと、ポート番号 9080 を入力します。
your.server.com:9080
b. 次の図に示すように、ワークスペース・ナビゲーターで「メタデータ」 >
「ソース構成」をクリックします。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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図 2. メタデータへの接続

c. 表の横にある「タスク」リストから「新規接続」をクリックします。
d. 「名前」フィールドに、「bankconnect」を入力します。「コネクター」リス
トから「ODBConnector」を選択します。
e. DB2 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
f. 「データ・ソース」ドロップダウン・リストからデータ・ソース名として
「bankdemo」を選択します。
g. 「接続のテスト」をクリックして、この DB2 データベースへの接続が有効
であることを検証します。「OK」をクリックします。「保存して閉じる」を
クリックします。
h. 「ソース構成」タブで、bankconnect > bankdemo オブジェクトを展開しま
す。シフト・キーを押しながら BANK、BANK1、BANK2、BANK3 スキー
マをクリックして、これらを選択します。「タスク」リストから「メタデー
タのインポート」をクリックします。

図 3. いくつかのスキーマをソースとしてメタデータをインポートする。

i. 「新規ホスト」を選択します。新規ホストの名前「bankconnect」を入力しま
す。「次へ」をクリックします。「新規データベース」を選択します。新規デ
ータベースの名前「bankdemo」を入力します。「完了」をクリックします。
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「メタデータをインポートしています...」というメッセージが表示されま
す。何もする必要はありません。インポートが完了すると、ウィンドウが閉じ
ます。

モジュール 2: BANK1 データベースからの顧客情報の抽出
このモジュールでは、関連する顧客データを統合して、社の標準モデルに従う 1 つ
の表に入れる処理を開始します。

学習目標
このモジュールでは、Bank 1 子会社から顧客情報を抽出してその情報を bankdemo
データベース内の BANK.CUSTOMERS 表にマップするための、マッピング仕様お
よびジョブを作成します。このモジュールを完了すると、図 4 に示すように、以下
のアクションを実行する方法が分かるようになります。
1. 仕様にターゲット列を追加する。
2. マッチするソース列を検出する。
3. 変換関数およびフィルターを追加する。
4. ジョブを生成、コンパイルし、実行する。

図 4. BANK1.CHECKING 表から顧客情報を抽出し、データを BANK.CUSTOMERS 表にマップ
する。

必要な時間
このモジュールを完了するには、約 40 分かかります。

前提条件
モジュール 1 のセットアップ手順を完了し、ご使用のコンピューター・システムへ
のチュートリアル・ファイルとデータのロードが完了していなければなりません。

レッスン 2.1: プロジェクトを作成する
一元化したロケーションへのデータの移動を開始するため、まず最初に IBM
InfoSphere FastTrack プロジェクトを作成します。
InfoSphere FastTrack プロジェクトを作成するには、管理権限を持っている必要があ
ります。
プロジェクトを作成するには、次のようにします。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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1. InfoSphere FastTrack クライアント・コンポーネントにログインします。
2. メニューから、「プロジェクト」 > 「新規プロジェクト」をクリックします。
3. 新規プロジェクトの名前として「BankProject」を入力します。
4. 「完了」をクリックして、「マッピング仕様」ワークスペースを開きます。
「マッピング仕様」リストに、BankProject という名前が表示されるようになりま
す。 図 5 を参照してください。

図 5. 「マッピング仕様」リスト中の新しい BankProject

レッスン 2.2: マッピング仕様にターゲット表を追加する
このレッスンでは、ターゲット表 BANK.CUSTOMERS を、新しいマッピング仕様
に入れます。その後で、ターゲット列を BANK1.CHECKING 表からの適当なソース
列と対応させます。
マッピング仕様を作成し、その仕様にターゲット表を追加するには、次のようにし
ます。
1. 作成するマッピング仕様の名前と説明を指定します。 11 ページの図 6 を参照し
てください。
a. 前のレッスンで作成したプロジェクトを閉じた場合は、IBM InfoSphere
FastTrack メニュー・バーから、「プロジェクト」 > 「プロジェクトを開
く」をクリックします。前のレッスンで作成した BankProject をクリックし
ます。
b. 「マッピング仕様」フォルダーを選択し、「タスク」リストから「新規」を
選択します。 マッピング・エディターで「概要」が開きます。
ヒント: 「マッピング」タブが表示されていない場合は、「ビュー」 >
「マッピング資産」をクリックしてください。「マッピング」タブが表示さ
れたら、BankProject プロジェクトを選択してください。
c. 「名前」に「Bank 1 Extract」を入力します。
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d. 「説明」に「Extracts customer information from BANK1」を入力します。
「状況」は「進行中」のままにしておきます。
図 6 を参照してください。
e. オプション: 「オーナー」リストからオーナーを選択します。これは、生成す
るジョブに反映されます。
f. 「保存」をクリックします。

図 6. 仕様の名前と説明を指定する。

2. 左側の「マッピング・エディター」のリストから、「マッピング」をクリックし
ます。
3. ビューの右側にある「ブラウザー」タブをクリックします。「データベース・メ
タデータ」フォルダーを展開すると、データ・ソース、データベース、スキー
マ、および表がリストされます。
ヒント: 「データベース・メタデータ」タブが表示されていない場合は、「ビ
ュー」 > 「ブラウザー」をクリックしてください。
4. bankconnect > bankdemo > BANK オブジェクトを展開します。BANK スキー
マの下に、モジュール 1 でインポートされた表があるのを確認できます。
5. BANK.CUSTOMERS 表を、マッピング仕様表の「ターゲット・フィールド」列
にドラッグ・アンド・ドロップします。
CUSTOMERS 表をマッピング仕様表にドロップすると、CUSTOMERS 表内にあ
る 13 列すべてがリストされます。
6. 「データベース・メタデータ」タブで、 bankdemo データベースに戻り、
BANK1 を展開して CHECKING 表が表示されるようにします。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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7. BANK1.CHECKING 表の下の以下の列を適切なターゲットと対応させるため、各
列を選択して「ソース列」の下の適切なセルまでドラッグします。結果のマッピ
ング仕様は、図 7 のようになります。
表 1. BANK1.CHECKING および BANK.CUSTOMERS 内の列
BANK1.CHECKING からのソース・フィー
ルド列

BANK.CUSTOMERS からのターゲット・フ
ィールド列

CHECKING.ACCOUNT_BALANCE

CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE

CHECKING.ADDR1

CUSTOMERS.ADDR1

CHECKING.ADDR2

CUSTOMERS.ADDR2

CHECKING.CITY

CUSTOMERS.CITY

CHECKING.CUSTOMER_ID

CUSTOMERS.CUSTOMER_ID

CHECKING.NAME

CUSTOMERS.NAME

CHECKING.STATE

CUSTOMERS.STATE

CHECKING.ZIP

CUSTOMERS.ZIP

図 7. マッピング仕様内のソース・フィールド列とターゲット・フィールド列

以下の列については、後のレッスンで処理します。
CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS
CUSTOMERS.YEARS_CLIENT
CUSTOMERS.GENDER
CUSTOMERS.LEVEL
CUSTOMERS.TAX_ID
8. 「保存」をクリックします。

12

チュートリアル

レッスン 2.3: 一致するソース列を検出する
一致するソース列を検出することができます。例えば、 BANK1 スキーマの表には
列 CUSTOMERS.TAX_ID に完全に合致するものはないため、一致するソース列を
見つける必要があります。

IBM InfoSphere FastTrack 検出についての詳細情報: マッピング仕様に入れることができるソース
列またはターゲット列を検出できます。入力として、列またはビジネス用語データを指定します。
IBM InfoSphere FastTrack は、指定された有効範囲内で、入力データに字句的または意味的に似てい
る列を探します。意味的な類似度は、ビジネス・グロッサリーに定義された省略語および同義語の情
報に基づきます。類似レベルは、1 から 100 までのスコアで測定されます。表名の類似度も、結果
のスコアに影響します。結果のすべての列はスコア順にソートされ、一致の可能性があるもののリス
トから候補を選択することになります。

マッピング仕様で使用するための一致するソース列を検出するには、次のようにし
ます。
1. 「マッピング・エディター」で、「ターゲット・フィールド」列に
CUSTOMERS.TAX_ID が入っている行までスクロールします。
2. 「ソース」ヘッダーの下で同じ行の「列」セルをクリックして、そのセルを選択
します。
3. 「マッピング・エディター」 の表の下で、「検出」 タブをクリックし、それか
ら「詳細検出」をクリックします。
ヒント: 表の下にタブが表示されていない場合は、「マッピング・エディター」
の一番下の、表とボタン群との間にある矢印をクリックしてください。 図 8 を
参照してください。

図 8. マッピング・エディター内の表とボタン群との間にある展開矢印

4. 「詳細検出」ウィンドウで、bankconnect > bankdemo > BANK1 スキーマを展
開します。 BANK1 の横にあるチェック・ボックスをクリックします。
特定のオブジェクトを選択することによって、検索の有効範囲を定義することに
なります。1 つのオブジェクトのみ、例えば BANK1 スキーマのみを選択する
と、一定の表を含んでいる 1 つのスキーマに有効範囲を限定できます。有効範
囲が広いほど、検出機能ができる作業は多くなります。
5. 「OK」をクリックします。
検出処理は、ターゲット・フィールド列から入手可能なすべての情報を利用し、
関連するソース列を BANK1 スキーマ内で探します。
「結果が使用可能です」というメッセージが、選択した「ソース・フィールド」
セルに表示されます。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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図 9. 検出ウィンドウ、および検索基準に合致した列

6. 「検出」ビューに表示される検出結果を確認します。
列 BANK1.CHECKING.SS_NUM が TAX_ID に 95% の信頼度で一致すると示
されます。
ヒント:
SS_NUM が一致度の高い列である理由を表示するため、 SS_NUM を選択して
から「マッチング詳細」をクリックします。

