IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer
バージョン 11 リリース 3

チュートリアル:
Standardization Rules
Designer での
製品ルールセットの拡張



SC43-0990-00
(英文原典：SC19-4333-00)

IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer
バージョン 11 リリース 3

チュートリアル:
Standardization Rules
Designer での
製品ルールセットの拡張



SC43-0990-00
(英文原典：SC19-4333-00)

お願い
本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 49 ページの『特記事項および商標』 に記載されている情報をお読みく
ださい。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示さ
れたりする場合があります。

原典：

SC19-4333-00
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules
Designer
Version 11 Release 3
Tutorial: Enhancing a product rule set
in the Standardization Rules Designer

発行：

日本アイ・ビー・エム株式会社

担当：

トランスレーション・サービス・センター

© Copyright IBM Corporation 2012, 2014.

目次
チュートリアル: Standardization Rules
Designer での製品ルールセットの拡張 . . 1
チュートリアル環境のセットアップ. . . . . . . 6
ディレクトリーへのチュートリアル・ファイルのコ
ピー . . . . . . . . . . . . . . . . 7
チュートリアル・プロジェクトの作成 . . . . . 7
チュートリアル用ルール・セットのインポート . . 8
モジュール 1: ルール・セットの改訂の作成とサンプ
ル・データのインポート . . . . . . . . . . 10
レッスン 1.1: SQA レポートの表示 . . . . . 10
レッスン 1.2: Standardization Rules Designer での
ルール・セットの表示と改訂の作成 . . . . . 12
レッスン 1.3: サンプル・データのインポート . . 14
モジュール 2: 値の分類 . . . . . . . . . . 15
レッスン 2.1: 分類定義の追加による既存クラス
への値の割り当て . . . . . . . . . . . 15
レッスン 2.2: カスタム・クラスの追加と設定 . . 19
モジュール 3: ルックアップ・テーブルの追加 . . . 23
レッスン 3.1: ルックアップ・テーブルの追加 . . 23
レッスン 3.2: ルックアップ・テーブル定義のイ
ンポートと追加 . . . . . . . . . . . . 24
モジュール 4: ルールの追加と変更 . . . . . . 28

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

レッスン 4.1: データを正しく処理するためのル
ールの変更 . . . . . . . . . . . .
レッスン 4.2: 未処理レコードの割り出しと出力
列のカスタマイズ . . . . . . . . . .
レッスン 4.3: 未処理レコードが最も多いパター
ンに対するルールの追加 . . . . . . . .
レッスン 4.4: 値を複数の出力列に分割するルー
ルの追加 . . . . . . . . . . . . .
レッスン 4.5: 改訂のパブリッシュ. . . . .

. 29
. 32
. 34
. 36
. 38

付録 A. 製品のアクセシビリティー . . . 41
付録 B. IBM の窓口 . . . . . . . . . 43
付録 C. 製品資料へのアクセス . . . . . 45
付録 D. 製品資料に関するフィードバック
の提供 . . . . . . . . . . . . . . . 47
特記事項および商標

. . . . . . . . . 49

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . 55

iii

iv

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルー
ルセットの拡張
このチュートリアルでは、IBM® InfoSphere® QualityStage® Standardization Rules
Designer を使用して、製品データを標準化するルール・セットを拡張します。 デー
タを標準化する際に、データ値を正規化するデータ品質標準を実装し、マッチング
やレポート作成などに使用するデータを準備します。
このチュートリアルでは、サード・パーティーの小売店および消費者に製品を販売
および流通する架空の企業、Sample Outdoor 社のデータを使用します。 ここ数
年、同社は着実に成長を遂げて世界的に事業を展開するようになり、一連の製品を
世界中のほぼすべての地域の小売店に販売しています。
この架空の Sample Outdoor 社は最近、新しい製品ラインをいくつか買収しまし
た。 同社は、それらの製品ラインのデータを現在のデータベースに統合しようと考
えていますが、新しいデータには新しいタイプの情報が含まれており、形式も整合
していません。 Sample Outdoor 社は、IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer を使用して、このタイプのデータを標準化するルール・セットを拡
張することができます。
ルール・セットを拡張した後、標準化ジョブの Standardize ステージにそのルール・
セットを適用します。 標準化ジョブを実行すると、拡張したルール・セットで指定
したロジックに従って入力データが標準化されます。
このチュートリアルでは、Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張す
るときに行ういくつかの一般的なタスクについて説明します。このチュートリアル
で行う一連の作業は、以下のステップのとおりです。
1. モジュール 1 では、拡張が必要なルール・セットを割り出し、そのルール・セ
ットの改訂を Standardization Rules Designer でオープンします。また、
Standardization Rules Designer で使用するサンプル・データもインポートしま
す。
2. モジュール 2 では、データの構成要素を分類します。 新しい値を既存のクラス
に割り当てる分類定義を追加し、新しいタイプのデータに対応するカスタム・ク
ラスを追加します。 図 1 に、架空の企業、Sample Outdoor 社の製品を対象と
したサンプル・レコードのそれぞれの値をどのようにクラスに割り当てるかを示
します。
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図 1. サンプル・レコードのそれぞれの値をクラスに割り当てます。

3. モジュール 3 では、製品の色に関する英字の情報を数値の色コードに変換する
ルックアップ・テーブルを追加します。 図 2 に、Standardization Rules Designer
に追加するルックアップ・テーブルの一部を示します。

図 2. ルックアップ・テーブルは英字の色を数値の色コードに変換します。

4. モジュール 4 の最初のレッスンでは、Standardization Rules Designer に追加した
ルールを変更します。新しい製品ブランドの一部のデータがルールによって正し
く処理されていません。 図 3 に、現在のルールによる出力と、架空の企業、
Sample Outdoor 社のデータ・クレンジング要件に応じてルールを変更した後の
出力を示します。
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図 3. 現在のルールは、架空の企業、Sample Outdoor 社のデータ・クレンジング要件を満たしていません。 変更後のル
ールでは、製品名にも製品ブランド名が付加されています。

5. モジュール 4 の 2 番目および 3 番目のレッスンでは、未処理になっている最
も共通性の高いパターンを割り出し、そのパターンに一致するデータを処理する
ためのルールを追加します。 図 4 に、架空の企業、Sample Outdoor 社の製品
を対象としたサンプル・レコードが新しいルールによってどのように処理される
かを示します。
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図 4. 最も共通性の高い未処理パターンに対する新しいルールでは、ルックアップ・テーブルを使用して色を色コード
に変換します。 このルールでは、製品サイズの値をサイズ・タイプの出力列に追加する処理も行います。

6. モジュール 4 の 4 番目のレッスンでは、入力データで連結されている 2 つの
個別値を処理するルールを作成します。 例えば、195cm という値が入力データ
に含まれている場合は、この値を値 195 と cm に分割し、それらを適切な出力
列に格納するルールを作成できます。 図 5 に、架空の企業、Sample Outdoor
社の製品を対象としたサンプル・レコードがこのルールによってどのように処理
されるかを示します。
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図 5. 新しいルールは、連結された値を 2 つの個別値に分割し、それらを適切な出力列に格納します。 このルール
は、製品タイプの値を製品タイプの出力列に追加する処理も行います。

学習目標
モジュールを実行することにより、ルール・セットの拡張に関する以下の概念とタ
スクについて学習します。
v サンプル・データをインポートして、ルール・セットの一部を変更した場合にサ
ンプル・データのレコードに及ぶ影響を調べる
v 分類を使用して、データの構成要素をカテゴリー化する
v ルックアップ・テーブルを追加して、データを指定の値と比較したりその値に変
換したりする
v 関連したレコード群にアクションを適用するルールを作成する

