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第 1 章 共通メタデータ資産
共通メタデータ資産はメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM® InfoSphere®
Information Server スイートのツール間で共有されます。共通メタデータ資産には、
論理データ・モデル資産、物理データ・モデル資産、実装済みデータ・リソース、
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産などがあります。
ブリッジとコネクターを使用して、共通メタデータ資産をインポートすることがで
きます。その後、スイートのツールで、共通メタデータ資産に以下を行うことがで
きます。
v InfoSphere DataStage® and QualityStage® デザイナー では、データベース表および
データ・ファイル構造から作成された表定義を使用することができます。
v InfoSphere Information Analyzer では、データベース列、データ・ファイル・フィ
ールド、およびデザイン列を分析することができます。
v InfoSphere FastTrack では、データベース表、データ・ファイル構造、およびデザ
イン表を使用して、ジョブのマッピングを作成することができます。
v InfoSphere Information Governance Catalog では、ビジネス上の意味を共通メタデ
ータ資産に追加するカテゴリーおよび用語を作成することができます。データベ
ース表と列からのデータ・リネージュ、複数のジョブ間でのデータ・リネージ
ュ、およびデータベース表に基づく BI レポートへのデータ・リネージュをそれ
ぞれトレースするレポートを、作成することができます。データベース表から、
それが実装しているデザイン表へのトレースバック、およびデザイン表のソース
であった論理エンティティーへのトレースバックを実行することができます。
v InfoSphere Metadata Asset Manager では、インポートした共通メタデータを、分
析、プレビュー、および洗練してから、メタデータ・リポジトリーで共有化する
ことができます。メタデータ・リポジトリー内の共通メタデータ資産の検索また
は参照、重複の検出と解消、および孤立資産の削除を行うことができます。
v istool コマンド・ラインを使用することで、InfoSphere Information Server の他の
インストール済み環境に共通メタデータ資産を転送することができます。例え
ば、開発環境、テスト環境、実稼働環境の間で転送が可能です。istool コマン
ド・ラインの使用の詳細については、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガ
イド」を参照してください。
関連タスク:
33 ページの『第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産の
インポートおよび管理』
メタデータ資産のインポートを検討したりプレビューしたりすることができるほ
か、メタデータ・リポジトリーにある資産を管理することができます。
関連情報:
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概要
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
共通メタデータ資産の管理
InfoSphere Metadata Asset Manager 内の「リポジトリー管理」タブを使用して、メ
タデータ・リポジトリーに格納されている資産を表示、比較、マージ、および削除
することができます。また、論理データ・モデルおよび物理データ・モデルと、実
装済みデータ・リソースとの間に実装関係を設定することもできます。

共通メタデータ資産のタイプ
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。
関連概念:
33 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager の概要』
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。

実装済みデータ・リソース
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。
実装済みデータ・リソースとして、IBM InfoSphere Information Server スイートのツ
ールがジョブおよび分析で使用する表レベルおよび列レベルのメタデータがありま
す。実装済みデータ・リソースは実際のデータベースおよびデータ・ファイルを表
します。対照的に、物理データ・モデルはデータを格納するためのデザインを表し
ます。実装済みデータ・リソースは、物理データ・モデルおよび論理データ・モデ
ルを実装できます。
実装済みデータ・リソースは、次の方法でインポートまたは作成することができま
す。
v ブリッジおよびコネクターを使用して、サード・パーティーのツール、ファイ
ル、およびデータベースから、実装済みデータ・リソースをインポートする。
v InfoSphere DataStage and QualityStage で表定義から共有データベース表を作成す
る。
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以前のバージョンの InfoSphere Information Server では、実装済みデータ・リソー
スを物理データ・リソース (PDR) と呼んでいました。
一部の資産は、ID ストリングの一部として名前修飾子 を持ちます。名前修飾子
は、同名の資産を区別するためにソース・ツールによって追加される場合がある値
です。

資産タイプ
メタデータ・リポジトリーに格納できる、実装済みデータ・リソースの種類とその
定義を次の表に示します。各資産は、ID 構成要素によって決定される固有の ID を
持ちます。
表 1. 実装済みデータ・リソース
資産タイプ
ホスト

定義
データベースまたはデー
タ・ファイルが存在する
コンピューター。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

ホスト名

データベースお
よびデータ・フ
ァイル
ホストには、ジ
ョブやコネクタ
ー、データ接続
など、実装済み
データ・リソー
スでない資産を
含めることもで
きます。

データベース

スキーマとプロシージャ
ーで編成されたリレーシ
ョナル・ストレージ・コ
レクション。データベー
スには、表で表されたデ
ータが格納されます。

v データベース
名

データベース・
スキーマ

v DBMS 名
v データベー
ス・サーバー
名
v ホストの ID
注: DBMS 名お
よびデータベー
ス・サーバー名
の構成要素は、
ユーザー・イン
ターフェースや
コマンド・ライ
ンの ID ストリ
ングの一部とし
ては表示されま
せん。
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表 1. 実装済みデータ・リソース (続き)
資産タイプ

定義

関連するデータベース表
データベース・スキ と保全性制約の名前付き
ーマ
コレクション。スキーマ
で、データベース内のす
べてのデータまたはデー
タのサブセットを定義し
ます。データベース・ス
キーマは、論理データ・
モデルまたは物理デー
タ・モデルを実装できま
す。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v スキーマ名

データベース
表、ストアー
ド・プロシージ
ャー、およびデ
ータベース・ド
メイン

v データベース
の ID
データベース・
スキーマがサブ
スキーマを含む
場合、サブスキ
ーマの ID は次
のとおりです。
v サブスキーマ
名

データベース・
スキーマはサブ
スキーマを含む
こともできま
す。

v 含まれるスキ
ーマの ID
データベース表

データベース列

候補キー

外部キー
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データベースでデータ・
オブジェクトを表し、そ
れを格納するための構
造。データベース表は、
論理エンティティーまた
はデザイン表を実装でき
ます。
データベース表の列。デ
ータベース列は、エンテ
ィティー属性またはデザ
イン列を実装できます。

v データベース
表名
v スキーマの ID

v データベース
列名
v データベース
表の ID

データベース表の行を一
意的に識別する 1 つ以上
の列のセット。いずれの
データベース表も、候補
キーを少なくとも 1 つ持
つ必要があります。その
いずれかを主キーとして
指定します。それ以外は
すべて代替キーと呼びま
す。

v 候補キー名

2 つのデータベース表間
の関係を定義する非ユニ
ーク ID。通常は、1 つの
表の外部キーが、関連す
る表のいずれかの候補キ
ーに一致します。

v 外部キー名

v データベース
表の ID

v データベース
表の ID

データベース
列、候補キー、
および外部キー

表 1. 実装済みデータ・リソース (続き)
資産タイプ

定義

データベース内のデータ
ストアード・プロシ を検索または操作する
ージャー
か、制約を適用するため
に、そのデータベース内
に定義され保管されたプ
ロシージャー。ストアー
ド・プロシージャーはデ
ザイン・ストアード・プ
ロシージャーを実装でき
ます。
ストアード・プロシージ
ストアード・プロシ ャーによって使用される
ージャー・パラメーター パラメーター。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v ストアード・
プロシージャ
ー名

ストアード・プ
ロシージャー・
パラメーター

v ストアード・
プロシージャ
ーの名前修飾
子
v スキーマの ID

v ストアード・
プロシージャ
ー・パラメー
ター名
v ストアード・
プロシージャ
ーの ID

データ・ファイル・フォ
ルダー

データ・ファイル

ファイル・システム内の
v データ・ファ
ディレクトリー。デー
イル・フォル
タ・ファイル・フォルダ
ダー名
ーは、フォルダーやファ
v データ・ファ
イルを階層構造に編成す
イル・フォル
る、組織単位またはコン
ダー・パス
テナーです。1 つの
Amazon S3 バケットが、1 v ホストの ID
つのデータ・ファイル・
フォルダーです。

データ・ファイ
ル・フォルダ
ー、データ・フ
ァイル

単一のファイルに保管さ
v データ・ファ
れるフィールドの集合を
イル名
表現する情報資産。この
v データ・ファ
資産は、順次ファイル (階
イルのパス
層構造を持たないフラッ
ト・ファイル)、または複 v ホストの ID
合フラット・ファイル (階
層構造を持つファイル) で
す。複合フラット・ファ
イルの例としては、
COBOL コピーブックや
XML ファイルなどがあり
ます。データ・ファイル
は物理データ・モデルを
実装できます。

データ・ファイ
ル構造
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表 1. 実装済みデータ・リソース (続き)
資産タイプ

造

定義

データ・ファイル内の関
データ・ファイル構 連フィールドの集合。デ
ータ・ファイル構造は、
データベース表に相当す
るファイルです。デー
タ・ファイル構造はデザ
イン表を実装できます。

データ・ファイル構造内
データ・ファイル・ のフィールド。データ・
フィールド
ファイル・フィールドは
データベース列と同等で
す。オブジェクトのデー
タ値を保存するために使
用される最小のデータ単
位です。データ・ファイ
ル・フィールドはデザイ
ン列を実装できます。

データ・ファイル定義

データ・ファイル定義構
造

6
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データ・ファイルの構造
を定義します。データ・
ファイル定義は、メタデ
ータ・リポジトリーにイ
ンポートされるファイル
資産や、実世界に物理的
に存在するファイルを表
すものではありません。
これは、後で作成および
インポートされる可能性
のあるファイルの構造を
表します。
データ・ファイル定義内
のデータ・ファイル構造
の構造を定義します。デ
ータ・ファイル定義構造
は、データ・ファイル定
義内のオブジェクトを表
のように示します。デー
タ・ファイル構造は、デ
ータ・ファイル定義構造
を実装できます。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v データ・ファ
イル構造名

データ・ファイ
ル・フィールド

v データ・ファ
イルの ID

v データ・ファ
イル・フィー
ルド名
v データ・ファ
イル構造の ID

v データ・ファ
イル定義名

データ・ファイ
ル定義構造

v データ・ファ
イル定義の名
前空間

v データ・ファ
イル定義構造
名
v データ・ファ
イル定義の ID

データ・ファイ
ル定義フィール
ド

表 1. 実装済みデータ・リソース (続き)
資産タイプ

データ・ファイル定義フ
ィールド

定義
データ・ファイル定義構
造のフィールド。デー
タ・ファイル定義フィー
ルドは、データ・ファイ
ル定義構造内の列のよう
なエレメントです。デー
タ・ファイル・フィール
ドは、データ・ファイル
定義フィールドを実装で
きます。

データベース・スキーマ
データベース・ドメ に含まれるユーザー定義
イン
のデータ・タイプ。デー
タベース・ドメインは、
デザイン・ドメインと論
理ドメインを実装できま
す。

データ項目定義

資産の ID の構
成要素
v データ・ファ
イル定義フィ
ールド名
v データ・ファ
イル定義構造
の ID

v データベー
ス・ドメイン
名

データ項目定義に含まれ
データ項目定義フィ るデータ・フィールド。
ールド

データベース・
ドメイン・フィ
ールド

v データベー
ス・ドメイン
の名前修飾子
v データベー
ス・スキーマ
の ID

複合データ構造体の階層
v データ項目定
内でユーザー定義タイプ
義名
および中間エレメントを
v データ項目定
表す情報資産。例として
義の名前修飾
は、COBOL 構造化フィー
子
ルド、IDoc 構造の SAP
中間セグメントなどがあ
ります。

データベース・ドメイン
データベース・ドメ に含まれるデータ・フィ
イン・フィールド
ールド。例えば、address
という名前のデータベー
ス・ドメインは町名や番
地のフィールドを含みま
す。

含まれる資産タ
イプ

データ項目定義
フィールド

v データベー
ス・ドメイ
ン・フィール
ド名
v データベー
ス・ドメイン
の ID
v データ項目定
義フィールド
名
v データ項目定
義フィールド
の ID

関連概念:
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
第 1 章 共通メタデータ資産
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す。
『論理データ・モデル資産』
論理データ・モデルは、エンティティー・リレーションシップ・モデル化手法を使
用して情報資産のビジネス定義を取り込みます。論理データ・モデルは、関連エン
ティティーの集合とそのビジネス・アソシエーションで構成されます。
14 ページの『物理データ・モデル資産』
物理データ・モデルとは、情報資産のデザイン・スキーマです。このスキーマは、
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係
を定義します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独
立しています。
22 ページの『実装関係』
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースの間
の関係を設定したり探索したりすることができます。
48 ページの『インポートする資産の ID パラメーター』
データベース資産、論理データ・モデル、または物理データ・モデルをインポート
するときに、ID パラメーターの値を指定します。 ID の値を指定すると、メタデー
タ・リポジトリーでの重複資産を回避するのに役立ち、資産を間違って上書きする
ことがなくなります。

論理データ・モデル資産
論理データ・モデルは、エンティティー・リレーションシップ・モデル化手法を使
用して情報資産のビジネス定義を取り込みます。論理データ・モデルは、関連エン
ティティーの集合とそのビジネス・アソシエーションで構成されます。
論理データ・モデルは、物理データ・モデルとデータベース・スキーマの両方で実
装することができます。InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、論理デー
タ・モデル、物理データ・モデル、データベース・スキーマ、およびそれらに含ま
れる資産の間の実装関係を設定することができます。
ブリッジを使用して、InfoSphere Data Architect や CA ERwin Data Modeler などの
デザイン・ツールから論理データ・モデルをインポートすることができます。
論理データ・モデルをインポートすると、データ・フローを制御するメタデータ資
産のエンドツーエンド・ビューが作成されます。論理エンティティーは、論理エン
ティティーを実装する表、その表の列を使用するジョブ、さらに、その表に基づく
ビジネス・インテリジェンス (BI) レポートまでトレースすることができます。

資産タイプ
メタデータ・リポジトリーに格納される論理データ・モデル資産の種類とその定義
を次の表に示します。
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表 2. 論理データ・モデル資産
資産タイプ

定義

ビジネス・ドメインに関
論理データ・モデル 連したデータ・オブジェ
クト、および実世界のア
プリケーションにおける
これらのオブジェクトの
アソシエーションを管理
する規則または制約の論
理表現。論理データ・モ
デルは、一連のエンティ
ティーと関係で構成され
ます。物理データ・モデ
ルまたはデータベース・
スキーマによって論理デ
ータ・モデルを実装する
ことができます。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v 論理データ・
モデル名

サブジェクト・
エリア、論理エ
ンティティー、
論理関係、エン
ティティー汎化
階層、および論
理ドメイン
注: 論理データ・
モデルにサブモ
デルを含めるこ
ともできます。

v 論理データ・
モデルの名前
空間。モデル
を一意的に識
別するために
インポート中
に設定した値
論理データ・モ
デルがサブモデ
ルを持つ場合、
サブモデルの ID
の構成要素は次
のとおりです。
v 含まれる論理
データ・モデ
ルの名前
v 含まれる論理
データ・モデ
ルの名前空間
v 含まれる論理
データ・モデ
ルの ID

ア

特定のビジネス・エリア
サブジェクト・エリ を中心とした、関連のあ
る論理エンティティーの
グループ。論理エンティ
ティーを複数のサブジェ
クト・エリアに含めるこ
とによって、論理デー
タ・モデル内にある他の
論理エンティティーとよ
り明確に区別することが
できます。

v サブジェク
ト・エリア名
v 論理データ・
モデルの ID

サブジェクト・
エリアに論理エ
ンティティー、
論理関係、およ
びエンティティ
ー汎化階層は含
まれていません
が、組み込むこ
とは可能です。
サブジェクト・
エリアを削除し
ても、これらの
タイプの資産は
削除されませ
ん。
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表 2. 論理データ・モデル資産 (続き)
資産タイプ

定義

論理データ・モデル内で
論理エンティティー データ構造を表現する資
産。論理エンティティー
は、エンティティー属
性、エンティティー・キ
ー、およびエンティティ
ー制約を定義します。論
理エンティティーは、物
理モデルのデザイン表、
またはデータベース表に
よって実装できます。
データの単位の意味およ
エンティティー属性 び目的を定義するエンテ
ィティーの関連したプロ
パティー (特性)。エンテ
ィティー属性は、物理デ
ータ・モデルのデザイン
列、またはデータベース
列によって実装できま
す。
検証制約

検証ルール

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v 論理エンティ
ティー名

エンティティー
属性、エンティ
ティー・キー、
およびエンティ
ティー制約

v 論理データ・
モデルの ID

v エンティティ
ー属性名

検証制約

v 論理エンティ
ティーの ID

検証制約は抽象スーパー
タイプであり、検証ルー
ル、検証範囲、または検
証リストにすることがで
きます。

検証ルール、検
証範囲、または
検証リストを参
照してくださ
い。

エンティティー属性また
は論理ドメインに対して
有効な値を定義する式。

v 検証ルール名
v 検証ルールの
名前修飾子
v 論理データ・
モデルの ID

検証範囲

検証リスト

エンティティー属性また
は論理ドメインに対して
有効な値を定義する値の
範囲。

エンティティー属性また
は論理ドメインに対して
有効な値を定義する離散
値のリスト。

検証リストの離散値。
検証値

v 検証範囲名
v 検証範囲の名
前修飾子
v 論理データ・
モデルの ID
v 検証リスト名
v 検証リストの
名前修飾子
v 論理データ・
モデルの ID
v 検証値の名前
v 検証値の列
v 検証リストの
ID
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検証値

表 2. 論理データ・モデル資産 (続き)
資産の ID の構
成要素

資産タイプ

定義

エンティティー・キー

1 つ以上のエンティティ
ー属性を構成するセマン
ティック ID。エンティテ
ィー・キーは抽象スーパ
ータイプであり、ユニー
ク・キー、参照キー、ま
たはインバージョン・エ
ントリーにすることがで
きます。

ユニーク・キ
ー、参照キー、
またはインバー
ジョン・キーを
参照してくださ
い。

論理エンティティーのイ
ンスタンスを一意的に識
別するエンティティー属
性の値を指定するキー。
ユニーク・キーは、デザ
イン表またはデータベー
ス表の候補キーとして実
装できます。

v ユニーク・キ
ー名

ユニーク・キー

参照キー

ー

関係に関連付けられた参
照整合性制約を指定する
キー。参照キーは、デザ
イン表またはデータベー
ス表の外部キーとして実
装できます。

インバージョン・エント
インバージョン・キ リーを定義する非ユニー
ク論理 ID。インバージョ
ン・キーは、デザイン表
またはデータベース表の
索引として実装できま
す。

エンティティー・キーと
エンティティー・キ そのいずれかの属性の間
ー・コンポーネント
のアソシエーション。

論理エンティティーに付
エンティティー制約 加された制約の形式のビ
ジネス・ルール。

含まれる資産タ
イプ

v 論理エンティ
ティーの ID

v 参照キー名
v 論理エンティ
ティーの ID

v インバージョ
ン・キー名
v 論理エンティ
ティーの ID

v エンティティ
ー・キーの ID
v エンティティ
ー属性の ID
v エンティティ
ー制約名
v 論理エンティ
ティーの ID
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表 2. 論理データ・モデル資産 (続き)
資産タイプ
論理関係

関係終了

定義
2 つの論理エンティティ
ー間のアソシエーション
を定義する、一連のビジ
ネス・ルールを表現する
資産。論理関係は、デザ
イン外部キー、またはデ
ータベース表の外部キー
によって実装できます。
関係における論理エンテ
ィティーの関与の方法を
表すエンティティーと関
係の間の接続。

論理エンティティーをサ
エンティティー汎化 ブタイプおよびスーパー
階層
タイプに分類する、継承
アソシエーションを表現
する資産。階層スーパー
タイプは、階層内でスー
パータイプまたは親エン
ティティーに当たる論理
エンティティーです。
階層サブタイプ
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論理エンティティーをエ
ンティティー汎化階層の
サブタイプとして接続す
る資産。エンティティー
は、複数の階層でサブタ
イプにすることができま
す。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v 論理関係名

関係終了

v 関係の子エン
ティティーの
ID
v 関係の親エン
ティティーの
ID
v 関係終了の名
前
v 関係の ID
v 関係終了によ
って参照され
る論理エンテ
ィティーの ID
v エンティティ
ー汎化階層の
名前
v 親エンティテ
ィーの ID
v 論理モデルの
ID

v 階層サブタイ
プの名前
v エンティティ
ー汎化階層の
ID
v サブタイプで
ある論理エン
ティティーの
ID

階層スーパータ
イプおよび階層
サブタイプ

表 2. 論理データ・モデル資産 (続き)
資産タイプ
論理ドメイン

定義
複数の論理エンティティ
ーで再利用できる、ユー
ザー定義のデータ・タイ
プまたはグローバル属
性。論理ドメインは、物
理ドメインまたはデータ
ベース・ドメインによっ
て実装できます。論理ド
メインには他の論理ドメ
インを含めることができ
ます。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v 論理ドメイン
名

論理ドメイン

v 論理ドメイン
の名前修飾子
v 論理データ・
モデルの ID
論理ドメインが
別の論理ドメイ
ンを含む場合、
含まれる論理ド
メインの ID の
構成要素は次の
とおりです。
v 含まれる論理
ドメインの名
前
v 別の論理ドメ
インを含む論
理ドメインの
ID

関連概念:
2 ページの『実装済みデータ・リソース』
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。
14 ページの『物理データ・モデル資産』
物理データ・モデルとは、情報資産のデザイン・スキーマです。このスキーマは、
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係
を定義します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独
立しています。
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。
22 ページの『実装関係』
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースの間
の関係を設定したり探索したりすることができます。
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物理データ・モデル資産
物理データ・モデルとは、情報資産のデザイン・スキーマです。このスキーマは、
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係
を定義します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独
立しています。
物理データ・モデルは通常、モデリング・ツールを使用して論理データ・モデルか
ら生成しますが、既存のデータベースからリバース・エンジニアリングすることが
できます。物理データ・モデルは、データを格納するためのデザインを表します。
対照的に、実装済みデータ・リソースは実際のデータベースおよびデータ・ファイ
ルを表します。物理データ・モデルは複数の論理データ・モデルを実装でき、複数
のデータベース・スキーマおよびデータ・ファイルによる実装が可能です。
ブリッジを使用して、IBM InfoSphere Data Architect や CA ERwin Data Modeler
などのデザイン・ツールから物理データ・モデルをインポートすることができま
す。ブリッジを使用して物理データ・モデルをインポートする場合、その物理デー
タ・モデルを実装する、対応するデータベース・スキーマを作成することもできま
す。データベース・スキーマは、メタデータ・リポジトリーに保存され、InfoSphere
DataStage and QualityStage ジョブで使用することができます。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、論理データ・モデル、物理デー
タ・モデル、データベース・スキーマ、データ・ファイル、およびそれらに含まれ
る資産の間の実装関係を設定することができます。

資産タイプ
メタデータ・リポジトリーに格納できる物理データ・モデル資産の種類とその定義
を次の表に示します。
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表 3. 物理データ・モデル資産
資産タイプ

定義

情報資産のデザイン・ス
物理データ・モデル キーマ。このスキーマ
は、サブジェクト・ドメ
インまたはアプリケーシ
ョン内のデータの物理構
造および関係を定義しま
す。物理データ・モデル
は論理データ・モデルを
実装でき、データベー
ス・スキーマまたはデー
タ・ファイルによる実装
が可能です。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v 物理データ・
モデル名

サブモデル、デ
ザイン表、デザ
イン・ストアー
ド・プロシージ
ャー、および物
理ドメイン

v 物理データ・
モデルの名前
空間。モデル
を一意的に識
別するために
インポート中
に設定した値
物理データ・モ
デルにサブモデ
ルが含まれる場
合、サブモデル
の ID 構成要素
は次のとおりで
す。
v 含まれる物理
データ・モデ
ルの名前
v 含まれる物理
データ・モデ
ルの名前空間
v 含まれる物理
データ・モデ
ルの ID

デザイン表

デザイン列

物理データ・モデル内で
表構造を表現する資産。
デザイン表は、デザイン
列、デザイン候補キー、
およびデザイン外部キー
を定義します。デザイン
表は、論理エンティティ
ーを実装でき、データベ
ース表またはデータ・フ
ァイル構造による実装が
可能です。

v デザイン表名

データの単位の意味およ
び目的を定義する、デザ
イン表の関連したプロパ
ティー (特性)。デザイン
列はエンティティー属性
を実装でき、データベー
ス列またはデータ・ファ
イルのフィールドによる
実装が可能です。

v デザイン列名

v 物理データ・
モデルの ID

デザイン列、デ
ザイン候補キ
ー、およびデザ
イン外部キー

v デザイン表の
ID
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表 3. 物理データ・モデル資産 (続き)
資産タイプ
デザイン候補キー

デザイン外部キー

定義
デザイン表の ID 制約を
定義する固有のセマンテ
ィック ID。

2 つのデザイン表間の関
係を定義する非ユニーク
ID。

物理データ・モデル内で
デザイン・ストアー ストアード・プロシージ
ド・プロシージャー
ャー構造を表現する資
産。デザイン・ストアー
ド・プロシージャーは、
デザイン・ストアード・
プロシージャー・パラメ
ーターも定義します。デ
ザイン・ストアード・プ
ロシージャーは、ストア
ード・プロシージャーに
よって実装できます。
デザイン・ストアード・
デザイン・ストアー プロシージャーによって
ド・プロシージャー・パ 使用されるパラメータ
ラメーター
ー。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v デザイン候補
キー名
v デザイン表の
ID
v デザイン外部
キー名
v デザイン表の
ID
v デザイン・ス
トアード・プ
ロシージャー
名

デザイン・スト
アード・プロシ
ージャー・パラ
メーター

v デザイン・ス
トアード・プ
ロシージャー
の名前修飾子
名
v 物理データ・
モデルの ID
v デザイン・ス
トアード・プ
ロシージャ
ー・パラメー
ター名
v デザイン・ス
トアード・プ
ロシージャー
の ID

物理ドメイン

複数のデザイン表で再利
用できる、ユーザー定義
のデータ・タイプまたは
グローバル属性。物理ド
メインは論理ドメインを
実装でき、データベー
ス・ドメインによる実装
が可能です。

物理ドメインに含まれる
物理ドメイン・フィ データ・フィールド。例
ールド
えば、address という名
前のドメインは町名や番
地のフィールドを含みま
す。

関連概念:
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v 物理ドメイン
名
v 物理ドメイン
の名前修飾子
v 物理データ・
モデルの ID

v 物理ドメイ
ン・フィール
ド名
v 物理ドメイン
の ID

物理ドメイン・
フィールド

2 ページの『実装済みデータ・リソース』
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。
8 ページの『論理データ・モデル資産』
論理データ・モデルは、エンティティー・リレーションシップ・モデル化手法を使
用して情報資産のビジネス定義を取り込みます。論理データ・モデルは、関連エン
ティティーの集合とそのビジネス・アソシエーションで構成されます。
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。
22 ページの『実装関係』
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースの間
の関係を設定したり探索したりすることができます。

ビジネス・インテリジェンス資産
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産は、データのビジネス・ビューを提供するレ
ポートおよびモデルを編成するために BI ツールによって使用されます。こうした
資産には、BI レポート、BI モデル、BI コレクション、キューブがあります。
ブリッジを使用して、IBM Cognos® や SAP BusinessObjects などのツールから BI
資産をインポートすることができます。
BI 資産をインポートするときには、BI レポートのベースとなるデータベース表も
同時にインポートするようにしてください。そのようにすると、InfoSphere
Information Governance Catalog を使用して、データベース表の間の関係、データベ
ース表を使用するジョブ、および表に基づく BI レポートを表示するデータ・リネ
ージュ・レポートを作成することができます。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、BI 資産の表示と削除、および重複
する BI 資産の管理を行うことができます。

資産タイプ
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーに格納される BI 資産の
種類とその定義を次の表に示します。
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表 4. BI 資産
資産タイプ
BI サーバー

定義

資産の ID の構
成要素

BI ツールが単一のホス
v BI サーバー名
ト・コンピューターで複
数のサーバーをサポート
する場合、BI サーバーの
値はソース・ツール・サ
ーバーの名前です。BI ツ
ールがコンピューターご
とに 1 つのサーバーをサ
ポートする場合、BI サー
バーの値は、ホスト・シ
ステムの名前または IP ア
ドレスです。

含まれる資産タ
イプ
BI フォルダー

BI サーバーは、InfoSphere
Information Governance
Catalog、および
InfoSphere Metadata Asset
Manager の「インポー
ト」タブに表示されま
す。
BI フォルダー

ソース・ツールの BI モ
デル、BI レポート、また
はそれら両方を含むフォ
ルダー構造。BI フォルダ
ーは他の BI フォルダー
を含むこともできます。
BI フォルダーは、
InfoSphere Information
Governance Catalog、およ
び InfoSphere Metadata
Asset Manager の「インポ
ート」タブに表示されま
す。

BI モデル
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BI アプリケーションに関
連する BI データ・コレ
クション・ビューをグル
ープ化したものです。

v BI フォルダー
名
v BI サーバーの
ID (サブフォ
ルダーの場合
は、そのサブ
フォルダーを
含む BI フォ
ルダーの ID)

v BI モデル名
v BI フォルダー
の ID

BI フォルダー、
BI モデル、およ
び BI レポート

キューブ、BI コ
レクション、BI
結合、BI 階層、
および BI フィ
ルター

表 4. BI 資産 (続き)
資産タイプ
BI コレクション

BI コレクション・
メンバー

BI レベル

BI レベル・エレメ
ント

定義
データベースおよびファ
イルに保管されたデータ
のビューを提供するデー
タ構造。次元モデリング
では、これらの構造はデ
ィメンション表およびフ
ァクト表として知られて
います。BI コレクション
は、BI レポートのデー
タ・ソースです。

データベース列から予想
されるデータ値の基本的
な抽象化。BI コレクショ
ン・メンバーは、それら
のメンバーを所有するコ
レクションの構造を定義
します。メンバーには、
レギュラーとメジャーの
2 種類があります。レギ
ュラー・メンバーは、メ
ンバーを所有するコレク
ションの特性および意味
を記述するディメンショ
ン属性です。メジャー
は、ファクト・コレクシ
ョンの測定エンティティ
ーを定義する分析値を表
します。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v BI コレクショ
ン名

BI コレクショ
ン・メンバー、
BI レベル、BI
階層、および BI
フィルター。BI
コレクションは
他の BI コレク
ションを含むこ
とができます。

v BI コレクショ
ンの名前空間
v コレクション
を含む BI モ
デルの ID (サ
ブコレクショ
ンの場合は、
そのサブコレ
クションを含
む BI コレク
ションの ID)
v BI コレクショ
ン・メンバー
名
v BI コレクショ
ンの ID

BI 階層の順序関係におけ
る論理ステップを定義す
る資産。BI レベルは、相
互に関連し、1 つの論理
単位として機能する、同
じ BI コレクションの 1
つ以上の BI コレクショ
ン・メンバーから構成さ
れます。

v BI レベル名

BI コレクション・メンバ
ーをコレクション内の特
定のレベルに割り当てる
結合クラス。

v BI コレクショ
ン・メンバー
の ID

v BI コレクショ
ンの ID

BI レベル・エレ
メント

v BI レベルの
ID
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表 4. BI 資産 (続き)
資産タイプ
キューブ

定義
同じ次元数を共有する、
一連の関連した分析値か
ら成る BI モデルのサブ
セットです。

キューブの分析値に関連
キューブ・ディメン した、BI コレクション内
ション
のディメンションにキュ
ーブを接続する結合クラ
ス。キューブ・ディメン
ションは、ディメンショ
ンの派生元 BI コレクシ
ョンと、キューブの関連
ディメンション階層を参
照します。
メジャーである BI コレ
キューブ・メジャー クション・メンバーにキ
ューブを接続する結合ク
ラス。

BI フィルター

BI 階層
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BI コレクションを通じて
表示されるソース・デー
タに対するフィルター制
約。フィルターは、ロー
カルかグローバルのいず
れかです。ローカル・フ
ィルターは単一の BI コ
レクションによって所有
されます。グローバル・
フィルターは、BI モデル
や 1 つ以上のコレクショ
ンによって所有されま
す。
BI コレクション内のデー
タの順序または関係を定
義する編成構造を定義し
ます。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v キューブ名

キューブ・ディ
メンションおよ
びキューブ・メ
ジャー

v キューブの名
前空間
v BI モデルの
ID
v キューブの ID
v BI コレクショ
ンの ID

v キューブの ID
v BI コレクショ
ン・メンバー
の ID
v BI フィルター
名
v BI フィルター
の名前空間
v 他のモデルを
含む BI モデ
ルの ID また
は他のコレク
ションを含む
BI コレクショ
ンの ID のい
ずれか。
v BI 階層名
v BI 階層の名前
空間
v 他のモデルを
含む BI モデ
ルの ID また
は他のコレク
ションを含む
BI コレクショ
ンの ID のい
ずれか。

BI 階層メンバー

表 4. BI 資産 (続き)
資産タイプ
BI 階層メンバー

BI 結合

BI レポート

BI レポート照会

定義
階層構造の中で BI レベ
ルを順序付ける資産。

資産の ID の構
成要素

含まれる資産タ
イプ

v BI 階層の ID
v BI レベルの
ID

2 つのデータベース表を
v BI 結合名
結合する (物理結合) 資
v BI 結合条件
産、または 2 つの BI コ
レクションを結合する (論 v BI モデルの
ID
理結合) 資産。物理結合は
BI コレクションのデー
タ・ソースを定義し、論
理結合はファクト・コレ
クションとディメンショ
ン・コレクションの間の
スター・スキーマで使用
されます。

BI レポート照会

データベースまたは BI
モデル内の情報に基づく
ビジネス・インテリジェ
ンス・レポート。

v BI レポート名

BI レポート照会

データベースまたは BI
モデルに対する照会。

v BI レポート照
会名

v BI フォルダー
の ID
BI レポート照会
項目

v BI レポート照
会の名前空間
v BI レポートの
ID
BI レポート照会項

BI レポート照会の列を定
義する資産。

目

v BI レポート照
会項目名
v BI レポート照
会の ID

関連概念:
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。

各種の共通メタデータ資産
共通メタデータ資産には、主要なカテゴリーに適合しない資産タイプがいくつか含
まれています。該当する資産はデータ接続、カスタム属性、および規則ライブラリ
ーです。
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資産タイプ
メタデータ・リポジトリーに格納される各種の共通メタデータ資産とその定義を次
の表に示します。これらの種類の資産は、istool コマンド・ラインを使用してインポ
ートおよびエクスポートすることができます。
表 5. 各種の共通メタデータ資産
資産タイプ