14

チュートリアル

図 10. 検出: 列一致の説明が示されている「マッチング詳細」ウィンドウ

図 11. 検出: 表一致の説明が示されている「マッチング詳細」ウィンドウ

図 10 に示されているように、 5 ページの『レッスン 1.2: チュートリアル・デー
タをロードする』で InfoSphere Information Governance Catalog に用語を定義し
たため、 TAX_ID の同義語および省略語が検出プロセスで使用可能になってい
ました。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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7. SS_NUM を選択し、「ソースに追加」をクリックします。「保存」をクリック
します。

レッスン 2.4: マップされていない列に NULL を設定する
このマッピング仕様では、BANK1 スキーマ内の表からのデモグラフィック・デー
タはないため、setNull() 関数を使用して BANK1.CHECKING 表の一部の列が
NULL に設定されなければならないことを示します。
BANK.CUSTOMERS 表の残りの列は、ソース表 BANK1.CHECKING にはマッチす
るものがありません。BANK.CUSTOMERS.LEVEL 列については、ゴールド顧客と
プラチナ顧客を識別した後に作業します。BANK.CUSTOMERS.YEARS_CLIENT
列、 BANK.CUSTOMERS.GENDER 列、および
BANK.CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS 列は、BANK1 スキーマには含まれていない
デモグラフィック・データを含みます。ただし、デモグラフィック・データは、
BANK2 スキーマ内の一連の表によって収集され、その結果として
BANK.CUSTOMERS 表に存在します。デモグラフィック・データは、マーケティン
グ目的のために保持する必要があります。
マップされていない列を NULL に設定する関数を追加するには、次のようにしま
す。
1. 「マッピング・エディター」に表示された表の中で、以下の図に示すような、
「変換」列の右にある展開アイコンをクリックします。

「ルール式」列が表示されます。

2. 以下の列の横の「ルール式」列に setNull() を入力します。
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.YEARS_CLIENT
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.GENDER
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.LEVEL
3. 「保存」をクリックします。

レッスン 2.5: 無効レコードをフィルター操作で除外する
BANK1 スキーマ内の表には、残高 -999999 で示される無効な口座がいくつか含ま
れています。そのような無効口座を除外するため、マッピング仕様にフィルターを
追加します。
このフィルターは、BANK1.CHECKING 表のすべての口座レコードに適用されるフ
ィルターです。従って、このフィルターの指定は列レベルではなく表レベルで行い
ます。
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無効なレコードを除外するフィルターをマッピング仕様に追加するには、次のよう
にします。
1. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「プロパティー」をクリックし
ます。
2. 「ソース表」の下で BANK1.CHECKING 表を選択します。
3. 「フィルター」タブをクリックします。
ヒント: 表の下にタブが表示されていない場合は、マッピング・エディターの一
番下の、表とボタン群の間にある矢印をクリックしてください。

4. 「ルール式」フィールドに、式「ACCOUNT_BALANCE <>-999999」を入力します。
フィルター名を入力する必要はありません。
ヒント: 検証を有効化してある場合は、IBM InfoSphere FastTrack は、式の中に
指定されている列名の妥当性をチェックします。また、単純式の構文もチェック
されます。例えば、ACCOUNT_BALNCE <>-999999 と入力すると、検証チェッ
クはこのフィルター式が誤っていると判定します。この式の上にマウスを移動さ
せると、「変数 "ACCOUNT_BALNCE" を解決できませんでした」というメッセージ
が表示されます。列名を訂正すると、式の色が赤から緑に変わります。

図 12. 検証が有効になっている場合のフィルター式

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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5. 「保存」をクリックします。

レッスン 2.6: ジョブを生成する
IBM InfoSphere FastTrack でジョブを生成します。これらのジョブがアプリケーシ
ョンを作成します。
ジョブを生成するには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で、「ジョブの生成」をクリックします。
2.

「新規ジョブの名前」フィールドに、ジョブの名前として
「Bank_1_Extract_bankdemo」を指定します。

3.

「DataStage and QualityStage プロジェクトまたはフォルダー」リストから、
InfoSphere DataStage and QualityStage プロジェクト内のプロジェクトまたはフォ
ルダーを、ジョブのターゲットとして選択します。 このウィンドウに表示され
るプロジェクトは、アクセスを許可されているプロジェクトのみです。 5 ページ
の『レッスン 1.2: チュートリアル・データをロードする』で DSProject という
名前のプロジェクトを定義しました。このプロジェクトを展開し、ジョブを入れ
るフォルダーを選択します。デフォルトのフォルダーは、「ジョブ」です。この
チュートリアルの目的のため、フォルダー名は「ジョブ」であると想定します。

4. デフォルトで「共有表定義を使用する」チェック・ボックスが選択されていま
す。このチェック・ボックスのチェックを外してください。このチュートリアル
では、ジョブをメタデータ・リポジトリー内に既に定義された表と関連付けるこ
とはありません。
5. 「完了」をクリックします。
6. マッピング仕様を閉じます。

レッスン 2.7: IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナーで作業をレビューする
IBM InfoSphere FastTrack で開始したデータの統合を完了するため、生成されたジ
ョブを InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントを使用して
レビューします。
生成されたジョブをレビューするには、次のようにします。
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere」 > 「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」をクリックし、DSProject
にログインします。 開いているすべてのウィンドウで「キャンセル」をクリッ
クします。
2. DSProject プロジェクトは、左側のナビゲーション・ペインにあります。そのプ
ロジェクト内の「ジョブ」フォルダーを展開します。
3. Bank_1_Extract_bankdemo ジョブをダブルクリックして、CHECKING ->
Filter_001 -> CUSTOMERS ステージを表示します。
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図 13. Bank 1 Extract マッピング仕様から生成されたジョブ

4. Filter_001 ステージをダブルクリックします。このステージがリンク制約を通し
てどのように無効口座をフィルターアウトするのかが表示されます。
5. Filter_001 ステージの右側で、出力仕様列に setNull() 関数が適用されています。
6. CUSTOMERS_TAX_ID をクリックして、この列が CHECKING_SS_NUM 列にマ
ップされていることを確認します。
7. 「キャンセル」をクリックして、ジョブ Bank_1_Extract_bankdemo 用のパレット
に戻ります。

レッスン 2.8: ジョブをコンパイルし、実行する
生成されたジョブをレビューした後、IBM InfoSphere DataStage クライアントでジ
ョブをコンパイルします。その後、ジョブを実行して BANK.CUSTOMERS 表にデ
ータを統合します。
ジョブをコンパイルして実行するには、次のようにします。
1. Bank_1_Extract_bankdemo ジョブのパレットで、それぞれの ODBC ステージを
開き、パスワードを入力して、データ・ソースに接続してください。
2. ツールバーで、「コンパイル」アイコンをクリックします。

コンパイルが正常に完了すると、「ジョブはエラーなしで正常にコンパイルされ
ました」というメッセージがウィンドウに表示されます。
3. 「閉じる」をクリックします。
4. 「実行」アイコンをクリックします。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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5. パレットに戻ります。DSLink 3 の近くにあるテキストを見てください。実行が
完了すると、198 行が BANK.CUSTOMERS ターゲット表に追加されます。
ヒント: 問題があった場合にジョブを診断するには、InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクター・クライアントを使用してください。
a. 「ツール」 > 「ディレクターの実行」をクリックします。
b. リストから Bank_1_Extract_bankdemo ジョブを選択します。ジョブが完了し
たのか失敗したのかは、メッセージによって示されます。
c. ジョブの詳細を表示するため、右クリックして「ログの表示」を選択しま
す。ジョブが正常に完了した場合は、「イベント: ジョブ
Bank_1_Extract_bankdemo が完了しました」というメッセージがあるはずで
す。正常に完了しなかった場合はエラー・メッセージがあります。メッセー
ジ内容を確認して問題を診断してください。

モジュール 2 のまとめ
BANK1 スキーマ内の表からの顧客データを、 First Midwest 社が決めたモデリン
グ・スキーマに基づく BANK.CUSTOMERS 表に統合しました。

学習した内容
このモジュールを完了することで、以下のアクティビティーの実行方法を学習しま
した。
v プロジェクトを作成する。
v マッピングを作成する。
v 関連するメタデータを検出する。
v 仕様に関数を追加する。
v 仕様にフィルターを追加する。
v IBM InfoSphere DataStage ジョブをコンパイルし、実行する。

モジュール 3: BANK2 スキーマ内の表からの顧客情報の抽出
First Midwest 社がバンキング・システムに統合したい顧客情報は、複数の表に入っ
ています。このモジュールでは、顧客情報を抽出する前に、結合を実行し、ルック
アップ・オペレーターに基づいてソース列を追加し、ビジネス・ルールを定義しま
す。
First Midwest 社の目標は、ゴールド顧客とプラチナ顧客を識別して、それらの優良
顧客に適切なサービスを提供できるようにすることです。当座預金口座と普通預金
口座の両方を持っている顧客がいるため、優良顧客を正確にトラッキングするため
には、両方にアクセスする必要があります。
要確認: ゴールド顧客 (残高が $100,000.00 を超えるが $300,000.00 未満の口座) に
対しては、新しいマーケティング・プログラムが提供されます。プラチナ顧客 (残
高が $300,000.00 以上の口座) には、特別な顧客サービスが提供されます。
モジュール 2 で、 BANK1 スキーマ内の表からデータを抽出し、関連データを
BANK.CUSTOMERS という名前の新しい表に入れるマッピング仕様を作成しまし
た。
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このモジュールでは、関連する顧客データを First Midwest 社の標準スキーマに従
う 1 つの表に統合するプロセスを続けます。
1. BANK2 スキーマ内の表から顧客情報を抽出してその情報を
BANK.CUSTOMERS 表にマップするための、マッピング仕様およびジョブを作
成します。BANK2 スキーマには、以下の表があります。
v BANK2.CUSTOMERS
v BANK2.ACCOUNTS
v BANK2.DEMOGRAPHICS
2. BANK2.CUSTOMERS 表と BANK2.ACCOUNTS 表を結合し、それらの顧客およ
び口座を BANK.CUSTOMERS 表にマップします。
BANK2 スキーマ内の表に入っているデモグラフィック・データを使用して、顧
客の個人情報を最終的な BANK.CUSTOMERS 表に追加します。
3. モジュール 2 で作成したマッピング仕様をモジュール 3 のマッピング仕様と結
合して、標準化された顧客情報を作成します。図 14 を参照してください。