所要時間
チュートリアルを開始する前に、環境をセットアップしておく必要があります。 セ
ットアップに必要な時間は、現在ご使用の環境によって異なります。
モジュールを完了するには、それぞれ 20 分から 60 分かかります。
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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。
v IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
v 次のクライアントを備えた IBM InfoSphere QualityStage
– IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage デザイナー
– IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、標準化、分類、データ・クレンジング用のル
ールなど、データ品質の概念について理解する必要があります。 InfoSphere
DataStage and QualityStage の概念 (ジョブ、ステージ、レポートなど) についての
知識があると役立ちますが、必須ではありません。
特記事項: Sample Outdoor 社、GO Sales、Great Outdoors 名のすべてのバリエーシ
ョン、および Planning サンプルでは、架空の企業がサンプル・データを使用して
IBM および IBM のお客様向けのサンプル・アプリケーションを開発する作業が描
かれています。 これらの架空のレコードには、販売取引、商品流通、財務、および
人事に関するサンプル・データが含まれています。 実在する名前、住所、連絡先の
電話番号、取引額とは一切関係がありません。 また、他のサンプル・ファイルの中
には、手動またはコンピューターで生成された架空のデータ、学術的ソースまたは
公共のソースを基に編集された実際のデータ、版権所有者の許可を得て使われてい
るデータなどが、サンプル・アプリケーションを開発するためのサンプル・データ
として使用されている場合もあります。 参照される製品名は、それぞれの所有者の
商標である可能性があります。 無許可で複製することは禁じられています。

チュートリアル環境のセットアップ
このチュートリアルを開始する前に、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。

始める前に
v IBM InfoSphere QualityStage サーバー・コンポーネントおよび IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアント・コンポーネン
トが適切にインストールされて構成されていることを確認します。
v ユーザー証明情報がエンジン層のオペレーティング・システムのユーザー証明情
報にマップされていること、およびご使用のユーザー・アカウントに次のセキュ
リティー・ロール・セットが設定されていることを確認します。
– プロジェクトを作成するには、スイート・アドミニストレーターおよび
DataStage and QualityStage アドミニストレーターのロールが必要です。 これ
らのロールを持っていない場合は、これらのロールを持つユーザーにチュート
リアル用プロジェクトの作成を依頼し、そのプロジェクトに対する DataStage
and QualityStage 開発者または DataStage and QualityStage 製品マネージャーの
ロールを割り当ててもらう必要があります。
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– Standardization Rules Designer にログインするには、スイート・ユーザーおよ
び DataStage and QualityStage アドミニストレーターまたは DataStage and
QualityStage ユーザーのロールが必要です。
Standardization Rules Designer にログインできない場合は、システム管理者に問い
合わせてください。

このタスクについて
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer は、クライアント層、エ
ンジン層、およびメタデータ・リポジトリー層と対話する Web ベース・アプリケ
ーションです。 チュートリアルを開始する前に、サンプル・データおよびチュート
リアル用ルール・セットが Standardization Rules Designer で使用可能になっている
ことを確認してください。チュートリアルに使用できるプロジェクトも用意されて
いる必要があります。

ディレクトリーへのチュートリアル・ファイルのコピー
チュートリアル中に使用するディレクトリーにチュートリアル・ファイルをコピー
します。 チュートリアルを実行するには、Standardization Rules Designer を使用す
るコンピューターのチュートリアル・ファイルにアクセスできる必要があります。

手順
1. インストール・メディアにある
Standardization_Rules_Designer_product_tutorial.zip ファイルを見つけま
す。 インストール・メディアが含まれているディレクトリー内で、
Standardization_Rules_Designer_product_tutorial.zip ファイルは
parent_directory\TutorialData\QualityStage ディレクトリーにあります。例
えば、Standardization_Rules_Designer_product_tutorial.zip ファイルは、
is-client\TutorialData\QualityStage ディレクトリーに存在する可能性があり
ます。
2. Standardization_Rules_Designer_product_tutorial.zip ファイルに入っている
ファイルを、Standardization Rules Designer への接続に使用するコンピューター
のディレクトリーに解凍します。
3. ファイルを解凍したディレクトリーが、クライアント層またはエンジン層がイン
ストールされているコンピューター上にない場合は、クライアント層またはエン
ジン層がインストールされているコンピューターに
Camping_Rules_for_Tutorial.isx ファイルをコピーします。

チュートリアル・プロジェクトの作成
チュートリアル演習を InfoSphere QualityStage 内の他の作業から分離しておくため
に、チュートリアル用に新規プロジェクトを作成します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
トを開始するために、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM
InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーター」とクリックします。
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2. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウでユーザー名とパスワードを入力し、「ロ
グイン」をクリックします。
3. 「プロジェクト」ページで「追加」をクリックします。
4. 「プロジェクトの追加」ウィンドウの「名前」フィールドに
StandardizationRulesDesignerTutorial と入力して「OK」をクリックします。
5. 他のユーザーがチュートリアルを実行する場合は、プロジェクトに対する適切な
ロールをそのユーザーに割り当てます。
a. StandardizationRulesDesignerTutorial プロジェクトを選択して「プロパティ
ー」をクリックします。
b. 「許可」タブをクリックします。
c. ロールの追加対象ユーザーがリストにない場合は、そのユーザーをプロジェ
クトに追加します。
d. プロジェクト・ユーザーのリストから、チュートリアルを実行するユーザー
を選択します。
e. 「ユーザー・ロール」リストから「DataStage and QualityStage 開発者」ま
たは「DataStage and QualityStage 製品マネージャー」を選択し、「OK」を
クリックします。
6. 「InfoSphere DataStage 管理」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

チュートリアル用ルール・セットのインポート
InfoSphere Information Server Manager を使用して、チュートリアル用に作成したプ
ロジェクトにチュートリアル用ルール・セットをインポートします。

始める前に
v

7 ページの『ディレクトリーへのチュートリアル・ファイルのコピー』

v

7 ページの『チュートリアル・プロジェクトの作成』

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「IBM InfoSphere Information Server Manager」とクリックします。
2. チュートリアル・プロジェクトを含むメタデータ・リポジトリーに接続します。
a. 「Information Server Manager」アプリケーション・ウィンドウで「リポジト
リー」ビューを右クリックし、「ドメインの追加」をクリックします。
b. アプリケーション・サーバーと、InfoSphere Information Server アドミニスト
レーターのユーザー名およびパスワードを指定します。
c. 「OK」をクリックします。
3. 「リポジトリー」ナビゲーション・ツリーで StandardizationRulesDesignerTutorial
プロジェクトを右クリックし、「インポート」をクリックします。
4. Camping_Rules_for_Tutorial.isx ファイルをインポートします。
a. このファイルを含むディレクトリーを参照します。 デフォルトでは、このフ
ァイルは、チュートリアル・ファイルのコピー先の
Standardization_Rules_Designer_product_tutorial ディレクトリーに入っ
ています。
b. ファイルを選択して「開く」をクリックします。
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c. 「インポート」をクリックします。
d. StandardizationRulesDesignerTutorial プロジェクトが選択されていることを確
認して「OK」をクリックします。
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モジュール 1: ルール・セットの改訂の作成とサンプル・データのインポー
ト
このモジュールでは、拡張が必要な標準化ルール・セットを割り出し、そのルー
ル・セットの改訂を Standardization Rules Designer で作成します。次に、
Standardization Rules Designer で使用するサンプル・データをインポートします。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、ルール・セットおよびサンプル・データ
に関する以下の関連概念とタスクを理解できます。
v 標準化の品質評価 (SQA) レポートを使用してルール・セットの拡張が必要かどう
かを判別する
v Standardization Rules Designer でルール・セットの改訂を作成する
v サンプル・データをインポートする