定義

資産の ID の構成要素

データ接続

データベース、データ・ファイ
ル・フォルダー、またはデータ・
ファイルにアクセスするための接
続。例えば、ODBC 接続または
Oracle 接続。

v データ接続名
v ユーザー名
v 接続ストリング
v データ接続によって
アクセスされるデー
タベース、データ・
ファイル・フォルダ
ー、またはデータ・
ファイルの ID
v 接続によってアクセ
スされるホストの
ID

カスタム属性

実装済みデータ・リソース、論理 カスタム属性名
データ・リソース、拡張データ・
リソース、または拡張マッピング
に関する情報を追加する、ユーザ
ー作成の属性。

規則ライブラリー

データを変換するためにインポー 規則ライブラリー名
トされて XML ステージによって
使用される、関連した XML スキ
ーマのグループ。

実装関係
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースの間
の関係を設定したり探索したりすることができます。
InfoSphere Information Server ツールは、データベースおよびデータ・ファイルから
のデータを分析および変換します。データベースおよびデータ・ファイルとその内
容を記述するメタデータは、実装済みデータ・リソース の階層としてメタデータ・
リポジトリーに格納されます。この階層において、ホスト・コンピューターは 1 つ
以上のデータベースを含み、データベースはスキーマを含みます。データベース・
スキーマは表を含み、表は列を含みます。ホストはデータ・ファイルを含むことも
できます。この場合、データ・ファイルはデータ・ファイル構造を含みます。デー
タ・ファイル構造はデータ・ファイル・フィールドを含みます。データ・ファイ
ル・フィールドは列と同等です。
多くの場合、これらのデータ階層内の編成は、CA ERwin Data Modeler や
InfoSphere Data Architect などのデザイン・ツールを使用するときにデータ・モデラ
ーによって決定されます。データ・モデラーは、モデリング・ツールを使用して論
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理データ・モデル を作成し、情報資産のビジネス上の定義および相互の関係をこの
モデルに取り込みます。同じツールを使用して、論理データ・モデルを物理デー
タ・モデル として実装し、論理的な概念をデータベースのデザイン (場合によって
はデータ・ファイルのデザイン) に変換できます。最後に、実世界のデータベース
のスキーマ (またはデータ・ファイル) として物理データ・モデルを実装できます。
論理データ・モデルは、データベース・スキーマとして直接実装することもできま
す。
データベース資産およびデータ・ファイル資産は実装済みデータ・リソース のカテ
ゴリーに入っていますが、データ・モデル資産に対する実装関係を持つとは限りま
せん。例えば一部のデータベースは、論理データ・モデルまたは物理データ・モデ
ルに対する参照なしで構成されます。それ以外の場合では、データベースはデー
タ・モデルとは別個にインポートされ、相互の関係は InfoSphere Metadata Asset
Manager で手動で設定しない限り確立されません。


データ・
モデル


データベース・
スキーマ




データ・
モデル



データ・
ファイル

図 1. 資産タイプ間の実装関係

論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースのメ
タデータをインポートして格納することにより、InfoSphere Information Server は、
論理概念からジョブでのさまざまな変換までのデータ・フローの統一されたビュー
を提供します。

ブリッジによるインポート時の実装関係の設定
ブリッジを使用してデザイン・ツールから論理データ・モデルおよび関連した物理
データ・モデルをインポートすると、モデル内の対応する資産間の実装関係がブリ
ッジによって自動的に設定されます。例えば、論理データ・モデルのエンティティ
ーおよび属性は、実装関係 によって、物理データ・モデルの対応するデザイン表お
よびデザイン列に接続されます。
以下のように、実装関係は両方向の関係です。
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v 論理データ・モデルは物理データ・モデルによって実装され ます。
v 物理データ・モデルは論理データ・モデルを実装し ます。
デザイン・ツールから物理データ・モデルをインポートする場合、インポート時に
指定する ID パラメーターに基づいて、実装済みデータ・リソースの追加セットを
作成することもできます。このプロセスでは、物理データ・モデルが、その物理デ
ータ・モデルのデザイン表とデザイン列に対応するデータベースの表と列を持つデ
ータベース・スキーマに変換されます。実装済みデータ・リソースと物理データ・
モデル資産の両方が、メタデータ・リポジトリーに保存されます。データベースの
表と列は、InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブの開発者が使用することが
できます。ブリッジは、物理データ・モデル資産と、データベース・スキーマ内の
対応する資産との実装関係を設定します。
これらの実装関係を使用して、デザイン・ツールでメタデータのソースを論理的起
点までトレースすることができます。例えば InfoSphere Information Governance
Catalog のリネージュを使用すると、データベース列の定義を、実装しているデザイ
ン列までトレースすることができます。列ごとに、関連したエンティティー属性ま
たはデザイン列を表示できます。これらの関係を InfoSphere Metadata Asset
Manager で表示したりたどったりすることもできます。これにより、情報フローの
全体像を把握し、データ構造の変更を察知することができます。例えば、論理デー
タ・モデルのエンティティー属性のプロパティーを変更した場合にその変更の影響
が及ぶダウンストリームのデータベース列を知ることができます。また、実装関係
をトレースして、論理データ・モデルのすべてのエンティティー属性がデータベー
ス列として実装されていることを確認することができます。

実装関係を設定するための別の方法
メタデータ・リポジトリーに格納される論理データ・モデル、物理データ・モデ
ル、および実装済みデータ・リソースの間の関係を手動で設定することができま
す。手動による実装関係の設定は、論理データ・モデルおよび物理データ・モデル
を個別にインポートする場合や、データベース資産またはデータ・ファイル資産を
インポートし、それらが論理データ・モデル資産または物理データ・モデル資産を
実装することを指定する場合に便利です。
InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブで、論理データ・
モデルが 1 つ以上の物理データ・モデルまたはデータベース・スキーマによって実
装されることを指定することができます。物理データ・モデルが 1 つ以上のデータ
ベース・スキーマまたはデータ・ファイルによって実装されることを指定すること
もできます。含まれる資産の間に追加の実装関係を設定することができます。例え
ば、論理データ・モデルとデータベース・スキーマの間の実装関係を作成する場合
は、データ・モデルの論理エンティティーがスキーマの 1 つ以上のデータベース表
によって実装されることを指定することができます。
InfoSphere Information Analyzer でデータ・ソースを分析するときには、分析結果を
使用して物理データ・モデルを作成することができます。これにより、物理デー
タ・モデルの対応する資産と分析したデータベース・スキーマの間の実装関係が設
定されます。その上で、ルールを作成し、物理データ・モデル資産をデフォルトの
ルール・バインディングと関連付け、実装関係を使用して、バインド可能なデータ
ベース表またはデータベース列を表示することができます。
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関連概念:
8 ページの『論理データ・モデル資産』
論理データ・モデルは、エンティティー・リレーションシップ・モデル化手法を使
用して情報資産のビジネス定義を取り込みます。論理データ・モデルは、関連エン
ティティーの集合とそのビジネス・アソシエーションで構成されます。
14 ページの『物理データ・モデル資産』
物理データ・モデルとは、情報資産のデザイン・スキーマです。このスキーマは、
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係
を定義します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独
立しています。
2 ページの『実装済みデータ・リソース』
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。
関連情報:
実装関係の設定または削除
実装済みデータ・リソースによって、論理データ・モデルおよび物理データ・モデ
ルを実装できます。論理データ・モデル資産または物理データ・モデル資産のいず
れかと、実装済みデータ・リソースの間の実装関係を、設定または削除することが
できます。論理データ・モデル資産と物理データ・モデル資産の間の実装関係も、
設定または削除することができます。

資産 ID
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。
InfoSphere Information Server のスイート・ツールを使用してメタデータ・リポジト
リーに格納されている資産を処理する場合は、各資産が固有の ID を持っているこ
とが重要です。この固有 ID により、例えば、スチュワードを割り当てるデータベ
ース列やグロッサリーの用語に割り当てられるデータベース列と同じデータベース
列がジョブで使用されることが保証されます。
多くの場合、メタデータ・リポジトリー内の資産の ID は、資産の名前および資産
の包含関係の階層に基づきます。例えば、データベース表の ID は、表の名前に、
その表を含むデータベース・スキーマ、データベース、およびホスト・コンピュー
ターの ID を加えたものです。1 つのスキーマに同名のデータベース表を 2 つ作成
することはできません。資産の ID が判明していれば、資産をより容易に表示した
り検索したりすることができます。
場合によっては、ID の一部として資産の名前空間 や名前修飾子 も使用されます。
これら 2 つの ID 構成要素はオプションの値であり、資産のインポートに使用する
一部のツールによって指定されます。例えば一部の BI ツールは、メタデータ・リ
ポジトリーにインポートする特定の BI 資産について、フォルダー・パスの形式で
名前空間の情報を提供します。この追加の値により、BI 資産を一意的に識別できま
す。
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各タイプの共通メタデータ資産の ID 構成要素は、資産タイプに関する個別のトピ
ックに示されています。資産タイプの ID を把握しておくと、スイート・ツールで
の参照構造が分かりやすくなります。以下の図では、InfoSphere Metadata Asset
Manager の「リポジトリー管理」タブに表示されるデータベース表の参照パスが、
そのデータベース表についてリストされた ID プロパティーと同じになっていま
す。

図 2. データベース表の参照パスと ID

上図の「プロパティー」リストでは、データベース表の ID の各構成要素がスラッ
シュで区切られ、host_name/database_name/database schema_name/
database_table_name という形式になっています。この表記を ID ストリング と呼
びます。ID ストリングは、istool コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産
のインポート、エクスポート、照会、または削除を行うときに個々の資産を指定す
るために使用します。
資産の istool 用 ID ストリングは、必ずしもその資産のすべての ID 構成要素を含
んでいるわけではありません。例えば、istool の照会では、データベースに対して、
ID ストリングで、データベース名を唯一の ID 構成要素として使用します。データ
ベース資産の完全な ID には、DBMS 名とデータベース・サーバー名も含まれるこ
とがあります。
ほとんどのスイート・ツールのユーザー・インターフェースには、ID のすべての構
成要素は表示されません。完全な表示は、資産のプロパティーを表示したときに
InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブで参照できます。
「ID」フィールドには、istool コマンド・ラインによって使用される短縮形の ID
情報と同じ ID 情報が表示されます。しかし、それ以外の ID 構成要素は別のフィ
ールドに表示されます。例えば、DBMS 名はフィールド「DBMS」に表示され、デ
ータベース・サーバーはフィールド「サーバー」に表示されます。
関連概念:
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17 ページの『ビジネス・インテリジェンス資産』
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産は、データのビジネス・ビューを提供するレ
ポートおよびモデルを編成するために BI ツールによって使用されます。こうした
資産には、BI レポート、BI モデル、BI コレクション、キューブがあります。
48 ページの『インポートする資産の ID パラメーター』
データベース資産、論理データ・モデル、または物理データ・モデルをインポート
するときに、ID パラメーターの値を指定します。 ID の値を指定すると、メタデー
タ・リポジトリーでの重複資産を回避するのに役立ち、資産を間違って上書きする
ことがなくなります。
関連タスク:
67 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のインポートの分析』
インポートを分析して、重複資産、または無効な ID を持つ資産があるか確認しま
す。
70 ページの『インポート済みステージの比較』
同じインポート領域に含まれるインポート済みステージを比較できます。比較によ
って、各インポート済みステージの間の資産の違いが分かります。

重複資産
重複資産は、同じ ID を持つ資産、または ID が異なるが同一と見なせる資産のこ
とです。重複資産の管理は、マージまたは削除によって行います。
ほとんどの場合、スイート・ツールは、重複する資産がメタデータ・リポジトリー
内に作成されたりインポートされたりしないようにします。しかし、メタデータ・
リポジトリーで資産の重複が発生してしまう場合があります。重複が発生する可能
性があるのは次の場合です。
v 2 種類のインポート・ツール (コネクターとブリッジなど) を使用して 1 つの資
産を同じソースから別のタイミングでインポートすると、一方のツールが他方の
ツールと異なる ID を報告する場合があります。例えば、データベース管理シス
テム (DBMS) が 2 つのインポート・ツールによって異なる方法で解釈され、そ
の結果、同じインポート対象資産が 2 つの異なるデータベースに格納されてしま
うことがあります。
v 別のホスト・コンピューターから同じ資産を 2 回インポートしたり別の ID パラ
メーターを指定したりすると、同じデータベース表が別のホスト、データベー
ス、またはスキーマの一部になってしまう可能性があります。
v InfoSphere Metadata Asset Manager で重複のインポートを防ぐデフォルトの管理
設定をオーバーライドすると、メタデータ・リポジトリーで重複が発生する可能
性があります。
メタデータ・リポジトリーでの重複には、基本的な種類として次の 2 つがありま
す。
v 同じ ID を持つ重複。例えば、同じデータベース・スキーマに含まれる別のデー
タベース表と同じ名前を持つデータベース表。
v ID は異なるが実際には同じオブジェクトと見なせる重複。例えば、2 つのデータ
ベース表が同じ列を持ち、名前も同じと考えられるが、別のスキーマ、データベ
ース、またはホストに含まれている場合。
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InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して資産をインポートするときに、同じ
ID を持つ重複があれば、インポート・イベントでアラートが出されます。それらの
重複はステージング領域で調べることができます。しかし、管理設定で重複のイン
ポートが許可されているのでない限り、ソース・ツールで重複を修正してから再イ
ンポートしなければ、インポート・イベントをメタデータ・リポジトリーで共有す
ることはできません。インポート中の重複を許可することを選択する場合は、同じ
内容を再インポートするたびにリポジトリーに重複が増えてしまうことに注意して
ください。
メタデータ・リポジトリーに重複が存在する場合は、InfoSphere Metadata Asset
Manager の「リポジトリー管理」タブを使用して管理できます。「重複の管理」を
クリックすると、特定のタイプの同名の資産を表示し、比較することができます。
同じホスト・コンピューターに含まれる重複するデータベースと、同じデータベー
スに含まれる重複するデータベース・スキーマはマージすることができます。格納
されている同名のデータベース表およびデータベース列もマージされます。すべて
のタイプの重複資産を削除することができます。
リポジトリーを参照して、重複している可能性があるが名前が異なる資産を調べる
ことができます。
実行する処置を決定する際には、「リポジトリー管理」タブに表示される資産の使
用状況に関する情報が参考になります。重複資産をマージまたは削除する前に、ス
イート・ツールによる資産の使用状況 を確認してください。例えば、削除しようと
する重複資産が用語に割り当てられている場合は、残す資産を同じ用語に割り当て
る必要があります。重複資産がジョブで使用されている場合は、InfoSphere
DataStage and QualityStage で、削除する資産の代わりに残す資産を使用するように
ジョブのプロパティーを変更できます。
関連タスク:
67 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のインポートの分析』
インポートを分析して、重複資産、または無効な ID を持つ資産があるか確認しま
す。
関連情報:
重複メタデータ資産の管理
メタデータ・リポジトリー内の重複資産を比較、マージ、または削除することがで
きます。重複資産を削除することにより、スイート・ツールのユーザーが、正しい
資産を選択して使用できるようになります。
資産のマージ
資産を参照するか、重複資産を管理した後で、2 つの資産を 1 つの資産にマージす
ることができます。重複するメタデータ資産をマージすると、スイート・ツールの
ユーザーが、ジョブで使用する正しいメタデータを選択しやすくなります。データ
ベースまたはデータベース・スキーマをマージできます。

孤立資産
ID ストリングでの直接の親資産から切り離された資産を孤立資産 と呼びます。
親資産が削除されたときに、子資産が他の資産との関係を持っているために子資産
を削除できない場合は、資産が孤立することがあります。
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孤立資産をスイート・ツールで使用すると、ID が不完全であるため、問題が発生す
る可能性があります。解決するには、孤立資産を削除し、元の資産を再インポート
します。孤立資産を表示および削除するには、InfoSphere Metadata Asset Managerの
「リポジトリー管理」タブを使用します。
資産を再インポートするときに他のスイート・ツールに対して必要な関係を再作成
できるように、必ず孤立資産の使用状況を調べてください。
関連タスク:
67 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のインポートの分析』
インポートを分析して、重複資産、または無効な ID を持つ資産があるか確認しま
す。
関連情報:
孤立資産の管理
孤立した実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、またはビジネス・
インテリジェンス (BI) 資産の詳細を表示したり、孤立資産をメタデータ・リポジト
リーから削除したりすることができます。孤立資産には、完全な ID がありませ
ん。ID 階層内の 1 つ以上の資産が存在しないためです。

資産の削除ルール
メタデータ・リポジトリーから資産を削除する前に、資産の削除ルールを理解して
ください。

実装済みデータ・リソースの削除ルール
実装済みデータ・リソースを削除するときに適用される削除ルールを以下の表に示
します。
表 6. 実装済みデータ・リソースの削除ルール
削除する資産

削除ルール

ホスト

データベース、データ・ファイル・フォルダ
ー、データ・ファイル、ジョブ、コネクタ
ー、またはデータ接続のいずれかの資産を含
むホストは削除できません。

データベース

データベースに含まれるデータベース・スキ
ーマもすべて削除されます。

データベース・スキーマ

データベース・スキーマに含まれるデータベ
ース表およびストアード・プロシージャーも
すべて削除されます。

データベース表

データベース表に含まれる列、候補キー、お
よび外部キーもすべて削除されます。当該デ
ータベース表に基づく表分析および列分析も
すべて削除されます。
データベース表が別の表の主キーを指す外部
キー制約を持つ場合は、削除できません。

データ・ファイル・フォルダー

データ・ファイル・フォルダーに含まれるサ
ブフォルダー、データ・ファイル、データ・
ファイル定義もすべて削除されます。
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表 6. 実装済みデータ・リソースの削除ルール (続き)
削除する資産

削除ルール

データ・ファイル

データ・ファイルに含まれるデータ・ファイ
ル構造およびデータ・ファイル・フィールド
もすべて削除されます。

データ・ファイル構造

データ・ファイル構造に含まれるデータ・フ
ァイル・フィールドもすべて削除されます。

データ・ファイル定義

データ・ファイル定義に含まれるデータ・フ
ァイル定義構造もすべて削除されます。

データ・ファイル定義構造

データ・ファイル定義構造に含まれるデー
タ・ファイル定義フィールドもすべて削除さ
れます。

データ項目定義

データ・ファイル定義に含まれるデータ項目
定義フィールドもすべて削除されます。
メタデータ・リポジトリーのいずれかのデー
タベース列またはデータ・ファイル・フィー
ルドが当該データ項目定義に基づいている場
合は、データ項目定義を削除できません。

データベース・ドメイン

データベース・ドメインに含まれるデータベ
ース・ドメイン・フィールドもすべて削除さ
れます。
メタデータ・リポジトリーのいずれかのデー
タベース列が当該データベース・ドメインに
基づいている場合は、データベース・ドメイ
ンを削除できません。

BI 資産の削除ルール
BI 資産を削除するときに適用される削除ルールを以下の表に示します。
表 7. BI 資産の削除ルール
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削除する資産

削除ルール

BI サーバー

BI サーバーに含まれる BI フォルダーもす
べて削除されます。

BI フォルダー

BI フォルダーに含まれるサブフォルダー、
BI モデル、および BI レポートがすべて削
除されます。

BI モデル

BI モデルに含まれる BI ディメンション、
BI コレクション、BI 結合、BI 階層、およ
びキューブもすべて削除されます。

BI レポート

BI レポートに含まれる BI レポート照会も
すべて削除されます。

BI collection

BI コレクションに含まれる BI コレクショ
ン・メンバー、BI レベル、および BI 階層
もすべて削除されます。
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表 7. BI 資産の削除ルール (続き)
削除する資産

削除ルール

キューブ

キューブに含まれる BI ディメンションおよ
び BI コレクション・メンバーもすべて削除
されます。

BI レポート照会

BI レポート照会に含まれる BI レポート照
会項目もすべて削除されます。

論理データ・モデルの削除ルール
論理データ・モデル資産を削除するときに適用される削除ルールを以下の表に示し
ます。
表 8. 論理データ・モデルの削除ルール
削除する資産

削除ルール

論理データ・モデル

論理データ・モデルに含まれるサブモデル、
サブジェクト・エリア、論理関係、論理エン
ティティー、およびエンティティー汎化階層
もすべて削除されます。

論理ドメイン

含まれる論理ドメインもすべて削除されま
す。メタデータ・リポジトリーのいずれかの
エンティティー属性が当該論理ドメインに基
づいている場合は、論理ドメインを削除でき
ません。

論理エンティティー

論理エンティティーに関連付けられた論理関
係、論理属性、キー、および検証制約もすべ
て削除されます。

エンティティー汎化階層

エンティティー汎化階層に関連付けられたサ
ブタイプ・エレメントはすべて削除されま
す。エンティティー汎化階層に関連付けられ
た論理エンティティーは削除されません。

論理関係

論理関係に接続された関係終了はすべて削除
されます。関係に関連付けられた論理エンテ
ィティーは削除されません。

サブジェクト・エリア

サブジェクト・エリアを削除しても、関連し
た資産には影響しません。

物理データ・モデルの削除ルール
物理データ・モデル資産を削除するときに適用される削除ルールを以下の表に示し
ます。
表 9. 物理データ・モデルの削除ルール
削除する資産

削除ルール

物理データ・モデル

物理データ・モデルに含まれる物理ドメイ
ン、物理表、およびデザイン・プロシージャ
ーもすべて削除されます。
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表 9. 物理データ・モデルの削除ルール (続き)
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削除する資産

削除ルール

物理ドメイン

含まれる物理ドメイン・フィールドもすべて
削除されます。メタデータ・リポジトリーの
いずれかのデザイン列が当該物理ドメインに
基づいている場合は、物理ドメインを削除で
きません。

デザイン表

デザイン表に関連付けられたデザイン列、デ
ザイン候補キー、およびデザイン外部キーも
すべて削除されます。

デザイン・ストアード・プロシージャー

デザイン・ストアード・プロシージャーのパ
ラメーターもすべて削除されます。
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第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した
資産のインポートおよび管理
メタデータ資産のインポートを検討したりプレビューしたりすることができるほ
か、メタデータ・リポジトリーにある資産を管理することができます。
関連概念:
1 ページの『第 1 章 共通メタデータ資産』
共通メタデータ資産はメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM InfoSphere
Information Server スイートのツール間で共有されます。共通メタデータ資産には、
論理データ・モデル資産、物理データ・モデル資産、実装済みデータ・リソース、
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産などがあります。
127 ページの『ブリッジの機能の仕組み』
ブリッジを使用してメタデータをインポートまたはエクスポートすることができま
す。一部のブリッジでは、IBM MetaBroker® テクノロジーが使用されます。
関連資料:
129 ページの『ブリッジを使用するための要件』
メタデータをインポートまたはエクスポートする前に、必要なソフトウェア・プロ
グラムをインストールする必要があります。一部のブリッジには、追加の要件があ
ります。これらの要件については、ブリッジごとのブリッジ参照トピックで詳細に
説明されています。
関連情報:
127 ページの『第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用したメ
タデータの交換』
InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジを使用することで、ツール、ファイ
ル、およびデータベースから、InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジ
トリーにメタデータをインポートできます。

InfoSphere Metadata Asset Manager の概要
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
メタデータ・リポジトリーにインポートを共有 すると、インポートされた資産は他
のスイート・ツールのユーザーも使用できるようになります。他のユーザーは、資
産の分析、ジョブでの使用、用語への割り当て、または資産のスチュワードの指定
を行うことができます。インポートを共有するまでは、資産はメタデータ・リポジ
トリーに表示されず、スイート・ツールが使用することはできません。
共通メタデータ資産には、次のタイプがあります。
v 実装済みデータ・リソース (データベース表やデータ・ファイルなど)
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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v 物理データ・モデル資産 (デザイン表やデザイン列など)
v 論理データ・モデル資産 (論理エンティティー、エンティティー属性、関係など)
v ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産 (BI モデル、BI コレクション、データベ
ース表に基づく BI レポートなど)
v データ接続とカスタム属性
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用するには、いずれかの共通メタデータ・
ロール (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/c_common_metadata_roles.dita) が割
り当てられている必要があります。
InfoSphere Metadata Asset Manager は、次のタイプのインポート・ツールを使用し
ます。
v InfoSphere Metadata Integration Bridges。IBM Cognos、CA ERwin、InfoSphere
Data Architect、Hadoop 分散ファイリング・システム、InfoSphere MDM、SAP
BusinessObjects など、多数のタイプのツール、ファイル、データベースからメタ
データをインポートします。いくつかのブリッジは、InfoSphere Discovery からの
分析情報、 InfoSphere Streams からのエンドポイントなど、追加のタイプのメタ
データをインポートします。
v InfoSphere Information Server コネクター。 Amazon
S3、Greenplum、Teradata、Oracle、Netezza、DB2® などのデータベースから、
ODBC 接続および JDBC 接続を使用してデータベースのメタデータをインポー
トします。
InfoSphere Metadata Asset Manager で実行するタスクは 3 つのメイン域に分割さ
れ、それぞれが次のような独自のタブを持っています。
v 「インポート」では、インポートの内容をメタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域で分析してプレビューします。
v 「リポジトリー管理」では、メタデータ・リポジトリー内の資産の検索、検査、
管理、およびエクスポートを行います。
v 「管理」では、インポート・ポリシーを設定して、ブリッジとコネクターがイン
ストールされているメタデータ交換サーバーを管理します。
InfoSphere Metadata Asset Manager にログインするには、ブラウザーで URL
https://server:port/ibm/iis/imam/console にアクセスします。ここで、server は
サービス層コンピューターの名前または IP アドレスで、port はポート番号です。
デフォルトのポート番号は、HTTPS の 9443 です。

ステージング領域への資産のインポート
インポートをメタデータ・リポジトリーで共有することを選択したかどうかに関わ
らず、各インポートの内容とパラメーターがステージング領域のインポート領域に
保存されます。ステージング領域は、メタデータ・リポジトリー内の分離されたス
キーマであり、他のスイート・ツールのユーザーには表示されません。新しいイン
ポートを実行するとき、インポート済みステージ を含むインポート領域を作成しま
す。インポート領域から再インポートする場合は、同じインポート領域で新しいイ
ンポート済みステージを作成します。
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資産のインポートには、次のタスクが含まれます。
1. インポート領域の命名、およびブリッジとコネクターを実行するメタデータ交換
サーバーの選択。ローカル・コンピューターまたはリモート・コンピューターを
選択できます。
2. インポートする資産が含まれるデータベース、ファイル、またはツールからのイ
ンポートを行うブリッジまたはコネクターの選択。
3. ブリッジまたはコネクターのパラメーター値の指定、および場合によってはイン
ポートする特定の資産の選択。
コネクターのパラメーター値を指定する場合、データ接続を作成するか、または
既存のデータ接続を選択する必要があります。データ接続は、データベースなど
のデータ・ソースと InfoSphere Information Server との間の、再使用可能な接続
です。データ接続を作成し、インポートをメタデータ・リポジトリーで共有する
と、そのデータ接続が保管され、他のユーザーが、そのデータ接続の詳細で指定
されているデータ・ソースに接続する際に使用できるようになります。共通メタ
データ・インポーターは、インポート・ウィザードでデータ接続を作成できま
す。共通メタデータ・アドミニストレーターは、「インポート」タブでデータ接
続を更新し、「リポジトリー管理」タブでデータ接続を削除します。
4. データベース資産、論理データ・モデル、または物理データ・モデルをインポー
トする場合の、ID パラメーターの指定。 ID パラメーターによって、重複資産
の作成を回避し、既存の資産が間違って上書きされないようにすることができま
す。
5. 高速インポートと管理インポートのどちらを実行するかの選択。
高速インポート
ソース・メタデータはステージング領域にインポートされ、そこで自動
的に分析およびプレビューされます。アドミニストレーターの設定によ
って、インポートがメタデータ・リポジトリーで自動的に共有される
か、またはインポートをメタデータ・リポジトリーに手動で共有する前
にプレビューを表示するよう要求されるかが決まります。
管理インポート
ソース・メタデータはステージング領域にインポートされ、そこでイン
ポートの内容を手動で分析し、メタデータ・リポジトリーで共有したと
きの結果をプレビューします。インポートの内容に問題がなければ、イ
ンポート資産をメタデータ・リポジトリーで共有します。

メタデータ・リポジトリーの分析、プレビュー、および共有
ステージング領域では、インポートの内容を分析して、重複または ID の問題がな
いか確認できます。そのような問題が発生している場合は、ソース・ツールで修正
して、資産を再インポートできます。再インポートすると、同じインポート領域に
新しいインポート済みステージが作成されます。最新のインポート済みステージと
以前のインポート済みステージの内容を比較できます。
分析結果に問題がなければ、メタデータ・リポジトリーへのインポートの共有の結
果をプレビューできます。インポートの結果として、リポジトリー内のどの既存資
産が作成およびマージされるかを参照して確認でき、削除される資産のリストを表
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示することもできます。InfoSphere Information Governance Catalog がインストール
されている場合は起動して、リポジトリーにある資産をさらに検証することができ
ます。
共有する前に、選択した内容が正確にインポートされるようにインポート・パラメ
ーターを変更して、再インポートすることができます。プレビューに問題がなけれ
ば、インポート済みステージをメタデータ・リポジトリーで共有できます。共有プ
ロセスの結果を参照できます。

メタデータ・リポジトリー内の資産のエクスポート
「リポジトリー管理」タブで、データベース、データベース・スキーマ、およびそ
の中に含まれているデータベース表をエクスポートできます。
エクスポートするデータベースまたはデータベース・スキーマを選択します。
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジは、オブジェクト管理グループ (OMG) Common
Warehouse Metamodel (CWM) XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォー
マットに準拠するファイルにエクスポートする場合に使用します。

メタデータ・リポジトリーでの資産の管理
「リポジトリー管理」タブで、共通メタデータ資産を参照して検索できます。
メタデータ・リポジトリーに重複資産がある場合は、検索してからマージまたは削
除できます。孤立資産 (最初にその資産を含んでいた資産から分離された資産) が存
在する場合、検査して削除できます。
論理データ・モデル、物理データ・モデル、データベース・スキーマ、およびデー
タ・ファイルの間の実装関係を表示したり設定したりできます。これらの関係は、
デザイン・ツールでの概念から、データベースおよびデータ・ファイルに実装され
るまでの資産の発展の追跡に役立ちます。
資産にスチュワードを割り当てたり、資産に注釈を追加したりできます。メタデー
タ・リポジトリーから資産を削除できます。
関連概念:
110 ページの『共通メタデータ資産の管理』
InfoSphere Metadata Asset Manager 内の「リポジトリー管理」タブを使用して、メ
タデータ・リポジトリーに格納されている資産を表示、比較、マージ、および削除
することができます。また、論理データ・モデルおよび物理データ・モデルと、実
装済みデータ・リソースとの間に実装関係を設定することもできます。
関連タスク:
2 ページの『共通メタデータ資産のタイプ』
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。
関連資料:
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129 ページの『InfoSphere Information Server バージョン 11.3 でサポートされるイ
ンポート・ブリッジ』
メタデータ・ソースに接続するインポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、
およびパラメーター値について説明します。
関連情報:
127 ページの『第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用したメ
タデータの交換』
InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジを使用することで、ツール、ファイ
ル、およびデータベースから、InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジ
トリーにメタデータをインポートできます。

InfoSphere Metadata Asset Manager の管理
共通メタデータ・アドミニストレーターは、InfoSphere Metadata Asset Manager を
使用できるように構成し、インポート・ポリシーを設定します。

InfoSphere Metadata Asset Manager のトポロジー図
InfoSphere Metadata Asset Manager のコンポーネントは、複数の層に分散していま
す。コンポーネントはサービス層とリポジトリー層に自動的にインストールされ、
クライアント層には手動でインストールします。
次の図に、InfoSphere Metadata Asset Managerのトポロジーとインポートの流れを示
します。
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InfoSphere Metadata Asset Manager は、サポートされている Firefox と Internet
Explorer のブラウザーで動作する Web クライアントです。
ブリッジまたはコネクターを使用して、ツール、データベース、およびファイルか
らメタデータをインポートします。
ほとんどのブリッジの場合、ブリッジを使用するには、クライアント層の Microsoft
Windows コンピューターにメタデータ交換エージェントとブリッジをインストール
します。WebSphere® Application Server Liberty Profile は、メタデータ交換エージェ
ントと共にインストールされます。
コネクターを使用するには、InfoSphere DataStage and QualityStage または
InfoSphere Information Analyzer をエンジン層の Windows、Unix、または Linux コ
ンピューターにインストールすることにより、コネクターをインストールします。
また、Linux および AIX のエンジン層のみに、HDFS ブリッジが自動的にインスト
ールされます。IBM InfoSphere Streams ブリッジおよび IBM InfoSphere Master
Data Management ブリッジは、サービス層に自動的にインストールされます。
インストール時に、ブリッジとコネクターがインストールされているコンピュータ
ーが、メタデータ交換サーバーとして自動的に指定されます。クライアントのみの
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インストールでは、インストール後に共通メタデータ・アドミニストレーターがメ
タデータ・サーバーを指定する場合があります。
InfoSphere Metadata Asset Manager のサーブレットとサービスは、スイート・サー
ビスと共にサービス層にインストールされます。
スイートをインストールして、メタデータ・リポジトリー用にデフォルトの DB2
データベースを作成すると、InfoSphere Metadata Asset Manager のステージング領
域のスキーマがメタデータ・リポジトリー・データベース内に自動的に作成されま
す。メタデータ・リポジトリー用に Oracle または SQL Server データベースを使用
する場合は、構成時に、ステージング領域のスキーマを手動で作成する必要があり
ます。
ブリッジまたはコネクターを使用してメタデータをインポートすると、インポート
の内容はステージング領域に保存されます。ステージング領域で、資産を分析し、
インポートをメタデータ・リポジトリーで共有した場合の結果をプレビューするこ
とができます。インポートを共有するまで、他のユーザーにはインポートの内容は
表示されず、そのインポートで作業することができません。インポートをメタデー
タ・リポジトリーで共有すると、他のスイート・ユーザーも、インポートされた資
産を表示したり、使用したりできるようになります。
関連資料:
40 ページの『メタデータ交換サーバー』
メタデータ交換サーバーとは、ブリッジとコネクターを使用してインポートを実行
するために InfoSphere Metadata Asset Manager が使用するコンピューターのことで
す。メタデータをインポートするとき、ブリッジまたはコネクターがインストール
されているメタデータ交換サーバーを選択し、ブリッジまたはコネクターを選択し
ます。