図 14. BANK2 スキーマ内の表からデータを抽出し、BANK.CUSTOMERS 表にマップする。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、以下のアクションを実行する方法が分か
るようになります。
v ルックアップ・オペレーターを適用することによって、社会保障番号、顧客にな
ってからの年数、性別、オンライン・システムへのアクセスなどのデモグラフィ
ック情報を顧客情報に付加する。
v マッピング仕様を完成させ、その新しい仕様をモジュール 2 で作成した Bank 1
Extract 仕様と結合する。
v BANK1 スキーマおよび BANK2 スキーマ内の表からのデータを結合するジョブ
を生成する。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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v BANK2 スキーマ内の表からの各顧客の合計勘定残高を計算する InfoSphere
DataStage ジョブのアグリゲート・オペレーターを記述するビジネス・ルールを追
加する。

必要な時間
このモジュールを完了するには、約 40 分かかります。

前提条件
モジュール 2 のレッスンをすべて完了し、Bank 1 Extract という名前のマッピング
仕様にアクセスできるようになっている必要があります。

レッスン 3.1: マッピング仕様をインポートする
このモジュールでは、最初からメタデータが設定済みのマッピング仕様を使用しま
す。
BANK2 スキーマ内の表から顧客情報を抽出しその情報を BANK.CUSTOMERS 表
にマップするため、まずマッピング仕様をインポートすることから作業を始めま
す。モジュール 2 で行ったようにマッピング仕様を作成することから始めるのでは
なく、部分的に作成済みのマッピング仕様をインポートすることにより、時間の節
約になります。
マッピング仕様をインポートするには、次のようにします。
1. オプション: プロジェクト内にいない場合は、 IBM InfoSphere FastTrack メニ
ューから、「プロジェクト」 > 「プロジェクトを開く」をクリックします。
「プロジェクトを開く」ウィンドウで BankProject を選択し、「OK」をクリッ
クします。
2. メニューから「マッピング」をクリックして、現行マッピング仕様のリストを
開きます。リストは「マッピング」タブに表示されます。「マッピング仕様」
フォルダーを選択し、「CSV からのインポート」をクリックします。
ヒント: 「タスク」リストが表示されていない場合は、エディターの左下隅に
最小化された「マッピング仕様」を探してください。最小化されたページをク
リックすると再度開きます。
3. 「CSV からのインポート」タブの「ロケーション」フィールドで「参照」を使
用して、<解凍したチュートリアル・ファイルのロケーション
>¥Tutorial¥Bank2Extract.csv ファイルを見つけ、このファイルを開きます。
4. 「マッピング仕様名」に、「Bank 2 Extract」を入力します。
5. オプション: ファイルが UTF-8 文字セットでインポートされることを確実にす
るため、「UTF-8 エンコード」 チェック・ボックスをクリックします。デフ
ォルトでは、ファイルのインポートは、InfoSphere FastTrack がインストールさ
れているコンピューターのエンコード方式で実行されます。
6. 「次へ」をクリックします。 23 ページの図 15 を参照してください。
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図 15. インポートする仕様を位置指定する。

インポートのために 12 行がアクセスされます。ソース列を解決できないこと
を知らせる警告メッセージが出される場合があります。それらの列はルックア
ップ操作の定義によって後で解決する列であるため、メッセージは無視してか
まいません。
7. 「最初の行を列ヘッダーとして使用する」チェック・ボックスが選択されてい
ることを確認し、「次へ」をクリックします。
8. このチュートリアルの目的のため、インポートしようとしている CSV ファイ
ル内にはルックアップはありません。従って、「ルックアップのインポート」
ビューは使用不可の状態になります。CSV ファイルにルックアップがある場合
は、ここで「ルックアップのインポート」を選択し、ルックアップに関するオ
プションを定義することができます。このチェック・ボックスをデフォルトで
あるブランクのままにしておいても、ルックアップを後で定義できます。「次
へ」をクリックします。
9. 「完全な複合データ・ソース名を使用する」チェック・ボックスを選択しま
す。ホスト名、データベース名、およびスキーマ名が含まれる絶対パスに、デ
フォルトで表名と列名が関連付けられます。「次へ」をクリックして、予期さ
れるインポートを表示します。マッピング仕様に、12 行が設定されようとして
います。
各列の前に付いているアイコンは、解決済みの列であるか候補列であるかを示
します。インポート用に選択した列が候補であり、解決できない場合、次の警
告のいずれかを受け取ります。
ソース列 "table1.column1" を解決できませんでした。
候補列が作成されました。
ターゲット列 "table1.column1" を解決できませんでした。
候補列が作成されました。
ソース用語 "table1.column1" を解決できませんでした。
候補用語が作成されました。
ターゲット用語 "table1.column1" を解決できませんでした。
候補用語が作成されました。

列が候補でないことを確認します。候補である場合、次のいずれかが発生して
いる場合があります。
v メタデータが正しくインポートされなかった。
v 前の画面で 1 つ以上のオプションが正しく入力されなかった (リポジトリー
でのメタデータのネーミングがファイルでのメタデータのネーミングと一致
していないなど)。不一致があれば訂正し、インポートを再試行してくださ
い。
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10. 「完了」をクリックして、インポートを実行し、マッピング仕様を保存しま
す。これにより、BankProject の「マッピング仕様」リストに戻ります。
これで、BankProject 内に Bank 2 Extract マッピング仕様があり、この仕様には、
BANK2.CUSTOMERS と BANK2.ACCOUNTS の情報を持つ BANK2 スキーマから
の表および列への参照が含まれている状態になります。また、BANK2 構造に似た
構造のターゲットが定義されたことになります。 図 16 を参照してください。

図 16. インポートされたマッピング仕様

レッスン 3.2: マッピング仕様をレビューし、カスタマイズする
ここまでの作業で、部分的にビルドされたマッピング仕様ができました。次に、こ
のマッピング仕様を顧客ニーズに合わせてカスタマイズする作業を行います。
マッピング仕様をレビューし、カスタマイズするには、次のようにします。
1. メニューから「マッピング」をクリックし、インポートした Bank 2 Extract 仕
様をクリックします。
2. 「タスク」リストから「開く」をクリックします。
3. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「概要」をクリックします。
4. 「説明」フィールドに、この仕様の説明 (例えば、「Bank2 から顧客情報を抽出
する」) を入力し、「保存」をクリックします。
5. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「マッピング」をクリックしま
す。
多くの列にそれぞれマッピングがあります。「注釈」タブで、列の一部には、追
加作業が必要なことを示す注釈が含まれています。
6. 「ターゲット・フィールド」列のリストをスクロールし、CUSTOMERS.LEVEL
セルをクリックします。
この列は、ソース表には存在しません。「注釈」タブに、この列は後で優良顧客
を識別するときに計算されるという説明があります。
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7. 「ターゲット・フィールド」列 CUSTOMERS.LEVEL の右までスクロールしま
す。「変換」ヘッダー中にある展開矢印をクリックすると、「関数」列が表示さ
れます。この行の「関数」列に、モジュール 2 で入力したのと同じように、
setNull() 関数を指定します。
8. 「保存」をクリックします。
これで、1 つの「ターゲット・フィールド」列には setNull() 関数が入っている、12
個の行ができます。

レッスン 3.3: 結合を追加して 2 つの表からのデータを統合する
BANK2.CUSTOMERS 表と BANK2.ACCOUNTS 表を結合して、Bank 2 の顧客情報
を全部まとめたものをターゲット表用に作成します。
IBM InfoSphere FastTrack を使用して、正しい結合キーを判別することができま
す。
結合を追加するには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「プロパティー」をクリックし
ます。
「ソース表」フィールドには bankconnect.bankdemo.BANK2.ACCOUNTS 表と
bankconnect.bankdemo.BANK2.CUSTOMERS 表が入っていて、「ターゲット表」
フィールドには bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS 表が入っています。
2. 「結合の検出」タブをクリックし、bankconnect > bankdemo オブジェクトを展
開します。
BANK2 スキーマが所有する情報にのみ関心があるので、有効な結合を検出する
有効範囲を狭めることができます。
3. BANK2 を選択し、「結合の検出」をクリックします。
「検出された結合」に、検出された結合が 1 つ表示されます。これは、
CUSTOMERS.CUSTOMER_ID 列と ACCOUNTS.CUSTOMER_ID 列との間の結
合です。
ヒント: 「サンプル結合」ボタンをクリックして、結合の結果をプレビューする
ことができます。データベースへのアクセス権限を持っている必要があります。
「ユーザー名」と「パスワード」を許可ウィンドウに入力してください。結合に
基づいたサンプリングから戻された行が表示されます。戻される行の数は、「設
定」に指定した数に依存します。データのサンプリングを行うときに、この数を
調整できます。
4. 結合を強調表示し、右側の「選択」ボタンをクリックして、その結合をマッピン
グ仕様に受け入れます。
この操作によって、結合操作がマッピング仕様に追加されます。 26 ページの図
17 を参照してください。
5. 「保存」をクリックします。
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図 17. 結合キーの検出

レッスン 3.4: デモグラフィック・データを顧客情報と関連付ける
ためルックアップ・オペレーターを追加する
BANK2 デモグラフィック・データを BANK2 顧客情報と関連付けるためのルック
アップ・オペレーターを定義します。その結果として、BANK2 スキーマの表に入
っている顧客口座について、より完全な情報が得られます。
BANK2.CUSTOMERS 表と BANK2.DEMOGRAPHICS 表には、次の情報が含まれて
います。
表 2. BANK2.CUSTOMERS 内の列
BANK2.CUSTOMERS
ADDR1
ADDR2
CITY
CUSTOMER_ID
NAME
STATE
ZIP

