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ユーザー・ガイド

第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
InfoSphere® Blueprint Director を使用すると、初期スケッチからデリバリーまで、情
報プロジェクトのブループリントを定義および管理できます。
情報の統合と変換は、あらゆる組織で業務の一部として行われます。新しいシステ
ム、インフラストラクチャーの変更、および新しいビジネス・プロセスでは、新し
い方法で情報を再構成、移動、または配布する必要があります。これらのすべての
シナリオで、結果として情報プロジェクトが大幅に変更される場合があります。コ
ラボレーションおよび効果的なプラクティスを支援するために、InfoSphere Blueprint
Director を使用して、チームのすべてのメンバーとプロジェクト情報を共有できま
す。
通常、チームでは、ソリューション全体の概要や情報プロジェクトの構想を文書化
する際に、ホワイトボードや描画ツールに頼っています。このソリューションの概
要は、多くの場合、以下のような他の成果物から切り離された図で表されます。
v

プロジェクト・ソリューションの個々の部分に焦点を当てた詳細な設計文書

v

チーム・ミーティングで頻繁に定義されるプロジェクト要件

v

発展途中のソリューションの一部を表す技術的な成果物 (モデルからのメタデー
タなど)

InfoSphere Blueprint Director には、ガバナンス・チームが情報プロジェクトの共通
ブループリントを開発できるようにするための主要機能がいくつか含まれていま
す。
テンプレートを使用して、情報プロジェクト標準に従いブループリントを構築する
インストールされているテンプレートには、ビジネス・インテリジェンス
(BI)、ウェアハウジング情報プロジェクトなどのシナリオをサポートするト
ポロジーおよびメソッドが含まれています。
IBM® Rational® Method Composer のメソッド・コンテンツを使用して、効
果的な作業プロセスを実装します。Eclipse ベースのツールを使用して、プ
ロジェクト・ニーズに合わせた効果的なプロセスを管理、作成、評価、およ
びデプロイできます。
資産をブループリント・エレメントに関連付ける
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリー
からローカル・ビジネス・グロッサリーに用語をダウンロードし、それらの
用語をブループリント・エレメントに関連付けることができます。
ジョブ、データベース、マッピング・プロジェクトなど、他の資産を関連付
けることができます。関連するアプリケーション (InfoSphere Information
Governance Catalog、IBM InfoSphere Data Architect、または IBM
InfoSphere DataStage®) でこれらの資産を表示できます。
カタログにない外部資産をブループリント・エレメントに関連付ける
メタデータが InfoSphere Information Governance Catalog のカタログに保管
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されていない資産を関連付けることができます。これらの資産には、IBM
Cognos® モデル、Microsoft Office 文書のセクション、一般ファイル、およ
び Web アドレスが含まれます。
フリー・フォームのスケッチ
標準の Eclipse シェイプをブループリント・ダイアグラムに追加できます。
各シェイプには入力および出力コネクターがあるため、シェイプを他のブル
ープリント・エレメントにリンクできます。
用語から概念エレメントを作成する
「グロッサリー・エクスプローラー」ペインからダイアグラムに用語をドラ
ッグして、概念エンティティーを作成できます。
他のチーム・メンバーの使用のためにブループリントをパブリッシュする
InfoSphere Information Governance Catalog のカタログにブループリントをパ
ブリッシュできます。これにより、他のユーザーは、それらのブループリン
トを表示すること、および InfoSphere Blueprint Director にインポートする
ことができます。

ブループリント・シナリオ
このシナリオでは、ブループリントのライフサイクルを説明します。
IBM InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリーからロー
カル・ビジネス・グロッサリーに資産を取り込み、それらの資産をブループリン
ト・エレメントに割り当て、そのブループリントをパブリッシュし、次にそのブル
ープリントをインポートまたはエクスポートする方法を、次の図に示します。

IBM InfoSphere Blueprint Director*

Download terms categories
information governance

1 policies, and information
governance rules

2

Blueprint

Assign assets to a

2 blueprint element

Publish the blueprint as an

3 assets in the business glossary

Local
business
glossary

4

Import the blueprint from the

4 hard disk
1

5

3
Computer

Export the blueprint as a file in

5 a directory on the hard disk
business
glossary

*

IBM InfoSphere Blueprint
Director is either a standalone client or a shellshared application within
an Eclipse based
application

IBM InfoSphere Information Server
metadata repository

図 1. IBM InfoSphere Blueprint Director のブループリントのライフサイクル
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次のステップは、ブループリントに資産を取り込むために実行するアクションを示
しています。
ステップ 1
ローカル・ビジネス・グロッサリーに、InfoSphere Information Governance
Catalog ビジネス・グロッサリーから、用語、カテゴリー、情報ガバナン
ス・ルール、および情報ガバナンス・ポリシーを取り込みます。ローカル・
ビジネス・グロッサリーは、「ビジネス・グロッサリーの設定」ウィンドウ
で構成した頻度に従って更新されるか、またはオンデマンドで更新されま
す。
ステップ 2
ローカル・ビジネス・グロッサリー資産、InfoSphere Information Governance
Catalog ビジネス・グロッサリー資産、または他のソフトウェア製品の資産
をブループリント・エレメントに関連付けることができます。例えば、ビジ
ネス・インテリジェンス (BI) レポートを「レポート」ブループリント・エ
レメントに関連付ける場合があります。または、品質要件に関する
Microsoft Office Word 文書を「スコア」ブループリント・エレメントに関
連付ける場合があります。これらの関連付けは、ブループリントに保存され
ます。
さらに、情報プロジェクトのニーズに従いブループリント・エレメントを編
成します。推奨されるプラクティスのプロジェクト・メソッド、およびプロ
ジェクトのマイルストーンをブループリント・エレメントに割り当てること
ができます。
ステップ 3
ブループリントを InfoSphere Information Governance Catalog ビジネス・グ
ロッサリーに資産としてパブリッシュします。パブリッシュされたブループ
リントには、ローカル・ブループリントの資産の関連付けおよびメソッドが
含まれています。結果として、他のユーザーが、パブリッシュされたブルー
プリントを、InfoSphere Information Governance Catalog から表示およびダウ
ンロードすることができます。
ステップ 4 および 5
ブループリントはパブリッシュすることで共有できますが、それに加えて、
bpt フォーマットのブループリント・ファイルを、後でインポートするため
にハード・ディスク上のディレクトリーにエクスポートできます。ハード・
ディスク上の bpt フォーマットのブループリント・ファイルは、InfoSphere
Blueprint Director クライアントのプロジェクト・フォルダーにインポートで
きます。

情報プロジェクトのコンポーネント
情報プロジェクトには、プロジェクトの初期スケッチからデリバリーまでを説明、
表示、またはガイドするコンポーネントが含まれます。
IBM InfoSphere Blueprint Director の情報プロジェクトでは、次のコンポーネントを
使用できます。
v

4 ページの『ブループリント』

v

6 ページの『資産の関連付け』
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v

7 ページの『エレメントのパレット』

v

8 ページの『マイルストーン』

v

9 ページの『メソッド』

v

11 ページの『テンプレート』

v

11 ページの『パースペクティブおよびペイン』

例えば、2 つの情報プロジェクト (新しいマスター・データ管理システムのために
作成された情報プロジェクトとエンタープライズ・データウェアハウスのための情
報プロジェクト) があると仮定します。両方の情報プロジェクト間の共有関係を表
すサブダイアグラムを含むブループリントを作成できます。
情報プロジェクトには、要件文書、作業記述書、スプレッドシートなどのビジネス
成果物が含まれます。また、情報プロジェクトには、データベースのメタデータ、
モデル、ETL モデルなどの技術成果物も含まれます。

ブループリント
ブループリントは、情報プロジェクトおよび関連する標準プラクティスの全体的な
ランドスケープを定義するエレメントの集合です。
ブループリントには、情報プロジェクトを視覚的に編成するコンポーネントがあり
ます。ドメイン は、共通機能を共有するブループリント・エレメントのグループで
す。ダイアグラム は、データベース、ウェアハウス、ファイル、データ・ルールな
どのブループリント・エレメントを表すブループリントのグラフィカル部分です。
ダイアグラムには、ダイアグラムにあるブループリント・エレメントのグループを
表すサブダイアグラム を含めることができます。
次の図に、Integrated_Warehouse という名前のブループリントを示します。このブル
ープリントは、MiscellaneousProject という名前のプロジェクト・フォルダーにあり
ます。この Integrated_Warehouse ブループリントは、5 つのドメイン
(Analytics、Consumers、Data Integration、Data Repositories、および Data Sources) の
ルート・ダイアグラムです。この例では、共通統合機能を共有する Integrate Sources
ブループリント・エレメントおよび Monitor Data Quality ブループリント・エレメ
ントが、Data Integration ドメインに含まれています。Data Integration ドメインは、
ルート・ダイアグラムで示されます。
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図 2. プロジェクト、ドメイン、ブループリント・エレメント、ダイアグラム、およびサブダ
イアグラムが表示されている「ブループリント・ナビゲーター」ペイン

また、この例では、サブダイアグラム・アイコン
により、Integrate Sources ブ
ループリント・エレメントのサブダイアグラムにブループリント・エレメントがあ
ることが示されています。Integrate Sources サブダイアグラムは、次のブループリン
ト・エレメントを示します。