InfoSphere Metadata Asset Manager の使用の準備
ユーザーが InfoSphere Metadata Asset Manager の新規インストール済み環境でイン
ポートを実行する前に、共通メタデータ・アドミニストレーターは、必要なコンポ
ーネントとツールが、すべて適切にインストールされて構成されていることを確認
する必要があります。必要なロールが割り当てられ、ユーザーがメタデータをイン
ポートして、メタデータ・リポジトリーを参照できるようにします。

このタスクについて
InfoSphere Metadata Asset Manager のインストールについて詳しくは、「IBM
InfoSphere Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を
参照してください。

手順
1. InfoSphere Information Server Web コンソールで、適切な共通メタデータ・ロー
ルを割り当てます (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/c_common_metadata_roles.dita)。
2. メタデータ交換サーバーは、通常、製品のインストール時に自動的に指定されま
す。ただし、InfoSphere Information Server のクライアントのみのインストール
を行い、メタデータ交換サーバーの指定を後で行うよう選択した場合は、
InfoSphere Metadata Asset Manager の「管理」タブを使用して、メタデータ交換
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サーバーを作成および使用可能にします。 InfoSphere Metadata Asset Manager
の「管理」タブを使用するには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロー
ルを持っている必要があります。
3. 以下のようにして、必要なすべてのソフトウェアが、各メタデータ交換サーバー
に配置されていることを確認します。
v ブリッジがインストールされている各コンピューターが、ブリッジを使用する
ためのシステム要件を満たしていることを確認します。インストールの前提条
件のリストについては、技術情報「System requirements for InfoSphere
Metadata Integration Bridges」(http://www.ibm.com/support/docview.wss?
&uid=swg27037866) を参照してください。
v 使用するコネクターの資料をチェックして、使用に必要な前提条件をすべて満
たしていることを確認します。
v 使用する各ブリッジに、追加で必要なソフトウェアをインストールしているこ
とを確認します。一部のブリッジでは、ブリッジがインストールされているコ
ンピューターと同じコンピューターに、ソース・ツールをインストールする必
要もあります。サポートされるブリッジと個々の前提条件のリストについて
は、技術情報「List of supported bridges for InfoSphere Information Server
Version 11.3」(http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27042029) を
参照してください。
4. InfoSphere Metadata Asset Manager の「管理」タブで、インポート設定を指定し
ます。
InfoSphere Metadata Asset Manager にログインするには、ブラウザーで URL
https://server:port/ibm/iis/imam/console にアクセスします。ここで、server
はサービス層コンピューターの名前または IP アドレスで、port はポート番号で
す。デフォルトのポート番号は、HTTPS の 9443 です。

メタデータ交換サーバー
メタデータ交換サーバーとは、ブリッジとコネクターを使用してインポートを実行
するために InfoSphere Metadata Asset Manager が使用するコンピューターのことで
す。メタデータをインポートするとき、ブリッジまたはコネクターがインストール
されているメタデータ交換サーバーを選択し、ブリッジまたはコネクターを選択し
ます。
通常、InfoSphere Information Server のインストール時に、ブリッジがインストール
されているクライアント層コンピューターと、コネクターがインストールされてい
るエンジン層コンピューターが、自動的にメタデータ交換サーバーとして指定され
ます。ただし、クライアント層のみをインストールしている場合は、インストール
後にメタデータ交換サーバーを手動で指定するオプションがあります。
共通メタデータ・アドミニストレーターは、InfoSphere Metadata Asset Manager の
「管理」タブ、またはコマンド・ラインを使用して、メタデータ交換サーバーを手
動で指定できます。共通メタデータ・アドミニストレーターは「管理」タブを使用
して、手動で指定されたメタデータ交換サーバーを使用可能または使用不可にしま
す。
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メタデータ交換エージェント、ブリッジ、およびコネクターが同じコンピューター
にインストールされている場合は、ブリッジとコネクターの両方に単一のメタデー
タ交換サーバーを指定できます。このサーバーの HTTPS ポートを指定します。
ほとんどのブリッジにおいて、ブリッジ・インポートを使用可能にするには、メタ
データ交換エージェントがインストールされているコンピューターを指定して、そ
のコンピューターの HTTPS ポートを指定します。ポート番号は、メタデータ交換
エージェントをインストールした際に指定したものを使用します。デフォルトの
HTTPS ポートは 19443 です。
コネクター・インポートと、HDFS ブリッジを使用したインポートを使用可能にす
るには、InfoSphere DataStage and QualityStage とともにコネクターがエンジン層に
インストールされているコンピューターを指定します。コネクターのみがメタデー
タ交換サーバーにインストールされている場合は、HTTPS ポートを指定しないでく
ださい。
サービス層に自動的にインストールされる IBM InfoSphere Streams ブリッジと
IBM InfoSphere Master Data Management ブリッジは、どのメタデータ交換サーバー
とでも一緒に使用できます。
メタデータ交換サーバーを使用可能にすると、共通メタデータ・インポーター・ロ
ールを持っているユーザーがインポートを開始するときに、「インポート」タブの
「新規インポート領域」画面で選択できます。その後、そのコンピューターにイン
ストールされているブリッジまたはコネクターを使用して、インポートを実行でき
ます。
注: ブリッジとコネクターの両方が、指定したメタデータ交換サーバーにインスト
ールされているにも関わらず、コネクターが「新規インポート領域」画面に表示さ
れない場合は、メタデータ交換サーバーに対して指定したホスト名が、コンピュー
ターに InfoSphere DataStage がインストールされたときにメタデータ・リポジトリ
ーに登録された名前と同じであることを確認してください。場合によっては、登録
名にドメイン名が含まれている可能性があります。詳細については、技術情報
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21516326を参照してください。
メタデータ交換サーバーを使用して 1 つ以上のインポート領域が作成されている場
合、そのサーバーは in use (使用中) としてリストされます。使用中としてリスト
されているメタデータ交換サーバーは削除できません。
メタデータ交換サーバーを使用不可にすると、そのサーバーを使用して作成された
インポート済みステージを再インポートすることはできません。
関連概念:
37 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のトポロジー図』
InfoSphere Metadata Asset Manager のコンポーネントは、複数の層に分散していま
す。コンポーネントはサービス層とリポジトリー層に自動的にインストールされ、
クライアント層には手動でインストールします。
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InfoSphere Metadata Asset Manager のインポート設定
共通メタデータ・アドミニストレーターは、「管理」タブでインポートのグローバ
ル・ポリシーを設定します。これらのポリシーには、高速インポートを実行するた
め、および重複を許可するためのルールが含まれます。
インポート設定は、企業のニーズに一致するプロシージャーを確立できるようデザ
インされています。重複のインポートを許可するかどうか、および高速インポート
中にメタデータのプレビューをいつユーザーに要求するかが、おそらく最も重要な
選択です。
これらの設定は、すべてのインポートに適用されます。「管理」タブで設定を変更
する以外に、設定を上書きする方法はありません。
再インポート、接続のテスト、ソース・メタデータのフィルタリングなどの際に、
インポーターが再度パスワードを指定する必要がないように、パスワードは、デフ
ォルトで暗号化済みフォーマットで保存されます。パスワードが保存されないよう
にすることもできます。
追加のインポートのデバッグを使用可能にすると、追加の XMI 情報が保存されま
す。「インポート済みステージ」タブの「サマリー」セクションからダウンロード
できるインポート・ログには、XMI 情報へのリンクが含まれます。
インポート済みステージがリポジトリーに共有されているインポート領域をユーザ
ーが削除すると、インポートの履歴が失われます。ただし、共有メタデータは、リ
ポジトリーから削除されません。

重複の許可
メタデータ・リポジトリーへの重複資産のインポートを許可すると、混乱が生じ
て、エラーが発生しやすい状況になる可能性があります。例えば、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が重複データベース表から表定義を作成して、その表定義を
ジョブで使用することがあります。別のスイート・ユーザーが、別の重複データベ
ース表を、ジョブで参照されているデータベース表と同じものであるとみなして、
用語に割り当てる可能性があります。また、同じソースを再インポートするたび
に、重複がさらに作成されます。
このため、デフォルトのインポート設定では、メタデータ・リポジトリーでの重複
資産の共有を許可していません。
ただし、重複資産のインポートを許可する状況が発生することがあります。例え
ば、ソース内の重複している資産が、ワークフローで重要ではないと判断した場合
です。これらの資産は、「リポジトリー管理」タブで後から検索して削除できま
す。インポートする代わりの方法として、ソースで修正することもできますが、時
間がかかる場合があります。インポートを完了し、重複は後で処理する方が重要な
こともあります。このような場合は、デフォルト設定を変更して、リポジトリーで
の重複資産の共有を許可します。

高速インポートのプレビュー
高速インポートを実行する場合、ソース・メタデータはステージング領域にインポ
ートされ、そこで自動的に分析およびプレビューされます。インポート設定によっ
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て、インポートがメタデータ・リポジトリーで自動的に共有されるか、またはイン
ポートを手動でメタデータ・リポジトリーで共有する前にプレビューを表示するよ
うユーザーに要求するかが決まります。
高速インポートを実行する選択権をユーザーに与えるかどうかは、ソース・メタデ
ータの信頼性、およびソース・メタデータをメタデータ・リポジトリーで共有した
結果に対する信頼性の程度によって決定する必要があります。
デフォルトでは、資産がインポートの結果として削除される場合にのみ、高速イン
ポートのプレビューがユーザーに要求されます。インポーターがソースとメタデー
タ・リポジトリーの両方のメタデータについて十分な知識を持っているような場合
は、このデフォルトをオーバーライドして、資産が削除される場合でもユーザーに
プレビューを要求しないようにすることができます。
デフォルトでは、資産がインポートの結果として作成またはマージされる場合、プ
レビューは要求されません。インポート時に、資産がメタデータ・リポジトリーに
作成されることはよくあり、資産が作成されても、メタデータ・リポジトリーの既
存の資産に影響はありません。また、再インポート時に、既存の資産を変更せずに
マージすることもよくあります。デフォルト設定を変更すると、管理インポートに
近いインポート・ワークフローになりますが、分析とプレビューの手順は、変更前
と同じように自動化されます。これにより、インポートをメタデータ・リポジトリ
ーで共有する前に、インポーターがインポートの結果をプレビューして十分理解す
ることができます。
デフォルトで、メタデータ・リポジトリーでの重複の共有を許可する場合は、共有
前にインポートをプレビューする必要があります。重複の共有が影響を与える可能
性があるため、ソース・メタデータに関して十分な知識があり、かつ共有の結果に
十分な信頼性がある場合にのみ、このデフォルトを変更してください。

共有済みインポートがあるインポート領域の削除
インポート済みステージがリポジトリーに共有されているインポート領域をユーザ
ーが削除すると、インポートの履歴が失われ、すべてのインポート済みステージと
その資産が、ステージング領域スキーマから削除されます。ただし、共有メタデー
タは、メタデータ・リポジトリーから削除されません。
リポジトリー内のメタデータのソースを完全に把握することができる、監査可能な
管理された環境を作成することを重視する場合は、共有済みインポートがあるイン
ポート領域の削除は行わないほうがよいでしょう。

資産のインポートと共有
管理インポートまたは高速インポートの実行、ステージング領域での資産の処理、
共有の結果のプレビュー、およびメタデータ・リポジトリーでへのインポートの共
有を行うことができます。
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InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポ
ートの準備
資産をインポートする前に、アクセス権を確認して、設定する必要があるパラメー
ターを確認し、使用するインポートのタイプを判断します。これらのオプションの
手順を実行することにより、資産のインポート時の間違いを防ぐことができます。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーターまたは共通メタデータ・インポーターのロ
ールを持っている必要があります。

このタスクについて
特定のソースからインポートを実行する前に、次のことを理解しておくことが重要
です。
v ソース・メタデータ
v ソース・メタデータのインポートに使用するブリッジまたはコネクター
v このメタデータに最も適したインポートのタイプ
これらのオプションの手順を実行することにより、インポート時の間違いを防ぐこ
とができます。

手順
1. インポートする資産を特定し、その資産に接続するための証明情報を持っている
ことを確認します。
2. 必要な追加情報を判断するために、テスト実行を開始します。
a. 「インポート」タブで、「新規インポート領域」をクリックします。インポ
ート領域に名前を付け、ブリッジまたはコネクターがインストールされてお
り、資産のインポートに使用するメタデータ交換サーバーを指定します。
b. 適切なブリッジまたはコネクターを選択します。インポートするソース・メ
タデータに基づいて、ブリッジまたはコネクターを選択します。コネクター
を選択する場合は、コネクターの資料を確認します。ブリッジを選択する場
合、資料は InfoSphere Metadata Asset Manager インターフェースのインポー
ト画面に組み込まれています。
c. インポート・パラメーターを事前に確認します。パラメーター画面まで進み
ます。各パラメーターのヘルプをチェックして、インポート・パラメーター
の値を指定するための十分な情報を準備していることを確認します。
3. このインポートが、高速インポートと管理インポートのどちらとして実行するの
が適切か検討します。
高速インポート
共通メタデータ・アドミニストレーターが「管理」タブで指定する設定
に応じて、手動による分析またはプレビューなしで、高速インポートで
メタデータをメタデータ・リポジトリーに直接インポートできます。高
速インポートは、インポートする資産について十分な知識を持ち、メタ
データ・リポジトリーに保存した場合の結果が信頼できるものである場
合に適しています。
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管理インポート
管理インポートは、内容、およびリポジトリーの他の資産に与える可能
性がある影響を十分確認する必要がある場合に適しています。
4. インポートをキャンセルして、欠落している情報をインポートの実行前に取得し
ます。 実行する前にインポートをキャンセルすると、インポート領域は作成さ
れません。

InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータの
インポート
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。

始める前に
共通メタデータ・インポーターまたは共通メタデータ・アドミニストレーターのロ
ールを持っている必要があります。
メタデータのインポートのための前提条件をすべて満たしていることを確認しま
す。
v InfoSphere Metadata Asset Manager とブリッジのインストール
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_install_imam.html)
v InfoSphere Metadata Asset Manager の使用の準備

このタスクについて
インポートを実行して、インポート領域を作成します。高速インポートまたは管理
インポートのいずれかを実行すると、インポート領域が作成されます。
管理インポートを実行すると、インポートのメタデータ資産を詳細に確認できま
す。インポートがリポジトリーに与える可能性がある影響をプレビューできます。
時間を取ってソース・メタデータで問題を修正したり、他のパラメーターを指定し
て再インポートしたりできます。
高速インポートは、インポート・ソースの内容の信頼性が高い場合は時間の節約に
なります。デフォルトでは、高速インポートで、インポートの結果としてリポジト
リー資産が削除される場合に、メタデータ・リポジトリーでの共有の結果をプレビ
ューする必要があります。アドミニストレーターは、すべての場合に自動共有を許
可するか、またはすべての場合にプレビューを要求するようデフォルトを変更でき
ます。

手順
1. 「インポート」タブで、「新規インポート領域」をクリックします。
2. 「新規インポート領域」ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. インポート領域の固有の名前と説明を指定します。
b. インポートの実行元のメタデータ交換サーバーを選択します。
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c. インポートに使用するブリッジまたはコネクターを選択します。 インポート
するソース・メタデータに応じて、ブリッジまたはコネクターを選択しま
す。選択したブリッジまたはコネクターのヘルプは、「インポートのヘル
プ」ペインに表示されます。
d. 「次へ」をクリックします。
3. コネクター・インポートと、HDFS ブリッジを使用したインポートの場合は、デ
ータ接続を選択または作成します。選択したデータ接続のプロパティーを編集す
ることができます。
4. 選択したブリッジまたはコネクターのインポート・パラメーターを指定します。
値フィールドにマウス・カーソルを移動すると、各パラメーターのヘルプが表示
されます。
a. サーバーからのインポートに対して接続情報を入力した後で、「接続のテス
ト」をクリックします。
b. データベースとリポジトリーからのインポートでは、インポートする特定の
資産を参照して選択します。
c. 「次へ」をクリックします。
5. 必要に応じて、「ID パラメーター」画面で、インポートしているデータベース
資産またはデータ・モデルに対して、ID パラメーターを指定します。選択した
各パラメーターについて、ヘルプで確認します。「次へ」をクリックします。
6. インポート・イベントの説明を入力して、高速インポートまたは管理インポート
のどちらを実行するか指定します。
7. 「インポート」をクリックします。 インポート領域が作成されました。インポ
ートの実行と状況メッセージが表示されます。
長時間のインポートがタイムアウトにならないようにするには、インポート・ウ
ィンドウを開いたままにします。

タスクの結果
インポートが完了したら、管理インポートを実行していた場合は、インポート領域
の「インポート済みステージ」タブで、インポートされた資産を分析します。
高速インポートを実行していた場合は、次の表にリストされるアクションのいずれ
かを実行します。
表 10. 高速インポート後の選択肢
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状況

実行するアクション

分析に修正すべき問題が表示されている

「インポート済みステージ」タブが表示され
ます。分析結果を確認します。必要であれ
ば、段階的なイベントを再インポートしま
す。

管理設定でプレビューが必要になっている

「共有プレビューの表示」画面が表示されま
す。インポートの共有の結果をプレビューし
ます。
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表 10. 高速インポート後の選択肢 (続き)
状況

実行するアクション

管理設定でプレビューが必要になっていない

資産はメタデータ・リポジトリーで共有され
ます。「共有済みインポート」タブが表示さ
れます。「リポジトリー管理」タブで資産を
参照して、他のスイート・ツールで処理でき
ます。

次のタスク
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブで、インポートしたデータベース表ま
たはデータ・ファイル構造を使用する場合は、表定義を作成する必要があります。
データベース表またはデータ・ファイル構造から表定義を作成するには、デザイナ
ー・クライアントで、「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「共有表からの
表定義の作成」の順にクリックした後、表定義の作成元とするインポート済み資産
を選択します。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
関連タスク:
72 ページの『既存のインポート済みステージからのインポート領域の作成』
既存のインポート済みステージのパラメーターを使用して、メタデータを新しいイ
ンポート領域に再インポートします。
68 ページの『インポート済みステージの再インポート』
インポート領域のインポート済みステージを再インポートできます。再インポート
のためにインポート・パラメーターを調整して、インポートするメタデータをより
適切に指定できます。
関連資料:
129 ページの『InfoSphere Information Server バージョン 11.3 でサポートされるイ
ンポート・ブリッジ』
メタデータ・ソースに接続するインポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、
およびパラメーター値について説明します。
83 ページの『imam コマンドの import オプション』
高速インポートを実行して新規インポート領域を作成するには、import オプション
を使用します。import オプションは、--action パラメーターを指定して imam コ
マンドを使用する場合に使用できます。
91 ページの『imam コマンドの reimport オプション』
reimport オプションを使用して、インポート領域の最新のインポート済みステージ
を再インポートすることができます。reimport オプションは、--action パラメー
ターを指定して imam コマンドを使用する場合に使用できます。
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関連情報:
127 ページの『第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用したメ
タデータの交換』
InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジを使用することで、ツール、ファイ
ル、およびデータベースから、InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジ
トリーにメタデータをインポートできます。

インポートする資産の ID パラメーター
データベース資産、論理データ・モデル、または物理データ・モデルをインポート
するときに、ID パラメーターの値を指定します。 ID の値を指定すると、メタデー
タ・リポジトリーでの重複資産を回避するのに役立ち、資産を間違って上書きする
ことがなくなります。
ID パラメーターに一貫性のある値を使用すると、スイート・ユーザーはジョブの作
成、スチュワードの指定、用語への割り当てなどのタスクで使用する資産を容易に
特定できます。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してデータベース資産、論理データ・モ
デル、または物理データ・モデルをインポートするときに、「ID パラメーター」画
面で値を指定します。

データベース資産
リモート・データベースとリポジトリーからメタデータをインポートするブリッジ
とコネクターは、インポートしている資産を含むホスト・システムとデータベース
について、不完全、または一貫性のない情報を提供することがあります。
データベース表の ID は次の要素で構成されています。
v ホスト・システム名
v データベース名から構成されるデータベース ID、DBMS 名、および DBMS サ
ーバーのインスタンス名
v データベース・スキーマ名
v データベース表名
このため、ホスト名、データベース名、データベース管理システム (DBMS) 名、お
よび DBMS サーバー・インスタンス名は、表およびその表が含むスキーマの ID
の重要な部分です。2 つの異なる方法で同じデータベース資産をインポートしよう
として、それぞれの方法で別の DBMS 名が生成されると、メタデータ・リポジト
リーに重複資産が作成される可能性があります。厳密には別の ID であるが、同一
の内容を持つ、または同じ子資産を含む資産は、潜在的な重複資産です。
重複を回避して、データベース資産が適切に特定されるようにするには、インポー
ト処理中に ID パラメーターの値を指定します。ID パラメーターは、インポート元
とは異なるホスト・システム、データベース、または DBMS に、インポートする
資産を関連付けようとするときにも役立ちます。例えば、テストと実動で使用する
ホスト・システムとデータベースで、資産を特定する場合があります。ホスト・シ
ステム、データベース、およびスキーマのパラメーターでは、名前を入力するか、
メタデータ・リポジトリー内に既にあるホスト、データベース、またはスキーマを
選択して、インポートした資産に関連付けることができます。
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インポートに選択したブリッジまたはコネクターによっては、データベース資産に
次の ID パラメーターの値を指定できます。
ホスト・システム名
データベースをホストするコンピューターの名前。データベースからインポ
ートする場合、ソース・コンピューターの名前と異なる名前を指定できま
す。例えば、開発時または実動時にこのデータベースをホストするコンピュ
ーターを指定することもあります。
データベース名
インポートされたスキーマと表を含むデータベースの名前。ソース・データ
ベースの名前と異なる名前を指定できます。
DBMS 名
データベースをホストする DBMS の名前。DBMS 名は、ターゲット・デー
タベースの ID の一部分です。ソース・データベースをホストする DBMS
と異なる DBMS を指定できます。 DBMS 名は、データベース名として入
力する値に適合している必要があります。
DBMS サーバー・インスタンス名
DBMS サーバー・インスタンスが存在する場合はその名前。データベース
管理システムによっては、DBMS サーバー・インスタンスの概念を持たな
いものもあります。DBMS サーバー・インスタンス名は、ターゲット・デ
ータベースの ID の一部分です。ソース・データベースをホストするのとは
異なる DBMS サーバー・インスタンスの名前を指定できます。 DBMS サ
ーバー・インスタンスの名前は、データベース名として入力する値に適合し
ている必要があります。
スキーマ名
インポートされた表が属するスキーマの名前。

論理データ・モデルおよび物理データ・モデルの資産
物理データ・モデルをデザイン・ツールからインポートする場合、その物理デー
タ・モデルからデータベース・スキーマとデータベース表を作成することもできま
す。これは、ジョブで使用できるように、これらの共有表から表定義を作成したい
InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザーにとって必要です。ホスト・システ
ム、データベース、およびオプションで DBMS の ID パラメーターを指定して、
データベース・スキーマの有効な ID を作成します。物理データ・モデルとデータ
ベース・スキーマの両方が、インポート時にメタデータ・リポジトリーに保管され
ます。
メタデータ・リポジトリーで、論理データ・モデルまたは物理データ・モデルの ID
は、モデルの名前と名前空間の値の組み合わせです。モデルをインポートするとき
は、「ID パラメーター」画面で「モデル名前空間」パラメーターの値を指定しま
す。
値にはどのようなものでも指定できます。値は実際の名前空間の構成と対応してい
なくても構いません。名前空間の値を入力することも、メタデータ・リポジトリー
内にある既存の名前空間の値を参照して使用することもできます。
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ユニークな名前空間の値を指定することで、同じ名前を持つ 2 つの異なる論理モデ
ルまたは物理モデルを区別することができます。論理データ・モデルと物理デー
タ・モデルを同時にインポートする場合、指定した名前空間の値がそれぞれに使用
されます。
重要: InfoSphere Information Server バージョン 8.7 でデザイン・ツール・ブリッジ
を使用して作成されるインポートでは、インポートされる論理データ・モデルまた
は物理データ・モデルの ID に、モデル・ファイルのパスが入った名前空間値が含
まれています。同じデータ・モデルをバージョン 8.7 でインポートした場合は、以
下のいずれかのアクションを行ってください。
v 新規データ・モデルを以前にインポートしたデータ・モデルとマージするには、
元のインポートで自動的に指定されたものと同じ値を「モデル名前空間」に使用
します。この名前空間値をコピーするには、以前にインポートした論理または物
理データ・モデルを参照して、「リポジトリー管理」タブでモデルを表示しま
す。
v 現行のデータ・モデル用に別の ID を作成するには、以前にインポートしたデー
タ・モデルの名前空間値とは異なる値を「モデル名前空間」に指定します。現行
のデータ・モデルが固有の資産としてインポートされ、以前にインポートされた
モデルはメタデータ・リポジトリー内に残ります。必要に応じて、共通メタデー
タ・アドミニストレーターは、以前にインポートされたデータ・モデルを「リポ
ジトリー管理」タブで削除できます。
関連概念:
2 ページの『実装済みデータ・リソース』
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。

InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
データ接続の ID には、次の構成要素を含めることができます。
v データ接続の名前 (必須)
v ユーザー名
v 接続固有のパラメーター (必須、表 1 を参照)
v データ接続がアクセスするデータ・ソースのホスト
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接続固有のパラメーターは、使用している接続のタイプによって異なります。次の
表に、コネクターのタイプごとの接続固有パラメーターを示します。
表 11. コネクターとブリッジのタイプごとの接続固有パラメーター
コネクターまたはブリッジ

接続ストリング・パラメーター

Amazon S3 Connector

地域

Greenplum Connector

データ・ソース

HDFS ブリッジ

InfoSphere BigInsights™ Web コンソールがイ
ンストールされているホスト

IBM DB2 Connector

データベース

JDBC Connector

データ・ソースの URL

ODBC Connector

データ・ソース

Oracle Connector

サーバー

Teradata Connector

サーバー

Netezza Connector

データ・ソース

データ接続の作成および編集に関するルール
InfoSphere Metadata Asset Manager では、データ接続の作成と編集は、インポー
ト・プロセスおよびインポート領域に関係しています。データ接続の作成または編
集は、インポート・ウィザードでの作業中に行います。特定のインポート領域でデ
ータ接続を編集できるかどうかは、そのインポート領域のインポートをメタデー
タ・リポジトリーで共有しているかどうかによって異なります。
v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有してい
ない場合、既存のデータ接続の選択、または、新規データ接続の作成が可能で
す。インポートを実行した後でも、インポートをメタデータ・リポジトリーで共
有していない限り、データ接続のいずれのプロパティーも編集することができま
す。
v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有した後
は、そのインポート領域での作業中にデータ接続のパスワードのみを変更できま
す。ただし、新規インポート領域を作成した場合、データ接続を選択および編集
することができます。
データ接続の名前、ユーザー名、または接続ストリングを編集して、データ接続の
ID を変更すると、インポート領域がメタデータ・リポジトリーで共有された後で、
新しいデータ接続が作成されます。既存のデータ接続と同じ ID プロパティーを持
つデータ接続を作成すると、インポートをメタデータ・リポジトリーで共有したと
きに、新しいデータ接続で既存のデータ接続が上書きされます。
データ接続の説明またはパスワードを編集すると、変更された情報がステージング
領域に保存されます。説明とパスワードはデータ接続の ID の一部ではないため、
インポート済みステージをメタデータ・リポジトリーで共有するときに、変更が既
存のデータ接続にマージされます。
データ接続を作成または編集した場合、InfoSphere Information Analyzerでそのデー
タ接続を使用できるようにするには、パスワードを保存する必要があります。デフ
ォルトでは、必須パスワードまたはセキュリティーは、データ接続の作成時または
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編集時に保存できます。共通メタデータ・アドミニストレーターは、InfoSphere
Metadata Asset Manager の「管理」タブでインポート設定を変更することによっ
て、そうしたパスワードを保存する機能をオフにすることができます。
「カスタマー情報 DB2 データベース」という名前のデータ接続があり、そのデー
タ接続を編集し、データ接続の名前のみを「新しいカスタマー情報 DB2 データベ
ース」に変更した場合、「新しいカスタマー情報 DB2 データベース」データ接続
を使用するインポート領域を共有すると、結果として 2 つのデータ接続が存在する
ことになります。データ接続「カスタマー情報 DB2 データベース」と「新しいカ
スタマー情報 DB2 データベース」の両方が、データ接続のリストに存在します。
接続は、名前以外のパラメーターが同じです。「新しいカスタマー情報 DB2 デー
タベース」のみを使用する予定の場合は、「カスタマー情報 DB2 データベース」
のデータ接続を削除できます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。
関連資料:
83 ページの『imam コマンドの import オプション』
高速インポートを実行して新規インポート領域を作成するには、import オプション
を使用します。import オプションは、--action パラメーターを指定して imam コ
マンドを使用する場合に使用できます。
91 ページの『imam コマンドの reimport オプション』
reimport オプションを使用して、インポート領域の最新のインポート済みステージ
を再インポートすることができます。reimport オプションは、--action パラメー
ターを指定して imam コマンドを使用する場合に使用できます。
InfoSphere Metadata Asset Managerでのデータ接続の作成:
コネクターまたは HDFS ブリッジを使用してメタデータをインポートするときに、
データ・ソースに接続するためのデータ接続を作成できます。
始める前に
InfoSphere Metadata Asset Manager では、データ接続の作成と編集は、インポー
ト・プロセスおよびインポート領域に関係しています。データ接続の作成または編
集は、インポート・ウィザードでの作業中に行います。特定のインポート領域でデ
ータ接続を編集できるかどうかは、そのインポート領域のインポートをメタデー
タ・リポジトリーで共有しているかどうかによって異なります。
v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有してい
ない場合、既存のデータ接続の選択、または、新規データ接続の作成が可能で
す。インポートを実行した後でも、インポートをメタデータ・リポジトリーで共
有していない限り、データ接続のいずれのプロパティーも編集することができま
す。
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v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有した後
は、そのインポート領域での作業中にデータ接続のパスワードのみを変更できま
す。ただし、既存のインポート領域をコピーすることにより新しいインポート領
域を作成した場合、データ接続を選択および編集することができます。コピーの
作成時に、新しいデータ接続を作成するか、既存のデータ接続を編集するかを選
択できます。
このタスクについて
手順
1. 「インポート」タブで、「新規インポート領域」をクリックします。
a. インポート領域の固有の名前と説明を指定します。
b. メタデータ交換サーバーを選択します。
c. データのインポートに使用するコネクターまたはブリッジを選択します。
d. 「次へ」をクリックします。
2. 「データ接続」フィールドの参照アイコンをクリックします。
3. 「新規データ接続」をクリックします。
4. 「新規データ接続」ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. データ接続の名前を入力します。その際に、自分や他のユーザーが、接続を
確立しようとしているデータ・ソースの接続を特定できるような名前にしま
す。
b. 必要な接続情報を指定します。必須フィールドにはアスタリスク文字 (*) が
付いています。
c. 「パスワードを保存」を選択して、データ接続のパスワードを保存します。
パスワードを保存すると、他のユーザーがパスワードを入力せずにデータ接
続を使用できます。InfoSphere Information Analyzer でデータ接続を使用でき
るようにするには、パスワードを保存する必要があります。 デフォルトで
は、「パスワードを保存」パラメーターは、データ接続の作成時または編集
時に表示されます。共通メタデータ・アドミニストレーターは、InfoSphere
Metadata Asset Manager の「管理」タブでインポート設定を変更することに
よって、パスワードを保存する機能をオフにすることができます。
d. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
データ接続はステージング領域に保存されます。インポートをメタデータ・リポジ
トリーで共有すると、データ接続もメタデータ・リポジトリーに保存されます。ユ
ーザーは他のインポート領域のデータ接続を使用でき、他のスイート・ツールのユ
ーザーもデータ接続にアクセスできます。
関連タスク:
68 ページの『インポート済みステージの再インポート』
インポート領域のインポート済みステージを再インポートできます。再インポート
のためにインポート・パラメーターを調整して、インポートするメタデータをより
適切に指定できます。
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InfoSphere Metadata Asset Managerのデータ接続の編集:
コネクターまたは HDFS ブリッジを使用してメタデータをインポートするときに、
既存のデータ接続を選択できます。データ・ソースに接続するための証明情報が変
更されていたり、パラメーターを変更するときは、接続を編集しなければならない
場合があります。
始める前に
共通メタデータ・インポーターまたは共通メタデータ・アドミニストレーターのロ
ールを持っている必要があります。共通メタデータ・アドミニストレーター・ロー
ルを持っていない場合は、データ接続の作成者である必要があります。
このタスクについて
InfoSphere Metadata Asset Manager では、データ接続の作成と編集は、インポー
ト・プロセスおよびインポート領域に関係しています。データ接続の作成または編
集は、インポート・ウィザードでの作業中に行います。特定のインポート領域でデ
ータ接続を編集できるかどうかは、そのインポート領域のインポートをメタデー
タ・リポジトリーで共有しているかどうかによって異なります。
v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有してい
ない場合、既存のデータ接続の選択、または、新規データ接続の作成が可能で
す。インポートを実行した後でも、インポートをメタデータ・リポジトリーで共
有していない限り、データ接続のいずれのプロパティーも編集することができま
す。
v 作業中のインポート領域のインポートをメタデータ・リポジトリーで共有した後
は、そのインポート領域での作業中にデータ接続のパスワードのみを変更できま
す。ただし、新規インポート領域を作成した場合、データ接続を選択および編集
することができます。
手順
1. 「インポート」タブで、「新規インポート領域」をクリックするか、既存のイン
ポート領域を開きます。
2. 編集するデータ接続を選択します。
オプション

説明

新規のインポート領域でデータ接続を編集す
る

1. インポート領域の固有の名前と説明を指
定します。
2. メタデータ交換サーバーを選択します。
3. データのインポートに使用するコネクタ
ーまたはブリッジを選択します。
4. 「次へ」をクリックします。
5. 「データ接続」フィールドの参照アイコ
ンをクリックします。
6. 編集するデータ接続を選択して、「OK」
をクリックします。
7. 「データ接続」フィールドの横にある
「編集」をクリックします。
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オプション