表 3. BANK2.DEMOGRAPHICS 内の列
BANK2.DEMOGRAPHICS
BANKCARD
CUSTOMER_ID
GENDER
MARITAL_STATUS
ONLINE_ACCESS
PROFESSION
SAVINGS_ACCOUNT
SS_NUM
YEARS_CLIENT
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ルックアップ・オペレーターについての詳細情報: InfoSphere DataStage and QualityStage では、ルッ
クアップ・オペレーターの使用によって、ルックアップ・テーブルからエンティティーについてのよ
り多くの情報が (与えられたキーを用いて) 取得されます。

ルックアップ・オペレーターを定義するには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で「マッピング」をクリックします。
a. 表の中のターゲット列 CUSTOMERS.TAX_ID の行をクリックします。
b. 表の下の「注釈」タブで、その列の注釈を検討します。その注釈では、
BANK2.DEMOGRAPHICS 表にある社会保障情報を取り出すために、この表
に対するルックアップ・オペレーターを定義する必要があることが示されて
います。
c. 後で、この同じルックアップ・オペレーターを使用して、
DEMOGRAPHICS.YEARS_CLIENT 列、DEMOGRAPHICS.GENDER 列、およ
び DEMOGRAPHICS.ONLINE_ACCESS 列をレビューし、戻すことになりま
す。
2. 「マッピング・エディター」で、「ルックアップ定義」をクリックし、「ルック
アップ定義の追加」をクリックします。
3. 「ルックアップ定義の名前の指定」ウィンドウで、「名前」フィールドに
「Demographic Data Lookup」を入力します。「OK」をクリックします。
Demographic Data Lookup が行 1 に入ります。
4. 「表」タブをクリックします。
5. ソース表を定義し、ルックアップ定義を列に移植します。
a. ブラウザーで、「データベース・メタデータ」 > 「bankconnect」 >
「bankdemo」 > 「BANK2」を展開します。
b. DEMOGRAPHICS 表を、ルックアップ定義デモグラフィック・データが入っ
ている行の「ルックアップ」フィールドまでドラッグします。
c. CUSTOMERS 表を「ソース表」フィールドまでドラッグします。
d. Demographic Data Lookup 行を選択します。
6. DEMOGRAPHICS 表と CUSTOMERS 表の間の潜在的な結合を検出します。
a. 「結合の検出」タブをクリックします。
b. bankconnect > bankdemo > BANK2 オブジェクトを展開します。
c. BANK2 の横にあるチェック・ボックスをクリックし、「結合の検出」をク
リックします。
結果が「検出された結合」表に表示されます。また、「結果が使用可能で
す」というメッセージが、表の Demographic Data Lookup 行の「結合」列に
表示されます。
d. 「検出された結合」表で結果を選択し、「選択」をクリックして、
BANK2.CUSTOMERS 表にこの結合を追加します。
e. 「保存」をクリックします。
7. ルックアップ操作から列をマップします。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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a. 「マッピング・エディター」で「マッピング」をクリックします。
b. 表の中の「ターゲット・フィールド」列に CUSTOMERS.TAX_ID が入って
いる行までスクロールします。「ソース」列の空のセルを選択します。その
セルを右クリックし、「ルックアップ・フィールドの追加」を選択します。
c.

表示されるウィンドウで、Demographic Data Lookup > DEMOGRAPHICS
> SS_NUM を展開します。

d. 「OK」をクリックします。
e. 以下の各ターゲット・セルの横の空のソース・セルで、上記の手順を繰り返
します。
表 4. 選択したソース列でのルックアップ操作
ソース・フィールドのためのデモグラフィッ
クのルックアップ

ターゲット・フィールド

GENDER

CUSTOMERS.GENDER

YEARS_CLIENT

CUSTOMERS.YEARS_CLIENT

ONLINE_ACCESS

CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS

図 18 を参照してください。
8. 「保存」をクリックします。

図 18. デモグラフィック・データをソース・フィールドに追加するためのルックアップ

レッスン 3.5: 口座残高を集計する変換ルールを追加する
Bank 2 では、顧客が普通預金口座と当座預金口座の両方を持つことが許容されてい
ます。 Bank 2 の顧客の残高合計を計算するため、InfoSphere DataStage and
QualityStage 開発者は、Bank 2 顧客の普通預金口座残高と当座預金口座残高の合計
を計算します。
変換ルールを追加し、口座残高を集計するには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で、「ターゲット・フィールド」列に
「CUSTOMERS.CUSTOMER_ID, CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE」が入っ
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ている行までスクロールします。 CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE 列に対
する「変換」ヘッダーの下の「ルール」セルを選択します。
「ソース・フィールド」セルに入っている ACCOUNTS.ACCOUNT_BALANCE
列と ACCOUNTS.CUSTOMERS_ID 列が、残高を集計する対象となる列です。
2. CUSTOMERS.CUSTOMER_ID、CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE 列の「ルー
ル説明」フィールドに、変換ルール「 顧客 ID 別に普通預金口座と当座預金口
座の残高を集計して、各顧客の合計口座残高を計算する」を入力します。
3. 「保存」をクリックし、「閉じる」をクリックします。

レッスン 3.6: 2 つのマッピング仕様を結合するジョブを作成する
ここで、マッピング仕様を保存し、別のジョブの生成に進むことができます。
このレッスンの目標は、Bank 1 と Bank 2 の顧客情報をマージすることです。ここ
までで 2 つの仕様を作成しました。次に、マージを実行する 1 つのジョブを作成
できます。
2 つのマッピング仕様を結合するジョブを生成するには、まずマッピング合成を定
義します。
1. 「マッピング」ワークスペースから、Bank_1_Extract 仕様および Bank_2_Extract
仕様を選択します。「タスク」リストから、「マッピング合成として作成」を選
択します。
2. マッピング合成エディター (「概要」ページ) で、「名前」フィールドに
Bank1_Bank2_Extract_bankdemo と入力します。
3. 「マッピング仕様」ページの左側の「マッピング仕様」を選択します。「マッピ
ング仕様のパラレル合成」を指定します。
4. 「保存」をクリックし、「ジョブの生成」をクリックします。
5. 「新規ジョブの名前」フィールドに、ジョブ名 (例えば、
Bank1_Bank2_Extract_bankdemo) を入力します。
6. 「DataStage and QualityStage プロジェクトまたはフォルダー」セクションで、
DSProject プロジェクトを展開し、ターゲット・フォルダーとして「ジョブ」を
選択します。
7. デフォルトで「共有表定義を使用する」チェック・ボックスが選択されていま
す。このチェック・ボックスのチェックを外してください。このチュートリアル
では、ジョブをメタデータ・リポジトリー内に既に定義された表と関連付けるこ
とはありません。
8. 「完了」をクリックします。
ジョブが生成されると、管理用の「マッピング仕様」リストが表示されます。
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図 19. 2 つの仕様を 1 つのジョブに合成する。

レッスン 3.7: ジョブをコンパイルし、実行する
IBM InfoSphere FastTrack で始めた作業を完了するため、生成されたジョブを
InfoSphere デザイナー・クライアントでコンパイルし、実行します。
ジョブをコンパイルし、実行するには、次のようにします。
1. コンピューター上で InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー ・クラ
イアントが開いていない場合は、スタート・メニューから「スタート」 > 「す
べてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere」 > 「IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー」をクリックし、 DSProject にログインします。
開いているすべてのウィンドウで「キャンセル」をクリックします。
2. デザイナー・クライアントのメニューから、「リポジトリー」 > 「更新」をク
リックします。
3. ウィンドウの左側にあるナビゲーション・ツリーで、「ジョブ」カテゴリーを
展開します。 Bank1_Bank2_Extract_bankdemo ジョブをダブルクリックして、
InfoSphere FastTrack で生成されたばかりのこのジョブを開きます。
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ジョブは、図 20 のようになっています。
注: ジョブに示されているアイコン・ラベルの数字部分は異なっている可能性
があります。これらの数字は自動的に生成されます。

図 20. InfoSphere FastTrack から生成された Bank1_Bank2_Extract_bankdemo ジョブの図

上の分岐は、BANK1 スキーマ内のファイルから情報を抽出し、下の分岐は
BANK2 スキーマ内のファイルから情報を抽出します。
要確認: 上の分岐はモジュール 2 で作成したものです。
4. このモジュールで作成したマッピング仕様は図の下の分岐なので、この部分を
調べます。ジョブを形成する個々のステップはステージと呼ばれます。
下の分岐にある join オペレーターは、CUSTOMERS 表と ACCOUNTS 表の間
に指定した結合述部の結果として追加されたものです。また、CUSTOMERS ソ
ース・ステージの後にはルックアップ・コンテナーがあります。
5. このルックアップ・コンテナーをダブルクリックして開きます。
このルックアップ・コンテナーには、 SSN、GENDER、YEARS_CLIENT、およ
び ONLINE_ACCESS データを取得するための、DEMOGRAPHICS ルックアッ
プ定義に対する lookup ステージが含まれています。 32 ページの図 21 を参照
してください。
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図 21. DEMOGRAPHICS 表のルックアップ定義に対する lookup ステージを含んでいるルック
アップ・コンテナー