所要時間
このモジュールを完了するには、約 20 分かかります。

前提条件
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 1.1: SQA レポートの表示
このレッスンでは、ルール・セットに対する標準化の品質評価 (SQA) レポートを表
示することにより、そのルール・セットが小売製品データの標準化要件を満たして
いないことを明らかにします。 品質管理プロセスの一環として標準化の結果を検討
し、データ品質の要件が満たされるようにすることができます。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社は、CAMPING.SET ルール・セットを小売製品ライ
ンに関するデータに適用します。
ルール・セットの詳細:
ルール・セットで、入力データを検査し、正規化します。 ルール・セットを使用す
ると、ソース・データの内容と構造を理解し、データを標準化してデータを比較す
るための準備を行うことができます。 ルール・セットには次のエレメントが含まれ
ています。これらのエレメントについて詳しくは、チュートリアルでの作業を進め
ながら説明します。
v 分類
v ルックアップ・テーブル
v ルール
v 出力列
ルール・セットは、Investigate ステージまたは Standardize ステージを含むジョブで
使用します。
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以前は、CAMPING.SET ルール・セットによってすべての小売製品データが正しく
標準化されていました。 しかし、この架空の企業、Sample Outdoor 社では、買収
した新しい製品ラインについても同じルール・セットを使用したいと考えていま
す。 現行のルール・セットで新しいデータを効果的に標準化できるかどうかを判別
するために、SQA レポートを実行しました。
SQA レポートの詳細:
標準化の品質評価 (SQA) レポートは、標準化プロセスの結果を評価します。 レポ
ートを使用して、結果がデータ品質の目標を満たすことを確認できます。 SQA レ
ポートは SQA ステージによって生成されます。SQA ステージでは、Standardize ス
テージによって処理されたデータが使用されます。
上位 SQA レポートと下位 SQA レポートで相互に補完します。ただし、各タイプ
のレポートは別個に生成されます。
標準化の品質評価 (SQA) レポート
標準化されていないデータの量などの、標準化プロセスに関する統計が含ま
れています。
標準化の品質評価 (SQA) レコード例レポート
処理済みレコードの例が含まれています。
このレッスンでは、現行の CAMPING.SET ルール・セットを新しい製品ラインに関
するデータに適用した標準化ジョブの SQA レポートを表示します。 このレポート
は、ご使用のコンピューターのディレクトリーにコピーされたチュートリアル・フ
ァイルに含まれています。
手順
1. ご使用のコンピューターの Standardization_Rules_Designer_product_tutorial
ディレクトリーから、 SQAreport という SQA レポートを開きます。
2. レポートの内容を検討します。 標準化サマリーには、新しい製品ラインのレコ
ードのうち、CAMPING.SET ルール・セットを使用した標準化ジョブによって完
全に標準化されたレコードは 39% しかないことが示されています。

3. ご使用のコンピューターの Standardization_Rules_Designer_product_tutorial
ディレクトリーから、SQA_record_examples という「SQA レコードの例」レポ
ートを開きます。
4. レポートの内容を検討します。 最初のセットには、一部の未処理レコードが示
されています。これらのレコードは異なるパターンに一致します。 パターンは
複数の文字によって構成します。それぞれの文字は、レコード内の値のクラスを
表します。 例えば、レコード TrailChef Canteen 2liters Brown Cooking Gear
はパターン B+>CTT に一致します。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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SQA レコード例レポートにリストされるパターンは最も共通性の高いパターン
とは限らないため、リストされたすべてのパターンについてルールを追加するこ
とはお勧めしません。 Standardization Rules Designer を使用すると、最も共通性
の高いパターンを割り出し、そのパターンに対するルールを追加することができ
ます。共通するパターンのルールを追加すると、未処理データに最大限の効果が
及び、標準化プロセスが最も効率的に改善されます。
CAMPING.SET ルール・セットが、小売製品データの現行の標準化要件を満たして
いないと判断しました。
次のレッスンでは、Standardization Rules Designer で CAMPING.SET ルール・セッ
トを表示し、ルール・セットに対する改訂を作成してルール・セットを拡張しま
す。

レッスン 1.2: Standardization Rules Designer でのルール・セ
ットの表示と改訂の作成
このレッスンでは、Standardization Rules Designer で CAMPING.SET ルール・セッ
トを探し、そのルール・セットの改訂を作成します。 改訂を作成すると、異なるタ
イミングで、他のユーザーと共同で作業し、複数の反復を通じて、ルール・セット
を拡張することができます。
概要
CAMPING.SET ルール・セットは架空の企業、Sample Outdoor 社のデータ品質要件
を満たしていないため、ルール・セットを拡張する必要があります。このルール・
セットを拡張するには、Standardization Rules Designer でルール・セットの改訂を作
成する必要があります。
改訂の詳細:
改訂とは、Standardization Rules Designer でルール・セットに対して行った変更内容
の集合のことです。ルール・セットごとに 1 つの改訂を作成できます。
Standardization Rules Designer でルール・セットを拡張するときには、
Standardization Rules Designer 用のデータベースに格納されているルール・セットの
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コピーで作業してください。改訂は必要な期間オープンの状態にすることができ、
他のユーザーも、ルール・セットに対する変更を表示して変更することができま
す。 改訂がオープンされている間は、ルール・セットのコピーにしか影響を及ぼさ
ないようにして、複数の反復により共同でルール・セットを拡張できます。 他のユ
ーザーと共同作業する場合、改訂をオープンできるユーザーは一度に 1 人だけで
す。
実際のルール・セットを更新する場合は、改訂をパブリッシュできます。 改訂をパ
ブリッシュすると、Standardization Rules Designer で行った変更内容に従ってメタデ
ータ・リポジトリーのルール・セットが更新されます。
改訂での現在の変更を廃棄して、改訂をオープンしたままにしておきたい場合は、
改訂をリセットできます。 改訂をリセットすると、Standardization Rules Designer
データベースにあるバージョンのルール・セットが、メタデータ・リポジトリーに
あるバージョンによって置き換えられます。
Standardization Rules Designer でのルール・セットのライフサイクルにおける改訂の
作業の様子を次の図に示します。

手順
1. ブラウザーで Standardization Rules Designer を開くには、https://
host_name:secure_port_number/ibm/iis/qs/StandardizationRulesDesigner/ に
移動します。ここで host_name は、Standardization Rules Designer のインストー
ル先サーバーのホスト名です。
2. Standardization Rules Designer にログインします。 IBM InfoSphere QualityStage
プロジェクトをホストするサーバーのリストが表示されます。
3. StandardizationRulesDesignerTutorial プロジェクトを作成したサーバーのツイステ
ィーを展開します。
4. StandardizationRulesDesignerTutorial を展開します。
5. CAMPING.SET ルール・セットを選択し、「編集」をクリックします。
6. ルール・セットの編集に関するメッセージが表示されたウィンドウで「OK」を
クリックします。 CAMPING.SET ルール・セットの改訂が作成され、そのルー
ル・セットのホーム・ページが表示されます。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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レッスン 1.3: サンプル・データのインポート
このレッスンでは、Standardization Rules Designer で使用するサンプル・データをイ
ンポートします。
概要
Standardization Rules Designer でルール・セットに対して行う変更は、使用するサン
プル・データによって通知されます。 Standardization Rules Designer でルール・セ
ットを拡張するときに、その変更によってサンプル・データの値およびレコードの
処理方法に及ぶ影響を表示できます。 データを処理するには、データを
Standardization Rules Designer にインポートする必要があります。
架空の企業、Sample Outdoor 社が、Standardization Rules Designer で使用するため
のサンプル・データ・セットを用意しました。サンプル・データには、架空の企
業、Sample Outdoor 社が買収した新しい製品ラインのレコードも含まれています。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ホーム」タブをクリックします。
2. ナビゲーション・ペインで「サンプル・データのインポート」をクリックしま
す。
3. 「ソースの選択」フィールドの横にある「インポート」をクリックします。
4. 次のようにして product_sample_data.csv ファイルをインポートします。
a. このファイルを含むディレクトリーを参照します。 デフォルトでは、このフ
ァイルは、チュートリアル・ファイルのコピー先の
Standardization_Rules_Designer_product_tutorial ディレクトリーに入っ
ています。
b. ファイルを選択して「開く」をクリックします。
Standardization Rules Designer に、インポートされた未加工のレコードと、分離
文字およびストリップ文字によって処理されたレコードの例が表示されます。