説明

既存のインポート領域でデータ接続を編集す
る

1. インポート済みステージを選択して、
「再インポート」をクリックします。
2. 「データ接続」フィールドの横にある
「編集」をクリックします。

3. 編集するパラメーターを更新して、「OK」をクリックします。そのインポート
領域から既にインポートが共有されている場合は、パスワードのみを編集できま
す。 パスワードを変更する場合、InfoSphere Information Analyzer でデータ接続
を使用できるようにする場合は、そのパスワードを保存する必要があります。デ
フォルトでは、「パスワードを保存」パラメーターは、データ接続の作成時また
は編集時に表示されます。共通メタデータ・アドミニストレーターは、
InfoSphere Metadata Asset Manager の「管理」タブでインポート設定を変更する
ことによって、パスワードを保存する機能をオフにすることができます。
4. インポートを完了します。 インポートをメタデータ・リポジトリーで共有する
と、データ接続もメタデータ・リポジトリーに保存されます。
関連タスク:
68 ページの『インポート済みステージの再インポート』
インポート領域のインポート済みステージを再インポートできます。再インポート
のためにインポート・パラメーターを調整して、インポートするメタデータをより
適切に指定できます。
コネクターおよびブリッジのデータ接続の構成:
データ接続の構成は、インポート元となるデータ・ソースへのデータ接続を作成ま
たは編集するときに、InfoSphere Metadata Asset Manager のインポート・ウィザー
ドで行います。データ接続の名前、接続情報、証明情報、および他のプロパティー
を指定します。
Amazon S3 Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で Amazon S3 データ接続を作成または編集す
る場合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
Amazon S3 Connector を使用する前に、以下のステップを実行します。
v Amazon Web サービス・アカウントのアクセス・キーと秘密鍵を取得します。
v Amazon S3 内にファイルやフォルダーに関するメタデータがない場合は、 メタ
データ・フォーマット・オプションのいずれかを使用して、列メタデータ、およ
びファイルのフォーマット方法に関するメタデータを指定します。
InfoSphere Metadata Asset Manager は、以下のいずれかの方法で指定されたメタ
データをインポートします。
– ファイルの 1 行目として指定。
– 同じフォルダー内にある file.osh または folder.osh (file はフォルダー内のファ
イルの名前で、folder はフォルダーの名前) という名前の .osh スキーマ・フ
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ァイルに指定。例えば、fileA.txt が sample ディレクトリーにある場合、
fileA.txt.osh ファイルまたは sample.osh ファイル内にメタデータを指定で
きます。
詳しくは、 を参照してください。Amazon S3 メタデータのインポート
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.s3.usage.doc/topics/t_importing_s3_metadata.html) を参照してく
ださい。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前。

説明

データ接続の説明。

地域

データが保管されているかデータを保管したい Amazon Web サービスの地
理的地域を指定します。地域のリストについては、Amazon S3 の資料を参
照してください。

証明情報ファイルを使用する
証明情報ファイルを使用してアクセス・キーと秘密鍵を指定する場合に選択
します。
証明情報ファイル
証明情報ファイルの絶対パスを指定します。証明情報ファイルの作成につい
ては、Amazon S3 への接続の定義を参照してください。
アクセス・キー
証明情報ファイルを使用しない場合は必須。Amazon Web サービス・アカ
ウントのアクセス・キーを指定します。
秘密鍵 証明情報ファイルを使用しない場合は必須。Amazon Web サービス・アカ
ウントの秘密鍵を指定します。
秘密鍵を保存
秘密鍵の値を保存するかどうかを指定します。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
HDFS ブリッジのデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で HDFS ブリッジのデータ接続を作成または編
集する場合、以下のパラメーターを構成します。
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前提条件
接続に SSL が必要な場合、SSL 接続を構成する必要があります。詳しくは、『 58
ページの『HDFS ブリッジのトラストストア接続オプションの設定』』というトピ
ックを参照してください。
HDFS ブリッジを使用したメタデータのインポートの詳細については、HDFS ブリ
ッジのリファレンスを参照してください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

ホスト 必須。InfoSphere BigInsights コンソールをホストするコンピューターのアド
レスを指定します。
SSL 暗号化が必要な場合は、 60 ページの『HDFS ブリッジ・インポートで
SSL を使用する場合のホスト名の指定』を参照してください。
ポート 必須。InfoSphere BigInsights コンソールとの通信に使用されるポート番号を
指定します。REST API のデフォルトのポート番号は 8080 です。SSL 暗
号化を使用する場合、デフォルトのポート番号は 8443 です。
ユーザー名
必須。REST API を使用する Hadoop 分散ファイル・システムにアクセス
できるユーザーの名前を指定します。InfoSphere BigInsights コンソールへの
ログインに使用する名前と同じ名前を指定します。認証が必要であり、有効
でなければなりません。
パスワード
必須。InfoSphere BigInsights コンソールへのログインに使用するパスワード
を指定します。
SSL

InfoSphere BigInsights コンソールで SSL 暗号化が必要かどうかを選択しま
す。このオプションを選択する場合は、「トラストストア・ファイル」、
「トラストストア・パスワード」、および「トラストストア・タイプ」の各
パラメーターの値を指定します。
トラストストア・ファイル
InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコ
ンピューター上のトラストストア・ファイルの絶対パスを指定しま
す。
トラストストア・パスワード
トラストストア・パスワードを指定します。
トラストストア・タイプ
トラストストアのフォーマットを指定します。

パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。
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関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
HDFS ブリッジのトラストストア接続オプションの設定:
Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) からメタデータをインポートする際に
SSL 暗号化を使用するには、IBM InfoSphere BigInsights サーバーの公開証明書をイ
ンポートして、トラストストアのパラメーター値を指定する必要があります。
このタスクについて
Web コンソール通信に HTTPS を使用するように InfoSphere BigInsights が構成さ
れている場合は、HDFS ブリッジを使用して HDFS からメタデータをインポートす
る際に、SSL 暗号化を使用する必要があります。
HDFS ブリッジ用のこのデータ接続を構成する場合、InfoSphere Metadata Asset
Manager のインポート・ウィザードで 「SSL 暗号化の設定」を選択します。「SSL
暗号化の設定」 を選択した場合は、「トラストストア・ファイル」、 「トラスト
ストア・パスワード」および「トラストストア・ファイル」の各パラメーターの値
も指定する必要があります。
InfoSphere BigInsights の HTTPS 構成について詳しくは、HTTPS の構成
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPT3X_2.1.2/
com.ibm.swg.im.infosphere.biginsights.admin.doc/doc/bi_install_upload_sslcert.html) を参
照してください。
手順
1.

InfoSphere BigInsights がインストールされているホスト・コンピューター (接
続のホスト設定によって識別されるコンピューター) にログインします。
InfoSphere BigInsights のアドミニストレーター・ユーザー (すなわち
/opt/ibm/biginsights/console フォルダーの所有者) としてログインします。
デフォルトでは、biadmin ユーザーです。

2. Java™ の keytool ユーティリティーを使用して、IBM InfoSphere BigInsights サ
ーバーの公開証明書をエクスポートします。 例えば、次のようにします。
keytool -export -alias biginsights -file server_pub.crt -keystore
/opt/ibm/biginsights/console/wlp/usr/servers/waslp-server/resources/
security/biginsights.jks -storepass biadmin

Java の keytool ユーティリティーは、アクセス可能なパスに配置されている必要
があります。このツールのデフォルトの場所は、/opt/ibm/biginsights/jdk/
bin/keytool です。
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デフォルトのインストール・ディレクトリーは /opt/ibm/biginsights で、イン
ストール時に InfoSphere BigInsights によって選択されるデフォルトの鍵スト
ア・パスワードは biadmin です。 InfoSphere BigInsights の構成によっては、別
のパスワードを指定する必要がある場合があります。
3. サーバー証明書ファイル server_pub.crt を、InfoSphere Information Server 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転送します。この証明書フ
ァイルのデフォルト・パスは、/home/dsadm/bi_ssl_certificates/
server_pub.crt です。
4. InfoSphere Information Server エンジン層ホストがインストールされているコン
ピューターにログインします。このユーザーは、通常は dsadm ユーザー、また
は /opt/IBM/InformationServer/Server/DSengine ディレクトリーを所有してい
るユーザーです。
5. Java の keytool ユーティリティーを使用して、証明書を HDFS ブリッジのトラ
ストストア clientTrust.jsk にインポートします。 例えば、次のようにしま
す。
keytool -import -alias bi_server_pub -file /home/dsadm/bi_ssl_certificates/
server_pub.crt -keystore /home/dsadm/bi_ssl_certificates/
clientTrust.jks -storepass mystorePassword

Java の keytool ユーティリティーは、アクセス可能なパスに配置されている必要
があります。例えば、/opt/IBM/InformationServer/jdk/bin/keytool などで
す。
clientTrust.jks が既存のトラストストア・ファイルである場合、パスワード
mystorePassword はトラストストア・ファイルの既存のパスワードと一致しなけ
ればなりません。トラストストア・ファイル clientTrust.jks が存在しない場
合は、指定したパスワード mystorePassword でトラストストア・ファイルが作
成されます。
6. InfoSphere Metadata Asset Manager のインポート・ウィザードを使用して、
HDFS ブリッジ用のデータ接続を構成します。SSL オプションを選択し、トラス
トストア・パラメーターとして以下の値を指定します。
v トラストストア・ファイル = /home/dsadm/bi_ssl_certificates/
clientTrust.jks
v トラストストア・パスワード = mystorePassword
v トラストストア・タイプ = JKS
トラストストア・ファイルのインポート時に JKS、JCEKS、および PKCS12
の各フォーマット間でトラストストア・タイプを変換することができます。
Java SDK の keytool コマンドのデフォルトの鍵ストア・フォーマットは JKS
です。サポートされている他の 2 つのストア・タイプフォーマットである
JCEKS と KCS12 の使用例については、鍵ストアのインポートを参照してく
ださい。
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HDFS ブリッジ・インポートで SSL を使用する場合のホスト名の指定:
HDFS ブリッジ用のデータ接続を作成または編集する場合、指定するホスト名のフ
ォーマットは、HDFS ブリッジのトラストストア・ファイルにインポートされる
BigInsights サーバー公開証明書で使用されているフォーマットと同じでなければな
りません。
始める前に
Java の keytool ユーティリティーが、パス変数に含まれている必要があります。
このタスクについて
ホスト名のフォーマットは、証明書の所有者の 「CN」 フィールドの証明書値と一
致しなければなりません。この値を見つけるには、次の手順を実行します。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server がインストールされているコンピューター
で、コマンド keytool -list -alias bi_server_pub -keystore
/home/dsadm/bi_ssl_certificates/clientTrust.jks -v -storepass
mystorePassword を実行します。ここで、mystorePassword はトラストストア・
ファイルのパスワードです。
2. 証明書の所有者の「CN」フィールドを見つけます。 例えば、Owner:
CN=*.swg.usma.ibm.com, OU=BigInsights, O=IBM, C=US などです。 この例で
は、CN=*.swg.usma.ibm.com は、完全修飾ホスト名を使用する必要があることを
示しています。代わりに、IP アドレスまたは短縮名が表示されることがありま
す。 たとえば、CN=bi_server といった短縮名です。
3. データ接続を作成または編集するときに、CN フィールドに表示されているホス
ト名のフォーマットを使用します。
Greenplum Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で Greenplum データ接続を作成または編集する
場合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
メタデータをインポートする前に、次の前提条件を満たしてください。
v Greenplum データベースに対する ODBC アクセスを構成します。
– Linux または UNIX における ODBC アクセスの構成 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.conn.common.usage.doc/
topics/t_configuring_gpcc_access_LinuxUNIX.html)
– Windows における ODBC アクセスの構成 (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.conn.common.usage.doc/topics/
t_configuring_gpcc_odbc_access.html)
v 以下のシステム・スキーマに対する SELECT 特権があることを確認します。
– pg_catalog
– information_schema
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Greenplum Connector の詳細については、 Importing Greenplum メタデータのインポ
ート (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.gp.usage.doc/topics/gp_importingmetadata.html) を参照してくだ
さい。
データ接続パラメーター
Greenplum データベースへのデータ接続を作成するときに、以下のパラメーターの
値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前。

説明

データ接続の説明。

データ・ソース
必須。ODBC ドライバー・マネージャーまたは odbc.ini ファイルで定義
されているデータ・ソース名を指定します。
ユーザー名
必須。Greenplum データベースに接続するユーザーの名前を指定します。
パスワード
Greenplum データベースに接続するためのパスワードを指定します。
データベース
接続先の Greenplum データベースの名前を指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
DB2 Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で IBM DB2 データ接続を作成または編集する
場合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
DB2 Connector の使用に関する前提条件情報については、DB2 メタデータのインポ
ート (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.db2db.usage.doc/topics/iisdb2_importingmetadata.html) を参照し
てください。
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データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

データベース
必須。接続先の DB2 データベースを指定します。アクセスするデータベー
スは、エンジン層の DB2 クライアントにカタログされている必要がありま
す。
ユーザー名
データベースに接続するためのユーザー名を指定します。
パスワード
データベースに接続するためのパスワードを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
インスタンス
使用するインスタンスを指定します。デフォルトの DB2 インスタンスは、
Linux または UNIX の場合は db2inst1、Microsoft Windows の場合は DB2
です。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
JDBC Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で JDBC データ接続を作成または編集する場
合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
JDBC Connector を使用したインポートについては、を参照してください。JDBC メ
タデータのインポート (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.jdbc.usage.doc/topics/jdbc_importingmetadata.html) を参照して
ください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前
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必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

URL

必須。ドライバー固有のフォーマットで JDBC データ・ソースの URL ス
トリングを指定します。接続 URL は、接続先の環境の JDBC データ・ソ
ースを示します。ドライバーがサポートする接続 URL のフォーマットにつ
いては、ご使用のドライバーの資料を参照してください。

ユーザー名
必要に応じて、データ・ソースへの接続権限がある個人のユーザー名を指定
します。一部のドライバーでは、ユーザー名およびパスワードの値を、URL
接続ストリングに直接組み込むことをサポートしています。詳しくは、ご使
用のドライバーの資料を参照してください。
パスワード
必要に応じて、データ・ソースに接続するためのパスワードを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
属性

ご使用のドライバーに関して追加的なドライバー固有の接続プロパティーが
あれば、指定します。例えば、ドライバーが SSL 接続をサポートする場
合、ここで SSL 接続プロパティーを指定します。ドライバー固有の接続プ
ロパティーは、それぞれを別個の行に、property_name=property_value フォ
ーマットで入力します。一部のドライバーでは、ドライバー固有の接続プロ
パティーを URL 接続ストリングに直接組み込むことをサポートしていま
す。詳しくは、ご使用のドライバーの資料を参照してください。

関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
Netezza Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で Netezza データ接続を作成または編集する場
合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
Netezza Connector を使用したインポートに関する前提条件情報については、Netezza
メタデータのインポート (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.netezza.use.doc/topics/nzcc_importingmetadata.html)を参照して
ください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
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名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

データ・ソース
必須。接続先のデータ・ソースを指定するか、Netezza データベースへの接
続に使用できる ODBC サービス名のリストから選択します。DSN 名は、
ODBC ドライバー・マネージャーで定義されています。
ユーザー名
必須。データベースに接続するためのユーザー名を指定します。
パスワード
必須。データベースに接続するためのパスワードを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
データベース
必須。接続先のデータベースを指定します。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
ODBC Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で ODBC データ接続を作成または編集する場
合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
ODBC Connector を使用したインポートに関する前提条件情報については、を参照
してください。ODBC データ・ソースへのアクセスの構成 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.conn.common.usage.doc/
topics/r_codbccon_cn_Prereqs_for_ODBC_conn.html)を参照してください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

データ・ソース
必須。データベースへの接続に使用するデータ・ソースを指定します。
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ユーザー名
必要に応じて、データベースへの接続権限がある個人のユーザー名を指定し
ます。
パスワード
必要に応じて、データベースに接続するためのパスワードを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
Oracle Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で Oracle データ接続を作成または編集する場
合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
Oracle Connector を使用したインポートに関する前提条件情報については、Oracle
メタデータのインポート (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.conn.oracon.usage.doc/topics/import_metadata_oracc.html)を参照して
ください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

サーバー
接続先の Oracle サービスを選択するか、デフォルトのローカル Oracle サ
ービスに接続する場合はブランクのままにします。デフォルトのローカル・
サービスは ORACLE_SID 環境変数で定義されます。このリストが空の場合
は、コネクターが Oracle tnsnames.ora ファイルを見つけられません。コネ
クターは、環境変数 TNS_ADMIN および ORACLE_HOME をチェックし
て、ファイルを見つけようとします。
ユーザー名
必須 : Oracle データベースで認証するユーザー名を指定します。
パスワード
必須 : Oracle データベースで認証するパスワードを指定します。
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パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
外部認証を使用
外部認証を使用するかどうかを指定します。この形式の認証では、ユーザー
が Oracle 内で登録されており、オペレーティング・システムによって認証
されたユーザーとして識別される必要があります。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
Teradata Connector のデータ接続パラメーター:
InfoSphere Metadata Asset Manager で Teradata データ接続を作成または編集する場
合、以下のパラメーターを構成します。
前提条件
Teradata Connector を使用したインポートに関する前提条件情報については、を参照
してください。Teradata メタデータのインポート (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.conn.teradb.usage.doc/topics/
tera_importingmetadata.html)を参照してください。
データ接続パラメーター
以下のパラメーターの値を指定します。
名前

必須。データ接続の名前を指定します。

説明

データ接続の説明を指定します。

サーバー
Teradata Director Program ID を指定します。
ユーザー名
必須。Teradata サーバーのユーザー ID を指定します。
パスワード
必須。Teradata サーバーのパスワードを指定します。
パスワードを保存
パスワードを保存するかどうかを指定します。InfoSphere Information
Analyzer でデータ接続を使用するためには、パスワードを保存する必要があ
ります。
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ログオン・メカニズム
ログオン・メカニズムのタイプを、デフォルト、LDAP、または TD2 から
選択します。
関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。

インポート済みステージでの作業
メタデータをメタデータ・リポジトリーで共有する前に、メタデータを分析、プレ
ビュー、比較、および再インポートできます。

InfoSphere Metadata Asset Manager のインポートの分析
インポートを分析して、重複資産、または無効な ID を持つ資産があるか確認しま
す。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。

このタスクについて
インポートは、すべてプレビューまたは共有する前に分析する必要があります。高
速インポートを実行する場合、インポートの内容は自動的に分析されます。管理イ
ンポートを実行している場合、このトピックで説明するように、分析を手動で実行
する必要があります。
完全な ID ストリングがないオブジェクトなど、無効な ID を持つ資産がインポー
トに含まれている場合、インポートをメタデータ・リポジトリーで共有することは
できません。この問題を解決するには、ソースの ID を修正して、再インポートし
ます。ソースの ID の修正が非常に困難な場合は、無効な ID の自動消去に関する
技術情報 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21509193 ) を参照してく
ださい。
インポートに重複資産が含まれている場合、デフォルトでは、インポートをメタデ
ータ・リポジトリーで共有することはできません。ソースから重複を削除して、再
インポートする必要があります。ただし、共通メタデータ・アドミニストレーター
は、デフォルトのインポート設定をオーバーライドして、重複の共有を許可するこ
とができます。
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手順
1. 「インポート」タブの「インポート領域」画面で、インポート領域をダブルクリ
ックして開きます。 「統計」表に、インポートに含まれる資産タイプが表示さ
れます。
2. インポート領域の「インポート済みステージ」タブを選択して、最新のインポー
ト済みステージを選択します。 以前分析したインポートを分析することはでき
ません。
3. 「分析」をクリックします。 重複資産のセットの数、および無効な ID を持つ
資産の数をリストする列が、「統計」表に追加されます。
4. 重複したセットまたは無効な ID のリンクをクリックして、問題を確認します。

次のタスク
分析に問題がある資産が表示されていなければ、メタデータ・リポジトリーでのイ
ンポートの共有の結果をプレビューできます。
無効な ID または重複資産によってインポートをプレビューまたは共有できない場
合、ソースの問題を修正して、再インポートします。
関連概念:
27 ページの『重複資産』
重複資産は、同じ ID を持つ資産、または ID が異なるが同一と見なせる資産のこ
とです。重複資産の管理は、マージまたは削除によって行います。
28 ページの『孤立資産』
ID ストリングでの直接の親資産から切り離された資産を孤立資産 と呼びます。
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。

インポート済みステージの再インポート
インポート領域のインポート済みステージを再インポートできます。再インポート
のためにインポート・パラメーターを調整して、インポートするメタデータをより
適切に指定できます。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。

このタスクについて
インポート済みステージの資産を確認した後で、インポートする必要がない資産が
インポートに含まれ、インポートする必要がある資産が欠落していることに気付く
場合があります。このような問題は、インポート・パラメーターの設定を変更しな
がら、同じソースから再インポートすることによって修正する場合があります。
また、重複資産や無効な ID など、インポート・ソースの問題を修正してから、再
インポートしなければならない場合もあります。
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再インポートするときに、別のブリッジやコネクターを選択することはできませ
ん。元の ID パラメーターを変更することはできません。別のブリッジまたはコネ
クター、あるいは別の ID パラメーターを使用して、同様のインポートを作成する
場合は、新しいインポート領域を作成します。
データベースとリポジトリーからのインポートでは、インポート済みステージをメ
タデータ・リポジトリーで共有した場合は、再インポートするときに資産の選択を
変更することはできません。ファイルのインポートでは、ファイルのインポート元
の場所を変更できます。
注: 以前にインポートを行い、メタデータ・リポジトリーで共有していたファイル
から再インポートする場合は、ファイルの基本的な内容が元のインポートと同じに
なるようにしてください。ファイルの再インポート前に、ソース・ツールで資産を
追加、変更、および削除できますが、以前にインポートした資産を誤って削除する
可能性があるため、同じ名前でまったく別のファイルをインポートする際に再イン
ポートは使用しないでください。

手順
1. 「インポート」タブで、インポート領域をダブルクリックして開きます。
2. 「インポート済みステージ」タブを選択して、インポート済みステージを選択
し、「再インポート」をクリックします。
3. オプション: コネクターのインポートでは、新しいデータ接続を選択するか、イ
ンポートをリポジトリーでまだ共有していない場合にデータ接続を作成すること
ができます。インポートを共有している場合は、以前選択したデータ接続のパス
ワードを編集できます。 InfoSphere Information Analyzer でデータ接続を使用で
きるようにするには、パスワードを保存する必要があります。
4. インポート・パラメーターを指定します。ローカル・コンピューターからファイ
ルをインポートしている場合は、ファイルをもう一度選択する必要があります。
ファイルのインポート元の場所を変更できます。
5. 「次へ」をクリックして、ID パラメーターを確認します。
6. 「次へ」をクリックして、インポートの説明を指定します。
7. 高速インポートと管理インポートのどちらを実行するか指定します。
8. 「再インポート」をクリックします。 長時間のインポートがタイムアウトにな
らないようにするには、インポートが完了するまでウィンドウを開いたままにし
ます。

タスクの結果
インポートが実行され、新しいインポート済みステージがインポート領域に作成さ
れます。

次のタスク
インポートを実行している間、製品の別の部分で作業できます。
インポートが終了したら、結果を確認できます。
v 管理インポートを指定した場合は、インポートの分析が可能なステージング領域
に戻ります。
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v 高速インポートを指定した場合は、高速インポートの管理設定に応じて、プレビ
ューが表示されるか、またはインポートの共有の結果が表示されます。
関連概念:
82 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ライン・インターフ
ェース』
コマンド・ライン・インターフェースを使用して、メタデータのインポート、イン
ポート領域の削除、およびその他のアクションを実行できます。Windows のバッチ
(.bat) スクリプト、あるいは Linux または UNIX のシェル (.sh) スクリプトから、
imam コマンドを実行します。
33 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager の概要』
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。
52 ページの『InfoSphere Metadata Asset Managerでのデータ接続の作成』
コネクターまたは HDFS ブリッジを使用してメタデータをインポートするときに、
データ・ソースに接続するためのデータ接続を作成できます。
54 ページの『InfoSphere Metadata Asset Managerのデータ接続の編集』
コネクターまたは HDFS ブリッジを使用してメタデータをインポートするときに、
既存のデータ接続を選択できます。データ・ソースに接続するための証明情報が変
更されていたり、パラメーターを変更するときは、接続を編集しなければならない
場合があります。

インポート済みステージの比較
同じインポート領域に含まれるインポート済みステージを比較できます。比較によ
って、各インポート済みステージの間の資産の違いが分かります。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。

このタスクについて
インポート済みステージを比較すると、再インポートによってリポジトリーで共有
する資産の収集という目標を達成したかどうかを判断できます。また、他の点では
同一の、資産の異なるプロパティーの値を含む、特定の資産への変更の詳細なビュ
ーを取得することもできます。
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単一の資産タイプの資産は、同じプロパティーを共有します。例えば、データベー
ス表のプロパティーに、詳細説明と簡略説明が含まれているとします。同じ ID を
持つが、異なるインポート済みステージ内にある 2 つのデータベース表は、簡略説
明または詳細説明に別の値を持つことができます。インポート済みステージを比較
すると、そのような値の違いを確認できます。
インポート済みステージを、同一インポート領域内の以前のインポート済みステー
ジと比較できます。

手順
1. 「インポート」タブで、インポート領域をダブルクリックして開きます。
2. 「インポート済みステージ」タブを選択します。
3. インポート済みステージを選択して、「追加のアクション」 > 「前のインポー
トとの比較」をクリックします。 「前のインポート済みステージとの比較」で
は、選択したインポート済みステージと、すぐ前のインポート済みステージとの
比較を表示します。
4. 必要に応じて、以前の別のインポート済みステージを比較のリストから選択しま
す。
5. 「比較結果」表でリンクをクリックして、一致した資産、追加された資産、およ
び削除された資産を確認します。 一致した資産 とは、同じ ID を持つが、一部
のプロパティーで値が異なっている可能性がある資産のことです。
実行する比較

実行するアクション

一致した資産のプロパティーの値を比較する

1. 「一致」列でリンクをクリックします。
2. 「一致資産のプロパティーの違い」画面
で、資産を選択して分析するか、または
「すべて分析」をクリックします。資産
) は、対応す
名の横の差異アイコン (
るプロパティーの値の間に差異があるこ
とを示します。
3. 差異が存在する資産を選択して、「すべ
てのプロパティーの表示」を選択し、各
プロパティーの値を比較します。

以前のインポート済みステージと選択したイ
ンポート済みステージの間で追加または削除
された資産のリストを表示する

「追加」列または「削除」列のリンクをクリ
ックします。

次のタスク
比較の結果に応じて、次のアクションのいずれかを取ることをお勧めします。
v ソース・ツール、ファイル、またはデータベースのソース・メタデータを編集し
ます。
v インポート済みステージを再インポートします。
v インポート済みステージのメタデータ・リポジトリーでの共有の結果をプレビュ
ーします。
v インポート済みステージを共有します。
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関連概念:
25 ページの『資産 ID』
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。

既存のインポート済みステージからのインポート領域の作成
既存のインポート済みステージのパラメーターを使用して、メタデータを新しいイ
ンポート領域に再インポートします。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。

このタスクについて
特定のインポート領域で作業しているときに、特定のインポート済みステージに基
づく新しいインポート領域を開始する場合があります。例えば、ソース・メタデー
タを再インポートして、ID パラメーターを変更することがありますが、その場合は
同じインポート領域に再インポートを実行することはできません。また、同じブリ
ッジまたはコネクター、および同じパラメーター値のほとんどを使用して、別のメ
タデータのセットをインポートすることがあります。
インポート済みステージに対して「設定を新規インポート領域にコピー」オプショ
ンを使用し、新しいインポートを新しいインポート領域に開始できます。インポー
ト画面には、インポート済みステージからのパラメーター値が取り込まれていま
す。ブリッジまたはコネクター、メタデータ交換サーバー、および ID パラメータ
ーを含むすべてのインポートのパラメーター値を変更することができます。

手順
1. 「インポート」タブで、インポート領域をダブルクリックして開きます。
2. 「インポート済みステージ」タブを選択して、インポート済みステージを選択
し、「追加のアクション」 > 「設定を新規インポート領域にコピー」をクリッ
クします。
3. インポート画面でパラメーターを指定して、「インポート」をクリックします。

タスクの結果
新しいインポート領域が作成されました。「インポート済みステージ」タブで資産
を確認できます。高速インポートを実行した場合は、管理ポリシーに応じて、メタ
データ・リポジトリーでの共有の結果のプレビュー、または結果の表示を行うこと
ができます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
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かの実行を選択します。

インポート結果のプレビュー
インポートをメタデータ・リポジトリーで共有する前に、リポジトリー内の既存の
資産に対してそのインポートが与える影響を確認できます。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。
インポートを手動で分析しておくか、または高速インポートを行って分析を実行し
ておく必要があります。

このタスクについて
共有前にプレビューを行い、インポートがリポジトリーの既存の資産に与える影響
を理解します。プレビューによって、インポートが共有されたときに、既存のどの
資産が削除またはマージされるかわかります。
管理インポートでは、インポートの共有前にプレビューが要求されます。高速イン
ポートでは、インポートの共有によって資産が削除される場合、デフォルトでプレ
ビューが要求されます。共通メタデータ・アドミニストレーターは、プレビューな
しで共有を許可するか、またはすべての高速インポートでプレビューを要求するよ
うに、デフォルト設定を変更できます。
インポート領域の最新のインポート済みステージのみをプレビューして共有できま
す。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Managerの「インポート」タブで、インポート領域を
ダブルクリックして開きます。
2. 「インポート済みステージ」タブを選択して、最新のインポート済みステージを
選択し、「プレビュー」をクリックします。 プレビューの結果が「共有プレビ
ューの表示」画面に表示されます。
v 「統計」表に、インポートによって作成、マージ、または削除される資産の各
タイプがリストされます。
v 「結果の資産」ツリーには、インポートした資産をリポジトリーで共有した場
合と同じように、インポートした資産が表示されます。
プレビュー時と共有時の間に発生するメタデータ・リポジトリー内のトランザク
ションによって、インポートの共有の実際の結果が、プレビューの結果と異なる
場合があります。プレビューを最新表示して、プレビューが作成されてからのメ
タデータ・リポジトリーに対する変更を考慮に入れることができます。
3. プレビューが以前に作成されている場合に、最新表示されたビューを表示する場
合は、「最新表示」をクリックします。 インポートをリポジトリーで共有する
前に、古いプレビューを常に最新表示します。
4. 「統計」表で資産を調べます。

第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートおよび管理

73

a. 資産タイプのリンクをクリックして、作成、マージ、または削除される、そ
のタイプの資産のリストを表示します。
b. リスト内の資産を選択します。 資産をインポートしたときにメタデータ・リ
ポジトリーに表示されるように、「結果の資産」ツリーにその資産が表示さ
れます。資産が削除される場合は、ツリーが最も近いマージ済みの親資産ま
で開きます。
5. 「結果の資産」ツリーを参照して、作成またはマージされる資産を表示します。
資産のアイコンにマウス・カーソルを移動すると、その資産のタイプ、およびマ
ージされるか、または作成されるかが表示されます。
6. 「統計」表または「結果の資産」ツリーの資産を右クリックして、次のアクショ
ンのいずれかを実行します。
v メタデータ・リポジトリーで似ている名前の資産を検索します。
v 資産がメタデータ・リポジトリーに存在する場合は、「リポジトリー管理」タ
ブでその資産を表示します。
v 資産がインストールされている場合は、InfoSphere Information Governance
Catalogでその資産を表示します。

次のタスク
プレビューが終了したら、「共有プレビューの表示」画面で「リポジトリーに共
有」をクリックできます。インポートをメタデータ・リポジトリーで共有すると、
インポートの資産が他のスイート・ツールで利用可能になります。
インポートを共有する準備ができていない場合は、引き続きインポートの内容に処
理を加えることができます。以下のアクションの 1 つ以上を実行することをお勧め
します。
v ソース・ツールの資産を編集します。
v 別のパラメーター値を指定して再インポートします。
v インポート済みステージのパラメーター値に基づいて新しいインポートを作成し
ます。
v メタデータ・リポジトリーから既存の資産を削除します。

メタデータ・リポジトリーでのインポートの共有
インポート済みステージをメタデータ・リポジトリーで共有できます。スイート・
ユーザーは、メタデータ・リポジトリーにインポートされた資産にアクセスするこ
とができます。

始める前に
次の前提条件を満たしている必要があります。
v 共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポ
ート領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。
v インポートを分析してプレビューしておく必要があります。高速インポートを実
行する場合、分析は自動的に行われます。
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このタスクについて
メタデータ・リポジトリーでのインポートの共有は、InfoSphere Metadata Asset
Manager を使用するときのインポートの最後の手順です。他のスイート・ツールの
ユーザーは、リポジトリーで共有する資産を処理できます。例えば、InfoSphere
DataStage and QualityStage のユーザーは、共有データベース表から表定義を作成し
て、ジョブで使用できます。InfoSphere Information Governance Catalog のユーザー
は、インポートした資産を用語に割り当てて、資産のスチュワードを指定できま
す。
インポート領域の最新のインポート済みステージのみを共有できます。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Managerの「インポート」タブで、インポート領域を
ダブルクリックして開きます。
2. 「インポート済みステージ」タブを選択して、最新のインポート済みステージを
選択します。
3. インポート済みステージの共有の結果を最近プレビューしていない場合は、プレ
ビューを再度実行して、「最新表示」をクリックします。 インポートをリポジ
トリーで共有する前に、古いプレビューを常に最新表示します。元のプレビュー
が実行されてから、インポートまたは削除によってリポジトリーのオブジェクト
が変更されている可能性があります。
4. 「リポジトリーに共有」をクリックします。 結果が「共有済みインポート」タ
ブに表示されます。
v 「統計」表に、インポートによって作成、マージ、または削除される資産の各
タイプがリストされます。結果をフィルターして、作成、マージ、または削除
された特定の資産を表示できます。
v 「結果の資産」ツリーには、インポートした資産が表示されます。ツリーを展
開して、資産のアイコンにマウス・カーソルを移動し、資産タイプ、および作
成とマージのどちらが行われたかを表示することができます。
プレビュー時と共有時の間に発生するリポジトリー内のトランザクションによっ
て、共有の実際の結果がプレビューと異なる場合があります。

次のタスク
「リポジトリー管理」タブでインポートした資産を参照および管理するか、または
他のスイート・ツールで処理することができます。
リポジトリーの内容が変更され、インポート済みステージを再度共有する場合は、
「共有済みインポート」タブで共有済みインポートを選択して、「リポジトリーに
再共有」をクリックします。再共有する前に、結果をもう一度プレビューすること
をお勧めします。インポート領域の最新のインポート済みステージのみを再共有で
きます。

インポート領域とインポート済みステージの削除
InfoSphere Metadata Asset Manager で、インポート領域および個別のインポート済
みステージを削除できます。インポート領域と共有済みインポートを削除しても、
メタデータ・リポジトリーで共有された資産は削除されません。
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始める前に
インポート領域またはインポート済みステージを削除するには、共通メタデータ・
アドミニストレーター・ロールを持っているか、インポート領域を作成したユーザ
ーである必要があります。
インポート領域全体を削除する場合を除き、メタデータ・リポジトリーで共有され
ている個別のインポート済みステージを削除することはできません。
インポートがメタデータ・リポジトリーで共有されていたインポート領域の削除を
可能にするには、共通メタデータ・アドミニストレーターが InfoSphere Metadata
Asset Manager の「管理」タブ内の「インポート設定」ページで、「インポートがリ
ポジトリーに共有されたインポート領域の削除をユーザーに許可する」を選択する
必要があります。
また、コマンド・ラインでインポート領域とインポート済みステージを削除するこ
ともできます。