6. ウィンドウの下部にあるタブを選択して、Bank1_Bank2_Extract_bankdemo ジョ
ブ用のパレットに戻ります。
7. ACCOUNTS -> Transformer -> MappingContainer のフロー中のマッピング・コ
ンテナーをダブルクリックして開きます。 合計を計算するための変換ルール
は、InfoSphere DataStage 開発者への、ジョブを完成させるための指示を表して
います。InfoSphere FastTrack 開発者は前もってジョブを作成し、そのジョブは
共有コンテナーに既に保存されています。共有コンテナーは、InfoSphere
DataStage 開発者がさまざまな操作や関数を書き込んだり共有したりするために
標準的に行う作業を表します。
8. マッピング・コンテナーを、アグリゲート関数を含んでいる共有コンテナーで
置き換えます。
a. ウィンドウの下部にあるタブを選択して、Bank1_Bank2_Extract_bankdemo ジ
ョブ用のパレットに戻ります。
b. 左側のツリー構造で「共有コンテナー」フォルダーを展開し、
Bank2AccountBalanceAggregator をマッピング・コンテナーの下のパレット
までドラッグします。「OK」をクリックします。
c. DSLink の矢印をマッピング・コンテナーからアグリゲート・コンテナーに
ドラッグします。 33 ページの図 22 を参照してください。
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図 22. DSLink の矢印をマッピング・コンテナーからアグリゲート・コンテナーにドラッグする。

d. 出力 DSLINK をマッピング・コンテナーから離してアグリゲート・コンテ
ナーにドラッグし、出力がアグリゲート・コンテナーから出るようにしま
す。 図 23 を参照してください。

図 23. 出力 DSLINK をマッピング・コンテナーからアグリゲート・コンテナーにドラッグする。

e. 切り離されたマッピング・コンテナーを右クリックし、「削除」 をクリッ
クして、この古いコンテナーを除去します。
9. アグリゲート・コンテナーを右クリックし、この新しいコンテナーに入力リン
クと出力リンクを再定義するため「プロパティー」を選択します。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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a. 「入力」タブで、アグリゲート・コンテナーから結合への、入力リンク
DSLink_8 からマップするリンクを選択します。「全般」タブの「リンク・
マッピング」領域で、「コンテナー・リンクへのマッピング」リストから
DSLink12 を選択します。
b. 「検証」をクリックします。 「リンク・マップ検証成功」というメッセー
ジが表示されます。
c. 「出力」タブで、出力リンク DSLink_9 にマップするリンクを選択します。
「全般」タブの「リンク・マッピング」領域で、「コンテナー・リンクへの
マッピング」リストから DSLink82 を選択します。
d. 「検証」をクリックします。 「リンク・マップ検証成功」というメッセー
ジが表示されます。
ヒント: 入力 DSLink12 リンクと出力 DSLink82 リンクが共有コンテナー内に
定義されます。
10. 「OK」をクリックして「プロパティー」ウィンドウを閉じます。
このジョブを生成するために 2 つのマッピング仕様 Bank 1 Extract と Bank 2
Extract を組み合わせたことを思い出してください。結果として、BANK1 スキ
ーマ内の表からの顧客データを BANK2 スキーマ内の表からの顧客データとマ
ージするための Funnel ステージが追加されました。
11. モジュール 2 で作成された BANK.CUSTOMERS ターゲット表からのデータを
消去するため、ターゲット CUSTOMERS ステージを選択します。このステー
ジを開き、以下の変更を行います。
a. 「プロパティー」タブで、「使用法」を展開し、「BEFORE/AFTER SQL」
行を選択します。
b. テキスト「いいえ」をクリックして、リストを表示します。「はい」を選択
します。
c. 「BEFORE SQL」行に移動します。 「BEFORE SQL」の横の空の列に、
テキスト「DELETE FROM BANK.CUSTOMERS」を挿入します。
d. 「OK」をクリックします。
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12. Bank1_Bank2_Extract_bankdemo ジョブのパレットで、それぞれの ODBC ステ
ージを開き、パスワードを入力して、データ・ソースに接続してください。こ
のジョブのルックアップ・コンテナーの ODBC ステージでパスワードを設定し
ます。
13. デザイナー・クライアントのタスクバーからジョブをコンパイルするため、
「ファイル」 > 「保存」をクリックしてジョブを保存します。メニューから
「コンパイル」アイコンをクリックします。

図 24. 「コンパイル」をクリックする。

14. コンパイルが正常終了したら、「実行」アイコンをクリックしてジョブを実行
します。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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図 25. 「実行」をクリックする。

このジョブの結果、BANK.CUSTOMERS 表に 402 行が追加されます。
BANK.CUSTOMERS 表の行が 402 未満しかない場合 (例えば、結果が 295 行
だった場合) で、複数プロセッサーを持つ Windows システムで実行している場
合は、join ステージのパラレル・オプションを調整する必要がある可能性があ
ります。join ステージを右クリックし、「プロパティー」に進みます。最上部
の「入力」タブをクリックします。パーティション・タイプとして「自動」の
代わりに「全体」を選択します。
図 26 を参照してください。

図 26. モジュール 3 の変更済みジョブ

モジュール 3 のまとめ
このモジュールを完了すると、ルックアップ定義および結合を伴う 2 つのマッピン
グ仕様を使用するジョブが作成されます。

学習した内容
このモジュールを完了することで、以下のアクティビティーの実行方法を学習しま
した。
v 仕様をインポートする。
v ルックアップ定義によって作成されたソース列を追加する。
v 可能な結合を検出し、仕様に結合を追加する。
v ジョブを生成するときに複数の仕様を結合する。
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モジュール 4: 情報の標準化、ビジネス用語の使用、マーケティングおよび
顧客サービス用のデータ抽出の作成
このモジュールでは、顧客データをビジネス用語と関連付け、マーケティングおよ
び顧客サービス用のデータ抽出を作成します。
モジュール 2 と 3 で、データを抽出し、マッピング仕様を作成し、
BANK.CUSTOMERS 表に関連データを入れました。
このモジュールでは、BANK.CUSTOMERS 表を標準化して、マスター顧客リストを
作成します。その後、作成したマスター顧客リストから優良顧客が識別されます。
このモジュールで作成するマッピング仕様は、アプリケーションが適切なマーケテ
ィング・データを BANK.MARKETING 表に入れ、適切な顧客サービス・データを
BANK.CUSTSERVICE 表に入れることを可能にします。図 27 を参照してくださ
い。
要確認:
ゴールド顧客は口座残高が $100,000 を超える顧客であり、プラチナ顧客は口座残高
が $300,000 を超える顧客です。 First Midwest 社の計画には、ゴールド顧客に新し
いマーケティング・プログラムを提供し、プラチナ顧客に特別な顧客サービスを提
供できるようにすることが含まれています。

図 27. 標準化されたデータは、顧客サービス・プログラムおよびマーケティング・プログラム
用のマスター顧客リストになります。

2 つのマッピング仕様を作成します。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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1. 1 つ目のマッピング仕様は、InfoSphere DataStage and QualityStage 開発者に変換
ルールを提示します。変換ルールは、開発者が InfoSphere DataStage で顧客の名
前および住所情報を標準化するオペレーターを作成するのを支援します。
2. 2 つ目のマッピング仕様は、優良顧客を識別します。ゴールド顧客はレベル B
と識別され、マーケティングの対象になります。プラチナ顧客はレベル A と識
別され、顧客サービスの対象になります。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、以下のアクションを実行する方法が分か
るようになります。
v ビジネス用語を作成し、表の列と関連付け、用語と列との関係をメタデータ・リ
ポジトリーに保存する。
v スイッチ・ステートメントを適用して、2 つの抽出表 (1 つはマーケティング
用、もう 1 つは顧客サービス用) にデータを設定する。
v デザイナー・クライアントを使用して、データを標準化、クレンジングし、デー
タ抽出を作成する順次ジョブを生成する。
v マッピング仕様の詳細を示すレポートを作成する。IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールを使用して、レポートを作成します。

必要な時間
このモジュールを完了するには、約 50 分かかります。

前提条件
仕様を IBM InfoSphere FastTrack にインポートする方法とジョブを生成する方法を
知っている必要があります。

レッスン 4.1: データの標準化およびクレンジングのためのマッピ
ング仕様をインポートし、作成する
モジュール 3 と同様に、マッピング仕様をインポートすることから作業を始めま
す。インポートするマッピング仕様はスプレッドシートであり、名前および住所情
報を標準化する方法が記述されています。
注: 標準化するだけでなく、マッチングを行い、重複を削除して、ユニークな顧客
エントリーのみがマスター顧客リストに含まれるようにします。
標準化およびマッチングのアクティビティーを説明する例を以下に示します。
標準化 Ron を解決して Ronald として識別されるようにする。
名前を名と姓に分割する。
住所を通りの名前と番地に分割する。
マッチング
match ステージに定義されるマッチング条件に従って、重複するエントリー
を識別する。このステージは、標準化された情報をパラメーターとして使用
します。
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標準化およびクレンジングのためのマッピング仕様をインポートするには、次のよ
うにします。
1. IBM InfoSphere FastTrack メニューから、「プロジェクト」 > 「プロジェクト
を開く」をクリックします。
2. 「プロジェクトを開く」ウィンドウで BankProject を選択し、「OK」をクリッ
クします。
Bank Extract 1 および Bank Extract 2 を含む「マッピング仕様」リストが「マ
ッピング仕様」フォルダーの「マッピング」タブに表示されます。
3. BankProject 内の「マッピング仕様」フォルダーを選択します。タスク・リスト
から、「CSV からのインポート」をクリックします。「ロケーション」フィー
ルドで、「参照」を使用して C:¥Tutorial¥CleanseNameAddress.csv ファイルを
見つけ、このファイルを開きます。ここで、C:¥ は、データをインストールした
ロケーションを表します。
4. 「マッピング仕様名」に、「Cleanse Name Address」を入力し、「次へ」をクリ
ックします。
5. 「最初の行を列ヘッダーとして使用する」 チェック・ボックスが選択されてい
るようにします。「デフォルトに戻す」をクリックします。 「次へ」をクリッ
クします。
6. 「次へ」を入力して、インポートするルックアップについてのデフォルトを受け
入れます。前のレッスンと同様に、インポートする CSV ファイルにはルックア
ップはありません。
7. 「完全な複合データ・ソース名を使用する」チェック・ボックスを選択されてい
るままにします。「データ・ソース名のマッチングで大/小文字を区別する」チェ
ック・ボックスはデフォルトでクリアされているはずです。
「完全な複合データ・ソース名を使用する」チェック・ボックスをクリアする場
合は、絶対パスに表名と列名を含めるか、またはパスの一部を省略することがで
きます。絶対パスは、ホスト名、データベース名、およびスキーマ名を含んでい
ます。
8. 「次へ」をクリックして、インポートされる行を表示します。
9. 「完了」をクリックして、マッピング仕様をインポートします。
インポートが完了すると、11 個の行がインポートされます。
これで、「マッピング仕様」リストに Cleanse Name Address マッピング仕様が追
加されて表示されます。