次の作業
このモジュールでは、以下のタスクを実行しました。
v 標準化の品質評価 (SQA) レポートで未処理レコードを表示することで、ルール・
セットの拡張が必要なことが判明しました
v Standardization Rules Designer でルール・セットの改訂を作成しました
v サンプル・データをインポートしました
Standardization Rules Designer からログアウトし、後で次のモジュールを実行するこ
とができます。 改訂はオープンされたままになります。
次のモジュールでは、データの要素を分類することにより、新しい小売製品データ
が提供するコンテキスト情報を強化します。
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モジュール 2: 値の分類
このモジュールでは、データの要素を分類することにより、新しいデータが提供す
るコンテキスト情報を強化します。 新しい値を既存のクラスに割り当てる分類定義
を追加し、データを分類するためのカスタム・クラスを追加します。
架空の企業、Sample Outdoor 社が買収した新しい製品ラインのデータには、次のタ
イプの値が含まれています。
v 既存のクラスに割り当てる新しい値
v この会社がクラスを作成する新しいタイプの値
新しい製品のブランド名の一部は製品ブランド・クラスに割り当てられていないた
め、その製品ブランド・クラスのパターンを処理するルールでは新しいデータが処
理されません。 このモジュールの最初の部分では、新しい製品のブランド名が現在
どのように分類されているかを明らかにします。 適切な既存のルールによってブラ
ンド名が処理されるようにするために、新しい製品ブランドを製品ブランド・クラ
スに割り当てる分類定義を追加します。
さらに、架空の企業、Sample Outdoor 社が最近買収した製品ラインのレコードの一
部には、製品のサイズを測定するために使用する単位に関する情報 (CM や CC な
ど) が含まれています。これらの値を分類するために、計測単位のカスタム・クラ
スを追加します。 クラスを追加した後、サイズ・データを適切に処理するルールを
作成できます。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、値の分類に関する以下の関連概念とタス
クを理解できます。
v 値が属するクラスを特定する
v 分類定義を追加する
v カスタム・クラスを追加する

所要時間
このモジュールを完了するには、約 30 分かかります。

前提条件
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・ファイルとサンプル・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: 分類定義の追加による既存クラスへの値の割り当て
このレッスンでは、新しい製品ラインのブランド名が現在どのように分類されてい
るかを明らかにします。 次に、分類定義を追加することにより、ブランド名の値を
既存のカスタム・クラスに割り当てます。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社では、新製品のブランド名を含むレコードが正しく
処理されるようにしたいと考えています。 新しいブランド名の値が属するクラスを
チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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表示した後、その情報を使用して、値を処理するルールがあれば、そのルールを確
認します。 その後、分類定義を追加することにより、ブランド名の値をクラスに割
り当てることができます。
分類の詳細:
IBM InfoSphere QualityStage では、レコードをパターンとして表現します。 レコー
ドが 1 つ以上の値から構成されるのと同様に、パターンも 1 つ以上の抽象文字か
ら構成され、それぞれの抽象文字がクラスを表します。 クラスは、ベースとなる値
が特定のカテゴリーに属することを明確化することで、パターンが提供するコンテ
キスト情報を強化します。 例えば、架空の企業、Sample Outdoor 社には、パター
ン B+SCT によって表される「TRAKKER ZODIAK WOMEN’S GREEN
WATCHES」などのレコードがあります。 パターン B+SCT の各クラスが提供する
コンテキスト情報を次の表に示します。
表 1. 1 文字のクラス・ラベルは、それぞれベースとなる値が特定のカテゴリーに属するこ
とを示します。
B

+

S

C

T

製品のブランド

文字のみを含む
値

製品のサイズ

製品の色

製品のタイプ

値に関する情報は、次のタイプのクラスによって提供されます。
v デフォルト・クラスは、値が英字のみ、数字のみ、英字と数字の組み合わせのい
ずれで構成されるかなど、値のタイプに関する基本的な情報を提供します。 デフ
ォルト・クラスは、Standardization Rules Designer にリストされる範囲の文字によ
って表されます。
v カスタム・クラスは、英字の値が製品名であるかブランド名であるかなど、値の
タイプに関するより強力なコンテキスト情報を提供します。 カスタム・クラスの
1 文字のラベルは、ラテン・アルファベットの任意の文字または 0 (NULL クラ
スを示します) です。
このレッスン内のタスク
1. 『値が属するクラスの特定』
2.

18 ページの『クラスへの値の割り当て』

値が属するクラスの特定
現在ブランド名の値が割り当てられているデフォルト・クラスまたはカスタム・ク
ラスを特定できます。 ブランド名の値が B Product Brand カスタム・クラスに割り
当てられていない場合、それらの値を含むレコードは適切なルールによって処理さ
れない可能性があります。
架空の企業、Sample Outdoor 社が買収した製品ラインには、次の製品ブランド名が
含まれています。
v EPOCH
v ANTONI
v POLAR
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これらのブランド名を含むレコードが正常に処理されるようにするには、まず値が
属するクラスを特定する必要があります。 また、B Product Brand クラスを含むパ
ターンを表示して、これらのパターンを持つレコードを処理するルールを表示する
ことができます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「クラスの検索」をクリックします。
3. 次のようにして、ブランド名の値が属するクラスを特定します。
をクリックします。 「返され
a. 「値」フィールドに値 EPOCH を入力し、
たクラス」フィールドに、この値が B Product Brand カスタム・クラスに割
り当てられていることが示されます。

b. 値 ANTONI および POLAR についてステップ 3a を繰り返します。 「返され
たクラス」フィールドに、これらの値が + デフォルト・クラスに割り当てら
れていることが示されます。

c. 「閉じる」をクリックします。
4. データのパターンおよびそれらのパターンのルールにアクセスするために、次の
ようにルール・グループを開きます。
a. 「ルール」タブをクリックします。
b. Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリックします。
5. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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6. 「B+SCT」を展開して、「Copy product data to output columns」を展開しま
す。 このルールによって処理されるサンプル・レコードのリストが表示されま
す。 このレコードのリストには、値 EPOCH を含むレコードが含まれていま
す。 この値は B Product Brand クラスに割り当てられているため、このパター
ンのルールによって、この値を含むレコードが処理されます。
7. 「++SCT」を展開し、「未処理レコード」を展開します。 このパターンに一致
するサンプル・レコードのリストが表示されます。 このレコードのリストに
は、値 ANTONI および POLAR を含むレコードが含まれています。 これらの
値は B Product Brand クラスに割り当てられていないため、これらの値を含むレ
コードは適切なルールによって処理されません。
8. Input_Overrides ルール・グループを終了するために、「ルール」ページの上部に
ある「ルール・グループの選択」をクリックします。
値 ANTONI および POLAR を含むレコードが適切なルールによって処理されるよ
うにするために、これらの値を B Product Brand クラスに割り当てます。

クラスへの値の割り当て
分類定義を手動で追加することにより、新しいブランドの値を製品ブランド・クラ
スに割り当てることができます。
分類定義の詳細:
分類定義には次のエレメントが含まれます。
値