図 3. Integrate Sources サブダイアグラム

Integrate Sources サブダイアグラムには、Exceptions という名前のブループリント・
エレメントがあります。Integrate Sources の他のブループリント・エレメント
(Structured Sources、Extract/Subscribe、Staging、Transform、および Cleanse) はすべ
てサブダイアグラムです。サブダイアグラムをネストする場合、情報プロジェクト
にドリルダウンしたときにより複雑な詳細を示すブループリントの表示を作成しま
す。
Integrate Sources サブダイアグラムは、Structured Sources (Ref) という名前のブルー
プリント・エレメントを参照します。参照エレメント は、ルート・ダイアグラム内
または異なるサブダイアグラム内のブループリント・エレメントを参照するブルー
プリント・エレメントです。
ブループリント・エレメント間の矢印は、ブループリント・エレメント間の接続を
示します。ブループリント・エレメントには、アクションの方向を示す一般入力コ
ネクター および出力コネクターがあります。この例では、Extract/Subscribe ブルー
第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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プリント・エレメントは、ウェアハウスへの情報フローを参照します。このアクシ
ョンの後、Staging ブループリント・エレメントは、資産から統合スキーマを検出す
るプロセスを参照します。Cleanse ブループリント・エレメントは、統合スキーマに
対する進行中のアクションを参照します。このアクションにより、例外と、変換さ
れ、ターゲット・システムにロードされたデータのリストが生成されます。
関連タスク:
26 ページの『サブダイアグラムの作成』
サブダイアグラムにより、ブループリント・エレメントに関する詳細なコンテキス
ト情報を提供できます。各ブループリント・エレメントを詳しく説明するために、
サブダイアグラムを作成できます。
24 ページの『ブループリントの作成および編集』
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。
27 ページの『ブループリント・エレメント間の接続の作成』
情報プロジェクトでの情報の流れを視覚化するために、ブループリント・エレメン
ト間に接続を作成できます。

資産の関連付け
ローカル・ビジネス・グロッサリー資産、ファイル、Microsoft Office 文書のセクシ
ョン、IBM Cognos モデル、および Web アドレスをブループリント・エレメント
に関連付けることができます。
ブループリント・エレメントとビジネス成果物 (要件文書など) または技術成果物
(データベースのメタデータなど) を連携させるために、資産を関連付けます。
InfoSphere Blueprint Director で、または InfoSphere Blueprint Director で開かれる製
品で、関連付けた資産の詳細を表示できます。
次の図は、Warehouse という名前のブループリント・エレメントを表しています。
Microsoft Office 文書のセグメント、ローカル・ビジネス・グロッサリーの用語、お
よび IBM InfoSphere FastTrack のマッピング・プロジェクトがすべて Warehouse
に関連付けられています。

6
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図 4. Microsoft Office Word 文書のセグメント、用語、および InfoSphere FastTrack マッピン
グ・プロジェクトと資産の関連付け

関連タスク:
28 ページの『ブループリント・エレメントへの資産の関連付け』
グロッサリー資産、ファイル、Microsoft Office 文書の一部、IBM Cognos
Framework Manager モデル、および Web アドレスをブループリント・エレメント
に関連付けることができます。これらの関連付けにより、ブループリント・エレメ
ントにビジネス上の意味付けが行われ、IT と情報プロジェクトが統合されます。

エレメントのパレット
パレット・エレメント は、機能または資産タイプのグラフィカル表現です。
InfoSphere Blueprint Director は、ブループリントの設計に使用できるエレメントの
パレットを提供しています。パレット・エレメントは、タイプに応じてドロワーに
グループ化されます。情報プロジェクトのニーズを満たすために、追加のパレッ
ト・エレメントを作成できます。

第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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図 5. パレット・エレメントのドロワー

「パレット」ペインからブループリントのダイアグラムまたはサブダイアグラムに
エレメントをドラッグします。
関連タスク:
32 ページの『パレット・エレメントおよびドロワーの作成、編集、移動、および削
除』
ドロワー、および既存のドロワーに対するエレメントを作成することで、ブループ
リント・エレメントをカスタマイズできます。

マイルストーン
マイルストーン は、情報プロジェクトの予定表における特定の時間または時点を表
します。
マイルストーンを使用して、情報プロジェクトの開始時点、終了時点、およびその
他の重要な時点にマークを付けます。予定表全体で情報プロジェクトの進展を視覚
化できます。

8
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図 6. 情報プロジェクトの予定表内のマイルストーン

マイルストーンをブループリント・エレメントに割り当てて、情報プロジェクトで
いつブループリント・エレメントを表示または非表示にするか示します。マイルス
トーンは「予定表」ペインに表示されます。
関連タスク:
38 ページの『マイルストーンの作成、編集、および削除』
ブループリント予定表内で特定の時間または時点を表すマイルストーンを作成し、
管理できます。マイルストーンを使用すると、情報プロジェクトのプロジェクトの
開始と終了にマークを付けること、およびプロジェクトの他の重要な時点を示すこ
とができます。
39 ページの『マイルストーンが含まれている予定表の表示』
情報プロジェクトの進行を確認するために、ブループリントで特定のマイルストー
ンがいつ開始し、いつ終了するかを確認できます。予定表でマイルストーンをクリ
ックすると、それらのマイルストーンの割り当てに基づいて、ブループリント・エ
レメントが表示されるか、または非表示になります。予定表の表示時にブループリ
ントまたはそのエレメントは変更できません。

メソッド
メソッド は、特定タイプの情報プロジェクトで必要なロール、タスク、サポート製
品、および成果物を示します。
テンプレートを使用して作成するブループリントには、そのテンプレート固有のメ
ソッドが含まれます。例えば、ビジネス・ドリブン BI 開発テンプレートを使用し
てビジネス・インテリジェンス (BI) 情報プロジェクトのブループリントを作成する
と、そのブループリントには BI 開発用のメソッドが含まれます。

第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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図 7. BI 情報プロジェクトのメソッド

ブループリント・エレメントの横の「メソッド」アイコン
は、そのブループリ
ント・エレメントに対してメソッドが存在することを示します。メソッドを使用し
て、ブループリント・エレメントがビジネス成果物および技術成果物と連携してい
るか確認できます。メソッドを使用して、参照アーキテクチャー内の各ブループリ
ント・エレメント (ロール、タスク、予期される成果物、作業記述、およびマニュ
アルへのリンク) を理解します。次の例は、Integrate Sources ブループリント・エレ
メントの 4 つのメソッドを表しています。Define Information Flow to Warehouse
メソッドをクリックすると、その詳細が表示されます。Define Information Flow to
Warehouse メソッドのタイプは Capability Pattern です。

図 8. Integrate Sources ブループリント・エレメントの Capability Pattern メソッド・タイプ

関連タスク:
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31 ページの『ブループリント・エレメントへのメソッド・エレメントの関連付け』
メソッド・エレメントは、情報プロジェクトの作成でコンテキストに応じたガイダ
ンスを提供します。
41 ページの『第 4 章 IBM Rational Team Concert ワークアイテムへのメソッド・
コンテンツのエクスポート』
IBM Rational Team Concert™ ワークアイテムにメソッド・コンテンツをエクスポー
トできます。メソッド・コンテンツがワークアイテムに配置された後、他のユーザ
ーは、そのメソッドにアクセスし、プロジェクト・ライフサイクルの各レベルに関
連するタスクを実行できます。

テンプレート
テンプレートを使用すると、ブループリントが標準参照アーキテクチャーに確実に
準拠するようになるため、チーム・メンバーによるブループリントの定義に役立ち
ます。
テンプレートには、そのタイプの情報プロジェクトで通常使用されるブループリン
ト・エレメントおよびメソッドが含まれています。マイルストーンは、テンプレー
トには含まれていません。
ブループリントを保存すると、既存のブループリントからテンプレートを作成でき
ます。テンプレートを作成した後、それをテンプレートのリストに追加する必要が
あります。
関連タスク:
37 ページの『ブループリントからのテンプレートの作成』
他のユーザーが情報プロジェクトの開始点として使用できるテンプレートを、既存
のブループリントから作成できます。

パースペクティブおよびペイン
パースペクティブ は、InfoSphere Blueprint Director ウィンドウ内のペインおよびダ
イアグラムの初期セットおよびレイアウトです。
パースペクティブは、メニューおよびツールバーに表示される対象を制御します。
情報プロジェクトのレイアウトを変更し、パースペクティブを保存できます。
InfoSphere Blueprint Director には、次のペインがあります。
資産ブラウザー
「グロッサリー・エクスプローラー」ペインに表示される資産以外の、ロー
カル・ビジネス・グロッサリー内の資産が表示されます。

第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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図 9. 「資産ブラウザー」ペインで使用できる資産のタイプ