レッスン 4.2: マッピング仕様の説明を指定し、レビューする
マッピング仕様の説明を入力し、関数をレビューします。
マッピング仕様をレビューするには、次のようにします。
1. 「マッピング」タブで、インポートした Cleanse Name Address 仕様をクリック
します。
2. 「タスク」リストから「開く」をクリックします。「概要」ペインが表示されま
す。
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3. 「説明」フィールドに、このマッピング仕様の説明 (例えば、「名前および住所
情報を標準化する」) を入力し、「保存」をクリックします。
4. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「マッピング」をクリックしま
す。
「変換」列のいくつかの変換ルールで、名前および住所フィールドを標準化する
方法が記述されています。この後で行うジョブの生成によって、InfoSphere
DataStage 開発者は適切なオペレーターを使用してジョブを作成するためのガイ
ドとしてこの情報を使用することができます。
5. MASTER.LEVEL 行のターゲット・フィールド列を見てください。
「変換関数」列に、If ACCOUNT_BALANCE > 300000 then ’A’ else if
ACCOUNT_BALANCE > 100000 then ’B’ else ’C’ という関数が入っています。こ
の関数は、ゴールド顧客およびプラチナ顧客のレベルを設定するためのもので
す。
6. 「閉じる」をクリックして、「マッピング仕様」リストに戻ります。
このマッピング仕様と次に作成するマッピング仕様からジョブを組み立てるの
で、まだジョブの生成は行いません。

レッスン 4.3: 優良顧客を識別するためのマッピング仕様をインポ
ートし、作成する
モジュール 3 と同様に、部分的に完成したマッピング仕様をインポートし、マーケ
ティング表および顧客サービス表をロードするためのマッピング仕様を作成しま
す。
優良顧客を識別するためのマッピング仕様をインポートし、作成するには、次のよ
うにします。
1. 「マッピング仕様」ビューで、 BankProject プロジェクトを強調表示します。
「タスク」リストから「CSV からのインポート」をクリックします。
2. 「CSV からのインポート」ビューの「ロケーション」フィールドで、「参照」
を使用して C:¥Tutorial¥IdentifyHighValueCustomers.csv ファイルを見つけま
す。
3. 「マッピング仕様名」に、Identify High Value Customers を入力し、「次へ」
をクリックします。
4. 「最初の行を列ヘッダーとして使用する」 チェック・ボックスが選択されてい
るようにします。「次へ」をクリックします。
5.

このチュートリアルの目的のため、インポートしようとしている CSV ファイ
ル内にはルックアップはありません。従って、「ルックアップのインポート」ビ
ューは使用不可の状態になります。「次へ」をクリックします。

6. 「完全な複合データ・ソース名を使用する」チェック・ボックスを選択されてい
るままにします。ホスト名、データベース名、およびスキーマ名が含まれる絶対
パスに、デフォルトで表名と列名が関連付けられます。「次へ」をクリックし
て、予期されるインポート情報を表示します。
7. 「完了」をクリックして、情報をインポートします。これが終わると、
BankProject 内の「マッピング仕様」リストに戻ります。
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新しい Identify High Value Customers マッピング仕様がリストに入ります。11
個の行がインポートされます。

レッスン 4.4: マッピング仕様で優良顧客を識別する
マッピング仕様を更新して、優良顧客を識別できるようにします。
優良顧客を識別するには、次のようにします。
1. 「マッピング」タブで、インポートした Identify High Value Customers 仕様を
クリックします。
2. 「タスク」リストから「開く」をクリックします。「概要」ペインが表示されま
す。
3. 「説明」フィールドに、マッピング仕様の説明 (例えば、「マーケティングおよ
び顧客サービスのために優良顧客を識別する」) を入力します。
4. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「マッピング」をクリックしま
す。
インポートしたのは、ソース列のみです。
5. MASTER.HOUSE_NUMBER 列および他の住所列が含まれている行の「ソース・
フィールド」を確認します。
列 MASTER.HOUSE_NUMBER、MASTER.STREET_NAME、
MASTER.STREET_SUFFIX が 1 つのソース・セルに、
MASTER.LAST_NAME、MASTER.MIDDLE_NAME、 MASTER.FIRST_NAME
が別のソース・セルに入っています。「変換関数」列に、関数が入っているのを
確認できます。また、 MASTER.FIRST_NAME 列および他の顧客名列と関連付
けられた関数もあります。これらの関数は、名前および住所を連結して 1 つの
フィールドにします。
6. インポートされた関数に小さな誤りがあるため、関数を編集します。住所を連結
する関数および名前を連結する関数において、派生する住所および派生する名前
からスペースが省略されています。
a. MASTER.HOUSE_NUMBER、MASTER.STREET_NAME、
MASTER.STREET_SUFFIX が入っている行の「関数」列のセルをダブルクリ
ックします。

b. 最初のコロン (連結記号) の右にカーソルを移動します。
c. 次のテキストを入力して、語と語の間にスペースを追加します。
’ ’:

d. 続けて、同じ行の連結されている各セット間のテキストを編集します。
e. MASTER.LAST_NAME、MASTER.MIDDLE_NAME、 MASTER.FIRST_NAME
が入っている行についても同様の訂正を繰り返します。
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訂正の結果は、次の図に示すテキストのようになります。

レッスン 4.5: ビジネス用語を BANK.MASTER 表と関連付ける
ここまでの作業で標準顧客表 BANK.MASTER が作成されたので、この表の列を、
既にメタデータ・リポジトリー内にあるビジネス用語と関連付けることができま
す。
以下の手順で、顧客情報を含んでいる列にビジネス用語を関連付けます。
ビジネス用語についての詳細情報: 用語は、メタデータ・リポジトリー内のオブジェクトを分類す
るために使用されます。用語を使用して、業務上の概念の定義を標準化することができます。IBM
InfoSphere Information Governance Catalog には、業務に基づいた分類システムをビルドし、ビジネ
ス・メタデータを協力して作成するための、Web ベースのツールが備わっています。

ビジネス用語を表の列と関連付けるには、次のようにします。
1. Identify High Value Customers マッピング仕様が開いていることを確認します。
「ビジネス用語」タブをクリックします。
Tutorial: Customer および Tutorial: General Terms というカテゴリーが表示され
ます。
ヒント: 「ビジネス用語」タブが表示されていない場合は、「ビュー」 > 「ビ
ジネス用語」をクリックしてください。
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2. Tutorial: Customer カテゴリーの用語をソース列と関連付けるため、このカテゴ
リーを展開します。
3. マッピング仕様表で、「ソース」列ヘッダーの右にある展開アイコンをクリック
して、「ビジネス用語」列を表示します。
4. 「ビジネス用語」タブで、ビジネス用語 Street Address を、連結された列
MASTER.HOUSE_NUMBER、
MASTER.STREET_NAME、MASTER.STREET_SUFFIX と関連付けます。このア
ソシエーションを実行するには、用語 Street Address を選択し、それをソースの
「ビジネス用語」セルまでドラッグします。
5. 用語と列の関連付けを、次の用語について続行します。
v City
v Customer ID
v Gender
v Has Online Access
v Name
v Number of Years as Client
v State
v Tax ID
v Zip
6. 「保存」をクリックします。
これで、『Identify High Value Customers』マッピング仕様のソース列に以下のよう
にビジネス用語が関連付けられます。
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レッスン 4.6: ビジネス用語を作成し、すべての用語をパブリッシ
ュする
ソース列 MASTER.LEVEL には、ビジネス用語が関連付けられていません。 IBM
InfoSphere FastTrack で用語を作成することができます。
ビジネス用語を作成し、パブリッシュするには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で、ソース列 MASTER.LEVEL の行で、その横の
ソース「ビジネス用語」セルに「Level」と入力します。
Level を除くすべての用語には [WBG] という注釈が付いています。WBG は、
IBM InfoSphere Information Governance Catalog で定義された用語であることを
示します。
2. 「ソースおよびターゲット」タブに、Level がソース・ビジネス用語としてリス
トされます。「作成」をクリックします。
用語 Level はまだ作成されていません。これからこの用語を作成します。「用
語の作成」ペインに、Level が候補用語であることが示されます。この用語を追
加するカテゴリーを指定するため、「Tutorial: Customer」カテゴリーを選択し
ます。表題に「Level」と指定します。
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3. 説明に、「A- プラチナ、B- ゴールド、C- 普通」と入力します。
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4. 「保存して閉じる」をクリックします。
これで、用語 Level が、InfoSphere Information Governance Catalog 用語として
メタデータ・リポジトリー内に定義されます。
5. 「保存」をクリックして、マッピング仕様を保存します。「ターゲット・フィー
ルド」列に表示される警告は無視してかまいません。
6. 「閉じる」をクリックして、マッピング仕様を閉じます。
7. 「マッピング仕様」リストから Identify High Value Customers 仕様を選択し、
「タスク」リストの「関係のパブリッシュ」をクリックします。
用語および用語が関連付けられている列のリストを示すオブジェクト・リストが
表示されます。このリストには、まだパブリッシュされていない関係のみが反映
されています。
8. 「すべて選択」をクリックして、これらの関係をすべて保存します。
BANK.MASTER 表内の列とそれらと関連付けたビジネス用語との間に確立した
リンクが保存されます。
9. 「パブリッシュ」をクリックします。
これで、関係がメタデータ・リポジトリーに保存され、 InfoSphere Information
Governance Catalog を通して可視になります。
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レッスン 4.7: マーケティングおよび顧客サービス用の抽出を作成
する
マッピング仕様に戻り、BANK.MASTER 表から 2 つの表 BANK.CUSTSERVICE
および BANK.MARKETING に列を移動します。顧客サービス部門とマーケティン
グ部門は、少し異なる顧客情報を必要とします。
マーケティング表および顧客サービス表のためのデータ抽出を作成するには、次の
ようにします。
1. 「マッピング」タブで、インポートした Identify High Value Customers 仕様を
クリックします。
2. 「タスク」リストから「開く」をクリックします。
3. 「マッピング・エディター」で、左のリストから「マッピング」をクリックし
ます。
4. BANK.CUSTSERVICE 表に移動する、列のサブセットを選択します。「データ
ベース・メタデータ」タブを選択し、 bankconnect > bankdemo > BANK オ
ブジェクトを展開します。
ヒント: 「データベース・メタデータ」タブが表示されていない場合は、「ビ
ュー」 > 「データベース・メタデータ」をクリックしてください。
5. BANK.CUSTSERVICE 表を開きます。
一連の列に、優良顧客に関するデータが入っています。顧客サービス部門は、
このデータを追跡する必要があります。
6. それぞれの列を「マッピング・エディター」の「ターゲット・フィールド」の
適当なセルまでドラッグします。以下の列をマップしてください。
マスター顧客リスト