定義されている入力値。

標準の値
ルールのアクションまたは条件で入力値の代わりに使用できる値の、標準化
されたスペルまたは表記。
クラス 値の割り当て先クラス。 クラスは 1 文字のクラス・ラベルによって表され
ます。
類似性しきい値
値のスペルまたは表記で許容される相違の度合い。 類似性しきい値の範囲
は 700 から 900 まででなければなりません。 類似性しきい値 900 は、定
義内の値に完全一致した値のみが定義の影響を受けることを示します。
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類似性しきい値が 900 より低い場合、定義は、定義内の値に類似した値に
影響を与えることがあります。 例えば、値 GRAMS の分類定義を作成し、
類似性しきい値を 800 に設定すると、定義は値 GRAM にも影響を与えま
す。
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「値の定義」をクリックします。
3. 次のようにして製品のブランド値の定義を追加します。
a. 値 ANTONI を入力します。
b. 「クラス」リストから「B」を選択します。
c. 「定義の状況」を展開し、「アクティブ定義」が選択されていることを確認
します。 非アクティブの定義は値に影響しません。
d. 「OK」をクリックします。
4. データのパターンおよびそれらのパターンのルールにアクセスするために、次の
ようにルール・グループを開きます。
a. 「ルール」タブをクリックします。
b. Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリックします。
5. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。
6. 「B+SCT」を展開して、「Copy product data to output columns」を展開しま
す。 このルールによって処理されるサンプル・レコードのリストが表示されま
す。 今回は、レコードのリストに、値 ANTONI を含むレコードが含まれてい
ます。
7. 「++SCT」を展開し、「未処理レコード」を展開します。 このパターンを持つ
サンプル・レコードのリストが表示されます。 このレコードのリストには、値
POLAR を含むレコードがまだ含まれています。

レッスン 2.2: カスタム・クラスの追加と設定
このレッスンでは、新しい値タイプを指定するためのカスタム・クラスを追加しま
す。 次に、同時に複数の分類を追加することで、このクラスに値の初期セットを割
り当てます。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社では、サイズに関連した値をすべて S Product Size
カスタム・クラスに割り当てます。 このクラスには、服のサイズ
(WOMENS、JUNIOR、LARGE など) および計測単位 (CM や ML など) の両方が
含まれています。 服のサイズと計測単位を区別するために、この会社では、計測単
位に別個のカスタム・クラスを追加しようと考えています。
カスタム分類の詳細:
カスタム分類により、デフォルトの分類よりも強力な値のコンテキスト情報が提供
されます。例えば、定義で値 TRAILCHEF をカスタム・クラスに割り当てていない
場合、この値は + デフォルト・クラスに割り当てられます。 このデフォルト・ク
チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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ラスは、値が単一の英字語であることを示しています。定義でこの値を Product
Brand カスタム・クラスに割り当てると (このクラスは文字 B で表されます)、値が
より詳細なコンテキスト情報を提供するようになります。 この情報が提供される場
合、データの特定のサブセットに対処するルールを作成できるため、そのデータを
より効率的に処理できます。
このレッスン内のタスク
1. 『カスタム・クラスの追加』
2.

21 ページの『複数の分類定義の追加』

カスタム・クラスの追加
計測単位のクラスを作成するために、使用可能なクラスのリストから M カスタ
ム・クラスを追加できます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「カスタム・クラス」セクションで「カスタム・クラスの追加」をクリックしま
す。
3. 「使用可能なクラス」リストから「M」を選択します。
4. 「説明」フィールドに「Unit of Measure」と入力します。
5. 「追加」をクリックします。 新しいクラスの項目がリストに表示されます。

6. 「閉じる」をクリックします。
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複数の分類定義の追加
複数の分類定義を同時に追加することにより、新しい M クラスに複数の値を割り
当てることができます。
Standardization Rules Designer で新しいカスタム・クラスを追加した場合、最初の状
態ではそのクラスに値が割り当てられていません。 例えば、M カスタム・クラス
を設定するには、計測単位を表す値の分類定義を追加します。 クラスに値を割り当
てた後に、計測単位の値を処理するようにルールを追加または変更できます。
小売製品データ・セットでは、次の値で計測単位を表します。
v CC
v CM
v M
v ML
v MM
手順
1. Standardization Rules Designer で「分類」タブをクリックします。
2. 「値の定義」をクリックします。
3. 「値の定義」ウィンドウの右下にある「複数を定義」をクリックします。
4. 「すべての定義にクラスを適用」チェック・ボックスを選択します。
5. 「クラスの選択」リストから「M」を選択します。 「クラス」列で、定義する
それぞれの値に対して自動的に M が選択されます。
6. 「値」列の最初のフィールドに CC と入力した後、フィールドの外側をクリック
します。 2 番目の行が有効になります。
7. ステップ 6 の方法を使用して次の値を入力します。
v CM
v M
v ML
v MM
値は、それぞれ別の行に入力してください。
8. 「定義の状況」を展開し、「アクティブ定義」が選択されていることを確認しま
す。 非アクティブの定義は値に影響しません。
9. 「OK」をクリックします。
M カスタム・クラスに割り当てられている値を表示するには、「カスタム・クラ
ス」を展開して「M」を選択します。

次の作業
このモジュールでは、以下のタスクを実行しました。
v 値が属するクラスを特定しました
v 分類定義を追加しました
v カスタム・クラスを追加しました

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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Standardization Rules Designer からログアウトし、後で次のモジュールを実行するこ
とができます。 改訂はオープンされたままになります。
次のモジュールでは、製品の色に関する英字の情報を数値の色コードに変換するル
ックアップ・テーブルを追加します。
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モジュール 3: ルックアップ・テーブルの追加
このモジュールでは、製品の色に関する英字の情報を数値の色コードに変換するル
ックアップ・テーブルを追加します。
架空の企業、Sample Outdoor 社では、製品をサード・パーティーの小売店に販売す
る際に、製品の色を含む製品情報を提供しています。 会社の事業の拡張に伴い、製
品の色の数と範囲が増加しました。
色の数の増加による混乱を防ぐために、この会社では、データベースでそれぞれの
色に数値の色コードを割り当てました。 この会社では、英字の製品色情報をその色
に対応する数値の色コードに変換するための一連のルックアップ・テーブル定義も
作成しました。
このモジュールでは、新しいルックアップ・テーブルを追加し、ルックアップ・テ
ーブル定義を Standardization Rules Designer にインポートします。次に、現在のル
ックアップ・テーブルに含まれていない新しい色のためのルックアップ・テーブル
定義を追加します。 モジュール 4 では、このルックアップ・テーブルをルールで
使用します。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、ルックアップ・テーブルに関する以下の
関連概念とタスクを理解できます。
v ルックアップ・テーブルを追加する
v ルックアップ・テーブル定義をインポートする
v ルックアップ・テーブル定義を追加する

所要時間
このモジュールを完了するには、約 20 分かかります。

前提条件
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・ファイルとサンプル・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 3.1: ルックアップ・テーブルの追加
このレッスンでは、製品の色に関する英字の情報を数値の色コードに変換するルッ
クアップ・テーブルを CAMPING.SET ルール・セットに追加します。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社では、ルックアップ・テーブルを使用して製品の色
に関する英字の情報を数値の色コードに変換しようと考えています。ルックアッ
プ・テーブルは、Standardization Rules Designer でルール・セットに追加することが
できます。その後、アクションの一部としてルックアップ・テーブルを参照するル
ールを追加できます。
ルックアップ・テーブル使用の詳細:

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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ルックアップ・テーブルには、ルールがアクションまたは条件の一部として参照で
きる定義が含まれています。 アクションまたは条件は、次の方法でルックアップ・
テーブルを使用できます。
v アクションまたは条件は、特定の値をルックアップ・テーブルの値と比較できま
す。 例えば、レコードの特定の位置にある値がルックアップ・テーブルに存在す
る場合にのみ、ルールがレコードを処理するように条件で規定することができま
す。
v アクションは、特定の値をルックアップ・テーブルの値に変換できます。 例え
ば、地理情報を含むルックアップ・テーブルをアクションで使用して、数値の位
置コードを地名に変換することができます。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ルックアップ・テーブル」タブをクリックし
ます。
2. 「ルックアップ・テーブルの追加」をクリックします。
3. 製品色ルックアップ・テーブルに関する情報を次のように入力します。
a. 「名前」フィールドに Color_Code と入力します。
b. 「説明」フィールドに「Converts product color to color code」と入力し
ます。
c. 「OK」をクリックします。