特定の資産を検索できます。資産をブループリント・エレメントにドラッグ
することで、その資産をブループリント・エレメントに関連付けることがで
きます。
グロッサリー・エクスプローラー
ローカル・ビジネス・グロッサリー内のカテゴリー、用語、情報ガバナン
ス・ルール、および情報ガバナンス・ポリシーのナビゲーション・ツリーが
表示されます。選択した IBM InfoSphere Information Governance Catalog の
ビジネス・グロッサリーからローカル・ビジネス・グロッサリーに資産をダ
ウンロードします。ローカル・ビジネス・グロッサリーからブループリン
ト・エレメントに用語をドラッグすることで、その用語をブループリント・
エレメントに関連付けることができます。
メソッド・ブラウザー
ブループリント・タイプ固有のメソッドが表示されます。例えば、マスタ
ー・データ管理固有のメソッドなどです。メソッドをブループリント・エレ
メントにドラッグすることで、そのメソッドをブループリント・エレメント
に関連付けることができます。
テンプレートから作成したブループリントには、ブループリント・エレメン
トに関連するメソッドがあります。
概要
ブループリント全体が縮小されたサイズで表示されます。強調表示されてい
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る領域が、表示されるグラフィックの領域に対応します。強調表示領域をド
ラッグして、ダイアグラム内のグラフィックを移動できます。
プロパティー
選択したブループリント・エレメントのプロパティーが表示されます。
検索
ブループリントまたはローカル・ビジネス・グロッサリーの検索の結果が表
示されます。
関連タスク:
18 ページの『パースペクティブ内のペインの操作』
パースペクティブ内で必要なペインを開き、その位置を変更できます。
34 ページの『ブループリントおよびローカル・ビジネス・グロッサリーの検索』
ブループリントで検索を行って、ブループリント内で素早くブループリント・エレ
メント、グループ、およびコネクターを見つけることができます。ローカル・ビジ
ネス・グロッサリーで、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、および情
報ガバナンス・ルールを検索できます。

情報プロジェクト・オーナーとその責任
情報プロジェクトをデザインするには、ビジネス目標に合わせてプロジェクトを調
整できる対象分野の専門家を特定します。これらの専門家が共同作業して、ブルー
プリントが正確で完全になるようにします。ビジネス・ユーザーは、ブループリン
トを使用して、信頼できるレポートに基づいて明確なビジネス上の決定を行うこと
ができます。
チーム・メンバーは、情報プロジェクトを確認して、ソリューションの実装前に不
整合性と冗長度を特定すること、およびすべての目標に対処することができます。
この確認により、情報プロジェクトを適切に調整すること、および情報ランドスケ
ープの整合性を向上させることができます。
通常、次のユーザーが情報プロジェクトをデザインおよび維持します。
ソリューション・アーキテクト
ソリューション・アーキテクトは、情報プロジェクトのエンドツーエンドの
情報ランドスケープをデザインします。これらのアーキテクトは、IBM
InfoSphere Blueprint Director テンプレートを使用して、ETL、ウェアハウジ
ング、ビジネス・インテリジェンス (BI) などの特定分野にわたって情報ラ
ンドスケープを文書化します。
ソリューションの展開に従いそのソリューションを理解するために、ソリュ
ーション・アーキテクトはサブダイアグラムにドリルダウンします。また、
これらのアーキテクトは、参照されるブループリント・エレメントを表示し
て、サブダイアグラムが相互にどのように関係しているか理解できます。
ビジネス・アナリスト
ビジネス・アナリストは、情報プロジェクトのビジネス要件を示します。こ
れらのアナリストは、ビジネス要件をソリューションのハイレベル・コンポ
ーネントに関連付けます。この関連付けにより、情報プロジェクトの技術実
装とのコラボレーションが促進されます。
第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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さらに、ビジネス・アナリストは、情報プロジェクトの進行に伴いビジネス
要件が満たされているかどうか判別できます。
リード・アーキテクト
リード・アーキテクトは、ETL、ウェアハウス、BI、マスター・データ管理
など、情報ランドスケープの一部を担当します。これらのアーキテクトは、
InfoSphere Blueprint Director から、担当する領域の他の製品を開くことがで
きます。例えば、リード・アーキテクトは、ウェアハウス・モデル用のデー
タ・モデリング・ツールを開くことができます。
また、リード・アーキテクトは、情報プロジェクトのデザインを改善するた
めに、ソリューションの他の領域にもアクセスできます。リード・アーキテ
クトは、情報プロジェクトの計画段階で、下位レベルのサブダイアグラムと
そのコンテンツを使用して問題を特定し、矛盾点を解決します。
データ・スチュワード
データ・スチュワードは、情報プロジェクト・ドメインを担当します。デー
タ・スチュワードは、組織全体で情報が正しく使用されていることを確認し
ます。これらのスチュワードは、InfoSphere Blueprint Director を使用して、
各ビジネス要件に使用される情報資産を識別できます。

情報プロジェクトの目標とその達成方法
ビジネス目標を満たす情報プロジェクトをデザインするために、明確な目標を定義
する必要があります。
例えば、情報プロジェクトの次の代表的目標を検討します。
情報プロジェクト・アーキテクチャーを定義および管理する
プロジェクトのアーキテクチャーをブループリントで視覚化することによ
り、チーム・メンバーは、プロジェクトの各フェーズで必要なタスク、それ
らのタスクの実装方法、各タスクでの作業者、および関係する資産を把握で
きます。
エンタープライズ・アーキテクトは、ブループリントを作成してプロジェク
トの参照アーキテクチャーを作成します。メインのブループリントでは、デ
ータ・ソース、データ統合ポイント、データ・リポジトリー、分析処理、お
よびコンシューマーを規定する場合があります。 これらの各ドメインはプ
ロジェクトの各フェーズを表しており、情報プロジェクトの変化に伴って変
更できます。
プロジェクト・デザインを既存の資産およびメソッドに関連付ける
エンタープライズ・アーキテクトは、情報統合プロジェクトを計画し、デザ
インを既存の資産に関連付けることで、既存のアーキテクチャーを新しいデ
ザインに取り込むことができます。
ユーザーは、デザインを発展させて、情報プロジェクトを表す階層化された
対話式ブループリントを作成できます。サブダイアグラムは、プロジェクト
の各フェーズの追加部分を表し、メインのブループリントに関連付けること
ができます。ソリューション全体によって、各チーム・メンバーの構想が現
実世界のデータおよび概念に結び付けられます。
エンタープライズ・アーキテクトは、実証された手法に基づいてブループリ
ントを作成できます。エンタープライズ・アーキテクトは、メソッドをブル

14

ユーザー・ガイド

ープリントに関連付けることにより、ユーザー・ロール、責任、およびプロ
ジェクトの各フェーズのタスクを説明する文書を作成できます。この文書に
より、他のユーザーがソリューション成果物を作成する際に役立つコンテキ
スト・ガイダンスが提供されます。
情報プロジェクトの変化に伴って環境を変更する
ユーザーは、情報プロジェクトの各フェーズでの変更内容を強調するため
に、マイルストーン計画を各ブループリントに組み込むことができます。
ユーザーは、時間の経過に伴う情報プロジェクトの進展を定義することがで
き、各プロジェクト・マイルストーン時にアクティブになっているブループ
リント・エレメントを表示できます。ユーザーは、ビジネス固有の既存の資
産を表すために、カスタム・エレメントを作成してブループリントに組み込
むことができます。
その後、ユーザーは、ブループリントを IBM InfoSphere Information
Governance Catalog のビジネス・グロッサリーにパブリッシュでき、それに
より、拡張チームはプロジェクト全体にわたってブループリントを確認でき
ます。チーム・メンバーは、ブループリントの表示時に、再使用および整合
性を改善できる領域を特定できます。ユーザーは、パブリッシュに加えて、
後でインポートするためにブループリントを bpt フォーマットでハード・
ディスクにエクスポートできます。

第 1 章 IBM InfoSphere Blueprint Director の概要
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第 2 章 InfoSphere Blueprint Director へのアクセスおよびセッ
トアップ
IBM InfoSphere Blueprint Director を使用すると、チーム全体が使用できるブループ
リントを作成できます。InfoSphere Blueprint Director が外部ツールと統合されるよ
うにプロパティーおよび設定を構成します。また、IBM InfoSphere Information
Governance Catalog のビジネス・グロッサリーにアクセスするために、接続パラメ
ーターも定義します。

InfoSphere Blueprint Director へのアクセス
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントには、Microsoft Windows システム
のデスクトップから、またはこのクライアントがインストールされている Eclipse
アプリケーションからアクセスします。

手順
クライアントにアクセスするには、次のいずれかのアクションを実行します。
v InfoSphere Blueprint Director クライアントがスタンドアロン・アプリケーション
としてインストールされている場合、Microsoft Windows システムのデスクトッ

プで Blueprint Director アイコン
は不要です。

をクリックします。ログイン証明情報

v InfoSphere Blueprint Director クライアントが Eclipse アプリケーションにインス
トールされている場合、そのアプリケーションを開きます。
アプリケーション上部にあるツールバーの項目をクリックすると、InfoSphere
Blueprint Director 固有のアクションが表示されます。例えば、ツールバーの「フ
ァイル」をクリックすると、「ブループリントのインポート」および「ブループ
リントのパブリッシュ」が表示されます。

タスクの結果
ダウンロード頻度の構成に従って、IBM InfoSphere Information Governance Catalog
のビジネス・グロッサリー内の用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、お
よび情報ガバナンス・ルールがローカル・ビジネス・グロッサリーにダウンロード
されます。
InfoSphere Information Governance Catalog のカタログ内のその他の資産はダウンロ
ードされません。「資産ブラウザー」ウィンドウで「資産の表示」をクリックする
と、InfoSphere Blueprint Director クライアントから InfoSphere Information
Governance Catalog のカタログへの接続が確立されます。
関連タスク:

© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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『設定の構成』
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントが他のソフトウェア製品と連携する
ように設定を構成できます。ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容を、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリーの内容に同期
させ、それを保つことができます。または、オンデマンドでローカル・ビジネス・
グロッサリーを更新できます。

パースペクティブ内のペインの操作
パースペクティブ内で必要なペインを開き、その位置を変更できます。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントの左下隅で、「高速ビュー」ア
イコンをクリックして、InfoSphere Blueprint Director のすべてのペインをリスト
します。