顧客サービス

MASTER.CUSTOMER_ID

CUSTSERVICE.CUSTOMER_ID

MASTER.ZIP

CUSTSERVICE.ZIP

MASTER.TAX_ID

CUSTSERVICE.TAX_ID

MASTER.HOUSE_NUMBER および連結され
た列

CUSTSERVICE.ADDRESS

MASTER.FIRST_NAME および連結された列

CUSTSERVICE.NAME

MASTER.CITY

CUSTSERVICE.CITY

MASTER.STATE

CUSTSERVICE.STATE

MASTER.LEVEL

CUSTSERVICE.LEVEL

7. BANK.MARKETING 表からデータを抽出するため、「データベース・メタデー
タ」タブで、bankconnect > bankdemo > BANK オブジェクトを展開し、
MARKETING 表を開きます。
8. 列 NAME、ADDRESS、CITY、STATE、ZIP、および LEVEL を、
CUSTSERVICE 表で使用したのと同様に MARKETING 表で使用します。「タ
ーゲット」ヘッダーの下の「列」セルにこれらの列をドラッグして、
BANK.MARKETING の列と BANK.CUSTSERVICES の列が両方とも「ターゲ
ット」ヘッダーの下の「列」セルに入っているようにします。
9. BANK.MARKETING 表に、以下の列を追加でマップします。
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マスター顧客リスト

マーケティング

MASTER.GENDER

MARKETING.GENDER

MASTER.ONLINE_ACCESS

MARKETING.ONLINE_ACCESS

MASTER.YEARS_CLIENT

MARKETING.YEARS_CLIENT

これで、すべてのターゲット列にそれぞれ 1 つのソース列がマッチしました。
10. 「保存」をクリックします。

レッスン 4.8: 副表のデータ設定条件を定義する
最後に BANK.MARKETING 表および BANK.CUSTSERVICE 表にデータを設定す
る条件を定義します。
副表にデータを設定するには、次のようにします。
1. 「マッピング・エディター」で、「表プロパティー」を選択し、「スイッチ」タ
ブをクリックします。
2. どの顧客を BANK.MARKETING 表および BANK.CUSTSERVICE 表に移動する
のかを制御するケース・ステートメントを追加します。 それぞれのターゲット
表に対して以下のケース・ステートメントを「ケース」セルに入力してくださ
い。
v LEVEL = 'A' (BANK.CUSTSERVICE の横)
v LEVEL = 'B' (BANK.MARKETING の横)

3. 「保存」をクリックしてマッピング仕様を保存し、それから「閉じる」をクリッ
クします。

レッスン 4.9: ジョブを生成する
ここまでの作業でデータ抽出が定義されました。次に、Cleanse Name Address マッ
ピング仕様と Identify High-Value Customers マッピング仕様を結合するジョブを生
成します。
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ジョブを生成するには、次のようにします。
1. BankProject プロジェクトの「マッピング仕様」リストから Identify High Value
Customers 仕様および Cleanse Name Address 仕様を一緒に選択します (最初の
仕様をクリックした後、CTRL キーを押しながら 2 番目の仕様をクリックしま
す)。
2. 「ジョブの生成」をクリックします。
3. 「マッピング仕様の順次合成」をクリックします。
4. マッピング仕様の順序が次のようになっていることを検証します。
Cleanse Name Address
Identify High Value Customers

5. この順序が正しくない場合は、Cleanse Name Address を選択してから「上へ」
をクリックして、この仕様が Identify High Value Customers マッピング仕様の
前になるようにします。

マッピング仕様に検証エラーが含まれる場合は、ジョブの定義に進むことはで
きません。 しかし、検証警告なら進むことができます。「マッピング仕様」リ
ストの「検証エラー」列をチェックし、解決しなくてはならないようなエラー
がないことを確認してください。
6. 「次へ」をクリックします。
7. 「新規ジョブの名前」フィールドに、ジョブの名前として
「Identify_High_Value_Customers_bankdemo」を入力します。
8. 「DataStage and QualityStage プロジェクトまたはフォルダー」フィールド
で、「DSProject」フォルダーを展開し、ターゲット・フォルダーとして「ジョ
ブ」を選択します。
9. デフォルトで「共有表定義を使用する」チェック・ボックスが選択されていま
す。このチェック・ボックスのチェックを外してください。このチュートリア
ルでは、ジョブをメタデータ・リポジトリー内に既に定義された表と関連付け
ることはありません。
10. 「完了」をクリックします。

レッスン 4.10: ジョブを変更し、コンパイルし、実行する
ここで、生成されたジョブを実行できます。また、ジョブを検証して、変更を加え
ることもできます。
ジョブの変更、コンパイル、実行を行うには、次のようにします。
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1. ご使用のコンピューターで InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・
クライアントを開きます。以前の作業でデザイナー・クライアントが開いたま
まになっている場合もあります。
2. デザイナー・クライアントのメニューから、「リポジトリー」 > 「更新」をク
リックします。
3. プロジェクトのリポジトリーで、「ジョブ」 >
「Identify_High_Value_Customers_bankdemo」を選択し、
Identify_High_Value_Customers_bankdemo ジョブをダブルクリックします。
Identify_High_Value_Customers_bankdemo ジョブのステージには、CUSTOMERS
-> TRANSFORMER -> MAPPINGCONTAINER -> TRANSFORMER ->
SWITCH -> MARKETING および CUSTSERVICE があります。

4. マッピング・コンテナーを開いて、名前フィールドと住所フィールドに対する
変換ルールを表示します。InfoSphere DataStage 開発者は、この情報を使用し
て、顧客の名前および住所情報をクレンジングおよび標準化するための適切な
ステージを作成できます。この必要なジョブは共有コンテナーに入っていま
す。このレッスンでは、以下の共有コンテナーのうちの 1 つを使用します。
v StandardizeAndClean 共有コンテナー。このジョブの実行には最大 10 分か
かります。
v StandardizeAndCleanDummy 共有コンテナー。このジョブは InfoSphere
QualityStage をバイパスして、ジョブの実行時間を削減します。
5. 「Identify_High_Value_Customers_bankdemo」タブを選択して、ジョブ全体を
表示するパレットに戻ります。左側のブラウザーから「共有コンテナー」を開
き、 前のステップで選択した StandardizeAndClean コンテナーを
MappingContainer の下のパレットまでドラッグします。ウィンドウの「OK」
ボタンをクリックします。
6. 入力 DSLink の矢印を MappingContainer から StandardizeAndClean コンテ
ナーにドラッグします。
7. 出力 DSLink の開始点を MappingContainer から StandardizeAndClean コン
テナーにドラッグします。 次の図に示すように、マッピング・コンテナーをパ
レットから除去します。

8. StandardizeAndClean コンテナーを右クリックし、「プロパティー」をクリッ
クします。
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9. 「入力」ページと「出力」ページを選択します。「入力」ページと「出力」ペ
ージの両方で、「全般」ページの「リンク・マッピング」領域で、「コンテナ
ー・リンクへのマッピング」リストから DSLink を選択します。「検証」をク
リックします。
「リンク・マップ検証成功」というメッセージが表示されます。
10. 「OK」をクリックしてパレットに戻ります。
11. Switch ステージを右クリックし、「プロパティー」を選択します。
スイッチのロジックは、プラチナ顧客であるレベル A 顧客の顧客データを
CUSTSERVICE 表に、ゴールド顧客であるレベル B 顧客の顧客データを
MARKETING 表に送るというものです。
ヒント: 「リンク順序」タブをクリックします。リンク番号とリンク名との関
連に注意してください。
12. ゴールドでもプラチナでもない顧客を処理できるようにするため、「プロパテ
ィー」で、「一致が見つからないときのアクション」の値を「失敗」から「ド
ロップ」に変更します。「OK」をクリックします。
13. オプション: このジョブを複数回実行したために、既に MARKETING 表および
CUSTSERVICE 表にデータが入っている場合は、そのデータを消去します。
MARKETING 表および CUSTSERVICE 表から、以前に作成されたデータを消
去するには、 MARKETING コンテナーと CUSTSERVICE コンテナーをそれぞ
れ開きます。
a. 「プロパティー」タブで、「使用法」を展開し、「BEFORE/AFTER SQL」
行を選択します。
b. テキスト「いいえ」をクリックして、リストを表示します。「はい」を選択
します。
c. 「BEFORE SQL」行に移動します。 「BEFORE SQL」の横の空欄に、以
下のテキストを挿入します。
v MARKETING コンテナーのプロパティーの場合は、DELETE FROM
BANK.MARKETING を挿入します。
v CUSTSERVICE コンテナーのプロパティーの場合は、DELETE FROM
BANK.CUSTSERVICE を挿入します。
d. 「OK」をクリックします。
14. Identify_High_Value_Customers_bankdemo ジョブのパレットで、それぞれの
ODBC ステージを開き、パスワードを入力して、データ・ソースに接続してく
ださい。
15. ジョブ・プロパティーを変更します。
a. デザイナー・クライアントのメニュー・バーから 「編集」 > 「ジョブ・プ
ロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブを選択します。
c. 「環境変数の追加...」をクリックして、実行モードの環境変数までスクロー
ルダウンします。
d. 「実行モード」をクリックし、「ジョブ・プロパティー」ペインで「デフォ
ルト値」をダブルクリックして編集します。
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e. 「デフォルトの設定」ドロップダウンで、1 プロセスを選択します。
f. ジョブ・パレットに戻るまで「OK」をクリックします。