レッスン 3.2: ルックアップ・テーブル定義のインポートと追加
このレッスンでは、ルックアップ・テーブル定義を Color_Code ルックアップ・テ
ーブルにインポートして追加します。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社は、Color_Code ルックアップ・テーブル用のルック
アップ・テーブル定義を含む CSV ファイルを作成しました。 Standardization Rules
Designer で追加したルックアップ・テーブルにこれらの定義をインポートできま
す。
最近、この会社では新しい色コードを製品ラインに追加し、既存の製品色の色コー
ドを変更しました。 ルックアップ・テーブルを更新するには、Standardization Rules
Designer でルックアップ・テーブル定義を追加します。
ルックアップ・テーブル定義の詳細:
ルックアップ・テーブル定義には次のエレメントが含まれます。
値

定義されている入力値。

戻り値 ルールのアクションまたは条件で入力値の代わりに使用できる値。
類似性しきい値
値のスペルまたは表記で許容される相違の度合い。 類似性しきい値の範囲
は 700 から 900 まででなければなりません。 類似性しきい値 900 は、定
義内の値に完全一致した値のみが定義の影響を受けることを示します。
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類似性しきい値が 900 より低い場合、定義は、定義内の値に類似した値に
影響を与えることがあります。 例えば、値 GRAMS のルックアップ・テー
ブル定義を作成し、類似性しきい値を 800 に設定すると、ルックアップ・
テーブル定義は値 GRAM にも影響を与えます。
手順
1. 『ルックアップ・テーブル定義のインポート』
2.

26 ページの『ルックアップ・テーブル定義の追加』

ルックアップ・テーブル定義のインポート
1 つ以上のファイルにあるルックアップ・テーブル定義を、Standardization Rules
Designer にある単一のルックアップ・テーブルにインポートすることができます。
インポートしないルックアップ・テーブル定義は、Standardization Rules Designer で
手動で追加する必要があります。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ルックアップ・テーブル」タブをクリックし
ます。
2. ルックアップ・テーブルのリストから Color_Code テーブルを選択します。 ル
ックアップ・テーブルにある値のリストが右側のペインに表示されます。 この
ルックアップ・テーブルには値が定義されていないため、リストは空です。

3. 「値の定義」リストから「インポート」を選択します。
4. 次のようにして color_code_lookup.csv ファイルをインポートします。
a. このファイルを含むディレクトリーを参照します。 デフォルトでは、このフ
ァイルは、チュートリアル・ファイルのコピー先の
Standardization_Rules_Designer_product_tutorial.zip ディレクトリーに
入っています。
b. ファイルを選択して「開く」をクリックします。
c. 「定義のインポート」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
ルックアップ・テーブル定義がインポートされ、ルックアップ・テーブルで定義さ
れている値が右側のペインに表示されます。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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ルックアップ・テーブル定義の追加
Standardization Rules Designer で手動でルックアップ・テーブル定義を追加できま
す。
手順
1. Color_Code テーブルを対象として、「インポート」リストから「値の定義」を
選択します。
2. 次のフィールドに入力することにより、新しい値のルックアップ・テーブル定義
を追加します。
a. 「値」フィールドに、製品の色 GOLD を入力します。
b. 「戻り値」フィールドに、色コード 910 を入力します。
c. 「値を次として定義」を展開し、「アクティブ定義」が選択されていること
を確認します。 非アクティブの定義は値に影響しません。
d. 「OK」をクリックします。
追加した定義の値が右側のペインに表示されます。

3. ステップ 2 を繰り返して (ただし値として GREY、戻り値として 914 を入力し
て) 値に対する新しいルックアップ・テーブル定義を作成します。
4. 次のようにして、新しいルックアップ・テーブル定義がアクティブな定義である
ことを確認します。
a. ルックアップ・テーブルのリストから Color_Code テーブルを選択します。
ルックアップ・テーブルにある値のリストが右側のペインに表示されます。
b. 値のリストから GREY を選択します。値の定義のリストが「値の定義」ペー
ジに表示されます。追加した定義が選択されて、アクティブな定義になって
います。
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次の作業
このモジュールでは、以下のタスクを実行しました。
v ルックアップ・テーブルを追加しました
v ルックアップ・テーブル定義をインポートしました
v ルックアップ・テーブル定義を追加しました
次のモジュールでは、架空の企業、Sample Outdoor 社の小売製品レコードを処理す
るルールを作成および変更します。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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モジュール 4: ルールの追加と変更
このモジュールでは、新しい小売製品データのレコードが正しく標準化されるよう
にルールを追加および変更します。
架空の企業、Sample Outdoor 社では、ルールを追加または変更して、新しい製品ラ
インのレコードが適切に処理されるようにしたいと考えています。 そのために、チ
ュートリアルで以前に作成した新しいカスタム・クラスおよびルックアップ・テー
ブルを使用します。
この会社では、最初にデータの中で最も共通性の高いパターンを処理するルールを
調べます。 このパターンに一致するレコードは比較的適切に処理されていますが、
一部の製品については、製品名に製品ブランド名を入れる必要があります。 このル
ールを変更して、一部の製品の製品名に製品ブランド名が入るようにする必要があ
ります。
この会社では次に、データの中で 2 番目に共通性の高いパターン B+S+CT を調べ
ます。このパターンはまったく処理されていません。 このデータを処理するための
ルールを追加する必要があります。 このルールは、Standardization Rules Designer
に追加したルックアップ・テーブルを使用して製品の色を製品の色コードに変換し
ます。
残りの未処理パターンを調べているときに、計測単位と量が 1 つの値に連結されて
いるパターンが見つかりました。 例えば、値 195 と CM が連結されて 195CM に
なっています。 このパターンのための、データを適切な出力列に分割するルールを
追加します。
ルールを追加および変更した後、改訂をパブリッシュして実際のルール・セットを
更新することを決定します。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、ルールの追加と変更、および改訂のパブ
リッシュに関する以下の概念とタスクを理解できます。
v ルールを変更する
v 未処理パターンを割り出し、それらのパターンのサンプル・レコードを表示する
v Standardization Rules Designer で使用可能な出力列をカスタマイズする
v レコードの値を適切な出力列にマップすることで、基本的なルールを追加する
v ルックアップ・テーブルを参照するアクションを追加する
v 連結された値を 2 つの個別値に分割するルールを追加する
v 改訂をパブリッシュする

所要時間
このモジュールを完了するには、約 60 分かかります。

前提条件
v 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・ファイルとサンプル・データのロードが完了していなければなりません。
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v モジュール 2 を完了し、計測単位のカスタム・クラスを作成してください。
v モジュール 3 を完了し、製品の色を数値の色コードに変換するルックアップ・テ
ーブルを追加してください。

レッスン 4.1: データを正しく処理するためのルールの変更
このレッスンでは、最も共通性の高いパターンに一致するすべてのレコードを処理
するルールを変更することにより、それらのレコードが正しく処理されるようにし
ます。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社の標準化の目標を達成するには、一部の製品の名前
に製品のブランド名を含める必要があります。 この会社は、データの最も共通性の
高いパターンを対象として入力レコードの値を正しい出力列にマップするルールを
追加しました。 しかし ProductName 出力列には、いずれのブランドの製品ブラン
ド名も表示されていません。 このルールを変更して、一部のブランドのブランド名
を ProductName 出力列に追加する必要があります。
ルールおよびルール・グループの詳細:
ルールとは、関連したレコードのグループを標準化する処理のことです。 ルール
は、同じパターンに一致するレコードまたは完全一致のテキスト・ストリングに適
用できます。 ルールを追加または変更するときには、入力レコードの値を出力列に
マップし、データを操作するアクションを指定し、条件を明示して、正しいレコー
ドのみにルールが適用されるようにします。
ルール・グループは、標準化プロセスの同じ時点でレコードに適用するルールの集
合です。 ルールが特定の順序で適用されるようにするために、Standardization Rules
Designer ではルールをルール・グループに編成することができます。その後、パタ
ーン・アクション仕様 (以前はパターン・アクション・ファイルと呼んでいました)
からルール・グループを呼び出すことができます。
手順
1. 「ルール」タブで Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリ
ックします。
2. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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3. 「B+SCT」を展開して、「Copy product data to output columns」を展開しま
す (これがこのパターンの唯一のルールです)。 このルールは入力レコードの値
を出力列にマップします。
ルールの頻度は、パターンの頻度と等しいことに注意してください。