2. ペインのアイコンをクリックして開きます。
ブループリントを開くまで、「メソッド・ブラウザー」、「概要」、および「パ
レット」ペインは空です。
3. 開いているペインをパースペクティブ内の別の位置に移動するには、開いている
ペインのタイトル・バーを新しい位置にドラッグします。InfoSphere Blueprint
Director クライアントを閉じると、パースペクティブが保存されます。
関連概念:
11 ページの『パースペクティブおよびペイン』
パースペクティブ は、InfoSphere Blueprint Director ウィンドウ内のペインおよびダ
イアグラムの初期セットおよびレイアウトです。

設定の構成
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントが他のソフトウェア製品と連携する
ように設定を構成できます。ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容を、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリーの内容に同期
させ、それを保つことができます。または、オンデマンドでローカル・ビジネス・
グロッサリーを更新できます。
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このタスクについて
InfoSphere Blueprint Director を初めてインストールした後、このタスクを実行しま
す。
更新処理が開始されると、ローカル・コンピューター上のビジネス・グロッサリー
の内容が InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリーの内
容と比較されます。差異が存在する場合、すべての用語、カテゴリー、情報ガバナ
ンス・ルール、および情報ガバナンス・ポリシーがローカル・コンピューターにダ
ウンロードされます。この処理により、ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容
と InfoSphere Information Governance Catalog ビジネス・グロッサリーの内容の同期
が保たれます。
自動更新を選択すると、ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容は、 InfoSphere
Blueprint Director クライアントを開くたびに更新されます。また、ローカル・ビジ
ネス・グロッサリーの内容は、構成した時間間隔で更新されます。
自動更新は、InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリー
の内容に変更が加えられるたびに行われます。また、作成時にローカル・ビジネ
ス・グロッサリーの内容を手動で更新できます。

手順
1. InfoSphere Blueprint Director クライアントで、ブループリントの設定を定義しま
す。「ウィンドウ」 > 「設定」 > 「Blueprint Director」をクリックします。
次の任意のアクションを実行します。
表 1. 変更できる設定
目的のアクション

実行するステップ

ブループリントの外観、フォン
ト、および印刷出力を変更する

「ブループリント・ダイアグラム」を展開し、変更するフ
ォルダーを選択します。

ブループリント・エレメントを
IBM Cognos Framework
Manager のモデルにリンクする

「Cognos」を選択して、Cognos のインストール・ディレ
クトリーおよびプロジェクトディレクトリーを定義しま
す。

InfoSphere DataStage Designer
または InfoSphere Information
Governance Catalog で IBM
InfoSphere DataStage ジョブを
開く

「Information Server 資産リンク」を選択します。

テンプレートを使用して作成し
ていない、ブループリントに使
用するメソッド・コンテンツの
ディレクトリーを指定する

「メソッド・コンテンツ」を選択します。「参照」をクリ
ックして、ブループリント・ダイアグラムで使用するメソ
ッド・コンテンツが含まれるディレクトリーを選択しま
す。

パレット・エレメントおよびド
ロワーを作成、編集、移動、お
よび削除する

「パレット拡張」を選択し、ステップを実行します。

テンプレートのリストにテンプ
レートを追加する

「テンプレート」を選択し、ステップを実行します。

InfoSphere DataStage Designer がインストールされていな
い場合、デフォルトではジョブは InfoSphere Information
Governance Catalog で開きます。

第 2 章 InfoSphere Blueprint Director へのアクセスおよびセットアップ
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2. InfoSphere Information Governance Catalog ビジネス・グロッサリーにアクセスす
るための証明情報およびネットワーク接続を定義します。「設定」ウィンドウの
左ペインで、以下のステップを実行します。
a. 「ビジネス・グロッサリー」をクリックします。InfoSphere Information
Governance Catalog サーバーのホスト、ポート、ユーザー名、およびパスワ
ードを定義します。
b. 「ビジネス・グロッサリー」「更新」をクリックして、ローカル・ビジネ
ス・グロッサリーの内容が InfoSphere Information Governance Catalog のビジ
ネス・グロッサリーから更新される頻度を構成します。
注: ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容を手動で更新するには、「グ
ロッサリー・エクスプローラー」ペインで「グロッサリー・エクスプローラ
ー」アイコン

を右クリックし、「更新」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。 変更がただちに有効になります。
関連タスク:
17 ページの『InfoSphere Blueprint Director へのアクセス』
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントには、Microsoft Windows システム
のデスクトップから、またはこのクライアントがインストールされている Eclipse
アプリケーションからアクセスします。
24 ページの『ブループリントの作成および編集』
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。

サーバー接続
サーバー接続を使用して、アプリケーションにアクセスするためのパラメーターを
定義できます。
Eclipse ワークスペースのすべてのブループリントは、サーバー接続のリストを共有
します。その結果、サーバー接続のいずれかで行うアクションによって、すべての
ブループリントのサーバー接続のリストが変更されます。サーバー接続の定義は 1
回ですが、編集が可能です。サーバー接続は、複数のブループリントで利用できま
す。
サーバー接続のリストは、ブループリントの一部として保存され、そのブループリ
ントと共に配布されます。ただし、ユーザーの証明情報はブループリントに保存さ
れず、ブループリントを他のユーザーに配布したときに共有されません。
InfoSphere Information Server の接続タイプのさまざまなサーバーに対して接続を作
成できます。接続は、接続名と接続の証明情報の違いによって区別されます。
基本ユーザー・ロール以外の何らかの Information Governance Catalog ロールを持つ
ユーザーは、InfoSphere Information Server 接続タイプのサーバーに接続できます。

サーバー接続の作成および編集
サーバー接続を作成して、ユーザーの証明情報や接続情報を編集できます。
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始める前に
接続先のサーバーのホスト、ポート、ユーザー証明情報、および接続をセキュアに
する必要があるかどうかを認識している必要があります。
接続する必要があるサーバーで、基本ユーザー・ロール以外の Information
Governance Catalog ロールを所有している必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Directorクライアントのアプリケーションのメインメニ
ューから、「ブループリント」 > 「サーバー接続の管理」とクリックします。
2. サーバー接続を作成するには、「追加」をクリックして、次のステップを実行し
ます。
a. 「接続名」フィールドに、サーバー接続の固有の名前を入力します。名前は
任意の言語で指定でき、スペースを含めることができます。
b. 「接続タイプ」リストから、必要な接続に基づく接続タイプを選択し、「次
へ」をクリックします。
c. 接続の証明情報を入力します。
v 接続先のサーバーのホスト名とポート番号を入力します。
重要: 「ホスト」フィールドには、完全なサーバー名を入力してくださ
い。ホストが localhost として定義されている場合、インポートまたはパ
ブリッシュされたブループリント内の資産の関連付けは失敗する可能性が
あります。
v 接続先のサーバーのバージョンを選択します。
v 接続をセキュア接続にする必要がある場合は、「セキュア接続」チェッ
ク・ボックスを選択します。
ここに入力する情報によって、このサーバー接続と、同じ接続タイプの別の
サーバー接続とを区別します。
3. サーバー接続を編集するには、「編集」をクリックします。このプロファイルの
ユーザーの証明情報または接続情報を変更します。 サーバー接続を編集すると
きに接続タイプを変更することはできません。
4. 「接続の検証」をクリックして、変更が有効であることを確認し、「終了」をク
リックします。

サーバー接続の削除
サーバー接続を削除して、廃止された接続をサーバー接続のリストから削除できま
す。

このタスクについて
サーバー接続を削除した後、その接続を使用するブループリントを開くかまたはイ
ンポートすると、サーバー接続が再作成されます。

手順
1. Eclipse アプリケーションの上部で「ブループリント」 > 「サーバー接続の管
理」とクリックします。
第 2 章 InfoSphere Blueprint Director へのアクセスおよびセットアップ
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2. 削除するサーバー接続を選択し、「削除」をクリックします。選択を確認するた
めに、「はい」をクリックします。
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第 3 章 情報プロジェクトのデザインおよび実装
情報アーキテクチャーのさまざまな側面を、チーム全体が共有できる 1 つのエンテ
ィティーに統合するために、情報プロジェクトをデザインできます。

ブループリントを使用した情報プロジェクトの実装
IBM InfoSphere Blueprint Director を構成した後、ブループリントを使用して情報プ
ロジェクトを作成できます。

手順
1. 情報プロジェクトのニーズの変化に応じてブループリントを作成および編集しま
す。ブループリント・エレメントを検索し、エレメントに注釈を追加できます。
2. 予定表でブループリントがどのように変更されるか確認するために、情報プロジ
ェクトでマイルストーンを定義します。
3. ブループリント・エレメントにグロッサリー資産、ファイル、文書、またはモデ
ルを関連付けます。
4. 情報プロジェクトをガイドするために、ブループリント・タイプに基づくメソッ
ドを使用します。
5. IBM InfoSphere Information Governance Catalog のカタログにブループリントを
パブリッシュします。 カタログにブループリントをパブリッシュすると、他の
チーム・メンバーが「ブループリント・ビューアー」ウィドウでブループリント
を表示できます。 ハード・ディスク上の rpt フォーマットのファイルにブルー
プリントをエクスポートおよびインポートすることもできます。

ブループリントの作成および管理
ブループリント作成時に、「パレット」ペインからブループリントにエレメントを
移動することでブループリントをカスタマイズできます。さらに、ブループリン
ト・エレメントのプロパティーでは入手できない場合がある情報を提供するため
に、ブループリント・エレメントに注釈を追加できます。ブループリント内のエレ
メントを検索できます。IBM InfoSphere Information Governance Catalog のカタログ
にブループリントをパブリッシュすることもできます。これにより、チーム・メン
バーは「ブループリント・ビューアー」ウィンドウでブループリントを表示できま
す。