手順
次のいずれかのアクションを行います。
オプション

説明

インポート領域を削除する

「インポート」タブの「インポート領域」ペ
ージでインポート領域を選択して、「追加の
アクション」 > 「インポート領域の削除」
をクリックします。

インポート済みステージを削除する

1. 「インポート領域」ページでインポート
領域をダブルクリックして、領域を開き
ます。
2. 「インポート済みステージ」タブでイン
ポート済みステージを選択して、「追加
のアクション」 > 「インポート済みステ
ージの削除」をクリックします。

インポート領域またはインポート済みステージを削除するオプションは、このトピ
ックの「始める前に」セクションの前提条件を満たしていない限り、「追加のアク
ション」メニューで利用できません。

次のタスク
削除プロセス中のシステム障害など、場合によってはインポート領域が完全に削除
されないことがあります。そのようなインポート領域のインポート済みステージ
は、メタデータ・リポジトリー・データベースのステージング領域のスキーマに残
ります。そのような部分的に削除されたインポート領域は、ユーザー・インターフ
ェースに表示されません。
コマンド・ラインを使用して、そのような部分的に削除されたインポート領域を定
期的に確認することをお勧めします。 104 ページの『imam コマンドの delete オプ
ション』に記載されているように、list アクションを使用して、部分的に削除され
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たインポート領域を見つけ、delete アクションを使用して、それらを削除すること
ができます。
関連概念:
82 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ライン・インターフ
ェース』
コマンド・ライン・インターフェースを使用して、メタデータのインポート、イン
ポート領域の削除、およびその他のアクションを実行できます。Windows のバッチ
(.bat) スクリプト、あるいは Linux または UNIX のシェル (.sh) スクリプトから、
imam コマンドを実行します。
関連タスク:
『InfoSphere Metadata Asset Manager の実行タスクのリセット』
完了に失敗したタスクを停止してリセットできます。

InfoSphere Metadata Asset Manager の実行タスクのリセット
完了に失敗したタスクを停止してリセットできます。

始める前に
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールが必要です。

このタスクについて
特定の状況では、開始するタスクまたはプロセスを、停止しないで実行し続ける場
合があります。例えば、サーバーで障害が発生し、実行したタスクが完了しないこ
とがあります。タスクがハングしたように見える場合は、リセットできます。

手順
1. 「インポート」タブの「インポート領域」ページで、タスクを実行しているイン
ポート領域を選択します。インポート領域を開かないでください。
2. 「追加のアクション」 > 「実行中タスクのリセット」をクリックします。 選択
したインポート領域でタスクを実行している場合にのみ、メニュー・オプション
を利用できます。

タスクの結果
タスクが停止され、必要に応じてもう一度開始できます。
関連タスク:
75 ページの『インポート領域とインポート済みステージの削除』
InfoSphere Metadata Asset Manager で、インポート領域および個別のインポート済
みステージを削除できます。インポート領域と共有済みインポートを削除しても、
メタデータ・リポジトリーで共有された資産は削除されません。

InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のエクスポート
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジを使用して、メタデータ・リポジトリーから実装済
みデータ・リソースをエクスポートできます。
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始める前に
v 共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールが必要です。
v 以下を参照して、ブリッジを使用するための前提条件をすべて満たしていること
を確認します: InfoSphere Metadata Asset Manager とブリッジのインストール
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_install_imam.html)。
v CWM メタモデルおよび XMI フォーマットには、複数のバージョンが存在しま
す。対象のツールの該当する OMG CWM XMI バージョンを生成するエクスポ
ート・パラメーターの値を指定していることを確認してください。サポート対象
の CWM メタモデルおよび XMI フォーマットの適切なバージョンを入手するに
は、ベンダーにお問い合わせください。メタモデルおよび XMI フォーマットの
有効な組み合わせについて詳しくは、http://www.omg.org を参照してください。

このタスクについて
「リポジトリー管理」タブから資産をエクスポートします。データベースまたはデ
ータベース・スキーマのエクスポートを選択できます。
データベースをエクスポートする場合、データベース・スキーマ、データベース
表、およびその他の含まれている資産がエクスポートされます。データベース・ス
キーマをエクスポートする場合、データベース表およびその他の含まれている資産
がエクスポートされます。
資産は、オブジェクト管理グループ (OMG) Common Warehouse Metamodel (CWM)
XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォーマットに準拠するファイルにエ
クスポートされます。

手順
1. デスクトップ・アイコンをクリックするか、ブラウザーでサービス層のコンピュ
ーターの URL を入力して、InfoSphere Metadata Asset Manager にログインしま
す。 URL は http_or_https://host:port/ibm/iis/imam/console です。
2. 「リポジトリー管理」タブで、エクスポートするデータベースまたはデータベー
ス・スキーマを参照または検索して見つけます。
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オプション

説明

データベースまたはデータベース・スキーマ
を参照するには

1. 「ナビゲーション」ペインで、「資産の
表示」をクリックします。
2. 「実装済みデータ・リソース」をクリッ
クします。
3. 「実装済みデータ・リソース」ペイン
で、データベースを含むホスト・コンピ
ューターの下のツリーを展開して、デー
タベースを表示します (

)。

4. 特定のデータベース・スキーマをエクス
ポートしている場合は、ツリーをさらに
展開して、スキーマを表示します (

データベースまたはデータベース・スキーマ
を検索するには

)。
1. 「ナビゲーション」ペインで、「検索」
をクリックします。
2. 資産のタイプと資産の名前を入力して、
「検索」をクリックします。検索では大/
小文字が区別されます。

3. エクスポートする資産を右クリックして、「エクスポート」を選択します。
4. エクスポートのタイプとして、「ブリッジを使用したエクスポート」を選択しま
す。
5. ブリッジがインストールされるメタデータ交換サーバーを選択して、「OMG
CWM 1 XMI 1」ブリッジを選択します。
6. 「次へ」をクリックして、ブリッジのパラメーター値を入力します。各パラメー
ターの名前の上にマウス・カーソルを移動すると、そのパラメーターのヘルプが
「パラメーターのヘルプ」ペインに表示されます。

タスクの結果
ファイルとエクスポート・ログは圧縮ファイルにエクスポートされ、ローカル・コ
ンピューターのデフォルトの一時フォルダーに保存されます。

OMG CWM 1 XMI 1 エクスポート・ブリッジのリファレンス
OMG CWM 1 XMI エクスポート・ブリッジの前提条件およびパラメーターの情
報。

このブリッジについて
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジは、オブジェクト管理グループ (OMG) Common
Warehouse Metamodel (CWM) XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォー
マットに準拠するファイルに、実装済みデータ・リソースをエクスポートします。

第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートおよび管理

79

前提条件
CWM メタモデルおよび XMI フォーマットには、複数のバージョンが存在しま
す。対象のツールの該当する OMG CWM XMI バージョンを生成するエクスポー
ト・パラメーターの値を指定していることを確認してください。
サポート対象の CWM メタモデルおよび XMI フォーマットの適切なバージョンを
入手するには、ベンダーにお問い合わせください。メタモデルおよび XMI フォー
マットの有効な組み合わせについて詳しくは、http://www.omg.org を参照してくださ
い。

エクスポート・パラメーター
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジは、以下のエクスポート・パラメーターを使用しま
す。
ファイル
必須。作成するエクスポート・ファイルの名前およびパスを指定します。
XML または XMI のファイル拡張子を指定できます。
モデル
ターゲット・モデルを選択します。デフォルト値の「RDB」のみがサポート
されます。
実装済みデータ・リソースのセットが、CWM リレーショナル・リソース・
パッケージのメタモデルのインスタンスとしてエクスポートされます。例え
ば、データベース表は、CWMRDB:Table のインスタンスです。
CWM バージョン
生成されるファイルのヘッダーに書き込まれる CWM バージョンを指定し
ます。「CWM 1.0」 (デフォルト)、または「CWM 1.1」を選択できます。
スキーマ・マッピング
このパラメーターはサポートされていません。どちらの選択も無視されま
す。
デフォルトのスキーマ名
このパラメーターはサポートされていません。
キーの索引のエクスポート
主キーまたは外部キーに関連付けられた索引をエクスポートする場合は、こ
のオプションを選択します。デフォルトでは、索引はエクスポートされま
す。
UUID
このパラメーターはサポートされていません。
xmlns:CWM
デフォルトの URI とは異なる特別な URI を宛先のツールに渡す必要があ
る場合は、CWM 名前空間の URI を指定します。
xmlns:CWMOLAP
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デフォルトの URI とは異なる特別な URI を宛先のツールに渡す必要があ
る場合は、CWMOLAP 名前空間の URI を指定します。
xmlns:CWMRDB
デフォルトの URI とは異なる特別な URI を宛先のツールに渡す必要があ
る場合は、CWMRDB 名前空間の URI を指定します。
xmlns:CWMTFM
デフォルトの URI とは異なる特別な URI を宛先のツールに渡す必要があ
る場合は、CWMTFM 名前空間の URI を指定します。
冗長
このパラメーターはサポートされていません。
XML インデント (きれいな表示)
このオプションは、生成されたファイルをテキスト・エディターで開くとき
の XML のインデントを制御します。例えば、タブ文字やスペース文字を
指定できます。デフォルトでは、ファイルの中はインデントされず、ファイ
ルの大きさがより小さくなります。
DTD 参照の印刷
デフォルトでは、ブリッジは XML ファイルの中に DTD 参照を含めま
す。ブリッジが cwm.dtd への DTD 参照を含めないようにするには、チェ
ック・マークを外します。
「DTD 参照の印刷」は XML ファイルの検証に使用できます。Internet
Explorer を含め、一部の XML ビューアーでは、欠落した DTD ファイル
への参照が含まれる XML ファイルは表示されません。ブリッジは、
cwm.dtd ファイルを提供しません。 XML ファイルを表示するために DTD
ファイルが必要であれば、XML ファイルが含まれるディレクトリーに
DTD ファイルをコピーします。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーからエクスポートする前
に、それらに対して整合性検査を実行します。この検査により、エクスポー
トされるメタデータの構造が、メタデータのエクスポート先のファイルまた
はツールと整合していることを確認することができます。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、エクスポートするメタデータのタイプに固有
の、より高度なセマンティック・チェックを実行します。
検査しない
使用時には注意が必要です。このオプションを選択すると、重複し
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たものがエクスポートされる可能性があり、宛先ファイルまたはツ
ールで問題が発生することがあります。

InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ライン・インターフ
ェース
コマンド・ライン・インターフェースを使用して、メタデータのインポート、イン
ポート領域の削除、およびその他のアクションを実行できます。Windows のバッチ
(.bat) スクリプト、あるいは Linux または UNIX のシェル (.sh) スクリプトから、
imam コマンドを実行します。
コマンド・ライン・インターフェースは、HTTPS を使用してサービス層のコンピュ
ーターと通信します。
次のコマンド・ラインのアクションがサポートされます。
import 新規インポート領域を作成し、高速インポートを実行します
reimport
インポート領域の最新のインポート済みステージを、高速インポートとして
再インポートします。
list

インポート領域をリストします

purge

インポート領域からインポート済みステージを削除します

delete インポート領域を削除します。
createMis
メタデータ交換サーバーを指定します
コマンド構文と使用可能なパラメーターおよびオプションは、各アクションのトピ
ックで説明されています。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている場合、任意のインポ
ート領域に対してすべてのアクションを実行できます。
共通メタデータ・インポーター・ロールを持っている場合、メタデータ・サーバー
を指定することはできませんが、他のアクションはすべて実行できます。自分が作
成したインポート領域のみで、アクションを実行できます。

証明情報
コマンド・ラインでのインポートで、InfoSphere Information Server への接続と、イ
ンポートしているメタデータのソースへの接続に、それぞれ別の証明情報のセット
が必要な場合があります。
v InfoSphere Information Server に接続するには、ユーザー名とパスワードが必要で
す。ユーザー名とパスワードをコマンドのパラメーターとして入力しないと、入
力を求めるプロンプトが出されます。
v 元のインポートがブリッジを使用し、パスワードが保存されない場合、reimport
アクションを使用して再インポートを実行することはできません。InfoSphere
Metadata Asset Manager の「管理」タブで、パスワードの保存を可能にできま
す。
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v 以前のインポートでコネクターを使用していた場合、元のインポート中にパスワ
ードを保存しなかった場合でも、データ接続のユーザー名またはパスワードを指
定できます。–dcAuthFile パラメーターを使用して、またはコマンド・ラインで
–dcUser パラメーターと –dcPassword パラメーターを指定して、パラメーター・
ファイルでデータ接続証明情報を指定します。元のインポートで指定されたユー
ザー名と同じユーザー名を指定する必要があります。

imam コマンド・ライン・スクリプトの使用
スクリプト・ファイル imam.bat または imam.sh を使用して、コマンド・ラインを
実行します。
クライアント層またはエンジン層のインストールでは
InformationServer¥ASBNode¥bin フォルダーから、サービス層のインストールでは
InformationServer¥ASBServer¥bin フォルダーからスクリプトを実行できます。例
えば、Information Server のホーム・ディレクトリーが C:¥IBM¥InformationServer
である場合、サービス層のインストールでのスクリプト・ファイルのパスは
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥imam.bat になります。

無人セッション中のプロンプトの抑止
コマンドをスケジュールする場合や、無人コマンドを実行する場合は、各コマン
ド・ライン・アクションに対して –silent パラメーターを使用します。これを行わ
ないと、コマンド・ラインで、証明情報を要求するプロンプトや、SSL 証明書を受
け入れるよう求めるプロンプトが出されて、処理が完了しない可能性があります。
–silent パラメーターを使用した場合、コマンド・ラインで必要な証明情報が提供
されていない、あるいは証明情報が利用できない場合に、コマンドが失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または必要に応じて証明情報フ
ァイルで、証明情報を提供し、 UpdateSignerCerts コマンドを実行して、コマンド・
ライン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得します。
関連タスク:
68 ページの『インポート済みステージの再インポート』
インポート領域のインポート済みステージを再インポートできます。再インポート
のためにインポート・パラメーターを調整して、インポートするメタデータをより
適切に指定できます。
75 ページの『インポート領域とインポート済みステージの削除』
InfoSphere Metadata Asset Manager で、インポート領域および個別のインポート済
みステージを削除できます。インポート領域と共有済みインポートを削除しても、
メタデータ・リポジトリーで共有された資産は削除されません。
89 ページの『コマンド・ラインを使用した資産のインポート』
InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ラインでインポートを実行する場
合、使用するブリッジまたはコネクターのインポート・パラメーターを含めるパラ
メーター・ファイルを作成します。

imam コマンドの import オプション
高速インポートを実行して新規インポート領域を作成するには、import オプション
を使用します。import オプションは、--action パラメーターを指定して imam コ
マンドを使用する場合に使用できます。
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目的
import オプションを指定して imam コマンドを実行すると、新規インポートが作成
され、パラメーター・ファイルの作成時に指定したインポート・ブリッジまたはコ
ネクターが呼び出されます。
インポートされたメタデータは、エラーがある場合を除き、またはインポート設定
でプレビューが必要とされていない限り、自動的にメタデータ・リポジトリーで共
有されます。エラーがある場合、インポートされたメタデータは、ステージング領
域でインポート済みステージとして表示されますが、メタデータ・リポジトリーで
共有されることはありません。インポート設定によっては、インポート済みステー
ジがメタデータ・リポジトリーで共有される前に、そのインポート済みステージの
プレビューが必要となる場合があります。
共通メタデータ・インポーターのロールを持っている必要があります。

構文
imam --action import
--importArea import_area_name --paramsFile parameter_file_path
--misName metadata_interchange_server_name [--localFile local_file_path]
[--dcAuthFile data_connection_credentials_file_path]
[--dcUser data_connection_user][--dcPassword data_connection_password]
[--importDescription description_of_import]
[--areaDescription description_of_import_area]
[--username username] [--password password][--authfile credentials_file_path]
[--server server_name] [--port port_number] [--force] [--help] [--silent] [--log]

パラメーター
コマンドに import オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できま
す。
表 12. import オプションで使用するパラメーター
パラメーター名

説明

--action または -a

必須。
import オプションを指定します。

--importArea または -i

必須。
作成するインポート領域の名前。インポート領域のパラメ
ーターは、パラメーター・ファイルで指定します。インポ
ート領域の名前にブランク・スペースが含まれている場合
は、ブランク・スペースを引用符で囲む必要があります。
インポート領域の名前に引用符が含まれている場合は、円
記号 (¥) を各引用符の前に入力する必要があります。エ
スケープする必要のある他の文字については、 110 ページ
の『エスケープ文字』を参照してください。

--paramsFile または -pf

必須。
パラメーター・ファイルの名前と場所。例えば、
C:¥Files¥parameters_file.xml などです。
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表 12. import オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--misName または -mn

必須。
インポートで使用するメタデータ交換サーバーの名前の名
前。

--localFile または -l

オプション。
ローカル・コンピューター上にあるインポートファイルへ
のパス。
パラメーター名 --localFile は大/小文字を区別するた
め、このオプションを指定するときは、大文字の 「F」
を使用する必要があります。

--dcAuthFile または -dcaf

オプション。
コネクターのインポートで使用します。インポート元のデ
ータ・ソースに接続するための、暗号化された、または暗
号化されていない証明情報を含むファイルへのパス。パラ
メーター・ファイルで証明情報を指定する場合、またはコ
マンド・ラインで --dcUser オプションと --dcPassword
オプションを指定する場合は、ファイル内の証明情報を指
定しないでください。このデータ接続証明情報ファイル内
の証明情報は、保管されているすべてのデータ接続証明情
報をオーバーライドします。--dcUser と --dcPassword
を使用してデータ接続証明情報が明示的に指定されている
と、このパラメーターは無視されます。詳しくは、トピッ
クEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

--dcUser または -dcu

オプション。
注: このパラメーターは、コネクターを使用してインポー
トする際に、パラメーター・ファイルにデータ接続パスワ
ードを指定しなかった場合、または --dcAuthFile を指定
しなかった場合には、必須です。
コネクターのインポートで使用します。データ・ソースへ
の接続にデータ接続が使用するユーザー名。入力したユー
ザー名は、データ・ソースへの接続に指定された、保存済
みのユーザー名をオーバーライドします。--dcUser を使
用する場合、--dcPassword も指定する必要があります。
データ接続ユーザー名をパラメーター・ファイルに指定し
た場合、そのデータ接続ユーザー名をコマンド・ライン・
インターフェースで指定してはなりません。指定すると、
エラー・メッセージを受け取ることになります。
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表 12. import オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--dcPassword または -dcw

オプション。
注: このパラメーターは、コネクターを使用してインポー
トする際に、パラメーター・ファイルにデータ接続パスワ
ードを指定しなかった場合、または --dcAuthFile を指定
しなかった場合には、必須です。
コネクターのインポートで使用します。データ・ソースへ
の接続にデータ接続が使用するパスワード。入力したパス
ワードは、データ・ソースへの接続に指定された、保存済
みのパスワードをオーバーライドします。--dcPassword
を使用する場合、--dcUser も指定する必要があります。
データ接続パスワードをパラメーター・ファイルに指定し
た場合、そのデータ接続パスワードをコマンド・ライン・
インターフェースで指定してはなりません。指定すると、
エラー・メッセージを受け取ることになります。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--importDescription または -id

オプション。
インポートの説明。この説明は、InfoSphere Metadata
Asset Manager の「インポート済みステージ」タブに表示
されます。

--areaDescription または -ad

オプション。
インポート領域の説明。この説明は、InfoSphere Metadata
Asset Manager の「インポート」 タブに表示されます。

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピックEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

86

共通メタデータ管理ガイド

表 12. import オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時にパスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。

--force または -f

オプション。
デフォルトでは、コマンド・ライン・インターフェース
は、InfoSphere Metadata Asset Manager のバージョンとブ
リッジのバージョンをチェックします。不一致が検出され
た場合、そのインポートは取り消されます。
前のバージョンで作成されたパラメーター・ファイルを使
用する場合、パラメーター・ファイル内のブリッジ・パラ
メーターが前のリリースから変更されていない場合
は、--force オプションを使用してこのチェックをスキッ
プすることができます。
ブリッジ・パラメーターが前のリリースから変更されてい
る場合は、バージョン・チェックをスキップしないでくだ
さい。代わりに、InfoSphere Metadata Asset Manager を使
用して新規パラメーター・ファイルを生成してください。
次に、コマンド・ラインからメタデータをインポートしま
す。インポート・コマンドを入力するとき、新規パラメー
ター・ファイルを指定します。
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表 12. import オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。

import の例
次の import コマンドは、インポート領域 area57 を作成し、パラメーター・ファイ
ル ErwinData1_parameters.xml を使用してメタデータを InfoSphere Metadata Asset
Manager にインポートします。
imam -i area57 --paramsFile C:¥Files¥ErwinData1_parameters.xml --action import
--areaDescription Erwin files --importDescription initial import --misName
Default --username isadmin --password mypassword

次の import コマンドは、インポート領域 "Department" を作成し、パラメーター・
ファイル MyData.xml を使用してメタデータを InfoSphere Metadata Asset Manager
にインポートします。インポート領域の名前に引用符が含まれているので、それぞ
れの引用符の前に円記号 (¥) が挿入されています。
imam -i ¥"Department¥" --paramsFile C:¥Files¥MyData.xml
--action import --areaDescription
Department names --importDescription initial import --misName Default
--username isadmin
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関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。

コマンド・ラインを使用した資産のインポート
InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ラインでインポートを実行する場
合、使用するブリッジまたはコネクターのインポート・パラメーターを含めるパラ
メーター・ファイルを作成します。

始める前に
コマンド・ラインで使用するパラメーター・ファイルを保存するには、その前に、
InfoSphere Metadata Asset Manager でインポート領域を作成するか、または既存の
インポート領域へのアクセス権があることが必要です。パラメーター・ファイルを
保存するには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、
またはインポート領域を作成した共通メタデータ・インポーターであることが必要
です。

このタスクについて
InfoSphere Metadata Asset Manager でインポートを実行すると、インポート・ウィ
ザードで指定したパラメーター値が内部的に保存されます。
コマンド・ラインでインポートを実行する場合は、インポート済みステージの保存
済みパラメーター値を含むパラメーター・ファイルを作成します。コマンド・ライ
ンでこのパラメーター・ファイルを指定し、コマンド・ラインを使用してそのメタ
データを新しいインポート領域にインポートします。このパラメーター情報は、元
のインポートで使用したブリッジまたはコネクターに固有です。
パラメーター・ファイルを編集して、値を変更または追加することができます。
セキュリティー上の理由から、インポート・ウィザードで入力したパスワード値は
保存されません。それらの値は、インポート・パラメーター・ファイルに手動で入
力する必要があります。You can encrypt any value by using the Encrypt コマンド
(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
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com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/encrypt_ovw.html) を使用すると、い
かなる値でも暗号化できます。

手順
1. インポート領域を開き、「インポート済みステージ」タブを選択します。
2. 保存するパラメーターが含まれているインポート済みステージを選択し、「追加
のアクション」 > 「パラメーター・ファイルの保存」をクリックします。
3. パラメーター・ファイルをダウンロードして、テキスト・エディターで開きま
す。
4. パスワード値は、自動的にはパラメーター・ファイルに保存されません。必要な
パスワード値を、パスワード・パラメーター用の <value> タグと </value> タ
グの間に追加します。
5. コネクター・インポートの場合は、データ接続証明情報を、パラメーター・ファ
イルまたはコマンド・ラインのいずれか (両方ではない) で指定することができ
ます。データ接続証明情報をコマンド・ラインで指定する場合は、データ接続ユ
ーザー名の自動生成値をパラメーター・ファイルから削除してください。
6. オプション: 必要に応じて、value タグで囲まれている他のパラメーター値を変
更します。
注: ファイル内のパラメーター名は、ユーザー・インターフェースに表示される
パラメーターのメニュー選択項目と必ずしも同じとは限りません。ファイル内で
指定する値が分からない場合は、再度、管理インポートとしてインポートを実行
します。インターフェースで正しい値を選択して、パラメーター・ファイルを保
存します。
7. ローカル・コンピューターのファイルをインポートする場合は、以下のいずれか
のアクションを行います。
オプション

説明

元のインポートでローカル・ファイルが指定
された場合

コマンド・ライン・オプションとして、その
ローカル・ファイルのパスを指定します。パ
ラメーター・ファイルには、そのパスを指定
しないでください。

元のインポートでメタデータ交換サーバー上
のファイルが指定された場合

1. パラメーター・ファイル内の File パラ
メーターの値を削除します。これは、
<value> タグと </value> タグの間の内
容を削除することによって行えます。
2. コマンド・ライン・オプションとして、
そのローカル・ファイルのパスを指定し
ます。パラメーター・ファイルには、そ
のパスを指定しないでください。

8. コマンド・ライン・インポートを実行する準備ができたら、コマンド・ラインで
パラメーター・ファイルを指定し、imam コマンドの action パラメーターと一
緒に import オプションを使用します。import オプションのコマンド・ライン
構文については、 83 ページの『imam コマンドの import オプション』を参照し
てください。
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タスクの結果
インポートが実行されると、新しいインポート領域が作成されます。インポートさ
れたメタデータが、このインポート領域に表示されます。
コマンド・ライン・インポートは高速インポートとして実行されます。管理タブの
設定によっては、インポートがメタデータ・リポジトリーで直接共有される場合
や、インポートのプレビューが必要になる場合があります。
関連概念:
82 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のコマンド・ライン・インターフ
ェース』
コマンド・ライン・インターフェースを使用して、メタデータのインポート、イン
ポート領域の削除、およびその他のアクションを実行できます。Windows のバッチ
(.bat) スクリプト、あるいは Linux または UNIX のシェル (.sh) スクリプトから、
imam コマンドを実行します。

imam コマンドの reimport オプション
reimport オプションを使用して、インポート領域の最新のインポート済みステージ
を再インポートすることができます。reimport オプションは、--action パラメー
ターを指定して imam コマンドを使用する場合に使用できます。

目的
reimport オプションを使用すると、InfoSphere Metadata Asset Manager ユーザー・
インターフェースを使用せずに、素早くインポート領域を再インポートすることが
できます。
高速インポートは、エラーがある場合を除き、メタデータ・リポジトリーで自動的
に共有されます。エラーがある場合、再インポートされたメタデータは、ステージ
ング領域で新しいインポート済みステージとして表示されますが、メタデータ・リ
ポジトリーで共有されることはありません。インポート設定によっては、インポー
トが共有される前に、そのインポートのプレビューが必要となる場合があります。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っているか、またはインポー
ト領域を作成した共通メタデータ・インポーターである必要があります。

構文
imam --action reimport --importArea import_area_name
[--localFile local_file_path][--dcAuthFile data_connection_credentials_file_path]
[--dcUser data_connection_user][--dcPassword data_connection_password]
[--username username] [--password password][--authfile credentials_file_path]
[--server server_name] [--port port_number] [--help] [--silent] [--log]

パラメーター
パラメーターのロング・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前に 2 つのダ
ッシュ (--) を入力する必要があります。例えば、--action です。パラメーターの
ショート・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前にダッシュを 1 つだけ
(-) 入力します。例えば、-a です。
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コマンドに reimport オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できま
す。
表 13. reimport オプションで使用できるパラメーター
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--action または -a

必須。
reimport オプションを使用します。

--importArea または -i

必須。
再インポートを実行するインポート領域の名前。再インポ
ートは、インポート領域の最新のインポートからのパラメ
ーターを使用します。インポート領域の名前にブランク・
スペースが含まれている場合は、ブランク・スペースを引
用符で囲む必要があります。名前に引用符が含まれている
場合は、円記号 (¥) を各引用符の前に入力する必要があ
ります。エスケープする必要のある他の文字については、
110 ページの『エスケープ文字』を参照してください。

--localFile または -l

オプション。
インポートするローカル・ファイルのパス。以前にメタデ
ータ交換サーバーではなくローカル・コンピューターにイ
ンポートされたファイルを再インポートする場合
は、-localfile を指定する必要があります。以前のイン
ポートがメタデータ交換サーバーにインポートされた場合
は、–localFile を使用してローカル・コンピューターか
ら再インポートすることもできます。--localFile オプシ
ョンは大/小文字を区別するため、このオプションを指定
するときは、大文字の 「F」 を使用する必要がありま
す。

--dcAuthFile または -dcaf

オプション。
コネクターのインポートで使用します。インポート元のデ
ータ・ソースに接続するための、暗号化された、または暗
号化されていない証明情報を含むファイルへのパス。コマ
ンド・ラインで --dcUser オプションと --dcPassword オ
プションを指定する場合は、ファイル内の証明情報を指定
しないでください。このデータ接続証明情報ファイル内の
証明情報は、保管されているすべてのデータ接続証明情報
をオーバーライドします。--dcUser と --dcPassword を
使用してデータ接続証明情報が明示的に指定されている
と、このパラメーターは無視されます。詳しくは、トピッ
クEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。
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表 13. reimport オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--dcUser または -dcu

オプション。
注: このパラメーターは、コネクターを使用してインポー
トする際に、データ接続パスワードを指定しなかった場
合、または --dcAuthFile を指定しなかった場合には、必
須です。
コネクターのインポートで使用します。データ・ソースへ
の接続にデータ接続が使用するユーザー名。入力したユー
ザー名は、データ・ソースへの接続に指定された、保存済
みのユーザー名をオーバーライドします。--dcUser を使
用する場合、--dcPassword も指定する必要があります。

--dcPassword または -dcw

オプション。
注: このパラメーターは、コネクターを使用してインポー
トする際に、データ接続パスワードを指定しなかった場
合、または --dcAuthFile を指定しなかった場合には、必
須です。
コネクターのインポートで使用します。データ・ソースへ
の接続にデータ接続が使用するパスワード。入力したパス
ワードは、データ・ソースへの接続に指定された、保存済
みのパスワードをオーバーライドします。--dcPassword
を使用する場合、--dcUser も指定する必要があります。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピックEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。
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表 13. reimport オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時にパスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。
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表 13. reimport オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。

reimport の例
次のコマンドは、ローカル・コンピューターからインポート領域 area51 の最新の
インポート済みステージを再インポートします。
imam –-action reimport --importArea area51 --server 9.184.184.153 --port 9080
--localFile C:¥data.xml --authfile C:¥authfile.txt

次のコマンドは、インポート領域 "Customer" の最新のインポート済みステージを再
インポートします。すべてのパラメーターでショート・ネームのコマンドが使用さ
れています。インポート領域の名前に引用符が含まれているので、それぞれの引用
符の前に円記号 (¥) が挿入されています。
imam -u isadmin -w password100 -s mds-qa1 -p 9443 -a reimport
-i ¥"Customer¥"

次のコマンドは、インポート領域 'salary' の最新のインポート済みステージを再イ
ンポートします。すべてのパラメーターでショート・ネームのコマンドが使用され
ています。コマンドがサービス層のローカルの InfoSphere Metadata Asset Manager
サーバーで実行されるため、サーバーとポートのパラメーターが省略されていま
す。
imam -a reimport -i ’salary’ -u admin1 -w password1

次のコマンドは、インポート領域 "Department heads の最新のインポート済みステ
ージを再インポートします。すべてのパラメーターでショート・ネームのコマンド
が使用されています。インポート領域名 "Department heads にはスペースが含まれ
ているため、名前全体を引用符で囲む必要があります。名前に引用符が含まれてい
るため、これを円記号 (¥) でエスケープする必要があります。
imam -a reimport -i "¥"Department heads" -u admin1
-w password1 -s mds-qa1 -p 9443

次のコマンドは、インポート領域 "test" model" の最新のインポート済みステージを
再インポートします。
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imam -a reimport -i "¥"test¥" model" -u admin1
-w password -s mds-qa1 -p 9443

次のコマンドは、指定されたデータ接続証明情報を使用して、インポート領域
db2import1 の最新のインポート済みステージを再インポートします。
imam --action reimport -dcu db2admin -dcw db2admin100 --importArea db2import1
--server 9.184.184.153 --port 9080 -u isadmin -w isadmin

次のコマンドは、許可ファイル dcauthfile.txt を使用して、インポート領域
db2import2 の最新のインポート済みステージを再インポートします。許可ファイル
は、データ接続証明情報を指定します。
imam --action reimport --dcAuthFile C:¥dcauthfile.txt --importArea db2import2
--server 9.184.184.153 --port 9080 -u isadmin -w isadmin

次のコマンドは、許可ファイル authfile.txt を使用して、インポート領域
area001 の最新のインポート済みステージを再インポートします。localFile が保
存されているディレクトリー、および許可ファイルが保存されているディレクトリ
ーに、My Stuff などのようにスペースを使用した名前が付いたフォルダーが含まれ
ているため、両方のディレクトリーが引用符で囲まれています。
imam –-action reimport --importArea area001 --server 9.184.184.153 --port 9080
--localFile "C:¥My Stuff¥data.xml" --authfile "C:¥My Files¥ authfile.txt"

関連概念:
50 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager のデータ接続』
コネクターまたはブリッジを使用して共通メタデータ資産をインポートするとき
に、データ接続を使用します。データ接続は、データベース、データ・ファイル・
フォルダー、またはデータ・ファイルなどのデータ・ソースと InfoSphere
Information Server の間の、再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset
Manager でデータ接続を作成し、それを使用してデータをメタデータ・リポジトリ
ーで共有化した後、データ接続は保存されて他のユーザーが使用できるようになり
ます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。

imam コマンドの list オプション
すべてのインポート領域のリスト、または削除対象としてマークされているすべて
のインポート領域のリストを生成するには、list オプションを使用します。list
オプションは、--action パラメーターを指定して imam コマンドを使用する場合に
使用できます。

目的
list オプションは、指定されたリスト・タイプの一覧を生成します。インポート領
域の全体像を確認する必要がある場合に、すべてのインポート領域のリストを表示
したいことがあります。インポート領域の削除中にシステム障害があった場合は、
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削除としてマークされているインポート領域のリストが必要になることがありま
す。削除としてマークされているインポート領域を表示すれば、削除しようとして
いたインポート領域の状況を確認することができます。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている場合は、すべてのユ
ーザーが作成したインポート領域がリストに含まれます。共通メタデータ・インポ
ーター・ロールを持っている場合は、自分が作成したインポート領域のみがリスト
に含まれます。