この情報は、このパターンに一致するすべてのレコードにこのルールが適用され
ることを示しています。
4. 「ルールの定義」ページのサンプル・レコードが「ANTONI BELLA JUNIOR
BLUE EYEWEAR」でない場合は、サンプル・レコードのリストから「ANTONI
BELLA JUNIOR BLUE EYEWEAR」を選択します。 サンプル・レコードのリス
トに「ANTONI BELLA JUNIOR BLUE EYEWEAR」がない場合は、リストのレ
コード数を増やしてください。
a. 「ルールの参照」ペインの右上隅にある

をクリックします。

b. 「表示するレコード数」リストから「100」を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 サンプル・レコードのリストに「ANTONI
BELLA JUNIOR BLUE EYEWEAR」が表示されます。このレコードをリスト
から選択できます。
5. サンプル・レコードにある値 ANTONI (製品のブランド名) を ProductName 出
力列にドラッグします。 出力列の中で製品ブランド名が製品名の前に表示され
るようにするために、製品ブランド名の後に製品名 BELLA をドラッグする必要
がある場合があります。
製品ブランド名が ProductName 出力列に表示され、その他の製品名とスペース
で区切られています。
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6. ProductName 出力列で、値 ANTONI を右クリックして「アクションの編集」を
クリックします。 「アクションの編集」ウィンドウで、出力列に送信するデー
タを操作できます。
7. 「オブジェクトをルックアップします。」セクションで「はい」をクリックしま
す。
8. ProductName 出力列に追加する製品ブランド名のリストを次のように指定しま
す。
a.

「ソース」リストから「リスト」を選択します。

b. 「リスト」テーブルで、製品名に追加する必要がある製品ブランド名を入力
します。 製品名に製品ブランド名が含まれるのは次のブランドです。
v EPOCH
v FIREFLY
v HAILSTORM
v ANTONI
必要なブランド名がテーブルにリストされます。

c. 「一致が見つかったときのアクション」リストから「戻り値に変換」を選択
します。 リストにある製品ブランド名が入力レコードに含まれている場合
は、その製品ブランド名が ProductName 出力列に追加されます。
d. 「一致が見つからないときのアクション」リストから「何もしない (アクシ
ョンの停止)」を選択します。 このオプションを選択した場合、リストにな
い製品ブランド名は ProductName 出力列に追加されません。
e. 「OK」をクリックします。
9. 「適用」をクリックします。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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レッスン 4.2: 未処理レコードの割り出しと出力列のカスタマイズ
このレッスンでは、ルール・セットのルールによって処理されないレコードを割り
出し、それらのレコードに対するルールを追加できるようにします。さらに、未処
理レコードに対するルールを追加するときに不要な出力列を非表示にします。
このレッスン内のタスク
1. 『未処理レコードの割り出し』
2.

33 ページの『出力列のカスタマイズ』

未処理レコードの割り出し
共通のパターンに一致し、ルール・セットによって処理されないレコードを割り出
すことができます。 ルール・セットにルールを追加するときに、それらのレコード
に焦点を当てることができます。
未処理レコードの詳細:
未処理レコードとは、ルール・セットのいずれのルールも適用されないレコードの
ことです。 未処理レコードは、サンプル・データに由来するレコードである可能性
も、システムによって生成されたレコードである可能性もあります。
Standardization Rules Designer を使用する際に、データ内の多数のレコードに影響を
与えるルールを追加すると、標準化プロセスを最も効率的に管理できます。 未処理
レコードを割り出した後、それらのレコードに適用するルールを追加できます。
手順
1. 「ルール」タブで Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリ
ックします。
2. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。

3. 「B+SCT」を展開します。 ルールの頻度は、パターンの頻度と等しいことに注
意してください。
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この情報は、このパターンに一致するすべてのレコードにこのルールが適用され
ることを示しています。
4. 「B+S+CT」を展開します。これは 2 番目に頻度が高いパターンです。 このパ
ターンにはルールがありません。 いずれのレコードも処理されません。
このパターンにルールが作成されておらず、このパターンの頻度が高いため、この
パターンに対するルールを追加することで、データの多くのレコードに効果を及ぼ
すことができます。 次のレッスンでは、このパターンに対するルールを追加しま
す。

出力列のカスタマイズ
ルールに不要な出力列を非表示にすることができます。
架空の企業、Sample Outdoor 社で B+S+CT パターンに対して追加しようとしてい
るルールには、TypeCode 出力列および InputPattern 出力列は不要です。 ルールを
追加するペインを簡潔にするために、不要な出力列を「ルールの定義」ページから
取り除くことにします。
手順
1. B+S+CT パターンで「未処理レコード」をクリックします。 サンプル・レコー
ドおよび出力列のリストが表示されます。
2. 「未処理レコード」ページで「出力列のカスタマイズ」をクリックします。 非
表示にされる列と表示される列のリストが示されます。

3. 次のようにして、不要な出力列を非表示にします。
a. TypeCode 出力列を選択して
のリストに移動します。

をクリックし、その出力列を非表示の列

b. InputPattern 出力列についてステップ 3a を繰り返します。
c. 「OK」をクリックします。
非表示にした出力列が「ルールの定義」ページに表示されなくなっています。
チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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レッスン 4.3: 未処理レコードが最も多いパターンに対するルール
の追加
このレッスンでは、データの中で 2 番目に共通性の高いパターンを処理するための
ルールを追加します。
概要
架空の企業、Sample Outdoor 社では、サンプル・データのうち 8% を上回るレコー
ドに一致するパターンに対するルールを追加したいと考えています。 このルールに
は、モジュール 3 で Standardization Rules Designer に追加したルックアップ・テー
ブルを使用して製品の色を製品の色コードに変換するアクションを含めます。
アクションの詳細:
アクションはルールの一部であり、ルールによるレコードの処理方法を指定しま
す。 アクションは、入力データから出力列に移動する情報およびそのデータの操作
方法を指定できます。 Standardization Rules Designer では、次の方法でデータを操
作するアクションを使用できます。
v 操作対象の入力データの一部分を指定する。 その部分としては、完全一致の値、
標準の値、値の中の 1 つ以上の文字、またはリテラルを使用できます。
v 入力データの選択した部分をルックアップ・テーブルまたはリストの値と比較し
たり、その値に変換したりする。
v 出力データを出力列に追加し、そのデータと列内の他のデータとの間の先行区切
り文字を指定する。
手順
1. 「ルール」タブで Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリ
ックします。
2. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。
3. 「B+S+CT」を展開し、「未処理レコード」をクリックします。 サンプル・レコ
ードおよび出力列のリストが表示されます。
4. 「ルールの定義」ページのサンプル・レコードが「HUSKY HARNESS ONE
SIZE BLACK SAFETY」でない場合は、サンプル・レコードのリストから
「HUSKY HARNESS ONE SIZE BLACK SAFETY」を選択します。 サンプ
ル・レコードのリストに「HUSKY HARNESS ONE SIZE BLACK SAFETY」が
ない場合は、リストのレコード数を増やしてください。
a. 「ルールの参照」ペインの右上隅にある

をクリックします。

b. 「表示するレコード数」リストから「100」を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 サンプル・レコードのリストに「HUSKY
HARNESS ONE SIZE BLACK SAFETY」が表示されます。このレコードを
リストから選択できます。
5. 値をサンプル・レコードから適切な出力列にマップするために、値を列にドラッ
グします。 それぞれの値に応じた出力列を次の表に示します。
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表 2. サンプル・レコードのそれぞれの値の出力列
値

出力列

HUSKY

ProductBrand

HARNESS

ProductName

ONE

SizeType

SIZE

SizeType

SAFETY

ProductType

BLACK

ColorCode

サンプル・レコードの値が出力列にマップされます。

6. ColorCode 出力列で、BLACK を右クリックして「アクションの編集」をクリッ
クします。 「アクションの編集」ウィンドウで、出力列に送信するデータを操
作できます。
7. 「オブジェクトをルックアップします。」セクションで「はい」をクリックしま
す。
8. 次のように、Color_Code ルックアップ・テーブルを使用して製品の色を数値の
色コードに変換します。
a.