プロジェクト・フォルダーの作成
ブループリントはすべてプロジェクト・フォルダーに配置する必要があります。デ
フォルトのプロジェクト・フォルダーを使用しない場合、ブループリント用のプロ
ジェクト・フォルダーを作成できます。

© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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このタスクについて
ブループリントは、ブループリントを編成するプロジェクト・フォルダーに格納さ
れます。新しいブループリントはデフォルト・プロジェクトに配置できます。また
必要に応じて、別のプロジェクト・フォルダーを作成できます。
例えば、マスター・データ管理システムによりプロジェクト・フォルダーが作成さ
れ、一方で別のプロジェクト・フォルダーがエンタープライズ・データウェアハウ
スにより構成されます。プロジェクト・フォルダー間の共有関係を示すサブダイア
グラムを備えたマスター・ブループリントを格納するプロジェクト・フォルダーを
作成できます。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントで、「ファイル」 > 「新規」 >
「プロジェクト」をクリックします。
2. 「新規プロジェクト」ウィンドウで、「一般」フォルダーを開き、「プロジェク
ト」を選択します。「次へ」をクリックします。
3. 「新規プロジェクト・リソース」ウィンドウで、プロジェクト名を入力します。
デフォルトの場所は、ワークスペースのルート・ディレクトリーです。別の場所
を使用する場合、「デフォルトの場所を使用」チェック・ボックスをクリアしま
す。
4. 「完了」をクリックします。
関連タスク:
『ブループリントの作成および編集』
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。

ブループリントの作成および編集
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。

このタスクについて
ブループリントは、ブループリントを編成するプロジェクト・フォルダーに格納さ
れます。新しいブループリントはデフォルト・プロジェクト・フォルダーに配置で
きます。また必要に応じて、ブループリントを作成する前に、プロジェクト・フォ
ルダーを作成できます。
テンプレートから作成されるブループリントには、そのタイプのブループリントで
通常使用されるブループリント・エレメントおよびメソッドが含まれます。例え
ば、ビジネス・ドリブン BI 開発テンプレートから作成されるブループリントに
は、データウェアハウスおよびビジネス・インテリジェンス (BI) 情報プロジェクト
用のブループリント・エレメントおよびメソッドが含まれます。

24
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テンプレートから作成されないブループリントには、「メソッド・コンテンツ」ウ
ィンドウ (「ウィンドウ」 > 「設定」 > 「Blueprint Director」) で定義したメソ
ッドが含まれます。
ブループリントを編集すると、変更されたブループリントにより既存のブループリ
ントが上書きされます。

手順
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントで、次の任意のタスクを実行しま
す。
v ブループリントを作成するには、以下のステップを実行します。
1. 「ファイル」 > 「新規」 > 「ブループリント」をクリックします。
2. 「新規ブループリント」ウィンドウで、ブループリントの名前を入力し、ブル
ープリントを格納するプロジェクト・フォルダーを選択します。
3. 作成するブループリントのタイプを選択します。テンプレートに基づき新規ブ
ループリントを作成する場合、テンプレートを選択します。
4. 「完了」をクリックします。
v ブループリントを編集するには、以下のステップを実行します。
– ブループリント・エレメントを変更するには、「ブループリント・ナビゲータ
ー」ペインで、編集するブループリントをダブルクリックします。
– ブループリントの名前、バージョン、または説明を変更するには、プロパティ
ーを変更するブループリントを右クリックし、「プロパティー」 > 「ブルー
プリントのプロパティー」を選択します。
– ブループリント・ダイアグラムの表示サイズを変更するには、そのタブをクリ
ックします。上部のメニュー・バーで、「ダイアグラム」 > 「ズーム」をク
リックします。ズーム・レベルを選択します。
– ブループリント・エレメントに注釈を追加するには、ブループリント・エレメ
ントを右クリックし、「注釈の追加」を選択します。
– 資産からブループリント・エレメントを作成するには、以下のステップを実行
します。
1. 「グロッサリー・エクスプローラー」ペインから用語を選択します。また
は、「資産ブラウザー」ペインからその他のタイプの資産を選択します。
サブダイアグラムにドラッグします。
2. ブループリント・エレメント間の接続を作成します。
– ダイアグラムおよびサブダイアグラムの配置を変更するには、「ダイアグラ
ム」 > 「配置」をクリックします。
– グリッド・マークおよびルーラーを表示または非表示にするには、「ダイアグ
ラム」 > 「ビュー」 > 「グリッド」または「ルーラー」をクリックします。
特定のブループリント・エレメントおよびグループを検索できます。
関連概念:
4 ページの『ブループリント』
ブループリントは、情報プロジェクトおよび関連する標準プラクティスの全体的な
ランドスケープを定義するエレメントの集合です。
関連タスク:
第 3 章 情報プロジェクトのデザインおよび実装
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18 ページの『設定の構成』
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントが他のソフトウェア製品と連携する
ように設定を構成できます。ローカル・ビジネス・グロッサリーの内容を、IBM
InfoSphere Information Governance Catalog のビジネス・グロッサリーの内容に同期
させ、それを保つことができます。または、オンデマンドでローカル・ビジネス・
グロッサリーを更新できます。
23 ページの『プロジェクト・フォルダーの作成』
ブループリントはすべてプロジェクト・フォルダーに配置する必要があります。デ
フォルトのプロジェクト・フォルダーを使用しない場合、ブループリント用のプロ
ジェクト・フォルダーを作成できます。
27 ページの『ブループリント・エレメント間の接続の作成』
情報プロジェクトでの情報の流れを視覚化するために、ブループリント・エレメン
ト間に接続を作成できます。
37 ページの『ブループリントからのテンプレートの作成』
他のユーザーが情報プロジェクトの開始点として使用できるテンプレートを、既存
のブループリントから作成できます。

サブダイアグラムの作成
サブダイアグラムにより、ブループリント・エレメントに関する詳細なコンテキス
ト情報を提供できます。各ブループリント・エレメントを詳しく説明するために、
サブダイアグラムを作成できます。

このタスクについて
サブダイアグラムでは、特定の接続またはタスクのステップを詳細に示します。ブ
ループリントの整合性を保つために、サブダイアグラムで、メイン・ダイアグラム
の既存のエレメントを参照できます。

手順
1. ブループリントで、サブダイアグラムを作成する対象のブループリント・エレメ
ントを右クリックし、「サブダイアグラムの作成」を選択します。 新しいタブ
で空のサブダイアグラムが開きます。サブダイアグラムの名前は、ブループリン
ト・エレメントの名前と同じです。
2. 「パレット」ペインから新規サブダイアグラムにエレメントをドラッグして、ブ
ループリント・エレメントを作成します。ブループリント・エレメントを接続し
ます。また、「ブループリント・ナビゲーター」から、または「資産ブラウザ
ー」ペインから新規サブダイアグラムに資産をドラッグして、被参照エレメント
を作成することもできます。
被参照エレメントの名前は、イタリックで表示され、名前の後に「(Ref)」があり
ます。例えば、被参照エレメントの名前は、Structured Source (Ref) のようにな
ります。
3. ブループリントを閉じるとき、サブダイアグラムを保存できます。 親ダイアグ
ラムで、「サブダイアグラム」アイコン
エレメントの上に表示されます。
関連概念:
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が、サブダイアグラムを追加した

4 ページの『ブループリント』
ブループリントは、情報プロジェクトおよび関連する標準プラクティスの全体的な
ランドスケープを定義するエレメントの集合です。

ブループリント・エレメント間の接続の作成
情報プロジェクトでの情報の流れを視覚化するために、ブループリント・エレメン
ト間に接続を作成できます。

このタスクについて
コネクター・ドロワーのパレット・エレメントを使用すると、一般リンクや FTP 接
続など、特定タイプの接続を指定できます。あるいは、ブループリント・エレメン
トの一般コネクターを使用して、コネクターをターゲット・ブループリント・エレ
メントにドラッグすることもできます。

手順
以下のいずれかのオプションを使用して、2 つのブループリント・エレメント間に
接続を作成します。
オプション

手順

コネクター・ドロワーから特定タイプのコネ
クターを使用する

1. 「パレット」ペインで、「コネクター」を
クリックし、使用するコネクターを選択し
ます。
2. 「パレット」ペインから、接続のソースと
なるブループリント・エレメントにコネク
ターをドラッグします。接続できるブルー
プリント・エレメントにマウス・ポインタ
ーを合わせると、そのマウス・ポインター
は
から
に変化します。ブルー
プリント・エレメントを右クリックする
と、ソースにループバックするコネクター

線

が表示されます。

3. コネクター線の一方の端を右クリックし、
それを接続のターゲットとなるエレメント
にドラッグします。

第 3 章 情報プロジェクトのデザインおよび実装
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オプション