構文
imam --action list --type type
[--username username] [--password password][--authfile authfile_path]
[--server server_name] [--port port_number] [--help] [--silent] [--log]

パラメーター
パラメーターのロング・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前に 2 つのダ
ッシュ (--) を入力する必要があります。例えば、--action です。パラメーターの
ショート・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前にダッシュを 1 つだけ
(-) 入力します。例えば、-a です。
コマンドに list オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できます。
表 14. list オプションで使用できるパラメーター
パラメーター名

説明

--action または -a

必須。
list オプションを使用します。

--type または -t

必須。
以下の、リストのタイプを指定します。
area
すべてのインポート領域をリストします。
deletedArea
削除プロセスが終了しなかったインポート領域をリス
トします。これは、インポート領域の削除中に、シス
テム障害が発生した場合に起こる可能性があります。
そのようなインポート領域のインポート済みステージ
は、メタデータ・リポジトリー・データベースのステ
ージング領域のスキーマに残ります。そのような部分
的に削除されたインポート領域は、ユーザー・インタ
ーフェースに表示されません。
そのような部分的に削除されたインポート領域を定期
的に確認することをお勧めします。そのような領域が
リストに表示された場合は、「削除」オプションを使
用して削除することができます。
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表 14. list オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピック Encrypt コマンド
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時にパスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。
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表 14. list オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。

list の例
次のコマンドは、すべてのインポート領域のリストを生成します。
imam --username isadmin --password isadmin –-action list –-type area

次のコマンドは、削除プロセスが終了しなかったすべてのインポート領域のリスト
を生成します。
imam --u isadmin --w isadmin –-a list –-t deletedArea

関連資料:
110 ページの『エスケープ文字』
資産名にInfoSphere Metadata Asset Managerコマンド・ライン・インターフェースの
構文と競合する文字やブランク・スペースが含まれている場合は、コマンド・ライ
ンでこれらの文字をエスケープする必要があります。
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imam コマンドの purge オプション
インポート領域からインポート済みステージを削除するには、purge オプションを
使用します。purge オプションは、--action パラメーターを指定して imam コマン
ドを使用する場合に使用できます。

目的
特定のインポート領域で頻繁に再インポートを実行する場合、purge オプションが
必要になることがあります。purge オプションは、メタデータ・リポジトリーのサ
イズを制御する場合に役立ちます。
インポート済みステージを削除するには、共通メタデータ・アドミニストレータ
ー・ロールを持っている必要があります。どの場合でも、少なくとも 1 つのインポ
ート済みステージが、他が削除された後もインポート領域に残ります。領域に共有
済みインポートがある場合、最新の共有済みインポートが常に保持されます。

構文
imam --action purge --areaName import_area_name
[--keepStagedImports number_to_keep]
[--username user_name] [--password password][--authfile credentials_file_path]
[--server server_name] [--port port_number] [--help] [--silent] [--log]

パラメーター
パラメーターのロング・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前に 2 つのダ
ッシュ (--) を入力する必要があります。例えば、--action です。パラメーターの
ショート・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前にダッシュを 1 つだけ
(-) 入力します。例えば、-a です。
コマンドに purge オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できます。
表 15. purge オプションで使用するパラメーター
パラメーター名

説明

--action または -a

必須。
purge オプションを使用します。

--areaName または -i

必須。
インポート済みステージを削除しているインポート領域の
名前。インポート領域の名前にブランク・スペースが含ま
れている場合は、ブランク・スペースを引用符で囲む必要
があります。インポート領域の名前に引用符が含まれてい
る場合は、円記号 (¥) を各引用符の前に入力する必要が
あります。エスケープする必要のある他の文字について
は、 110 ページの『エスケープ文字』を参照してくださ
い。
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表 15. purge オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--keepStagedImports または -ksi

オプション。
インポート領域内に保持するインポート済みステージの
数。
インポート済みステージは、最新の共有済みインポート、
最新のインポート済みステージ (共有または非共有)、次
に新しいインポート済みステージといった順序で保持され
ます。
--keepStagedImports を使用しないで purge を使用する
と、3 つのインポート済みステージを除くすべてがインポ
ート領域から削除されます。コマンドを実行するときに、
インポート領域内のインポート済みステージが 3 つ以下
である場合、アクションは実行されません。
--keepStagedImports を使用する場合は、ゼロより大きい
値を指定する必要があります。インポート領域のインポー
ト済みステージの数が、指定された数と等しいか小さい場
合、アクションは実行されません。

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピックEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時にパスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。
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表 15. purge オプションで使用するパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。
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purge の例
インポート領域 MyImports には、次のインポート済みステージが含まれています
(インポートされた順にリストされています)。
v インポート 1 (非共有)、最も古いインポート
v インポート 2 (共有)
v インポート 3 (非共有)
v インポート 4 (共有)
v インポート 5 (非共有)
v インポート 6 (非共有)
v インポート 7 (非共有)、最新のインポート
次のコマンドは –-keepStagedImports を指定しません。デフォルトで、最新の共有
済みインポートを常に含む 3 つのインポート済みステージを保持します。
imam --action purge --areaName MyImports

この例では、インポート 7、6、および 4 が保持されます。インポート 4 は、最新
の共有済みインポートであるため保持されます。インポート 6 および 7 は、残り
の最新のインポート済みステージであるため保持されます。
次のコマンドは、インポート領域 MyImports から、2 つ以外のすべてのインポート
済みステージを削除します。
imam --action purge --areaName MyImports --keepStagedImports 2

この例では、インポート 4 が最新のインポート済みステージであり、インポート 7
が最新のインポートであるため、インポート 7 と 4 が保持されます。
次のコマンドは、インポート領域 MyImports から、6 つ以外のすべてのインポート
済みステージを削除します。
imam --action purge --areaName MyImports --keepStagedImports 6

インポート 1 のみが削除されます。
次のコマンドは、7 つのインポート済みステージをすべて削除しようとします。
imam -a purge -i MyImports -ksi 0

コマンドにはゼロより大きい値を入力する必要があるため、失敗します。コマン
ド・ラインを使用して、すべてのインポート済みステージを削除することはできま
せん。インポート領域のすべてのインポート済みステージを削除するには、 75 ペー
ジの『インポート領域とインポート済みステージの削除』を参照してください。
次のコマンドでは、インポート領域 MyImports2 には 7 つのインポート済みステー
ジがありますが、どれも共有されていません。
imam --action purge --areaName MyImports2 --keepStagedImports 2

次のコマンドは、インポート領域から 2 つ以外のすべてのインポート済みステージ
を削除し、共有されていない最新のインポート済みステージを 2 つ残します。
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imam コマンドの delete オプション
インポート領域を削除するには delete オプションを使用します。delete オプショ
ンは、--action パラメーターを指定して imam コマンドを使用する場合に使用でき
ます。

目的
delete オプションを使用すると、インポート領域を削除し、インポート領域の内容
を InfoSphere Metadata Asset Manager のステージング領域から削除することができ
ます。インポート領域からメタデータ・リポジトリーで共有された資産は、削除さ
れません。1 コマンドあたり 1 つのインポート領域を削除できます。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている場合は、すべてのユ
ーザーが作成したインポート領域を削除できます。共通メタデータ・インポータ
ー・ロールを持っている場合は、自分が作成したインポート領域のみを削除できま
す。インポート領域に、リポジトリーで共有しているインポートが含まれている場
合、InfoSphere Metadata Asset Manager の「管理」タブで、設定「インポートがリ
ポジトリーに共有されたインポート領域の削除をユーザーに許可する」が選択され
ている場合にのみ、共通メタデータ・インポーターおよび共通メタデータ・アドミ
ニストレーターはそのインポート領域を削除できます。

構文
imam --action delete --type area --name asset_name
[--username username] [--password password][--authfile authfile_path]
[--server server_name] [--port port_number] [--help] [--silent] [--log]

パラメーター
パラメーターのロング・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前に 2 つのダ
ッシュ (--) を入力する必要があります。例えば、--action です。パラメーターの
ショート・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前にダッシュを 1 つだけ
(-) 入力します。例えば、-a です。
コマンドに delete オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できま
す。
表 16. delete オプションで使用できるパラメーター
パラメーター名

説明

--action または -a

必須。
delete オプションを使用します。

--type または -t

必須。
値として area を指定します。
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表 16. delete オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--name または -n

必須。
削除するインポート領域の名前。名前にブランク・スペー
スが含まれている場合は、ブランク・スペースを引用符で
囲む必要があります。名前に引用符が含まれている場合
は、円記号 (¥) を各引用符の前に入力する必要がありま
す。詳しくは、 110 ページの『エスケープ文字』を参照し
てください。

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピックEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時にパスワードの入力を求めるプロンプトが出されます。

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。
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表 16. delete オプションで使用できるパラメーター (続き)
パラメーター名

説明

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。

delete の例
次のコマンドは、インポート領域 area51 を削除します。
imam --username isadmin --password isadmin –-action delete –-type area –-name area51

関連資料:
110 ページの『エスケープ文字』
資産名にInfoSphere Metadata Asset Managerコマンド・ライン・インターフェースの
構文と競合する文字やブランク・スペースが含まれている場合は、コマンド・ライ
ンでこれらの文字をエスケープする必要があります。
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createMis オプションによるメタデータ交換サーバーの指定
createMis オプションを使用して、任意のコンピューターをメタデータ交換サーバ
ーとして指定することができます。createMis オプションは、imam コマンドの
action パラメーターとともに使用します。

目的
メタデータ交換サーバーとは、ブリッジとコネクターを使用してインポートを実行
するために InfoSphere Metadata Asset Manager が使用するコンピューターのことで
す。メタデータ交換サーバーは、InfoSphere Information Server のインストール中に
自動的に指定されますが、一部の、クライアントのみのインストールでは、インス
トール後にコマンド・ラインでメタデータ交換サーバーを指定できます。次の 1 つ
または両方のコンポーネントがインストールされているコンピューターを指定しま
す。
v クライアント層にインストールされているメタデータ交換エージェントとブリッ
ジ
v InfoSphere DataStage and QualityStage または InfoSphere Information Analyzer を
使用してエンジン層にインストールされているコネクター。
メタデータ交換サーバーを指定するには、共通メタデータ・アドミニストレータ
ー・ロールを持っている必要があります。
メタデータ交換サーバーを指定した後、ブリッジまたはコネクターを使用してメタ
データをインポートする前に、InfoSphere Metadata Asset Manager の 「管理」タブ
でメタデータ交換サーバーを使用可能にする必要があります。

構文
imam --action createMis
--misName metadata_interchange_server_name
--misDescription metadata_interchange_server_description
--misHost metadata_interchange_server_host
--misPort metadata_interchange_server_port
[--username username] [--password password]
[--authfile credentials_file_path] [--server server_name]
[--port port_number] [--help] [--silent] {--log]

パラメーター
パラメーターのロング・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前に 2 つのダ
ッシュ (--) を入力する必要があります。例えば、--action です。パラメーターの
ショート・ネームを指定する場合、そのパラメーターの前にダッシュを 1 つだけ
(-) 入力します。例えば、-a です。
コマンドに createMis オプションを指定する場合、次のパラメーターを使用できま
す。
表 17. 以下のパラメーターを createMis とともに使用可能
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--action または -a

必須。
createMis オプションを使用します。
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表 17. 以下のパラメーターを createMis とともに使用可能 (続き)
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--misName または -mn

必須。
指定するメタデータ交換サーバーの名前。

--misDescription または -md

必須。
メタデータ交換サーバーの説明。

--misHost または -mh

必須。
メタデータ交換サーバーのホスト・コンピューター。

--misPort または -mp

必須。
ホスト・コンピューターのポート。

--authfile または -af

オプション。
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号
化された、または暗号化されていない証明情報を含むファ
イルのパス。 --authfile パラメーターを使用する場合
は、コマンド・ラインで --username または --password
を使用する必要はありません。--authfile パラメーター
と、明示的なユーザー名およびパスワードのパラメーター
の両方を指定すると、明示的なパラメーターが、ファイル
で指定されたオプションより優先されます。
詳しくは、トピックEncrypt コマンドとそのサブトピック
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
encrypt_ovw.html) を参照してください。

--username または -u

オプション。
InfoSphere Information Server へのログインに必要なユー
ザー名。ユーザーは、共通メタデータ・アドミニストレー
ターまたは共通メタデータ・インポーターのロールを持っ
ている必要があります。 --username パラメーターと
--password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。パスワー
ドを入力せずにユーザー名を入力すると、コマンドの実行
時に、パスワードの入力を求めるプロンプトが出されま
す。

--password または -w

オプション。
指定したユーザー名で InfoSphere Information Server にロ
グインするためのパスワード。 --username パラメーター
と --password パラメーターを指定する代わり
に、--authfile パラメーターを使用できます。
デフォルトでは、パスワードは保存されます。このデフォ
ルト設定は、InfoSphere Metadata Asset Managerの「管
理」タブの「インポート設定」 ページで制御します。
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表 17. 以下のパラメーターを createMis とともに使用可能 (続き)
パラメーター名 (ショート・ネーム)

説明

--server または -s

オプション。
サービス層コンピューターの名前。サーバーを指定した場
合は、ポートを指定する必要があります。

--port または -p

オプション。
サービス層コンピューターで使用するポート番号。デフォ
ルトの HTTPS ポートは 9443 です。ポートを指定する場
合、サーバーを指定する必要があります。

--silent または -sl

オプション。
証明情報および SSL 証明書を要求するプロンプトを抑止
します。スケジュール済みのセッションまたは無人セッシ
ョンを実行する場合、このパラメーターを使用します。プ
ロンプトが抑止されていると、アクションは失敗します。
このような失敗を防ぐには、コマンド・ラインで、または
必要に応じて証明情報ファイルで、証明情報を提供し、
UpdateSignerCerts コマンドを実行 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
wsisinst_run_updatesignercerts.html) して、コマンド・ライ
ン・セッションをスケジュールする前に証明書を取得しま
す。

--help または -h

オプション。
--help を他のオプションとともに使用すると、それら他の
オプションは無視されます。アクションとパラメーターの
リストを印刷します。タイプミス、大/小文字が不適切な
パラメーターや引数、またはコマンドに必須パラメーター
がない場合など、構文エラーを含むコマンドを発行する
と、ヘルプ・コマンドが自動的に発行されます。

--log または -lg

オプション。
コマンド・ラインの実行中、ランタイム・ログ・メッセー
ジがコンソールに出力されます。このログを使用して、
InfoSphere Metadata Asset Manager の使用時に発生した問
題をデバッグすることができます。ログには、サーバーに
対して実行された HTTPS 呼び出しの詳細と、スローされ
た例外に関するスタック・トレース情報が含まれます。

createMis の例
次のコマンドは、コンピューター is-xmeta-sys4 のポート 19443 にある
is-computer2 という名前のメタデータ交換サーバーを指定します。
imam --username isadmin --password isadmin –-action createMis --misName
is-computer2 -md server1 --misHost is-xmeta-sys4 -mp 19443

関連資料:
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『エスケープ文字』
資産名にInfoSphere Metadata Asset Managerコマンド・ライン・インターフェースの
構文と競合する文字やブランク・スペースが含まれている場合は、コマンド・ライ
ンでこれらの文字をエスケープする必要があります。

エスケープ文字
資産名にInfoSphere Metadata Asset Managerコマンド・ライン・インターフェースの
構文と競合する文字やブランク・スペースが含まれている場合は、コマンド・ライ
ンでこれらの文字をエスケープする必要があります。
InfoSphere Metadata Asset Managerコマンド・ライン・インターフェースでは、特定
の文字をエスケープする必要があります。
次の文字をエスケープするには、エスケープが必要な文字を含む資産名を二重引用
符 (“) で囲む必要があります。
v ^ (ハット、曲折アクセント記号)
v & (アンパーサンド)
v < (より小さい)
v > (より大きい)
v | (論理 OR)
v ブランク・スペース
例えば、資産名の一部であるアンパーサンド文字 (&) は、二重引用符で囲まない場
合は、コマンド・ラインによって正確に読み取られません。このため、資産名 A&C
は、コマンド・ラインでは "A&C" と入力する必要があります。
資産名に二重引用符が含まれている場合は、二重引用符の前に円記号 (¥) を使用し
てエスケープします。例えば、資産名 Customer"Fixes" は、Customer¥"Fixes¥" と
入力する必要があります。

共通メタデータ資産の管理
InfoSphere Metadata Asset Manager 内の「リポジトリー管理」タブを使用して、メ
タデータ・リポジトリーに格納されている資産を表示、比較、マージ、および削除
することができます。また、論理データ・モデルおよび物理データ・モデルと、実
装済みデータ・リソースとの間に実装関係を設定することもできます。
関連概念:
33 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager の概要』
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
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リポジトリー内のメタデータ資産の検索
リポジトリーを参照するか、特定の文字ストリングに一致する資産名を検索して、
メタデータ・リポジトリー内の資産を見つけることができます。

メタデータ・リポジトリーの参照による資産の検索
実装済みデータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産、物理データ・
モデル資産、データ項目定義、または論理データ・モデル資産を参照することによ
って、メタデータ・リポジトリー内の資産を見つけることができます。

始める前に
メタデータ・リポジトリーを参照するには、共通メタデータ・ユーザー・ロール、
共通メタデータ・インポーター・ロール、または共通メタデータ・アドミニストレ
ーター・ロールを持っている必要があります。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. 「ナビゲーション」ペインで「資産の表示」を展開してから、「論理データ・モ
デル」、「物理データ・モデル」、「実装済みデータ・リソース」、「データ項
目定義」、または「ビジネス・インテリジェンス資産」をクリックします。階層
ツリー・ビューで、選択した資産タイプを参照することができます。
関連タスク:
113 ページの『資産の詳細の表示』
メタデータ・リポジトリー内の資産の詳細を表示できます。資産の詳細には、資産
の名前、タイプ、および説明が含まれます。資産の詳細には、資産のプロパティー
も含まれます。プロパティーには、ID、作成日時、最終変更時刻に関する詳細、含
んでいる資産のリスト、およびその他の情報 (資産のスチュワード、資産の作成に
使用したツール、選択した資産を実装する他の資産など) があります。資産をメタ
データ・リポジトリーから削除する前、または別の資産にマージする前に、資産の
詳細を表示したい場合があります。
関連情報:
共通メタデータ資産のタイプ
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。

リポジトリーの検索による資産の検索
特定の文字ストリングを含む名前を持つ資産を検索することによって、実装済みデ
ータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産、データ項目定義、論理デ
ータ・モデル資産、および物理データ・モデル資産をメタデータ・リポジトリー内
で見つけることができます。検索では、孤立資産は返されません。

始める前に
メタデータ・リポジトリーを検索するには、共通メタデータ・ユーザー・ロール、
共通メタデータ・インポーター・ロール、または共通メタデータ・アドミニストレ
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ーター・ロールを持っている必要があります。

このタスクについて
検索では大/小文字が区別され、正確な値を入力する必要があります。ナビゲーショ
ン・メニューの「検索」セクションに検索ストリングを入力する場合、2 つのワイ
ルドカードがサポートされています。アスタリスク (*) は、指定された位置の 1 つ
以上の文字を検出します。感嘆符 (!) は、現在位置にある任意の単一の文字を検出
します。ワイルドカード文字の直前に円記号 (¥) を入力した場合、そのワイルドカ
ードはリテラル値として扱われます。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. 「ナビゲーション」ペインで「検索」セクションを展開します。
3. 「資産名」ボックスに文字ストリングを入力し、「検索」をクリックします。
4. オプション: 特定に資産タイプによって検索結果をフィルタリングするには、
「資産タイプ」リストから資産タイプを選択します。
5. 「検索」をクリックします。 検索では大/小文字が区別されます。
6. オプション: 検索結果の範囲を絞り込むには、「検索オプション」をクリック
し、「検索オプション」ペインの以下のフィールドに値を入力します。
オプション

説明

資産タイプ

「資産タイプ」メニューで、検索したい資産
のタイプを選択します。

資産名

資産名フィールドに資産の名前を入力しま
す。検索では大/小文字が区別され、正確な値
を入力する必要があります。

WHERE

検索オプション領域に表示されるすべてのフ
ィールドの検索フィルターを変更するには、
「WHERE」節のオプションを選択します。
「完全一致 (大/小文字を区別しない)」の場
合、検索で大/小文字は区別されず、完全一致
のみが返されます。「完全一致」の場合、完
全一致のみが返されます。「含む」の場合、
指定したどのストリングについても検索結果
が返されます。「先頭」の場合、先頭が検索
ストリングに一致するものが返されます。
「末尾」の場合、末尾が検索ストリングに一
致するものが返されます。

追加情報を入力して結果を制限します

検索対象の資産を識別する情報をさらに追加
します。

関連タスク:
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『資産の詳細の表示』
メタデータ・リポジトリー内の資産の詳細を表示できます。資産の詳細には、資産
の名前、タイプ、および説明が含まれます。資産の詳細には、資産のプロパティー
も含まれます。プロパティーには、ID、作成日時、最終変更時刻に関する詳細、含
んでいる資産のリスト、およびその他の情報 (資産のスチュワード、資産の作成に
使用したツール、選択した資産を実装する他の資産など) があります。資産をメタ
データ・リポジトリーから削除する前、または別の資産にマージする前に、資産の
詳細を表示したい場合があります。
関連情報:
共通メタデータ資産のタイプ
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。

資産の詳細の表示
メタデータ・リポジトリー内の資産の詳細を表示できます。資産の詳細には、資産
の名前、タイプ、および説明が含まれます。資産の詳細には、資産のプロパティー
も含まれます。プロパティーには、ID、作成日時、最終変更時刻に関する詳細、含
んでいる資産のリスト、およびその他の情報 (資産のスチュワード、資産の作成に
使用したツール、選択した資産を実装する他の資産など) があります。資産をメタ
データ・リポジトリーから削除する前、または別の資産にマージする前に、資産の
詳細を表示したい場合があります。

始める前に
メタデータ・リポジトリーで参照または検索することにより、資産を検索します。
資産の詳細を表示するには、共通メタデータ・ユーザー・ロール、共通メタデー
タ・インポーター・ロール、または共通メタデータ・アドミニストレーター・ロー
ルを持っている必要があります。

手順
1. 資産のリストで資産を選択します。 表示される詳細は、選択した資産のタイプ
によって異なります。
2. オプション: すべての資産の最新の使用状況情報を取得するには、「追加のアク
ション」 > 「すべての資産の使用状況を取得」をクリックします。 トップレベ
ル資産 (データベースまたはデータベース・スキームなど) の一般的な使用状況
情報と、子資産 (データベース表など) の詳細な使用状況情報を表示できます。
3. オプション: 選択された資産を InfoSphere Information Governance Catalog で表
示するには、「追加のアクション」 > 「情報ガバナンス・カタログ内で資産を
表示」をクリックします。 資産を InfoSphere Information Governance Catalogで
表示することによって、その資産が他の InfoSphere Information Server 製品でど
のように使用されているかに関する詳細情報を表示することができます。さら
に、その資産と、他の関連資産について、照会を実行できます。
4. オプション: 選択された資産の詳細を非表示にするには、「追加のアクション」
> 「詳細ペインの非表示」をクリックします。
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関連タスク:
111 ページの『リポジトリーの検索による資産の検索』
特定の文字ストリングを含む名前を持つ資産を検索することによって、実装済みデ
ータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産、データ項目定義、論理デ
ータ・モデル資産、および物理データ・モデル資産をメタデータ・リポジトリー内
で見つけることができます。検索では、孤立資産は返されません。
111 ページの『メタデータ・リポジトリーの参照による資産の検索』
実装済みデータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産、物理データ・
モデル資産、データ項目定義、または論理データ・モデル資産を参照することによ
って、メタデータ・リポジトリー内の資産を見つけることができます。
関連情報:
共通メタデータ資産のタイプ
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。

資産の詳細の編集
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持つユーザーは、資産の簡略説
明、詳細説明、およびスチュワードを編集できます。

始める前に
メタデータ・リポジトリーを参照して資産を見つけるか、または資産を検索して
「参照ツリーで資産を表示」をクリックします。

手順
1. 資産のリストで資産を選択します。 資産に関する詳細が、画面の右側に表示さ
れます。
2. オプション: 「簡略説明」フィールドで「編集」をクリックし、テキストを更新
します。文字数は 255 文字までに制限されています。
3. オプション: 「詳細説明」フィールドで「編集」をクリックし、テキストを更新
します。「詳細説明」フィールドに文字数の制限はありません。
4. オプション: 「スチュワード」フィールドで「編集」をクリックし、スチュワー
ドを更新します。
5. 「保存」をクリックします。

スチュワードの割り当ておよび削除
InfoSphere Information Server スチュワードを、共通メタデータ資産に割り当てま
す。共通メタデータ資産に現在割り当てられているスチュワードを削除することも
できます。スチュワードは、メタデータ・リポジトリー内の資産の定義、保守、お
よび使用を担当します。

始める前に
スチュワードの割り当てまたは削除を行うには、共通メタデータ・アドミニストレ
ーター・ロールを持っている必要があります。
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メタデータ・リポジトリー内で資産を参照するか、資産を検索して「参照ツリーで
資産を表示」を選択することによって、資産を見つけます。
InfoSphere Metadata Asset Manager には、InfoSphere Information Governance
Catalog、 InfoSphere Glossary Anywhere、 IBM InfoSphere FastTrack、および IBM
InfoSphere Information Analyzer で割り当てられたスチュワードまたは連絡先が表示
されます。他の製品を使用して割り当てられたどのスチュワードまたは連絡先も、
削除することができます。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. スチュワードの割り当てまたは削除を行いたい資産を選択します。 資産に関す
る詳細が、画面の右側に表示されます。
3. 「プロパティー」セクションにある「スチュワード」フィールドで「編集」をク
リックします。
4. スチュワードの割り当てまたは削除は、以下の方法で行います。
オプション

説明

スチュワードを割り当てる場合

1. 割り当てたいスチュワードの名前を入力
するか、または、テキスト・ボックスを
クリックし、下矢印キーを使用してスチ
ュワードのリスト内をスクロールし、ス
チュワードを選択します。
2. 「追加」をクリックします。

スチュワードを削除する場合

削除したいスチュワードの横にある「削除」
リンクをクリックします。

5. 「保存」をクリックします。

資産への注釈の追加
注釈を追加して、資産に関する情報を提供することができます。共通メタデータ・
アドミニストレーター・ロールを持つユーザーは、任意の注釈を作成、編集、また
は削除できます。

始める前に
作成する注釈は、InfoSphere Information Governance Catalog、InfoSphere Glossary
Anywhere、および IBM InfoSphere Information Analyzer にも表示されます。注釈
は、他の IBM InfoSphere Information Server 製品の注釈として表示されることもあ
ります。
状況またはタイプが変更された場合、資産のスチュワードに通知は送られません。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
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2. 注釈を作成したい資産を選択します。 資産に関する詳細が、画面の右側に表示
されます。
3. 画面の右側の「注釈」セクションで「新しい注釈」をクリックします。
4. 注釈用に表示させたいタイトルを「件名」フィールドに入力します。 「件名」
フィールドの文字数は 64 文字までに制限されています。
5. オプション: 以下のタイプのいずれかを選択します。
オプション

説明

情報

情報の提供のみで、アクションを必要としな
い注釈。情報注釈の例としては、「資産が監
督機関からの要求に適合するように作成され
ました」という注釈が「注釈」フィールドに
示される場合があります。

アクション

アクションが必要なことを示す注釈。例え
ば、資産のレビューを要求するアクションの
場合、「アクション」タイプを選択し、「次
のミーティングまでにこの資産をレビューし
てください」というテキストを「注釈」フィ
ールドに入力します。

その他

情報やアクション以外の内容を含む注釈。

6. オプション: 以下の状況のいずれかを選択します。
オプション

説明

オープン

任意の資産タイプの新規注釈。

保留

アクションまたは応答が必要です。

クローズ

アクションも応答も不要になりました。

7. 「注釈」フィールドに注釈のテキストを入力します。 注釈の文字数制限はあり
ません。
8. 「OK」をクリックして、注釈を保存します。

メタデータ資産の削除
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーから資産を削除すること
ができます。資産を削除すると、その資産に含まれているすべての資産も削除され
ます。メタデータ・リポジトリーに重複する資産、孤立資産、または不要になった
資産が含まれている場合、資産を削除したいことがあります。

始める前に
メタデータ・リポジトリーから資産を削除するには、共通メタデータ・アドミニス
トレーター・ロールを持っている必要があります。
メタデータ・リポジトリー内で資産を参照するか検索して、資産を見つけます。重
複を比較するか、孤立資産を特定することによって、資産を見つけることもできま
す。
以下の削除制限が適用されます。
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ホスト 他の資産を含むホストは削除できません。ホストを削除するには、含まれて
いる資産をすべて削除しておく必要があります。
物理ドメイン
1 つ以上のデザイン列が使用している物理ドメインは削除できません。ソー
ス・ツール内の物理ドメインを削除し、物理データ・モデルを再インポート
することはできます。
論理ドメイン
エンティティー属性が使用している論理ドメインは削除できません。ソー
ス・ツール内の論理ドメインを削除し、論理データ・モデルを再インポート
することはできます。
データベース・ドメイン
1 つ以上のデータベース列が使用しているデータベース・ドメインは削除で
きません。ソース・ツール内のデータベース・ドメインを削除し、データベ
ース・スキーマを再インポートすることはできます。
データベース表
データベース表に、別の表にある主キーを指す外部キー制約がある場合は、
そのデータベース表を削除できません。データベース表を削除するには、外
部キー制約を削除しておく必要があります。

手順
1. 資産を確実に削除するには、次の手順を実行します。
a. 資産の詳細を表示します。
b. 使用状況情報を表示して、その資産を使用するツールを確認します。
2. 削除する資産を 1 つ以上選択して、「削除」をクリックします。 表示される
「削除の確認」ウィンドウで、「はい」をクリックします。

タスクの結果
資産を削除すると、その資産はメタデータ・リポジトリーから除去されます。
関連情報:
資産の削除ルール
メタデータ・リポジトリーから資産を削除する前に、資産の削除ルールを理解して
ください。

孤立資産の管理
孤立した実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、またはビジネス・
インテリジェンス (BI) 資産の詳細を表示したり、孤立資産をメタデータ・リポジト
リーから削除したりすることができます。孤立資産には、完全な ID がありませ
ん。ID 階層内の 1 つ以上の資産が存在しないためです。

始める前に
メタデータ・リポジトリーから資産を削除するには、共通メタデータ・アドミニス
トレーター・ロールを持っている必要があります。資産を削除する前に、資産の削
除ルールを理解しておいてください。

第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産のインポートおよび管理

117

このタスクについて
資産が InfoSphere Information Server ツールによって使用されている場合は、資産
を削除する前に、使用状況の詳細を確認してください。他のツールが分析中の孤立
資産は削除した方がよいかもしれません。それらが分析結果を偏らせる可能性があ
るためです。孤立資産を削除する前に、同じスイート・ツールで使用するために元
の資産を再インポートするとよいでしょう。
一部の孤立資産は、それらを含む資産がない場合、資産タイプによって正確に識別
することはできません。この理由から、データベース表、デザイン表、およびデー
タ・ファイル構造は、孤立資産のリスト内でデータ・コレクション と見なされま
す。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. ナビゲーション・メニューの「孤立資産の管理」セクションを展開し、孤立資産
を表示したい資産タイプを選択します。孤立資産のリストが「検索結果」ページ
に表示されます。
3. オプション: 資産の詳細を表示して、削除することを確認します。
4. 孤立資産を削除します。資産は、以下の方法で削除できます。
v 孤立資産を見つけたら、孤立資産のリストで削除したい資産を選択し、「削
除」をクリックする。
v 孤立資産の詳細を表示している間に「削除」をクリックして、表示中の資産を
削除する。
関連概念:
資産 ID
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。
関連タスク:
125 ページの『孤立リンク・ポイントの削除』
メタデータ・リポジトリーから孤立リンク・ポイントを削除することができます。
孤立リンク・ポイントを削除すると、パフォーマンスが向上し、システムのディス
ク・スペースが解放されます。
関連情報:
孤立資産
ID ストリングでの直接の親資産から切り離された資産を孤立資産 と呼びます。

重複メタデータ資産の管理
メタデータ・リポジトリー内の重複資産を比較、マージ、または削除することがで
きます。重複資産を削除することにより、スイート・ツールのユーザーが、正しい
資産を選択して使用できるようになります。
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始める前に
資産を削除またはマージするには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロー
ルを持っている必要があります。資産を削除する前に、資産の削除ルールを理解し
ておいてください。

このタスクについて
BI 資産を除くすべての共通メタデータ資産の重複を比較および削除することができ
ます。以下のタイプの資産のみをマージできます。
v 同じホストに含まれているデータベース
v 同じデータベースに含まれているデータベース・スキーマ
資産は、名前と階層 ID に基づいて、重複の候補と見なされます。例えば、2 つの
データベースに「Customer」という名前が付けられている場合、それらは、同じ名
前であるという事実に基づいて潜在的な重複と見なされます。それぞれの潜在的な
重複資産のプロパティーが表示されている横並びの比較画面で、潜在的な重複が真
の重複であるかどうかを判断できます。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. 重複資産の検索は、以下の方法で行います。
オプション

説明

重複の管理ワークスペースを使用して、同じ
名前を持つ潜在的重複を比較します。

1. 「重複の管理」ナビゲーション・ペイン
で、「論理データ・モデル」、「物理デ
ータ・モデル」、または「実装済みデー
タ・リソース」をクリックします。
2. 右ペインで、特定の資産タイプの「潜在
的な重複の表示」をクリックします。
3. 同じ名前の資産を最大 5 個まで選択し、
「比較」をクリックします。

リポジトリーを検索または参照して資産を見
つけ、それを他の資産と比較します。
注: 実装済みデータ・リソースの場合のみ、
リポジトリーを検索または参照して潜在的な
重複を見つけることができます。

1. 資産を選択し、「他の資産と比較」をク
リックします。
2. 以下のようにして、元の資産と比較する
対象として最大 4 つまでの資産を選択し
ます。
v 「潜在的な重複候補」をクリックし
て、同じ名前を持つ資産を比較しま
す。
v 参照または検索して、最初に選択した
資産と異なる名前を持つ資産を比較し
ます。
3. 「選択に追加」をクリックし、「OK」を
クリックします。
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3. 資産のプロパティー、資産と他の資産との関係、および使用状況情報を注意深く
比較して、資産が重複であることを確認します。
4. 資産が重複であることを確信したら、それを削除するか、別の資産とマージする
ことができます。
オプション