16. 「ファイル」 > 「保存」をクリックします。「コンパイル」をクリックし、
「閉じる」をクリックします。
17. 表示されるウィンドウで「実行」をクリックします。
18. パレットに戻ります。
結果ビューは、ステップ 4 で選択した実際のコンテナーによって異なります。

レッスン 4.11: マッピング仕様の詳細をレビューするためのレポ
ートを作成する
このレッスンでは、マッピング仕様についての詳細を示すレポートを作成します。
モジュール 2、3、および 4 で、以下のタスクを実行するマッピング仕様とジョブ
を作成しました。
v Bank 1 から顧客情報を抽出し、その情報を BANK.CUSTOMERS 表にマップす
る。
v Bank 2 から顧客情報を抽出し、その情報を BANK.CUSTOMERS 表にマップす
る。
v ゴールド顧客をレベル B、プラチナ顧客をレベル A であると識別し、顧客の名
前および住所情報を標準化する。
v マーケティング向けのゴールド顧客データ (名前、住所、性別など) を
BANK.CUSTOMERS 表から BANK.MARKETING 表に移動し、顧客サービス向け
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のプラチナ顧客データ (名前、住所、顧客 ID 番号など) を BANK.CUSTOMERS
表から BANK.CUSTSERVICE 表に移動する。
レポートを作成するには、次のようにします。
1. 以下のいずれかの方法を使用して、IBM InfoSphere Information Server Web コ
ンソールを開きます。
v ウィンドウの左上隅の IBM InfoSphere FastTrack アイコンをクリックしま
す。「Web コンソールを開く」を選択します。

v アプリケーション・サーバーの Web アドレス (例えば、
http://www.example.com:9080/) を、Web ブラウザーのアドレス・フィールド
に入力します。
v Windows のスタート・メニューから、「スタート」 > 「プログラム」 >
「IBM InfoSphere」 > 「IBM InfoSphere Web コンソール」をクリックし
ます。
2. アプリケーション・サーバーのユーザー名とパスワードを指定します。
3. 「レポート作成」タブで、「レポート・テンプレート」 > 「FastTrack」 >
「レポート・テンプレートの表示」をクリックします。
この後、各マッピング仕様の詳細レポートを作成します。Bank 1 Extract から
始めます。
4. 「マッピング仕様インプリメンテーション詳細」を選択し、「新規レポート」
をクリックします。
5. 以下の入力を行います。
a. 「名前」フィールドに「Bank 1 Extract Report」を入力します。
b. 「説明」フィールドに「Extracts customer information from BANK1」を入
力します。
c. 「プロジェクト名」リストから BankProject を選択します。
d. 「マッピング仕様名」リストから Bank 1 Extract を選択します。
e. 「出力フォーマット」として HTML を選択します。
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f. 「保存して閉じる」をクリックします。
6. レポートを実行するため、ウィンドウの左側のパネルから「レポート」 > 「レ
ポートの表示」をクリックします。
中央のパネルに Bank 1 Extract Report がリストされます。
7. Bank 1 Extract Report を選択し、「直ちに実行」をクリックします。
8. Bank 1 Extract Report を実行している間に Bank 2 Extract と Identify High
Value Customers の各レポートに関するセットアップを行います。このために
は、ステップ 2 に戻り適切な情報を使用します。
9. レポートを表示するため、「レポート」 > 「レポートの表示」をクリックしま
す。
10. レポートを選択し、右側のペインから「レポート結果の表示」をクリックしま
す。
レポートは別のブラウザーに表示され、ページ間を移動して結果を見ることが
できます。

モジュール 4 のまとめ
このモジュールを完了すると、順番に配置した 2 つのマッピング仕様で作成された
ジョブを表示できます。

学習した内容
このモジュールを完了することで、以下のアクティビティーの実行方法を学習しま
した。
v 顧客の名前および住所情報の標準化およびクレンジングを行うためのマッピング
仕様を作成する。
v 優良顧客を識別するマッピング仕様を作成し、カスタマイズする。
v ビジネス用語を列に関連付け、新規用語を作成する。
v 用語をパブリッシュする。
v スイッチ・ステートメントを定義する。
v ジョブを生成、コンパイルし、実行する。
v 複数のレポートを作成する。

モジュール 5: Bank 3 データの統合
Bank 1 および Bank 2 の両子会社のデータに関する問題を解決していた間に、First
Midwest 社の取締役会は新しく銀行 Bank 3 を買収しました。そこで、 Bank 3 か
ら顧客データを統合しなければならなくなりました。
Bank 3 顧客データをマスター・データベースと統合すると、First Midwest 社は、
同じ優良顧客サービスおよび新規投資機会を Bank 3 顧客にも速やかに提供するこ
とができます。
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学習目標
ここで行う作業は、BANK3 スキーマ内の表から顧客情報を抽出し、その顧客情報
を BANK.CUSTOMERS 表に組み入れるためのマッピング仕様を作成することで
す。
BANK3 スキーマには BANK3.SAVINGS 表があり、普通預金口座情報のみが入って
います。この SAVINGS 表は、BANK3 スキーマにある唯一の表です。BANK1 ス
キーマと同様に、BANK3 スキーマはデモグラフィック・データを保持していませ
ん。従って、顧客の性別、顧客になってからの年数、オンライン・システムへのア
クセスなどの情報はありません。図 28 を参照してください。

図 28. BANK1、BANK2、および BANK3 データベースから BANK.CUSTOMERS 表への顧客情
報の移動

必要な時間
このモジュールを完了するには、約 40 分かかります。

前提条件
モジュール 1、2、3、および 4 のを完了し、Bank 1 Extract マッピング仕様および
Bank 2 Extract マッピング仕様にアクセスできるようになっている必要がありま
す。

チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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レッスン 5.1: マッピング仕様をインポートする
これ以降の一連の作業の開始点として、このレッスンでは別のマッピング仕様をイ
ンポートします。
マッピング仕様をインポートするには、次のようにします。
1. メニューから、「プロジェクト」 > 「プロジェクトを開く」をクリックしま
す。「マッピング仕様」リストから BankProject プロジェクトを選択し、
「OK」をクリックします。
このプロジェクト内に作成されたマッピング仕様のリストが表示されます。
2. 「タスク」リストから「CSV からのインポート」をクリックします。
3. Bank3Extract.csv ファイルをインポートします。大/小文字の区別を選択しないよ
うにしてください。選択されないのがデフォルトです。
4. このマッピング仕様に Bank 3 Extract という名前を付けて変更します。

レッスン 5.2: マッピング仕様を完成させる
Bank 3 Extract という名前のマッピング仕様を完成させます。
BANK3 スキーマ内の表の処理に必要なメタデータはモジュール 1 でインポートさ
れました。ここでは、そのデータを使用します。
ヒント: このレッスンで必要な情報は、これ以前のレッスンにあります。それらの
レッスンを必要に応じて見直してください。
マッピング仕様を完成するには、次のようにします。
1. BANK3.SAVINGS 表と BANK.CUSTOMERS 表の間で列をマッチさせます。
ヒント: BANK3 データベース内の表および BANK データベース内の表の間で
列をマッチさせるのに利用するため、 13 ページの『レッスン 2.3: 一致するソー
ス列を検出する』で学習したように列を検出します。複数の列を選択してから
「ソースの検出」をクリックすることで、複数の行の列を一度に検出できます。
2.

29 ページの『レッスン 3.6: 2 つのマッピング仕様を結合するジョブを作成す
る』と同様に、 Bank 3 Extract マッピング仕様を、 Bank 1 Extract マッピン
グ仕様および Bank 2 Extract マッピング仕様と結合します。

3. BANK1、BANK2、および BANK3 データベースから顧客データを
BANK.CUSTOMERS 表に移動するジョブを生成します。
4. Bank 3 Extract マッピング仕様のレポートを生成します。
57 ページの図 29 に、変更する前の生成されたジョブを示します。
ヒント: ご使用のコンピューターでの最後のジョブの出力は、マッピング仕様を結
合した順序によって、この図とは異なる可能性があることに注意してください。
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図 29. 生成された Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract ジョブ

図 30 に、コンパイルされた Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract ジョブを示します。
ヒント: このジョブは実行前に変更する必要があることに注意してください。アグ
リゲーターの入力および出力が、データ・ジョブ・フローの入力および出力と一致
するようにしてください。特に、接頭部を注意して見てください。共有コンテナー
の入力をトランスフォーマーの出力と一致させ、共有コンテナーの出力を結合への
入力と一致させてください。

図 30. 変更後の Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract ジョブのコンパイルと実行の結果

モジュール 5 のまとめ
このモジュールを完了すると、Bank 3 データをマスター・データベースに統合する
ジョブを表示できます。

学習した内容
このモジュールを完了することで、以下のアクティビティーの実行方法を練習しま
した。
v ソース列をターゲット列にマップするマッピング仕様を作成する。
チュートリアル: IBM InfoSphere FastTrack 円滑なマッピング作成
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v マッピング仕様を結合して、ジョブを作成する。
v ジョブを生成、コンパイルし、実行する。
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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 5. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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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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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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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 6. 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 6. 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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