手順

ブループリント・エレメントから一般コネク
ターを使用する

1. 接続のソースとなるブループリント・エレ
メントを右クリックします。入力矢印およ
が表示されます。一方の
び出力矢印
矢印は、ソースからターゲット・ブループ
リント・エレメントに流れるデータを表
し、もう一方の矢印は、ターゲットからソ
ース・ブループリント・エレメントに流れ
るデータを表します。
2. 出力矢印
をクリックし、それをター
ゲット・ブループリント・エレメントにド
ラッグします。
3. ターゲット・ブループリント・エレメント
がソース・ブループリント・エレメントと
同じドメインに存在しない場合、以下のス
テップを実行します。
a. 出力矢印をサブダイアグラムの空白ス
ペースにドラッグします。
b. 「接続先を指定してトポロジー・コネ
クターを作成」 > 「既存のエレメン
ト」を選択します。
c. 「ドメイン・モデル・エレメントの選
択」ウィンドウで、ターゲットとなる
ブループリント・エレメントをクリッ
クします。「OK」をクリックします。

関連概念:
4 ページの『ブループリント』
ブループリントは、情報プロジェクトおよび関連する標準プラクティスの全体的な
ランドスケープを定義するエレメントの集合です。
関連タスク:
24 ページの『ブループリントの作成および編集』
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。

ブループリント・エレメントへの資産の関連付け
グロッサリー資産、ファイル、Microsoft Office 文書の一部、IBM Cognos
Framework Manager モデル、および Web アドレスをブループリント・エレメント
に関連付けることができます。これらの関連付けにより、ブループリント・エレメ
ントにビジネス上の意味付けが行われ、IT と情報プロジェクトが統合されます。

始める前に
v ローカルの用語をブループリント・エレメントに関連付けるには、ローカル・ビ
ジネス・グロッサリーへのダウンロードのスケジュールを構成します。
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v ジョブ、マッピング・プロジェクトなど、他のタイプの資産をブループリント・
エレメントに関連付けるには、IBM InfoSphere Information Server へのサーバー接
続を作成します。
v Cognos モデルをブループリント・エレメントに関連付けるには、Cognos
Framework Manager がインストールされている必要があります。

このタスクについて
「資産リンクの追加」ペインを使用することで、あるいは「グロッサリー・エクス
プローラー」または「資産ブラウザー」ペインからブループリント・エレメントに
資産をドラッグすることで、資産を関連付けることができます。
表 2. 資産のある場所
「資産リンクの追加」ペイ
ン内

「資産ブラウザー」ペイン内

用語

X

X

Cognos モデル

X

IBM InfoSphere DataStage ジ
ョブ

X

X

IBM InfoSphere FastTrack マ
ッピング・プロジェクト

X

X

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog 情報資産

X

X

一般ファイル

X

Web アドレス

X

Microsoft Office 文書のセク
ション

X

他のすべての資産

X

資産タイプ

デフォルトでは、関連付けの名前は資産名と同じです。1 つのブループリント・エ
レメントで、複数の関連付けを使用できます。ブループリント・エレメントに関連
付けられている資産をリストすること、および関連付けられている資産の詳細を表
示することができます。
Cognos Framework Manager の Cognos モデルには、そのモデルに関連するすべての
フォルダー、照会、レポート、ビュー、ショートカット、Web アドレス、およびジ
ョブ定義が含まれます。

手順
InfoSphere Blueprint Director クライアントで、資産タイプに基づき次のステップを
実行します。
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ブループリント・エレメントに関連付ける資
産のタイプ
v Cognos モデル
v InfoSphere DataStage ジョブ
v InfoSphere FastTrack マッピング・プロジ
ェクト
v InfoSphere Information Governance Catalog
資産
v Microsoft Office 文書のセクション
v ファイル全体
v Web アドレス

実行するステップ
1. 関連付ける先のブループリント・エレメ
ントを右クリックし、「資産リンクの追
加」をクリックします。
2. 「資産リンク・タイプ」リストから、資
産タイプを選択し、その資産タイプに必
要なステップを実行します。
Microsoft Office 文書内のテキスト・セク
ションを関連付けるには、「Word/Excel
セクション」 を選択し、以下のステップ
を実行します。
a. Microsoft Office 文書で、テキストの
一部を選択し、Ctrl + C キーを押しま
す。
b. InfoSphere Blueprint Director クライア
ントで、「Word/Excel リンクの貼り
付け」をクリックします。ブループリ
ント・エレメントのブックマークが
Microsoft Office 文書に挿入されま
す。
c. Microsoft Office 文書を保存し、閉じ
ます。
文書を閉じる前に保存しないと、ブッ
クマークは挿入されず、ブループリン
ト・エレメントとの関連付けは行われ
ません。
3. 「完了」をクリックします。

用語

1. 「グロッサリー・エクスプローラー」ペ
インに移動します。
2. 用語を右クリックし、その用語を関連付
ける先のブループリント・エレメントに
ドラッグします。

他のすべての資産 (データベース、データベ
ース表、BI レポートなど)

1. 「資産ブラウザー」ペインに移動しま
す。
2. 資産を右クリックし、その資産を関連付
ける先のブループリント・エレメントに
ドラッグします。

例
要件定義文書をデータベース・ブループリント・エレメントに関連付ける
要件定義文書をデータベース・ブループリント・エレメントに関連付けたいとしま
す。この文書は、Microsoft Office Word で記述されており、ローカル・ディレクト
リーに保管されています。
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文書全体をデータベース・ブループリント・エレメントに関連付けるには、次のス
テップを実行します。
1. データベース・ブループリント・エレメントを右クリックして、「資産リンクの
追加」ペインを開きます。
2. 「資産リンクの追加」ウィンドウの「資産リンク・タイプ」リストで、「ファイ
ル」を選択します。これは、定義文書全体をブループリント・エレメントに関連
付けるためです。
3. ブループリント・サブダイアグラムで、データベース・ブループリント・エレメ
ントの「リンクされた資産」アイコンを右クリックし、関連付けられている資産
のリストからこの文書を選択します。
この文書が Microsoft Office Word で開きます。
マッピング・プロジェクトをデータベース・ブループリント・エレメントに関連付
ける
別の例として、InfoSphere FastTrack により生成されたマッピング・プロジェクトを
データベース・ブループリント・エレメントに関連付ける場合を考えてみます。マ
ッピング・プロジェクト資産は InfoSphere Information Governance Catalog のカタロ
グに保管されます。
マッピング・プロジェクト資産をデータベース・ブループリント・エレメントに関
連付けるには、以下のステップを実行します。
1. 「資産ブラウザー」ペインからデータベース・ブループリント・エレメントにマ
ッピング・プロジェクト資産をドラッグします。
2. データベース・ブループリント・エレメントの「リンクされた資産」アイコンを
右クリックし、リストからこのマッピング・プロジェクトを選択します。
または、データベース・ブループリント・エレメントを右クリックして、「資産
リンクの追加」ペインを開きます。「資産リンクの追加」ウィンドウで、
「FastTrack マッピング・プロジェクト」を選択し、指示に従います。
マッピング・プロジェクトの詳細が、InfoSphere Blueprint Director クライアントの
新規タブに表示されます。
関連概念:
6 ページの『資産の関連付け』
ローカル・ビジネス・グロッサリー資産、ファイル、Microsoft Office 文書のセクシ
ョン、IBM Cognos モデル、および Web アドレスをブループリント・エレメント
に関連付けることができます。

ブループリント・エレメントへのメソッド・エレメントの関連付け
メソッド・エレメントは、情報プロジェクトの作成でコンテキストに応じたガイダ
ンスを提供します。

このタスクについて
ブループリント・テンプレートには、ブループリント・エレメントに関連するメソ
ッド・エレメントが含まれます。テンプレートからブループリントを作成すると、
その新しいブループリントには、メソッド・エレメントとそれらの関連付けが含ま
第 3 章 情報プロジェクトのデザインおよび実装
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れます。関連付けられているメソッド・エレメントは、ブループリント・エレメン
により示されます。
ト・アイコンの横の「メソッド」アイコン
また、「メソッド・ブラウザー」ペインから、メソッド・エレメントをブループリ
ント・エレメントに手動で関連付けることもできます。ブループリント・エレメン
トに関連付けることができるメソッド・エレメントのタイプは、ブループリント・
エレメントのタイプによって決まります。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントで、「ウィンドウ」 > 「ビュー
の表示」 > 「メソッド・ブラウザー」をクリックします。
2. 「メソッド・ブラウザー」ペインで、ブループリント・エレメントに関連付ける
メソッド・エレメントを選択します。メソッド・エレメントを、ブループリント
上のそのブループリント・エレメントにドラッグします。
誤ったタイプのメソッド・エレメントをブループリント・エレメントに関連付け
ようとすると、メッセージが表示されます。
関連概念:
9 ページの『メソッド』
メソッド は、特定タイプの情報プロジェクトで必要なロール、タスク、サポート製
品、および成果物を示します。

パレット・エレメントおよびドロワーの作成、編集、移動、および
削除
ドロワー、および既存のドロワーに対するエレメントを作成することで、ブループ
リント・エレメントをカスタマイズできます。

始める前に
「パレット」ペイン内およびサブダイアグラム内のエレメントはアイコンです。16
x 16 ピクセル・サイズのグラフィックおよび 32 x 32 ピクセル・サイズのグラフ
ィックが必要です。このグラフィックは bmp または png フォーマットにする必要
があります。

このタスクについて
「パレット」ペインで、エレメントおよびドロワーの名前を変更すること、および
ドロワーを編集することができます。「パレット拡張」ペインで、エレメントおよ
びドロワーを作成または削除できます。自分が作成したエレメントおよびドロワー
のみ削除できます。「パレット拡張」ペインでは、エレメントを別のドロワーに移
動することもできます。
ドロワーでは小さいグラフィックが使用されます。サブダイアグラムでは大きいグ
ラフィックが使用されます。ブループリント・ダイアグラムに対し任意のタイプの
エレメントまたはドロワーを定義できます。
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手順
InfoSphere Blueprint Director クライアントで、次の任意のタスクを実行します。
表 3. パレットのドロワーおよびエレメントに関して実行できるタスク
目的のタスク