「ソース」リストから「ルックアップ・テーブル」を選択します。

b. 「ルックアップ・テーブル」リストから Color_Code を選択します。
c. 「一致が見つかったときのアクション」リストから「戻り値に変換」を選択
します。
d. 「一致が見つからないときのアクション」リストから「何もしない (アクシ
ョンの停止)」を選択します。 このオプションを選択すると、ルックアッ
プ・テーブル内にない製品の色は ColorCode 出力列に追加されません。
e. 「OK」をクリックします。
9. 次のようにしてルールをパターンに適用します。
a. 「新規ルールとして適用」をクリックします。
b. 「ルール名」フィールドに「Convert color to color code」と入力します。
c. 「OK」をクリックします。
ルールが追加され、B+S+CT パターンの下に表示されます。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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レッスン 4.4: 値を複数の出力列に分割するルールの追加
このレッスンでは、値を分割し、分割した値のそれぞれの部分を別個の出力列にマ
ップするルールを追加します。
概要
入力データのレコードに、連結された情報が含まれている場合があります。 例え
ば、入力データに値 195CM が含まれる場合などです。 この値は、195 (量を表し
ます) と CM (計測単位を表します) が連結されています。 量と計測単位を区別す
るために、入力値のそれぞれの部分を別個の出力列にマップするルールを追加でき
ます。
手順
1. 「ルール」タブで Input_Overrides ルール・グループを選択し、「開く」をクリ
ックします。
2. 「パターン・ルール」を展開します。 データのパターンのリストが表示されま
す。
3. 「B+>CTT」を展開し、「未処理レコード」をクリックします。 サンプル・レ
コードが表示されます。レコード内の値のうち、パターン > として表されてい
る値には、先行する数字の後に文字が含まれています。

4. 「ルールの定義」ページのサンプル・レコードが「TRAILCHEF CANTEEN
2LITERS BROWN COOKING GEAR」でない場合は、サンプル・レコードのリ
ストから「TRAILCHEF CANTEEN 2LITERS BROWN COOKING GEAR」を選
択します。 サンプル・レコードのリストに「TRAILCHEF CANTEEN 2LITERS
BROWN COOKING GEAR」がない場合は、リストのレコード数を増やしてく
ださい。
a. 「ルールの参照」ペインの右上隅にある

をクリックします。

b. 「表示するレコード数」リストから「100」を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 サンプル・レコードのリストに「TRAILCHEF
CANTEEN 2LITERS BROWN COOKING GEAR」が表示されます。 このレ
コードをリストから選択できます。
5. 値を出力列にドラッグすることで、値をサンプル・レコードから適切な出力列
にマップします。 それぞれの値に応じた出力列を次の表に示します。
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表 3. レコードのそれぞれの値の出力列
値

出力列

TRAILCHEF

ProductBrand

CANTEEN

ProductName

2LITERS

SizeUnit

BROWN

ProductColor

COOKING

ProductType

GEAR

ProductType

サンプル・レコードの値が出力列にマップされます。 しかし、SizeUnit 出力列
の値には、SizeType 出力列に属する値が含まれています。

6. SizeUnit 出力列で、2LITERS を右クリックして「アクションの編集」をクリッ
クします。 「アクション」ウィンドウで、出力列に送信するデータを操作でき
ます。
7. 次のようにして、先行する数字のみを SizeUnit 出力列に追加するためのアクシ
ョンを編集します。
a. 「オブジェクト」リストから「接頭部」を選択します。
b. 「すべての先行数字」をクリックします。 「サンプル結果」フィールドに
値 2 が表示されます。
8. 「残りの文字のアクションを指定」をクリックして、「OK」をクリックしま
す。 「アクション」ウィンドウが開きます。 SizeUnit 出力列にマップしなか
った文字に対するアクションを指定するオプションが選択されています。

9. 次のようにして、残りの文字を SizeType 出力列にマップします。
a. 「出力列」リストから「SizeType」を選択します。
b. 「OK」をクリックします。
値が正しい出力列に表示されます。
チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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10. 次のようにしてルールをパターンに適用します。
a. 「新規ルールとして適用」をクリックします。
b. 「名前」フィールドに「Split size values」と入力します。
c. 「OK」をクリックします。
ルールが追加され、B+>CTT パターンの下に表示されます。

レッスン 4.5: 改訂のパブリッシュ
このレッスンでは、改訂をメタデータ・リポジトリーにパブリッシュし、拡張した
ルール・セットを標準化ジョブで使用できるようにします。
概要
Standardization Rules Designer でルール・セットを変更した後、改訂をパブリッシュ
することで、変更をメタデータ・リポジトリーのルール・セットに適用できます。
改訂をパブリッシュした後は、デザイナー・クライアントでルール・セットをプロ
ビジョンしなければ、標準化ジョブでルール・セットを適用することはできませ
ん。
架空の企業、Sample Outdoor 社は、 Standardization Rules Designer データベースに
格納されているバージョンの CAMPING.SET ルール・セット内の分類、ルックアッ
プ・テーブル、およびルールを更新しました。標準化ジョブで使用するルール・セ
ットのバージョンにこれらの変更を確実に反映させるために、改訂をメタデータ・
リポジトリーにパブリッシュします。
手順
1. Standardization Rules Designer で「ホーム」タブをクリックします。
2. ナビゲーション・ペインで「改訂の表示とパブリッシュ」をクリックします。
3. オプション: 「プロパティー」ペインで、ルール・セットに関する情報を入力し
ます。
a. 「注釈」フィールドに、改訂をパブリッシュした後にルール・セットに加え
た変更の説明を入力します。
b. 「適用」をクリックします。
4. 「パブリッシュ」をクリックします。 変更のパブリッシュに関するメッセージ
が表示されたウィンドウで「はい」をクリックします。
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Standardization Rules Designer で行った変更内容に従ってメタデータ・リポジト
リーのルール・セットが更新されます。

次の作業
このモジュールでは、以下のタスクを実行しました。
v ルールを変更しました
v 未処理パターンを割り出し、それらのパターンのサンプル・レコードを表示しま
した
v Standardization Rules Designer で使用可能な出力列を管理しました
v レコードの値を適切な出力列にマップすることで、基本的なルールを追加しまし
た
v ルックアップ・テーブルを参照するアクションを追加しました
v 連結された値を 2 つの個別値に分割するルールを追加しました
v 改訂をパブリッシュしました
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で製品ルール・セットを
拡張するためのチュートリアルを完了しました。
次に、以下のタスクの 1 つ以上を実行できます。
v Standardization Rules Designer で住所ルール・セットを拡張するためのチュートリ
アルを実行します。
v ご自身のサンプル・データをインポートし、Standardization Rules Designer を使用
して、データに適用するルール・セットを拡張します。
v 「IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド」を参照して IBM InfoSphere
QualityStage および Standardization Rules Designer の詳細について学習します。

チュートリアル: Standardization Rules Designer での製品ルールセットの拡張
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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。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 4. 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. 2012, 2014
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付録 C. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

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

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

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

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 D. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

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

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 5. 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

特記事項および商標
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表 5. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他
のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
お客様サポート
連絡先

43

［サ行］
サポート
お客様

43

商標
リスト

49

製品資料
アクセス

45

製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 41
ソフトウェア・サービス
連絡先

43

［タ行］
特記事項
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［ラ行］
ルール・セットの拡張
製品データのチュートリアル

1

S
Standardization Rules Designer
製品データのチュートリアル

1
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