説明

重複資産を削除する場合

削除する資産を選択し、「削除」をクリック
します。削除する資産を最大 5 個まで選択
できます。

重複資産を別の資産とマージする場合

マージする資産を選択し、「マージ」をクリ
ックします。マージする資産を 2 個選択す
る必要があります。マージできるのは、同じ
ホストに含まれているデータベースと、同じ
データベースに含まれているデータベース・
スキーマのみです。

「閉じる」をクリックして、ワークスペースを閉じます。
関連情報:
資産のマージ
資産を参照するか、重複資産を管理した後で、2 つの資産を 1 つの資産にマージす
ることができます。重複するメタデータ資産をマージすると、スイート・ツールの
ユーザーが、ジョブで使用する正しいメタデータを選択しやすくなります。データ
ベースまたはデータベース・スキーマをマージできます。
重複資産
重複資産は、同じ ID を持つ資産、または ID が異なるが同一と見なせる資産のこ
とです。重複資産の管理は、マージまたは削除によって行います。
資産 ID
メタデータ・リポジトリーの各資産は固有の ID を持つ必要があります。重複資産
や孤立資産など、固有の ID を持たない資産をマージまたは削除することができま
す。

実装関係の設定または削除
実装済みデータ・リソースによって、論理データ・モデルおよび物理データ・モデ
ルを実装できます。論理データ・モデル資産または物理データ・モデル資産のいず
れかと、実装済みデータ・リソースの間の実装関係を、設定または削除することが
できます。論理データ・モデル資産と物理データ・モデル資産の間の実装関係も、
設定または削除することができます。

始める前に
2 つの資産の間の実装関係を設定または削除するには、共通メタデータ・アドミニ
ストレーター・ロールを持っている必要があります。

このタスクについて
2 つの資産の間に実装関係を設定すると、含まれる資産は名前とタイプに基づいて
自動的にマッチングされ、トップレベル資産とそれに含まれるすべての資産の両方
に、実装関係が設定されます。
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以下に示すものの間にトップレベルの実装関係を設定できます。
v 論理データ・モデルと、物理データ・モデルまたはデータベース・スキーマ
v 物理データ・モデルと、データベース・スキーマまたはデータ・ファイル
資産の実装関係を設定すると、対応する実装関係が、そこに含まれる同じ名前を持
つ類似したタイプの資産の間に設定されます。マッチングが成功しなかった資産
は、アンマッチ資産として表示されます。アンマッチ資産を手動でマッチングする
には、「包含関係の表示」ワークスペースに移動します。以下に示す収容オブジェ
クトの間の実装関係は、自動的に設定されます。または、これらの収容オブジェク
トを含むトップレベル資産の間の実装関係を設定するときに、手動で設定すること
もできます。
v 論理ドメインと物理ドメインまたはデータベース・ドメイン
v 物理ドメインとデータベース・ドメイン
v 論理エンティティーとデザイン表またはデータベース表
v デザイン表とデータベース表またはデータ・ファイル構造
v デザイン・プロシージャーとストアード・プロシージャー

手順
1. 「リポジトリー管理」タブをクリックします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、資産を検索するか、論理データ・モデルまたは物
理データ・モデルを参照します。
3. 実装関係を設定したい論理データ・モデルまたは物理データ・モデルを選択しま
す。
オプション

説明

画面の右側の「実装元」セクション

「新規実装関係」を選択します。

右クリックメニュー

「新規実装関係...」を選択します。

「追加のアクション」メニュー

「新規実装関係...」を選択します。

4. 選択した元の資産を実装する資産を選択します。
オプション

説明

資産の参照

「資産の参照」タブをクリックして、関係を
設定したい資産を選択し、「OK」をクリッ
クします。

資産の検索

「資産の検索」タブをクリックして、検索し
たい資産タイプをドロップダウン・メニュー
から選択し、「検索」をクリックします。

5. 含まれている資産の実装関係の状況を確認します。 「包含関係の表示」を選択
してから「OK」をクリックすると、含まれる資産のうち一致した資産の実装関
係を確認したり、一致しない資産の実装関係を設定したりすることができます。
6. 「包含関係の表示」ワークスペースで、実装候補列内の資産をクリックし、それ
を、実装関係を作成したいターゲット資産にドラッグします。ドロップダウン・
メニューで、ソース資産とターゲット資産をタイプによってフィルタリングする
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ことができます。 「自動設定」メニューでマッチング条件を選択することによ
り、名前、省略形、接頭部、または接尾部によって資産を自動的にマッチングす
ることができます。
7. オプション: 「1 対多のマッチングを有効にする」をクリックして、1 つのソー
ス資産が複数のターゲット資産とマッチングされることを許可します。
8. 「実装関係」ワークスペースで実装関係を確認します。実装関係を削除するに
は、「削除」をクリックします。
関連情報:
実装関係
論理データ・モデル、物理データ・モデル、および実装済みデータ・リソースの間
の関係を設定したり探索したりすることができます。
論理データ・モデル資産
論理データ・モデルは、エンティティー・リレーションシップ・モデル化手法を使
用して情報資産のビジネス定義を取り込みます。論理データ・モデルは、関連エン
ティティーの集合とそのビジネス・アソシエーションで構成されます。
物理データ・モデル資産
物理データ・モデルとは、情報資産のデザイン・スキーマです。このスキーマは、
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係
を定義します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独
立しています。
実装済みデータ・リソース
実装済みデータ・リソースとしては、データベースとその内容、データ・ファイル
とその内容、およびデータベースとデータ・ファイルの格納先ホスト・コンピュー
ターなどがあります。データ項目定義も実装済みデータ・リソースに該当し、複雑
なデータ構造体を表します。

資産のマージ
資産を参照するか、重複資産を管理した後で、2 つの資産を 1 つの資産にマージす
ることができます。重複するメタデータ資産をマージすると、スイート・ツールの
ユーザーが、ジョブで使用する正しいメタデータを選択しやすくなります。データ
ベースまたはデータベース・スキーマをマージできます。

始める前に
資産をマージするには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持って
いる必要があります。資産をマージする前に、マージ・ルールを見直してくださ
い。

このタスクについて
資産をマージする目的は、メタデータ・リポジトリー内の重複をなくすことです。
これにより、ジョブで使用したり、用語を割り当てたり、スチュワードを割り当て
たりする資産を選択する際に、混乱することがなくなります。
以下のタイプの資産のみをマージできます。
v 同じホストに含まれているデータベース
v 同じデータベースに含まれているデータベース・スキーマ
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マージ対象として選択した 2 つの資産が、まったく同じである必要はありません。
マージ候補の名前、プロパティー、および含まれている資産が異なっていてもかま
いません。

手順
1. 「リポジトリー管理」タブの「ナビゲーション」ペインで、「資産の表示」また
は「潜在的な重複の管理」をクリックします。
オプション

説明

「検索結果」セクションから資産をマージす
る場合

1. 資産タイプを選択するか、「検索」セク
ションの「資産名」フィールドに資産の
名前を入力し、「検索」をクリックしま
す。
2. 「検索結果」セクションで、マージした
い 2 つのデータベースまたはデータベー
ス・スキーマを選択し、「マージ」をク
リックします。

「資産の表示」セクションから 2 つの資産
をマージする場合

1. 「資産の表示」セクションで「実装済み
データ・リソース」を選択し、別の資産
とマージしたいデータベースまたはデー
タベース・スキーマを参照して選択しま
す。
2. 「別の資産とマージ」をクリックしま
す。
3. 「マージ先の資産の選択」ウィンドウ
で、「潜在的な重複候補」、「資産の参
照」、または「資産の検索」を選択し
て、資産のマージ先の資産を見つけま
す。
4. 開始資産のマージ先とする資産を選択
し、「OK」をクリックします。

資産の表示中または重複の管理中に「比較」
ワークスペースから 2 つの資産をマージす
る場合

「比較」ワークスペースで 2 つの資産を選
択し、「マージ」をクリックします。

「マージ」ワークスペースが開きます。
2. オプション: 「開始資産」の資産と「マージ先」の資産を交換するには、「マー
ジ」ワークスペースの上部で「順序の交換」をクリックします。
3. 開始資産の使用状況を確認してから、使用状況オプションを指定します。使用状
況情報は、どのツールが開始資産と関係を持つかを示します。「特定の使用状況
情報をマージ後の資産に転送する」を選択した場合は、転送する情報のタイプを
選択する必要があります。
4. オプション: マージの完了後に開始資産を削除したくない場合は、「マージ後に
資産を削除する」の選択を解除します。
5. 「結果の資産」列で結果の資産の詳細を確認してから、「マージ」をクリックし
ます。 マージが正常に完了すると、次のメッセージが表示されます。
資産名 は正常に 資産名 にマージされました
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関連情報:
重複資産
重複資産は、同じ ID を持つ資産、または ID が異なるが同一と見なせる資産のこ
とです。重複資産の管理は、マージまたは削除によって行います。
共通メタデータ資産のタイプ
各タイプの共通メタデータ資産は、固有の定義と固有の ID 構成要素を持ちます。
共通メタデータ資産には、実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、
物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産など、各種の資産があ
ります。

マージ・ルール
マージ機能を使用して、選択した 2 つの資産を結合し、単一のマージされた資産に
します。データベースまたはデータベース・スキーマのみをマージできます。
以下のタイプの資産のみをマージできます。
v 同じホストに含まれているデータベース
v 同じデータベースに含まれているデータベース・スキーマ
マージするために選択した資産が、まったく同じである必要はありません。例え
ば、資産の名前、プロパティー、含まれている資産などが異なっていてもかまいま
せん。
2 つの資産をマージすると、開始資産の以下のプロパティーと関係は、開始資産の
マージ先の資産のプロパティーによって上書きされます。
v 名前
v 詳細説明
v 作成ツール
v 作成者
v 作成日時
v 変更者
v 変更日時
v ID
v ホスト
v DBMS
例えば、開始資産が 2010 年 1 月 13 日木曜日の 9:00 AM に admin100 によって
作成され、開始資産のマージ先の資産が 2010 年 1 月 14 日金曜日の 10:22 AM
に admin202 によって作成された場合、結果の資産の作成日は 2010 年 1 月 14 日
金曜日の 10:22 AM となり、「作成者」フィールドには admin202 と表示されま
す。
両方の資産のスチュワードが、結果の資産に引き継がれます。
マージしているデータベースおよびデータベース・スキーマに含まれるすべての資
産は、結果の資産に引き継がれます。
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結果の資産に転送される使用関係を制御できます。使用関係を確認して、資産が
InfoSphere Information Server 製品 (InfoSphere Information Analyzer または
InfoSphere Information Governance Catalog など) で使用されているかどうかを判別
します。両方の資産の使用関係を結果の資産に転送することも、特定の使用関係の
みを結果の資産に転送することも、どの使用関係も転送しないことを選択すること
もできます。

孤立リンク・ポイントの削除
メタデータ・リポジトリーから孤立リンク・ポイントを削除することができます。
孤立リンク・ポイントを削除すると、パフォーマンスが向上し、システムのディス
ク・スペースが解放されます。

始める前に
メタデータ・リポジトリーから資産を削除するには、共通メタデータ・アドミニス
トレーター・ロールを持っている必要があります。資産を削除する前に、資産の削
除ルールを理解しておいてください。

このタスクについて
孤立リンク・ポイントは、メタデータ・リポジトリーから資産がエクスポートされ
たときに発生します。資産は、エクスポートされるときに、ターゲット・システム
に存在する関連資産へのリンクと共にエクスポートされます。エクスポートされた
資産がターゲット・システムにインポートされるときに、ターゲット資産がインポ
ートされた場合にもリンクがアクティブになって機能するように、そのリンクがメ
タデータ・リポジトリーに保管されます。それらのリンクをクリーンアップする唯
一の方法は、孤立しているすべてのリンクを削除することです。

手順
1. InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブをクリックしま
す。
2. ナビゲーション・メニュー内の「孤立資産の管理」ワークスペースを展開しま
す。
3. 「孤立リンク・ポイントの削除」をクリックします。
4. 「削除の確認」ウィンドウで「はい」をクリックします。
関連タスク:
117 ページの『孤立資産の管理』
孤立した実装済みデータ・リソース、論理データ・モデル資産、またはビジネス・
インテリジェンス (BI) 資産の詳細を表示したり、孤立資産をメタデータ・リポジト
リーから削除したりすることができます。孤立資産には、完全な ID がありませ
ん。ID 階層内の 1 つ以上の資産が存在しないためです。
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第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用
したメタデータの交換
InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジを使用することで、ツール、ファイ
ル、およびデータベースから、InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジ
トリーにメタデータをインポートできます。
注: Import Export Manager は、InfoSphere Information Server バージョン 11.3 をも
って廃止され、InfoSphere Metadata Asset Manager で置き換えられています。デザ
イナー・クライアントからのメタデータのインポートは、InfoSphere Information
Server バージョン 11.3 をもって廃止されています。デザイン・ツールからインポ
ートした物理データ・モデルを InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブで使用
するには、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してそれらのモデルをインポ
ートし、インポート・ウィザードの「ID パラメーター」ページで「物理モデルから
データベース・スキーマを作成する」を選択します。その後、データベース・スキ
ーマ内のインポートしたデータベース表から表定義を作成します。
関連概念:
33 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager の概要』
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。
33 ページの『第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産の
インポートおよび管理』
メタデータ資産のインポートを検討したりプレビューしたりすることができるほ
か、メタデータ・リポジトリーにある資産を管理することができます。

ブリッジの機能の仕組み
ブリッジを使用してメタデータをインポートまたはエクスポートすることができま
す。一部のブリッジでは、IBM MetaBroker テクノロジーが使用されます。
メタデータはデータに関するデータです。情報システムの設計、開発、実装、およ
びデータの移動を、メタデータで表すことができます。例えば、データベース表に
関する記述はメタデータです。データベース・オブジェクト間の関係はメタデータ
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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です。表内の列の定義、列のデータ・タイプ、および列を変換する出力仕様はメタ
データです。オペレーショナル・メタデータは、InfoSphere DataStage and
QualityStage ジョブの実行時に収集されます。
ブリッジを使用して、特定のツール、ファイル、またはデータベースからメタデー
タ・リポジトリーにメタデータをインポートしたり、メタデータ・リポジトリーか
らメタデータをエクスポートしたりできます。ブリッジは、ソース・ツールのセマ
ンティクスをターゲット・ツールのセマンティクスに変換することで、情報を変換
します。
メタデータ・リポジトリーへのインポート後に、 InfoSphere Information
Analyzer、InfoSphere Information Governance Catalog、および InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー などのスイート・ツールのユーザーは、必要に応じて
これらのメタデータ・オブジェクトを操作できます。例えばデザイナー・クライア
ントを使用する場合、インポートした表を表定義で使用してジョブを作成できま
す。 InfoSphere Information Governance Catalog を使用すると、ビジネス用語をデー
タベース列や他のオブジェクトに適用できます。個々のメタデータ・オブジェクト
のプロパティーと関係を表示して、データベース列、ステージ、ジョブ、およびビ
ジネス・インテリジェンス (BI) レポートなどの資産を通してデータのフローを示す
レポートを作成することもできます。InfoSphere Information Server のメタデータ・
リポジトリーに保管されるメタデータ・オブジェクトは、情報資産 または単に資産
と呼ばれます。
スイート・ツールで、表定義、データベース・スキーマ、カテゴリーと用語、情報
ガバナンス・ルール、または物理データ・モデルなどのメタデータを作成すると、
そのメタデータは自動的にメタデータ・リポジトリーに保管されます。
ブリッジは Unicode をサポートするため、さまざまな言語のデータを処理でき、任
意の文字セットでデータを表示できます。
ブリッジを InfoSphere Metadata Asset Manager とともに使用して、以下のタイプの
資産をインポートできます。
v データベース、データ・ファイル・フォルダー、データ・ファイルやその構造な
どの実装済みデータ・リソース
v CA ERwin や InfoSphere Data Architect などのデザイン・ツールからの論理デー
タ・モデルと物理データ・モデル
v InfoSphere Discovery などのプロファイル・ツールからの分析結果
v IBM Cognos や SAP BusinessObjects などのツールからのビジネス・インテリジ
ェンス (BI) モデルとレポート
v

InfoSphere Streams からのエンドポイント

v InfoSphere Master Data Management からの物理定義と仮想定義
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジを InfoSphere Metadata Asset Manager と共に使用し
て、データベース・スキーマなどの実装済みデータ・リソースを標準 CWM XMI
ファイルにエクスポートできます。
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サポートされるブリッジ、およびブリッジでインポートおよびエクスポートを行う
ことができる資産のタイプの完全なリストについては、Supported bridges and
connectors (http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27025125) を参照してく
ださい。
関連タスク:
33 ページの『第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産の
インポートおよび管理』
メタデータ資産のインポートを検討したりプレビューしたりすることができるほ
か、メタデータ・リポジトリーにある資産を管理することができます。
関連情報:
共通メタデータ資産
共通メタデータ資産はメタデータ・リポジトリーに保管され、IBM InfoSphere
Information Server スイートのツール間で共有されます。共通メタデータ資産には、
論理データ・モデル資産、物理データ・モデル資産、実装済みデータ・リソース、
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産などがあります。

ブリッジを使用するための要件
メタデータをインポートまたはエクスポートする前に、必要なソフトウェア・プロ
グラムをインストールする必要があります。一部のブリッジには、追加の要件があ
ります。これらの要件については、ブリッジごとのブリッジ参照トピックで詳細に
説明されています。
ブリッジを使用するための要件は、メタデータ交換エージェントとブリッジがイン
ストールされているクライアント層コンピューターに適用されます。メタデータ交
換エージェントと InfoSphere Metadata Integration Bridges のインストールについて
は、「IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストール、および構成
ガイド」を参照してください。
サポートされるブリッジとコネクターのリストについては、技術文書「List of
supported bridges and connectors for InfoSphere Information Server Version 11.3」
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27042029) を参照してください。
ブリッジのインストールの前提条件のリストについては、技術文書「System
requirements for InfoSphere Metadata Integration Bridges」(http://www.ibm.com/
support/docview.wss?&uid=swg27037866) を参照してください。
関連タスク:
33 ページの『第 2 章 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した資産の
インポートおよび管理』
メタデータ資産のインポートを検討したりプレビューしたりすることができるほ
か、メタデータ・リポジトリーにある資産を管理することができます。

InfoSphere Information Server バージョン 11.3 でサポートされるインポ
ート・ブリッジ
メタデータ・ソースに接続するインポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、
およびパラメーター値について説明します。
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サポートされるブリッジとコネクターについて
サポートされるブリッジとコネクターは、リリースごとに変わる場合があります。
サポートされるブリッジとコネクターの最新情報については、List of supported
bridges and connectors for metadata import and export at Information Server Version
11.3 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27042029) を参照してくださ
い。
バージョン 11.3 でサポートされなくなったブリッジまたは名前が変更されたブリッ
ジのリストについては、 203 ページの『サポートされなくなったインポート・ブリ
ッジ』を参照してください。

バージョン 11.3 でサポートされるインポート・ブリッジ
次の表に、サポートされるインポート・ブリッジをソース・ツールのベンダーまた
は組織別にリストします。
表 18. InfoSphere Information Server バージョン 11.3 でサポートされるインポート・ブリッ
ジ
ツールのベンダ
ーまたは組織
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インポート・ブリッジ

インポートされるメタデータ

CA Technologies

CA ERwin 7 Data Modeler (ファイ
ル)

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

CA Technologies

CA ERwin 8 Data Modeler (ファイ
ル)

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

CA Technologies

CA ERwin 9 Data Modeler (ファイ
ル)

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

Embarcadero
Technologies

Embarcadero ER/Studio Business
Architect (DM1 経由)

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

Embarcadero
Technologies

Embarcadero ER/Studio Data
Architect

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

IBM

HDFS

データ・ファイル・フォルダー

IBM

IBM Cognos BI Reporting - Content ビジネス・インテリジェンス (BI)
Manager
モデル、BI レポート、および関連
する実装済みデータ・リソース (デ
ータベース・スキーマやデータベー
ス表など)

IBM

IBM DB2 Cube Views

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

IBM

IBM DB2 Warehouse Manager
(CWM XMI 経由)

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

IBM

IBM InfoSphere Data Architect
MetaBroker

論理データ・モデルおよび物理デー
タ・モデル

IBM

IBM InfoSphere Discovery
MetaBroker

実装済みデータ・リソースおよび分
析情報

IBM

IBM InfoSphere Master Data
Management

仮想定義および物理定義、および関
連する実装済みデータ・リソース

IBM

IBM InfoSphere Streams

エンドポイント
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表 18. InfoSphere Information Server バージョン 11.3 でサポートされるインポート・ブリッ
ジ (続き)
ツールのベンダ
ーまたは組織

インポート・ブリッジ

インポートされるメタデータ

Microsoft

Microsoft SQL Server Analysis
Services および Reporting Services
(リポジトリー)

BI モデル、BI レポート、および関
連する実装済みデータ・リソース

MicroStrategy

MicroStrategy

BI モデル、BI レポート、および関
連する実装済みデータ・リソース

オブジェクト管
理グループ

OMG CWM 1 XMI 1

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

Oracle

Oracle Business Intelligence
Enterprise Edition

BI モデル、BI レポート、および関
連する実装済みデータ・リソース

Oracle

Oracle Hyperion Application Builder
(CWM XMI 経由)

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

Oracle

Oracle Warehouse Builder (CWM
XMI 経由)

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

SAP

SAP BusinessObjects Repository

BI モデル、BI レポート、および関
連する実装済みデータ・リソース

SAS

SAS Data Integration Studio (CWM
XMI 経由)

BI モデルおよび関連する実装済み
データ・リソース

Sybase

Sybase PowerDesigner CDM

論理データ・モデル

Sybase

Sybase PowerDesigner PDM

物理データ・モデル

関連概念:
33 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager の概要』
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、 InfoSphere Information Server スイ
ートのすべてのコンポーネントに不可欠な共通メタデータ資産のインポート、エク
スポート、および管理を行います。資産は、メタデータ・リポジトリーで共有する
前に、ステージング領域にインポートできます。メタデータ・リポジトリーでは、
資産のエクスポート、共通メタデータ資産の参照と検索、それらの間の実装関係の
設定、および重複のマージを行うことができます。
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。
関連タスク:
45 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポー
ト』
メタデータ交換サーバーとして指定されるコンピューター上にあるブリッジまたは
コネクターを使用して、インポートを行うことができます。接続情報とソース・メ
タデータに関する情報を指定して、高速インポートまたは管理インポートのいずれ
かの実行を選択します。
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CA ERwin 7 Data Modeler (ファイル) ブリッジのリファレンス
CA ERwin 7 Data Modeler インポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、トラ
ブルシューティング、およびパラメーター情報。

このブリッジについて
CA ERwin 7 Data Modeler ブリッジは、CA AllFusion ERwin Data Modeler 7 で生
成されたファイルから、論理データ・モデルおよび物理データ・モデルをインポー
トします。
このブリッジは、ERWIN フォーマットまたは XML フォーマットのファイルをイ
ンポートします。ブリッジは、XML ファイルをそのまま構文解析しますが、
ERWIN ファイルの構文解析には、CA AllFusion ERwin Data Modeler COM/OLE
API が必要です。
物理データ・モデルをインポートする場合、「ID パラメーター」画面に、物理デー
タ・モデルを実装するデータベース・スキーマを作成するためのオプションが表示
されます。スキーマおよび物理データ・モデルの両方がメタデータ・リポジトリー
に保管されます。

前提条件
ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされているのと同
じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 7 をインストールする
必要があります。インポートするファイルは、同じコンピューター上に存在してい
る必要があります。
XML ファイルをインポートするには、AllFusion Repository フォーマットで XML
ファイルを保存するためのオプションとともに、CA AllFusion ERwin Data Modeler
がインストールされたことを確認します。 インポート用の XML ファイルを作成す
るには、ERwin 7 で ERWIN ファイルを開き、それを AllFusion Repository フォー
マットの XML として保存します。

よくある質問
このブリッジは、ERwin のどのバージョンをサポートしますか?
このブリッジは、ERwin 7.0 ビルド 1679 以降のバージョンで生成された
XML ファイルのバージョンをサポートします。
ブリッジは、エンティティー属性の順序をどのようにインポートしますか?
ブリッジは、XML ファイルの中に情報が示されている場合は、物理列の順
にインポートします。それ以外の場合、ブリッジは、エンティティー属性の
順序を維持します。
ブリッジを使用してファイルをインポートした後、属性の順序は同じでない
可能性があります。CA Erwin 7 の中で属性の順序を表示するには、以下の
手順に従います。
v モデル物理ビューに切り替えます。
v 「フォーマット」メニューから、「保管された表示設定」を選択します。
v 「物理」タブで、「物理順序」を選択します。
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論理順序をインポートするには、論理のみのモデルを ERwin に引き出し
て、それをインポートします。

トラブルシューティング
以下のセクションでは、トラブルシューティングの手順を説明します。
XML ファイルの中で物理名が欠落する
論理モデルおよび物理モデルを保存するときに、表、列、およびキーの物理
名が必ずしも XML ファイルに保存されないことがあります。ERwin を使
用して論理名から物理名の自動生成を管理する場合、生成ルールのみが保存
されます。物理名の欠落は、物理のみの ERwin モデル、または ERWIN フ
ァイルのインポートでは問題ではありません。
この問題を回避する方法はいくつかあります。
v XML ファイルを AllFusion Repository フォーマットで保存します。
v 生成ルールに依存して論理名から物理名を作成しないように、すべての物
理名を明示的に設定します。
v 既存の論理および物理モデルから新しい物理モデルを引き出します。
ERwin 7 の「Tools」メニューの「Derive New Model」オプションを使用
します。生成ルールが呼び出され、すべての物理名が生成されます。新規
物理モデルを XML として保存します。表の論理名はこの新規 XML フ
ァイルでも使用可能ですが、属性の論理名がまだ失われる可能性がありま
す。
,

インポート・パラメーター
CA ERwin 7 Data Modeler ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用
します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。インポートする XML ファイルまたは ERWIN ファイルを指定しま
す。ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされ
ているのと同じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 7
をインストールする必要があります。
ユーザー定義プロパティー (UDP) のインポート
UDP は通常、デフォルト値を持つプロパティー定義オブジェクトで定義さ
れます。プロパティーが適用されるオブジェクトには、このプロパティーの
値を明示的に指定する場合もあります。あるいは、オブジェクトには値をま
ったく指定しないこともあり、その場合、プロパティー定義のデフォルト値
が適用されます。InfoSphere Information Server は、オブジェクトの説明プ
ロパティーにプロパティー名および値が追加される場合のみ、UDP のイン
ポートをサポートします。オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー
名および値を追加するには、暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォル
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ト値のマイグレーション」を選択します。このパラメーターにその他の値を
選択すると、UDP 情報はインポートされません。
関係名のインポート
InfoSphere Information Server は、以下の方法で関係名のインポートを処理
します。
v 物理モデルからのインポートの場合、関係名は外部キーの制約名からイン
ポートされます。
v 論理/物理モデルからのインポートの場合、以下のオプションがありま
す。
– 「関係名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。これがデフォルトの動作です。
– 「派生名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。
– 「関係の説明を使用」を選択すると、このオプションは無視され、デ
フォルトの動作が使用されます。
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブで関係名を使用するには、名
前にスペースが含まれていないことを確認します。
列の順序の選択
表の列の位置のインポート方法を指定します。デフォルトの「物理順序」を
選択すると、列は、SQL DDL で生成されたとおり、データベース内の順序
どおりにインポートされます。「列の順序」を選択すると、列は、ERwin
物理ビューの順序を使用します。サブジェクト・エリアの保管された表示設
定を編集するときに、ERwin の中の物理順序を表示できます。
親スキーマのインポート
表およびビューの親スキーマがインポートされるかどうかを指定します。デ
フォルト値の「真」を受け入れます。InfoSphere Information Server は、親
スキーマの ID を基にして、表および他の資産の ID を作成します。
ダイアグラムのインポート
「なし」を選択します。InfoSphere Information Server では、ダイアグラム
のインポートはサポートされません。
論理エンティティーをサブジェクト・エリアに移動
選択しないでください。デフォルト値 (論理エンティティーをサブジェク
ト・エリアに移動しない) を受け入れます。
表名の修飾
物理データ・モデルのインポートでは、owner_name.table_name の形式で所
有者名を表名に追加するには、このオプションを選択します。所有者名は、
所有者名がソース・ファイルで指定されている表についてのみ追加されま
す。
デザイン・ツールで、同じモデル内に同じ名前の表を作成できる場合は、こ
のオプションを選択します。それ以外の場合、メタデータ・リポジトリーへ
のインポート時に、同じ名前の表が重複するデザイン表として作成されま
す。
メタデータ整合性検査
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選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

CA ERwin 8 Data Modeler (ファイル) ブリッジのリファレンス
CA ERwin 8 Data Modeler インポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、トラ
ブルシューティング、およびパラメーター情報。

このブリッジについて
CA ERwin 8 Data Modeler ブリッジは、CA AllFusion ERwin Data Modeler バージ
ョン 8 で生成されたファイルから、論理データ・モデルおよび物理データ・モデル
をインポートします。
このブリッジは、ERWIN フォーマットまたは XML フォーマットのファイルをイ
ンポートします。ブリッジは、XML ファイルをそのまま構文解析しますが、
ERWIN ファイルの構文解析には、CA AllFusion ERwin Data Modeler COM/OLE
API が必要です。
物理データ・モデルをインポートする場合、「ID パラメーター」画面に、物理デー
タ・モデルを実装するデータベース・スキーマを作成するためのオプションが表示
されます。スキーマおよび物理データ・モデルの両方がメタデータ・リポジトリー
に保管されます。
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前提条件
ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされているのと同
じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 8 をインストールする
必要があります。インポートするファイルは、同じコンピューター上に存在してい
る必要があります。
XML ファイルをインポートするには、AllFusion Repository フォーマットで XML
ファイルを保存するためのオプションとともに、CA AllFusion ERwin Data Modeler
がインストールされたことを確認します。 インポート用の XML ファイルを作成す
るには、ERwin 8 で ERWIN ファイルを開き、それを XML リポジトリー・ファイ
ルとして保存します。

よくある質問
このブリッジは、ERwin のどのバージョンをサポートしますか?
このブリッジは、ERwin 8.0 ビルド 2178 以降のバージョンで生成された
XML ファイルのバージョンをサポートします。
ブリッジは、エンティティー属性の順序をどのようにインポートしますか?
ブリッジは、XML ファイルの中に情報が示されている場合は、物理列の順
にインポートします。それ以外の場合、ブリッジは、エンティティー属性の
順序を維持します。
ブリッジを使用してファイルをインポートした後、属性の順序は同じでない
可能性があります。CA Erwin 8 の中で属性の順序を表示するには、以下の
手順に従います。
1. モデル物理ビューに切り替えます。
2. 「ダイアグラム」メニューから、「ダイアグラム」を選択します。
3. 「表」タブを選択します。
4. 「物理表示レベル」プルダウンから、「物理順序」を選択します。
論理順序をインポートするには、論理のみのモデルを ERwin に引き出し
て、それをインポートします。

トラブルシューティング
以下のセクションでは、トラブルシューティングの手順を説明します。
XML ファイルの中で物理名が欠落する
論理モデルおよび物理モデルを保存するときに、表、列、およびキーの物理
名が必ずしも XML ファイルに保存されないことがあります。ERwin を使
用して論理名から物理名の自動生成を管理する場合、生成ルールのみが保存
されます。物理名の欠落は、物理のみの ERwin モデル、または ERWIN フ
ァイルのインポートでは問題ではありません。
この問題を回避する方法はいくつかあります。
v XML ファイルを AllFusion Repository フォーマットで保存します。
v 生成ルールに依存して論理名から物理名を作成しないように、すべての物
理名を明示的に設定します。
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v 既存の論理および物理モデルから新しい物理モデルを引き出します。
ERwin 8 の「Tools」メニューの「Derive New Model」オプションを使用
します。生成ルールが呼び出され、すべての物理名が生成されます。新規
物理モデルを XML として保存します。表の論理名はこの新規 XML フ
ァイルでも使用可能ですが、属性の論理名がまだ失われる可能性がありま
す。
アラート・ウィンドウにより、インポートが停止する
ERWIN ファイルをインポートするとき、ERwin は、ブリッジでは応答でき
ないウィンドウを表示することがあります。そのようなウィンドウが原因
で、インポート中にブリッジが停止することがあります。これに対する回避
策は、レジストリーを変更して、そのようなウィンドウが表示されないよう
にすることです。
1. Regedit.exe を使用して、ブリッジが実行中のコンピューター上のレジス
トリーを編集します。
2. レジストリー・キー HKEY_CURRENT_USER¥Software¥CA¥ERwin Data
Modeler¥8.2¥Messages を見つけます。
3. 「GDM-46=1;」を、「メッセージ状況」の値に追加します。

インポート・パラメーター
CA ERwin 8 Data Modeler ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用
します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。インポートする XML ファイルまたは ERWIN ファイルを指定しま
す。ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされ
ているのと同じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 8
をインストールする必要があります。
ユーザー定義プロパティー (UDP) のインポート
UDP は通常、デフォルト値を持つプロパティー定義オブジェクトで定義さ
れます。プロパティーが適用されるオブジェクトには、このプロパティーの
値を明示的に指定する場合もあります。オブジェクトには値をまったく指定
しないこともあり、その場合、プロパティー定義のデフォルト値が適用され
ます。InfoSphere Information Server は、オブジェクトの説明プロパティー
にプロパティー名および値が追加される場合のみ、UDP のインポートをサ
ポートします。オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名および値
を追加するには、暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォルト値のマイ
グレーション」を選択します。このパラメーターにその他の値を選択する
と、UDP 情報はインポートされません。
関係名のインポート
InfoSphere Information Server は、以下の方法で関係名のインポートを処理
します。
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v 物理モデルからのインポートの場合、関係名は外部キーの制約名からイン
ポートされます。
v 論理/物理モデルからのインポートの場合、以下のオプションがありま
す。
– 「関係名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。これがデフォルトの動作です。
– 「派生名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブで関係名を使用するには、名
前にスペースが含まれていないことを確認します。
列の順序の選択
表の列の位置のインポート方法を指定します。デフォルトの「物理順序」を
選択すると、列は、SQL DDL で生成されたとおり、データベース内の順序
どおりにインポートされます。「列の順序」を選択すると、列は、ERwin
物理ビューの順序を使用します。サブジェクト・エリアの保管された表示設
定を編集するときに、ERwin の中の物理順序を表示できます。
親スキーマのインポート
表およびビューの親スキーマがインポートされるかどうかを指定します。デ
フォルト値の「真」を受け入れます。InfoSphere Information Server は、親
スキーマの ID を基にして、表および他の資産の ID を作成します。
ダイアグラムのインポート
「なし」を選択します。InfoSphere Information Server では、ダイアグラム
のインポートはサポートされません。
論理エンティティーをサブジェクト・エリアに移動
選択しないでください。デフォルト値 (論理エンティティーをサブジェク
ト・エリアに移動しない) を受け入れます。
表名の修飾
物理データ・モデルのインポートでは、owner_name.table_name の形式で所
有者名を表名に追加するには、このオプションを選択します。所有者名は、
所有者名がソース・ファイルで指定されている表についてのみ追加されま
す。
デザイン・ツールで、同じモデル内に同じ名前の表を作成できる場合は、こ
のオプションを選択します。それ以外の場合、メタデータ・リポジトリーへ
のインポート時に、同じ名前の表が重複するデザイン表として作成されま
す。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
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メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