実行するステップ

ドロワーまたはエレメントを作成する

1. 「ブループリント」 > 「拡張パレット」
をクリックします。「ドロワーの作成」
または「エレメントの作成」をクリック
します。
2. 「パレット拡張」ペインで、「ドロワー
の作成」または「エレメントの作成」を
クリックします。
3. 「パレット拡張の詳細」ウィンドウで、
必須フィールドに入力します。「参照」
をクリックして、アイコンに使用するグ
ラフィック・イメージがあるディレクト
リーを指定します。「次へ」をクリック
し、「完了」をクリックします。

ドロワーまたはエレメントの名前を変更する

1. 「パレット」ペインで、パレット・ドロ
ワーまたはエレメントの名前を右クリッ
クし、「カスタマイズ」を選択します。
2. 「パレットのカスタマイズ」ウィンドウ
で、「名前」フィールドに新しい名前を
入力します。「OK」をクリックします。

ドロワーを編集する

1. 「パレット」ペインで、パレット・ドロ
ワーの名前を右クリックし、以下の任意
のアクションを実行します。
v アイコンの配置を変更するには、「レ
イアウト」を選択します。
v その他のパレット・ドロワー設定を変
更するには、「設定」を選択します。
2. 「OK」をクリックします。

エレメントを別のドロワーに移動する

1. 「ブループリント」 > 「拡張パレット」
をクリックします。
2. 「パレット拡張」ペインで、移動するエ
レメントを左クリックします。エレメン
トを移動先のドロワーの名前にドラッグ
します。
3. 「OK」をクリックしてエレメントを移動
します。
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表 3. パレットのドロワーおよびエレメントに関して実行できるタスク (続き)
目的のタスク

実行するステップ

エレメントまたはドロワーを削除する

1. 「ブループリント」 > 「拡張パレット」
をクリックします。
2. 「パレット拡張」ペインで、削除するエ
レメントまたはドロワーを左クリックし
ます。「ドロワーの削除」または「エレ
メントの削除」をクリックします。
3. 「OK」をクリックして、エレメントまた
はドロワーを削除します。

関連概念:
7 ページの『エレメントのパレット』
パレット・エレメント は、機能または資産タイプのグラフィカル表現です。

ブループリントおよびローカル・ビジネス・グロッサリーの検索
ブループリントで検索を行って、ブループリント内で素早くブループリント・エレ
メント、グループ、およびコネクターを見つけることができます。ローカル・ビジ
ネス・グロッサリーで、用語、カテゴリー、情報ガバナンス・ポリシー、および情
報ガバナンス・ルールを検索できます。

手順
IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントで、「検索」をクリックします。以
下のいずれかの検索タイプを使用します。
目的の検索タイプ

実行する操作

ブループリント

1. 「検索」 > 「ブループリント検索」をク
リックします。
2. 「検索ストリング」フィールドに、検索
するストリングを入力します。検索スト
リングに一致するすべてのブループリン
ト・エレメントの名前および場所が「検
索」ペインに表示されます。
3. ブループリントで検索結果を強調表示す
るには、検索結果をダブルクリックしま
す。

グロッサリー

1. 「グロッサリー」をクリックし、「検索
ストリング」フィールドに検索ストリン
グを入力します。検索はコンテキスト依
存ではありません。
2. 検索結果のプロパティーを表示するに
は、検索結果をダブルクリックします。

関連概念:
11 ページの『パースペクティブおよびペイン』
パースペクティブ は、InfoSphere Blueprint Director ウィンドウ内のペインおよびダ
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イアグラムの初期セットおよびレイアウトです。

ブループリントのパブリッシュ
ブループリントをパブリッシュすると、そのブループリントを他の IBM InfoSphere
Blueprint Director ユーザーが使用できます。また、ブループリントを IBM
InfoSphere Information Governance Catalog のカタログに表示できます。

始める前に
ブループリントの変更をすべて保存します。
有効なユーザー証明情報および次のいずれかのロールが必要です: Information
Governance Catalog グロッサリー管理者、Information Governance Catalog 情報資産
管理者、またはパブリッシュする先の InfoSphere Information Governance Catalog の
Information Governance Catalog 情報資産作成者。

このタスクについて
デフォルトでは、ブループリントは InfoSphere Information Governance Catalog のカ
タログにパブリッシュされます。パブリッシュ前にブループリントの名前、バージ
ョン、および説明を編集できます。

手順
1. パブリッシュするブループリントを選択します。
v 現在のブループリントをパブリッシュするには、「ファイル」 > 「ブループ
リントのパブリッシュ」とクリックします。
v 別のブループリントをパブリッシュするには、次のステップを実行します。
a. 「ウィンドウ」をクリックして「ビューの表示」 > 「ブループリント・ナ
ビゲーター」と選択します。
b. 「ブループリント・ナビゲーター」ウィンドウで、「その他のプロジェク
ト」を展開します。パブリッシュするブループリントを選択して、「ブル
ープリントのパブリッシュ」をクリックします。
2. 「ブループリントのパブリッシュ」ウィンドウの「接続」リストで、ブループリ
ントのパブリッシュ先のサーバーを選択します。別のサーバーを選択するには、
「サーバー接続の管理」アイコン
を作成します。

をクリックして、他のサーバーへの接続

3. オプション: ブループリントの名前、バージョン、および説明を更新します。
4. 「パブリッシュ」をクリックして、ブループリントをパブリッシュします。

パブリッシュされるブループリント・エレメント
ブループリントをパブリッシュすると、そのエレメントもパブリッシュされるた
め、ブループリントを他のユーザーが使用できます。
次のエレメントがブループリントと共にパブリッシュされます。
v ブループリントの名前、バージョン、および説明
v パブリケーションの日時
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v ダイアグラムとサブダイアグラム
– ブループリント・エレメント
– ブループリント・エレメントに関連する資産
– コネクター
– メソッド

ブループリントのエクスポートおよびインポート
ブループリントをファイル (.bpt) としてエクスポートできます。.bpt ファイル
は、他の IBM InfoSphere Blueprint Director ユーザーがインポートできます。

始める前に
ブループリントへの変更を保存します。ブループリントを既存のファイルにエクス
ポートすると、そのファイルは上書きされます。

手順
InfoSphere Blueprint Director クライアントで、次のいずれかのアクションを実行し
ます。
目的のアクション

実行するステップ

ブループリントをエクスポートする

1. 「ブループリント・ナビゲーター」ペイ
ンで、エクスポートするブループリント
を右クリックし、「ブループリントのエ
クスポート」をクリックします。
2. 「エクスポート」ウィンドウの「オプシ
ョン」セクションで、プロジェクト・フ
ォルダー・パス全体を含むブループリン
トをエクスポートするか、または直接の
プロジェクト・フォルダー・パスのみ含
むブループリントをエクスポートするか
選択します。
例えば、プロジェクト・フォルダー・パ
ス全体を含むブループリント
Integrated_Warehouse をエクスポートする
には、「ファイルのディレクトリー構造
を作成」を選択して、Miscellaneous
Project > Banking >
Integrated_Warehouse をエクスポートし
ます。
また、直接のプロジェクト・フォルダ
ー・パスのみ含むブループリントをエク
スポートするには、「選択したディレク
トリーのみ作成」を選択して、Banking >
Integrated_Warehouse をエクスポートし
ます。
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目的のアクション

実行するステップ

ブループリントをインポートする

「ファイル」 > 「ブループリントのインポ
ート」をクリックし、ウィザードのステップ
に従います。

ブループリントからのテンプレートの作成
他のユーザーが情報プロジェクトの開始点として使用できるテンプレートを、既存
のブループリントから作成できます。

このタスクについて
既存のブループリントからテンプレートを作成すると、すべてのブループリント・
エレメント、それらの関連付け、およびそれらのメソッドが新しいテンプレートに
組み込まれます。マイルストーンはテンプレートに組み込まれません。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントの「ブループリント・ナビゲー
ター」ペインで、 テンプレートとして保存するブループリントを選択します。
2. 「ファイル」 > 「テンプレートとして保存」をクリックします。「新規テンプ
レート」ウィンドウで、テンプレートの宛先ディレクトリーを選択します。 テ
ンプレートは圧縮形式でファイルとして保存されます。
3. 「ウィンドウ」 > 「設定」をクリックします。「設定」ウィンドウの左ペイン
で、「Blueprint Director」を開き、「テンプレート」を選択します。
4. 「設定」ウィンドウの右ペインで、「テンプレートの追加」をクリックします。
「開く」ウィンドウで、テンプレートを保存したディレクトリーに移動し、ファ
イルを選択します。「開く」をクリックします。 テンプレートが InfoSphere
Blueprint Director クライアントにインストールされます。
5. 「はい」をクリックして、InfoSphere Blueprint Director クライアントを再始動し
ます。 クライアントを再始動するまで、新しいテンプレートは使用できませ
ん。
6. オプション: クライアントを再始動した後、新しいテンプレートが正しくインス
トールされていることを確認するには、「ファイル」 > 「新規」 > 「ブループ
リント」をクリックします。新しいテンプレートが使用可能テンプレートのリス
トに表示されます。
関連概念:
11 ページの『テンプレート』
テンプレートを使用すると、ブループリントが標準参照アーキテクチャーに確実に
準拠するようになるため、チーム・メンバーによるブループリントの定義に役立ち
ます。
関連タスク:
24 ページの『ブループリントの作成および編集』
ブループリント・エレメントがないブループリントを作成できます。または、ブル
ープリント・エレメントおよびメソッド・コンテンツの標準セットを含むテンプレ
ートからブループリントを作成できます。
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マイルストーンの構成
マイルストーンを使用すると、ブループリントの予定表全体で、情報プロジェクト
の進行を視覚化できます。マイルストーンを作成、編集、削除したり、ブループリ
ントの任意のエレメントにマイルストーンを割り当てたりすることができます。

マイルストーンの作成、編集、および削除
ブループリント予定表内で特定の時間または時点を表すマイルストーンを作成し、
管理できます。マイルストーンを使用すると、情報プロジェクトのプロジェクトの
開始と終了にマークを付けること、およびプロジェクトの他の重要な時点を示すこ
とができます。

このタスクについて
ブループリント・エレメントにマイルストーンを割り当てて、予定表内で開始日お
よび終了日を定義します。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director クライアントで、以下のいずれかのアクショ
ンを実行します。
v 「ブループリント」 > 「マイルストーンの管理」と選択します。
v 「予定表」ペインで、「マイルストーンの管理」をクリックします。
2. 「マイルストーンの管理」ウィンドウで、「作成」または「編集」をクリック
し、マイルストーンのプロパティーを構成します。情報プロジェクトからマイル
ストーンを削除するには、「削除」をクリックします。変更が終了したら、「適
用」をクリックします。
3. マイルストーンの順序を構成します。マイルストーンが適切な順序になるまで、
各マイルストーンに対し「上へ」または 「下へ」 をクリックします。
「現在のマイルストーン」ウィンドウでのマイルストーンの順序により、「予定
表」ペインでのマイルストーンの順序が決定されます。
4. ダイアグラムまたはサブダイアグラムで、マイルストーンを割り当てる先のブル
ープリント・エレメントを右クリックし、「プロパティーの表示」をクリックし
ます。
5. そのブループリント・エレメントの「プロパティー」ペインで、「マイルストー
ン」タブをクリックします。
a. 「表示」リストで、エレメントが表示される最初のマイルストーンを選択し
ます。
b. 「非表示」リストで、エレメントが非表示になる最終マイルストーンを選択
します。
例えば、ブループリントに M_1、M_2、M_3、および M_4 というマイルストー
ンがあるとします。Data Growth Management という名前のブループリント・エ
レメントを選択します。「表示」マイルストーンが M_1 で、「非表示」マイル
ストーンが M4 の場合、M_1、M_2、および M_3 をステップスルーするとき
に、Data Growth Management ブループリント・エレメントがブループリントに
表示されます。
関連概念:
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8 ページの『マイルストーン』
マイルストーン は、情報プロジェクトの予定表における特定の時間または時点を表
します。

マイルストーンが含まれている予定表の表示
情報プロジェクトの進行を確認するために、ブループリントで特定のマイルストー
ンがいつ開始し、いつ終了するかを確認できます。予定表でマイルストーンをクリ
ックすると、それらのマイルストーンの割り当てに基づいて、ブループリント・エ
レメントが表示されるか、または非表示になります。予定表の表示時にブループリ
ントまたはそのエレメントは変更できません。

手順
1. IBM InfoSphere Blueprint Director で、「ブループリント・ナビゲーター」ペイ
ンを開き、ブループリントを選択し、ブループリントの任意の領域をクリックし
ます。
2. 「予定表」ペインで、「ブループリントを予定表による読み取り専用にする」チ
ェック・ボックスを選択します。ブループリントで変更を確認するには、スライ
ダーを使用してマイルストーンを選択します。
3. 終了したら、「ブループリントを予定表による読み取り専用にする」チェック・
ボックスをクリアします。
関連概念:
8 ページの『マイルストーン』
マイルストーン は、情報プロジェクトの予定表における特定の時間または時点を表
します。

第 3 章 情報プロジェクトのデザインおよび実装
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第 4 章 IBM Rational Team Concert ワークアイテムへのメソ
ッド・コンテンツのエクスポート
IBM Rational Team Concert ワークアイテムにメソッド・コンテンツをエクスポート
できます。メソッド・コンテンツがワークアイテムに配置された後、他のユーザー
は、そのメソッドにアクセスし、プロジェクト・ライフサイクルの各レベルに関連
するタスクを実行できます。

始める前に
次の機能を有効にして IBM InfoSphere Blueprint Director を Rational Team Concert
にインストールする必要があります。
v シェル共有
v タスク管理の統合
詳しくは、「IBM InfoSphere Blueprint Director インストール・ガイド」を参照して
ください。

このタスクについて
ブループリントのメソッドに対し Rational Team Concert でワークアイテムを生成
できます。
例えば、BI 構造の作成機能パターンを、レポートの生成に使用するモデルに関連付
ける場合があります。また、この機能パターンをレポートに関連付けて、BI レポー
トを作成するため、および BI 構造を確認するためのワークアイテムを生成できま
す。メソッド・コンテンツを Rational Team Concert にエクスポートすると、BI 構
造の作成機能パターンを関連付けたモデルとレポートすべてに対してワークアイテ
ムが生成されます。
IBM InfoSphere Blueprint Director のメソッド・コンテンツをエクスポートすると、
そのメソッド・コンテンツは次の方法で Rational Team Concert ワークアイテムに
マップされます。
表 4. InfoSphere Blueprint Director と Rational Team Concert の間のマッピング
InfoSphere Blueprint Director のメソッド・コンテ
ンツ

Rational Team Concert のワークアイテム・タイプ

シナリオ

プロジェクト・エリア

フェーズ

エピック

機能パターン

ストーリー

タスク

タスク

手順
1. InfoSphere Blueprint Director クライアントを開きます。
2. Jazz™ リポジトリーへのサーバー接続を作成します。接続が存在しない場合、以
下のステップを実行します。
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a. 「ワークアイテムのエクスポート」ウィンドウで、「サーバー接続の管理」
をクリックします。
b. 「サーバー接続の管理」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
c. 「サーバー接続の追加」ウィンドウで、接続の名前を指定します。
d. 「接続タイプ」メニューで、「Jazz サーバー接続」を選択し、「次へ」をク
リックします。
e. Jazz 接続の URL、ユーザー ID、およびパスワードを入力します。「接続の
検証」をクリックし、接続が確立された後、「完了」をクリックします。
3. 「ブループリント」 > 「ワークアイテムのエクスポート」をクリックします。
4. 「ワークアイテムのエクスポート」ウィンドウで、接続先の Jazz 接続、プロジ
ェクト・エリア、およびカテゴリーを選択し、「次へ」をクリックします。
注: 各選択肢がその前の選択に応じて異なるため、これらのアイテムは順番に選
択する必要があります。
5. メソッド・コンテンツの各フェーズを展開し、Rational Team Concert にエクス
ポートするメソッドおよび関連タスクを選択し、「次へ」をクリックします。
6. 「サマリー」ウィンドウで、選択したフェーズ、機能パターン、およびタスクを
確認します。選択項目を変更するには、「戻る」をクリックします。選択内容を
エクスポートするには、「終了」をクリックします。
エクスポート対象として選択したメソッドの数によっては、エクスポート・プロ
セスが完了するまでに数分かかる場合があります。
7. エクスポート・プロセスが完了したら、「はい」をクリックして、Rational Team
Concert で結果を表示します。 これで、ワークアイテムをチーム・メンバーに割
り当てること、およびそれらのワーク・アイテムに IBM InfoSphere Blueprint
Director から直接アクセスすること、または Rational Team Concert からアクセ
スすることができます。
関連概念:
9 ページの『メソッド』
メソッド は、特定タイプの情報プロジェクトで必要なロール、タスク、サポート製
品、および成果物を示します。
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第 5 章 IBM InfoSphere Blueprint Director のアクセシビリテ
ィー機能
アクセシビリティー機能は、運動障害または視覚障害などの障害を持つユーザーが
情報技術製品を快適に使用できるようにサポートします。

アクセシビリティー機能
InfoSphere Blueprint Directorは、Eclipse のアクセシビリティー機能を使用します。
キーボードを使用して、またはスクリーン・リーダー・ソフトウェア、デジタル・
スピーチ・シンセサイザーなどの支援技術を使用して、ユーザー・インターフェー
スをナビゲートできます。
InfoSphere Blueprint Director における主要なアクセシビリティー機能は次のとおり
です。
v キーボードのみの操作
v スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) が通常使用するインターフェース
v 触れることで識別できるが、触れるだけではアクティブにならないキー
v ポートおよびコネクター用の業界標準デバイス
v 代替入出力デバイスの接続機構
この製品における Eclipse のアクセシビリティー機能について詳しくは、Eclipse ア
プリケーションの上部にあるツールバーで、「ヘルプ」 > 「ヘルプ目次」をクリッ
クします。「Workbench User Guide」で、「概念」ツリーを展開し、「Eclipse のア
クセシビリティー機能」をクリックします。
Graphical Modeling Framework (GMF) について詳しくは、GMF keyboard
accessibility を参照してください。

キーボード・ナビゲーション
InfoSphere Blueprint Director のインフォメーション・センターと関連資料はアクセ
シビリティー対応になっています。

IBM のアクセシビリティー
IBM のアクセシビリティーに対する取り組みについては、IBM Human Ability and
Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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