CA ERwin 9 Data Modeler (ファイル) ブリッジのリファレンス
CA ERwin 9 Data Modeler インポート・ブリッジの前提条件、よくある質問、トラ
ブルシューティング、およびパラメーター情報。

このブリッジについて
CA ERwin 9 Data Modeler ブリッジは、CA AllFusion ERwin Data Modeler バージ
ョン 9 で生成されたファイルから、論理データ・モデルおよび物理データ・モデル
をインポートします。
このブリッジは、ERWIN フォーマットまたは XML フォーマットのファイルをイ
ンポートします。ブリッジは、XML ファイルをそのまま構文解析しますが、
ERWIN ファイルの構文解析には、CA AllFusion ERwin Data Modeler COM/OLE
API が必要です。
物理データ・モデルをインポートする場合、「ID パラメーター」画面に、物理デー
タ・モデルを実装するデータベース・スキーマを作成するためのオプションが表示
されます。スキーマおよび物理データ・モデルの両方がメタデータ・リポジトリー
に保管されます。

前提条件
XML ファイルをインポートするには、XML ファイルを XML リポジトリー・フォ
ーマットで保存します。XML ファイルを XML リポジトリー・フォーマットで保
存するには、有効な ERwin ライセンスが必要な場合があります。
ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされているのと同
じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 9 をインストールする
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必要があります。インポートするファイルは、同じコンピューター上に存在してい
る必要があります。

よくある質問
このブリッジは、ERwin のどのバージョンをサポートしますか?
このブリッジは、ERwin 9.0 から 9.2 で生成された XML ファイル・バー
ジョンをサポートします。
ブリッジは、エンティティー属性の順序をどのようにインポートしますか?
ブリッジは、XML ファイルの中に情報が示されている場合は、物理列の順
にインポートします。それ以外の場合、ブリッジは、エンティティー属性の
順序を維持します。
ブリッジを使用してファイルをインポートした後、属性の順序は同じでない
可能性があります。CA Erwin 9 での属性の順序を表示するには、以下の手
順に従います。
1. モデル物理ビューに切り替えます。
2. 「ダイアグラム」メニューから、「ダイアグラム」を選択します。
3. 「表」タブを選択します。
4. 「物理表示レベル」プルダウンから、「物理順序」を選択します。
論理順序をインポートするには、論理のみのモデルを ERwin に引き出し
て、それをインポートします。

トラブルシューティング
以下のセクションでは、トラブルシューティングの手順を説明します。
XML ファイルの中で物理名が欠落する
論理モデルおよび物理モデルを保存するときに、表、列、およびキーの物理
名が必ずしも XML ファイルに保存されないことがあります。ERwin を使
用して論理名から物理名の自動生成を管理する場合、生成ルールのみが保存
されます。物理名の欠落は、物理のみの ERwin モデル、または ERWIN フ
ァイルのインポートでは問題ではありません。
この問題を回避する方法はいくつかあります。
v XML ファイルを AllFusion Repository フォーマットで保存します。
v 生成ルールに依存して論理名から物理名を作成しないように、すべての物
理名を明示的に設定します。
v 既存の論理および物理モデルから新しい物理モデルを引き出します。
ERwin 9 の「ツール」メニューの「新規モデルの導出」オプションを使
用します。生成ルールが呼び出され、すべての物理名が生成されます。新
規物理モデルを XML として保存します。表の論理名はこの新規 XML
ファイルでも使用可能ですが、属性の論理名がまだ失われる可能性があり
ます。
アラート・ウィンドウにより、インポートが停止する
ERWIN ファイルをインポートするとき、ERwin は、ブリッジでは応答でき
ないウィンドウを表示することがあります。そのようなウィンドウが原因
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で、インポート中にブリッジが停止することがあります。これに対する回避
策は、レジストリーを変更して、そのようなウィンドウが表示されないよう
にすることです。
1. Regedit.exe を使用して、ブリッジが実行中のコンピューター上のレジス
トリーを編集します。
2. レジストリー・キー HKEY_CURRENT_USER¥Software¥CA¥ERwin Data
Modeler¥9.0¥Messages を見つけます。
3. 「GDM-46=1;」を、「メッセージ状況」の値に追加します。

インポート・パラメーター
CA ERwin 9 Data Modeler ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用
します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。インポートする XML ファイルまたは ERWIN ファイルを指定しま
す。ERWIN ファイルをインポートするには、ブリッジがインストールされ
ているのと同じコンピューター上に、CA AllFusion ERwin Data Modeler 9
をインストールする必要があります。
ユーザー定義プロパティー (UDP) のインポート
UDP は通常、デフォルト値を持つプロパティー定義オブジェクトで定義さ
れます。プロパティーが適用されるオブジェクトには、このプロパティーの
値を明示的に指定する場合もあります。オブジェクトには値をまったく指定
しないこともあり、その場合、プロパティー定義のデフォルト値が適用され
ます。InfoSphere Information Server は、オブジェクトの説明プロパティー
にプロパティー名および値が追加される場合のみ、UDP のインポートをサ
ポートします。オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名および値
を追加するには、暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォルト値のマイ
グレーション」を選択します。このパラメーターにその他の値を選択する
と、UDP 情報はインポートされません。
関係名のインポート
InfoSphere Information Server は、以下の方法で関係名のインポートを処理
します。
v 物理モデルからのインポートの場合、関係名は外部キーの制約名からイン
ポートされます。
v 論理/物理モデルからのインポートの場合、以下のオプションがありま
す。
– 「関係名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。これがデフォルトの動作です。
– 「派生名を使用」を選択すると、関係名は名前プロパティーからイン
ポートされます。
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブで関係名を使用するには、名
前にスペースが含まれていないことを確認します。
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列の順序の選択
表の列の位置のインポート方法を指定します。デフォルトの「物理順序」を
選択すると、列は、SQL DDL で生成されたとおり、データベース内の順序
どおりにインポートされます。「列の順序」を選択すると、列は、ERwin
物理ビューの順序を使用します。サブジェクト・エリアの保管された表示設
定を編集するときに、ERwin の中の物理順序を表示できます。
親スキーマのインポート
表およびビューの親スキーマがインポートされるかどうかを指定します。デ
フォルト値の「真」を受け入れます。InfoSphere Information Server は、親
スキーマの ID を基にして、表および他の資産の ID を作成します。
ダイアグラムのインポート
「なし」を選択します。InfoSphere Information Server では、ダイアグラム
のインポートはサポートされません。
論理エンティティーをサブジェクト・エリアに移動
選択しないでください。デフォルト値 (論理エンティティーをサブジェク
ト・エリアに移動しない) を受け入れます。
表名の修飾
物理データ・モデルのインポートでは、owner_name.table_name の形式で所
有者名を表名に追加するには、このオプションを選択します。所有者名は、
所有者名がソース・ファイルで指定されている表についてのみ追加されま
す。
デザイン・ツールで、同じモデル内に同じ名前の表を作成できる場合は、こ
のオプションを選択します。それ以外の場合、メタデータ・リポジトリーへ
のインポート時に、同じ名前の表が重複するデザイン表として作成されま
す。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
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詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

Embarcadero ER/Studio インポート・ブリッジのリファレンス
Embarcadero ER/Studio Business Architect (DM1 経由) ブリッジおよび Embarcadero
ER/Studio Data Architect ブリッジのインポート・パラメーター情報。

ER/Studio ブリッジについて
Embarcadero ER/Studio Data Architect ブリッジは、Embarcadero ER/Studio Data
Architect バージョン 5.1 から 9.6 よりメタデータをインポートします。
Embarcadero ER/Studio Business Architect ブリッジは、Embarcadero ER/Studio
Business Architect バージョン 1.5 からメタデータをインポートします。
両方のブリッジとも、それぞれの ER/Studio ツールで生成された、DM1 ファイル内
の論理データ・モデルおよび物理データ・モデルをインポートします。

ER/Studio モデルのネーミング
ER/Studio は、ユーザーが作成した論理モデルに、「論理」という名前をデフォルト
で適用します。この名前は、ER/Studio でモデルのダイアグラム名を変更することで
変更できます。名前を変更するには、ER/Studio で、「ファイル」 > 「ダイアグラ
ム プロパティ」を選択します。InfoSphere Information Server に論理モデルをイン
ポートすると、それらのモデルには、ユーザーがそれぞれに指定したダイアグラム
名に従った名前が付けられます。
ER/Studio で論理モデルから DBMS 固有の物理モデルを生成するときに、各物理モ
デルの名前を指定します。

追跡情報の保持
ER/Studio は、ツール内の論理オブジェクトと物理オブジェクトの使用場所に関する
追跡情報を提供します。生成された物理オブジェクトは、それらの派生元の論理オ
ブジェクトの名前を保管します。ER/Studio は、追跡情報の実装に論理名マッチング
を使用します。ブリッジは、類似した名前マッチングを使用して、同時にインポー
トされた論理モデルの資産と物理モデルの資産の実装関係の作成を試みます。
ER/Studio 内で物理モデルを生成した後は、論理資産の名前を変更しないようにして
ください。ER/Studio 内の論理オブジェクトの名前を変更すると、名前マッチングが
機能しなくなり、実装関係が確立されなくなります。
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インポート・パラメーター
Embarcadero ER/Studio ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用しま
す。
ファイルの場所
必須。インポート・ファイルを、ローカル・コンピューター上、またはメタ
データの変換サーバー上のどちらで参照するか選択します。
ファイル
必須。インポートする DM1 ファイルを参照して選択します。
モデルの選択
DM1 ファイルは、1 つの論理モデルと 1 つ以上の物理モデルから構成され
ます。DBMS 固有の物理モデルは、複数生成できます。
「論理モデル」を選択すると、論理モデルがインポートされます。
「物理モデル」を選択した場合、パラメーター「物理モデル名」を使用し
て、インポートする生成済み物理モデルの名前を指定します。名前を指定し
ないと、ファイル内で最初に見つかった物理モデルがインポートされます。
「すべてのモデル」を選択すると、ブリッジは、論理モデルとそのすべての
物理モデルをインポートします。ブリッジは、これらのモデルから生成され
た、論理資産と物理資産の実装関係の作成を試みます。
物理モデル名
「モデルの選択」パラメーターで「物理モデル」を指定する場合、インポー
トする物理モデルの名前を入力します。
重要: 指定する正しい物理モデル名を調べるには、ER/Studio で DM1 ファ
イルを開き、そこに表示された物理モデル名を使用します。間違った名前を
指定したり、ファイル名を指定したりすると、インポートは失敗します。名
前を指定しないと、DM1 ファイル内で最初に見つかった物理モデルがイン
ポートされます。
ブリッジは、インポート時に、DM1 ファイル内で見つかった物理モデルの
リストをログに記録します。
ユーザー定義プロパティー (UDP) のインポート
ER/Studio での添付 は、通常、デフォルト値を持つプロパティー定義オブジ
ェクトで定義されるユーザー定義プロパティー (UDP) です。プロパティー
が適用されるオブジェクトには、このプロパティーの値を明示的に指定する
場合もあります。オブジェクトには値をまったく指定しないこともあり、そ
の場合、プロパティー定義のデフォルト値が適用されます。InfoSphere
Information Server は、オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名
および値が追加される場合のみ、UDP のインポートをサポートします。オ
ブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名および値を追加するには、
暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォルト値のマイグレーション」を
選択します。このパラメーターにその他の値を選択すると、UDP 情報はイ
ンポートされません。
親スキーマのインポート
表およびビューの親スキーマがインポートされるかどうかを指定します。デ
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フォルト値の「真」を受け入れます。InfoSphere Information Server は、親
スキーマの ID を基にして、表および他の資産の ID を作成します。
表名の修飾
物理データ・モデルのインポートでは、owner_name.table_name の形式で所
有者名を表名に追加するには、このオプションを選択します。所有者名は、
所有者名がソース・ファイルで指定されている表についてのみ追加されま
す。
デザイン・ツールで、同じモデル内に同じ名前の表を作成できる場合は、こ
のオプションを選択します。それ以外の場合、メタデータ・リポジトリーへ
のインポート時に、同じ名前の表が重複するデザイン表として作成されま
す。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

HDFS ブリッジのリファレンス
HDFS ブリッジの前提条件およびパラメーター情報。
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このブリッジについて
HDFS ブリッジは、InfoSphere BigInsights とともにインストールされる Hadoop 分
散ファイル・システム (HDFS) のディレクトリーについてのメタデータをインポー
トします。
ブリッジは、ディレクトリー・メタデータ (各ディレクトリーの絶対パス名を含む)
を、データ・ファイル・フォルダー資産としてメタデータ・リポジトリーに保管し
ます。この情報を使用して、データ・ファイルとその内容を HDFS ディレクトリー
に移動する InfoSphere Data Click アクティビティーを作成できます。
インポートするには、ディレクトリーが含まれる HDFS へのデータ接続を選択する
か作成します。インポートごとに、1 つ以上の HDFS ディレクトリーを指定しま
す。

前提条件
HDFS ブリッジは、コネクターがインストールされるときにエンジン層にインスト
ールされます。エンジン層は、Linux コンピューターまたは AIX コンピューター上
になければなりません。
HDFS ブリッジは、データ接続を使用して InfoSphere BigInsights REST API にアク
セスし、InfoSphere BigInsights と通信します。REST 通信は、HTTP プロトコルま
たは HTTPS プロトコルを介して行われます。セキュリティーと構成手順の説明
は、InfoSphere BigInsights の Web コンソール・セキュリティーに関する資料
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPT3X_2.1.2/
com.ibm.swg.im.infosphere.biginsights.admin.doc/doc/c0057888.html) にあります。
HDFS 接続を設定する前に、以下を参照して、構成の前提条件を満たしていること
を確認してください。
v HDFS への接続の設定 (AIX のみ)
v syncbi コマンド (Linux のみ)
接続に SSL が必要な場合、トラストストア・オプションを設定する必要がありま
す。

HDFS ブリッジのインポート・パラメーター
HDFS ブリッジには、以下のインポート構成パラメーターがあります。
HDFS ディレクトリー
1 つ以上の HDFS ディレクトリーを参照して選択します。
インポートをメタデータ・リポジトリーで共有すると、各ディレクトリーの
絶対パスと名前がメタデータ・リポジトリーにデータ・ファイル・フォルダ
ーとして保管されます。

IBM Cognos BI Reporting - Content Manager ブリッジのリフ
ァレンス
Cognos Content Manager ブリッジの前提条件、よくある質問、トラブルシューティ
ング、およびパラメーター情報。
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このブリッジについて
IBM Cognos BI Reporting - Content Manager ブリッジは、Cognos ReportNet および
Cognos バージョン 8 から 8.4 および 10 (10.2 を含む) の Cognos BI Reporting
Content Manager 機能をサポートします。ブリッジは、ビジネス・インテリジェンス
(BI) モデル、BI レポート、および関連する実装済みデータ・リソースの完全なパッ
ケージをインポートします。
注: Cognos 10.2 でブリッジを使用する場合、以下の既知の制限が適用されます。
v 更新されたブリッジを使用してインポートされたメタデータは、同じブリッジの
以前のバージョンを使用してインポートされたメタデータと完全に一致しない可
能性があります。
v マルチサーバー Cognos 環境から、更新されたブリッジを使用してメタデータの
インポートを実行すると、リポジトリーへの接続がリセットされてインポートが
失敗する可能性があります。
.
前提条件
よくある質問
トラブルシューティング
150 ページの『インポート・パラメーター』

前提条件
ブリッジを実行する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してくださ
い。
接続
Cognos Content Manager にアクセスする前に、その Web サービスが作動し
ている必要があります。これらの Web サービスのセットアップで、ネット
ワーク・プロキシーおよびファイアウォールを操作する必要がある場合があ
ります。
接続をテストするには、Web ブラウザーを使用して Cognos Content
Manager に接続し、これに、クライアント・コンピューターからアクセス可
能であることを確認します。URL の例は、 http://localhost:9300/p2pd/
servlet です。Cognos Content Manager が実行中で、アクセス可能である
場合、状況ページが表示されます。サーバーの状態は「実行中」であるはず
です。
認証パラメーターが機能しているかどうかテストするには、Cognos から
Web クライアント・ツールを使用して、接続および認証が使用可能である
ことを確認します。URL の例は、http://localhost/c8/cm_tester.htm で
す。ここで、localhost は、Cognos から提供された適切な IP 名およびポ
ートに置き換えます。接続および認証が使用可能でなければ、ブリッジは機
能しません。
Cognos は、Web サーバーで実行中のゲートウェイまたはディスパッチャー
を見つけられることが必要です。この Web サーバーは、大量のデータを処
理するためにチャンキングと添付をサポートします。ユーザーと Cognos の
間にファイアウォールがなければ、コンポーネントはデフォルトの設定値を
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使用します。ファイアウォールがある場合、ファイアウォールの外側でのチ
ャンキングをサポートする、少なくとも 1 つの Web サーバーに対するア
クセス権限を持っている必要があります。
http または https のプロトコル・プレフィックスは、SSL が必要かどう
かを示します。 Cognos インストール・ディレクトリー内の
configuration¥cogstartup.xml ファイル内でその値を見つけることができ
ます。以下に例を示します。
<crn:parameter name="cdk"
<crn:value xsi-Type="xsd:anyURI">
http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch</crn:value>
</crn:parameter>

必要であれば、Cognos 管理者または Cognos サポートに連絡してくださ
い。
SSL を使用しての Cognos への接続について詳しくは、次の技術情報
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27038545 を参照してく
ださい。
ユーザーの許可
IBM Cognos には、「読み取り」、「実行」、「全探索」、「書き込み」、
および「ポリシー設定」の 5 つのタイプの許可があります。これらの許可
は、ユーザー、グループ、またはロールに対して、割り当てたり、制限した
りできます。
ユーザーには、インポートに含まれるすべてのエントリーの「読み取り」、
「実行」、および「全探索」の許可があること (IBM Cognos の資料で多く
の場合推奨されている「実行」と「全探索」だけでなく) を確認します。こ
のようなエントリーには、フォルダー、レポート、照会、分析、パッケー
ジ、および接続が含まれます。これらの許可は、読み取り専用であり、
Cognos の内容を変更しません。多くのエントリーは、他のものに依存しま
す。例えば、パッケージは接続を使用し、レポートはパッケージを使用する
などです。
IBM Cognos のデータ・ソースは、複数の名前空間から保護できます。環境
によっては、データ・ソースを保護するために使用される名前空間が、IBM
Cognos Connection へのアクセスに使用される 1 次名前空間ではない場合が
あります。ブリッジは、複数の名前空間に対して保護されたデータ・ソース
に関連付けられたレポートまたは他のエントリーにアクセスする必要がある
場合があります。そのような場合は、必要な 1 次名前空間に対する許可を
持つユーザーを指定する必要があります。許可およびセキュリティーの詳細
は、IBM Cognos の資料を参照してください。

よくある質問
なぜパッケージの複数のバージョンが Content Manager から抽出されるのですか?
Cognos Framework Manager の中でどのようなデザイン・モデルも編集また
はアップデートして、それを、Content Manager の中に Framework Manager
パッケージの新規バージョンとしてパブリッシュできます。Cognos 開発の
ライフサイクルでは、その後、Content Manager の中で、この新規バージョ
ンのパッケージを使用するために、関連するすべてのレポートをマイグレー
ションすることが必要です。これらのレポートの一部をマイグレーションし
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ない場合、それらのレポートが古いバージョンのパッケージを使用する可能
性があります。使用されなくなった古いバージョンのパッケージを削除して
ください。新規バージョンのパッケージによっては、どのバージョンからも
まだ使用されていないものがあります。そのような場合でも、複数のバージ
ョンのパッケージがさまざまなレポートによって使用されるため、インポー
トされる可能性があります。
どのようにして、Content Manager からパッケージの最新バージョンのみを取り出
すことができますか?
インポートするパッケージを 1 つ選択し、「従属オブジェクトの追加」パ
ラメーターを「偽」に設定します。パッケージの最新バージョンのみが取り
出されます。
「レポート XXX のモデル参照を取得できませんでした」などのインポート・ログの
警告にどう対応したらいいですか?
レポート・メタデータが、レポートまたは照会に基づいた、モデルへの有効
な参照を保持していない可能性があります。レポートまたは照会を Report
Studio または Query Studio で開いて、何も変更せずに保存してから、レポ
ートまたは照会を再インポートします。レポートまたは照会を保存すると、
リポジトリー内の参照が更新されます。
レポートまたは照会のベースとなったモデルが (おそらくは削除されたか、
名前変更されたために) アクセス不能になった可能性もあります。この場
合、正しいモデルを参照するように、レポートまたは照会を修正してくださ
い。

トラブルシューティング
サポートされる場合のメタデータを提供するには、メタデータを Cognos 8.4 また
は Cognos 10 サーバーから、アーカイブ・ファイル (ZIP ファイルなど) にエクス
ポートします。
1. Web ブラウザーを使用して、IBM Cognos Connection に接続します。
2. 「起動」 > 「IBM Cognos Administration」をクリックします。
3. 「構成」をクリックします。
4. 「コンテンツ管理」をクリックします。
5. 「新規エクスポート」をクリックします。
6. エクスポート・ウィザードの指示に従って、メタデータをエクスポートします。
v コンテンツ・ストア全体をエクスポートすることは避けてください。特定のフ
ォルダーおよびディレクトリーの内容をエクスポートするには、「パブリック
のフォルダーおよびディレクトリーの内容の選択」をクリックし、ウィザード
のページに従って、エクスポートするパッケージおよびフォルダーのみを選択
します。
v IBM Cognos 以外の名前空間へのアクセス許可および参照は含めないでくださ
い。
v ターゲット環境でインポートを実行するユーザーに、エントリーの所有権を設
定します。
v デプロイメント・アーカイブを作成する場合、名前にスペースは含めないでく
ださい。
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7. エクスポートを実行した後、アーカイブ・ファイルをサポート・チームに送信し
ます。エクスポートを実行すると、単一の圧縮ファイルまたはマルチボリューム
のアーカイブ・ファイルができます。エクスポートされたアーカイブは、通常、
サーバー上の C:¥Program Files¥cognos¥c8¥deployment フォルダーに存在しま
す。
ご使用のバージョンの Cognos からメタデータをエクスポートする方法について詳
しくは、IBM Cognos の資料を参照してください。

インポート・パラメーター
Cognos BI Reporting - Content Manager ブリッジは、以下のインポート構成パラメ
ーターを使用します。
バージョン
必須。インポート元の Cognos サーバーのバージョンを選択します。Cognos
10.1 または 10.2 からインポートする場合は、「Cognos 10」を選択しま
す。
オプション
v Cognos 10
v Cognos 8.4
v Cognos 8.3
v Cognos 8.1 および 8.2
v Cognos ReportNet 1
ディスパッチャー URL
必須。Framework Manager、Metrics Designer、または SDK による Cognos
への要求の送信に使用する URI を入力します。
この値は通常、使用しているインストール済み環境内にあるいずれかのディ
スパッチャーの外部ディスパッチャー URI に相当します。例えば、
http://Server:9300/p2pd/server/dispatch です。ローカル・ホストではな
く、特定のネットワーク・ホスト名か IP アドレスを使用する必要がありま
す。Framework Manager、Metrics Designer、または SDK クライアントがロ
ード・バランサーやプロキシーなどを経由して Cognos に接続されている場
合、中継しているロード・バランサーやプロキシーなどのホスト名とポート
を指定します。詳しくは、ブリッジの前提条件を参照してください。
名前空間
Cognos 認証が構成されていない場合、ブランクのままにします。
名前空間は、認証プロバイダーからユーザー・アカウントのコレクションを
定義します。「Cognos ReportNet Installation and Configuration Guide」の
『Authentication Providers 』を参照してください。
ユーザー名
Cognos 認証が構成されている場合、使用するユーザー名を入力します。
Cognos 認証が構成されていない場合、ブランクのままにします。
このインポート・ブリッジは読み取り専用で、IBM Cognos の内容には一切
影響を及ぼしません。アドミニストレーターとして初期のメタデータのイン
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ポートを試行し、全体の内容がアクセス許可の問題なしに取り出せることを
安全に確認できます。最終的にはアドミニストレーターが読み取り専用のユ
ーザーまたはグループをセットアップできます。詳しくは、ブリッジの前提
条件を参照してください。
パスワード
Cognos 認証が構成されている場合、パスワードを入力します。Cognos 認証
が構成されていない場合、ブランクのままにします。
コンテンツ参照モード
Cognos リポジトリーの参照時に取得するオブジェクトのタイプを指定しま
す。使用可能なすべてのコンテンツを表示するには、デフォルトの「すべ
て」を選択します。これにより、パッケージ、フォルダー、照会、およびレ
ポートのツリーが取得されます。
このパラメーターを使用するのは、「インポートする資産」フィールドで資
産を参照する場合のみです。検索パスを指定するコンテンツ・ストリングを
入力する場合は使用しません。
インポートする資産
必須。インポートする資産を参照して選択するか、1 つ以上の検索パスを指
定するコンテンツ・ストリングを入力します。サーバーの全体の内容よりも
小さいセットのオブジェクトを常に選択します。これがデフォルトです。
選択を指定したら、必要に応じて、インポート・ウィザードの前のページに
戻ってデータ接続を再テストし、選択したすべての資産をインポートする許
可があるか確認することができます。
コンテンツ・ストリングは、Cognos からオブジェクトを取り出すために使
用される個々の Cognos 検索パスをセミコロンで区切ったリストです。パッ
ケージ、フォルダー、モデル、レポート、照会、およびショートカットのオ
ブジェクト・タイプがサポートされます。完全な検索パスの構文について
は、Cognos の資料を参照してください。
特定のフォルダーまたはコンテンツ・ルートにあるすべてを取得しようとす
る検索パスを指定するのは効率的ではありません。インポートの実行が長時
間になるか、Cognos サーバーでエラーを引き起こす可能性があります。//*
を使用しないで、より具体的な検索パスを指定します。例えば次のような検
索パスです。
v //*[@objectClass=’query’
v @objectClass=’report’
v @objectClass=’model’]
コンテンツ・ストリングの中のセミコロンや円記号 (¥) は、それぞれ、円記
号 (¥) を使用してエスケープします。モデルはパッケージ名によって取り出
すことができます。例えば、/content/package[@name=’GO Sales and
Retailers’]/model のように指定します。パブリッシュされたバージョンが
複数存在する場合、最新のバージョンがインポートされます。
完全な検索パスを使用してレポートを取り出すことができます。Cognos の
中で完全な検索パスを見つけるには、レポートのプロパティー・ページで、
「検索パスの表示」をクリックします。例えば次のとおりです。
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/content/package[@name=’GO Sales and Retailers’]/folder[
@name=’Documentation Report Samples’]/report[@name=’Create a
Prompt’]
照会で複数のモデルまたはレポートが返された場合、最新のモデルまたはレ
ポートのみがインポートされます。以下の照会では、複数のレポートが返さ
れます。
v //report では、すべてのレポートが返されます。
v /content/package[@name=’GO Sales and Retailers’]//report では、パ
ッケージ内のすべてのレポートが返されます。
従属オブジェクトの追加
従属オブジェクトを、「インポートする Cognos 資産」パラメーターで選択
した Cognos オブジェクトの初期選択に追加できます。デフォルトで、この
オプションは選択されています。従属オブジェクトの第 1 レベルのみ追加
されます。すなわち、レポート検索パスが指定されると、そのソース・モデ
ルはインポートされますが、そのモデルに従属する他のレポートはインポー
トされません。
増分インポート
このパラメーターは選択したままにしてください。同じソースから再インポ
ートする際に、ブリッジは、キャッシュされた情報を使用して、前のインポ
ート以降変更されなかったオブジェクトを判別します。変更されたオブジェ
クトのみが Cognos から取得されます。キャッシュされた情報を使用する
と、大規模なインポートのパフォーマンスが向上します。
新規インポートの場合、またはキャッシュが削除されているか破損している
場合、指定した選択に関係なく、ブリッジはソースからすべてのオブジェク
トをインポートします。
フォルダーの表示
デフォルト値の「無視」を受け入れます。これは、Cognos Framework
Manager からのフォルダーを無視します。デフォルトでは、レポートが入っ
た、Cognos サーバー、およびパッケージまたはフォルダーの場所が自動的
に収集されます。
トランスフォーマーのインポート構成
Cognos Content Manager データ・ソースと PowerPlay トランスフォーマ
ー・モデルとの間のマッピングを記述した XML ファイルをインポートで
きます。ファイルをメタデータ交換サーバーからインポートするか、または
ローカル・コンピューターからインポートするかを選択します。
複数の Content Manager データ・ソースが、単一のトランスフォーマー・
モデルから生成された PowerCube を参照できます。ブリッジは、
PowerCube とトランスフォーマー・モデルとの間の 1 対 1 のマッピングを
前提としています。
各 <Model> エレメントは、.mdl または .pyj のいずれかのファイル拡張子
を持つ単一のトランスフォーマー・モデル・ファイルと対応しています。
<Model> エレメントは、そのモデルの PowerCube を参照しているすべての
Content Manager データ・ソースをリストします。オプションで、
Impromptu Query Definition データ・ソースをリストできます。これらは、
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デフォルト以外の特定のデータベース・タイプを必要とする <iqd> 子エレ
メントです。構成ファイルには、複数の <Model> エレメントを含めること
ができます。
XML フォーマットの例:
<ImportConfiguration database="Teradata" dbVersion="1.0.0">
<!-- database attribute specifies default database -->
<!-- Impromptu Query Definition (IQD) SQL statements -->
<!-- dbVersion attribute format: major version.minor version.release-->
<Model path="directory_name¥model_name.mdl">
<!--Transformer model (.mdl or .pyj) -->
<cmDataSource name="A_Cognos_datasource_name" />
<!-- List IQD data sources for databases other than default -->
<iqd name="Customers" database="Oracle" dbVersion="11.1.0"/>
<iqd name="Products" database="MS SQL Server" dbVersion="8.0.0"/>
</Model>
</ImportConfiguration>

ワーカー・スレッド
ソースからメタデータを非同期で取得するためのワーカー・スレッドの数を
指定します。最適なパフォーマンスのためには、パラメーターをブランクの
ままにして、JVM アーキテクチャーと使用可能な CPU コアの数に基づい
たデフォルト値をブリッジが自動的に計算するようにしてください。
取得速度を上げて試してみる必要がある場合は、スレッドの実際の数を 1
から 6 までの数値で指定してください。指定した値が無効である場合、警
告が発行され、数値 1 が使用されます。メタデータを非同期でインポート
しているときにメモリー不足状態が発生する場合、より小さい数値で試して
ください。コンピューターに使用可能メモリーが大量にある場合 (例えば、
10 GB 以上など)、多くの文書を取得するときに、大きな数値を試すことが
できます。ただし、数値の設定を大きくしすぎると、リソース競合のために
パフォーマンスが低下するおそれがあります。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、それらはインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
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メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

IBM DB2 Cube Views ブリッジのリファレンス
IBM DB2 Cube Views ブリッジの前提条件およびインポート・パラメーター。

このブリッジについて
ブリッジは、IBM DB2 Cube Views バージョン 8 からメタデータをインポートし
ます。インポートされるメタデータには、ビジネス・インテリジェンス (BI) モデ
ル、および関連する実装済みデータ・リソース (例えば、データベース・スキーマ
およびデータベース表) などがあります。

前提条件
以下のようにして、インポート・ファイルを作成します。
1. CubeModel を IBM DB2 OLAP Center にロードします。
2. 「OLAP Center」 > 「エクスポート」を選択します。
3. 「エクスポート・ファイル名」テキスト・ボックスに、作成するファイルの名前
を入力します。
4. 「OK」をクリックします。
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インポート・パラメーター
インポート時に、以下のパラメーターの値を指定します。
ファイルの場所
指定するインポート・ファイルが、メタデータの変換サーバー上にあるか、
ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。IBM DB2 OLAP Center からエクスポートされた XML インポー
ト・ファイルの名前とパスを指定します。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理
データ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートさ
れます。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成さ
れません。
ディメンション・モデル・オブジェクト名マッピング
OLAP オブジェクトの名前とビジネス名の両方をインポートする、デフォル
ト・マッピングを受け入れます。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
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より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

IBM DB2 Warehouse Manager (CWM XMI 経由) ブリッジのリ
ファレンス
IBM DB2 Warehouse Manager (CWM XMI 経由) ブリッジの前提条件およびパラメ
ーター情報。

このブリッジについて
IBM DB2 Warehouse Manager (CWM XMI 経由) ブリッジは、IBM DB2 Warehouse
Manager バージョン 7.2 から 8 によって作成された XML ファイルの中の実装済
みデータ・リソースおよびビジネス・インテリジェンス・モデルをインポートしま
す。XML ファイルは、オブジェクト管理グループ (OMG) Common Warehouse
Metamodel (CWM) XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォーマットに準
拠している必要があります。

前提条件
OMG CWM XMI ファイル・フォーマットに準拠する XML ファイルを作成する必
要があります。
IBM DB2 Warehouse Manager からファイルを生成するには、以下のステップに従
います。
1. DB2 Warehouse Center ツールを開始し、それにログオンします。
2. エクスポートするウェアハウス・スキーマを選択します。
3. 「選択済み」 > 「メタデータのエクスポート」 > 「Common Warehouse
Metamodel」をクリックします。
4. エクスポート・ウィザードの「エクスポート・ファイル」フィールドに、作成さ
れる CWM ファイルのパス名を指定します。
5. エクスポートするウェアハウス・ターゲットまたはウェアハウス・ソースを選択
します。
6. エクスポート・ウィザードを完了してファイルを生成します。
7. このファイルを、メタデータの変換サーバーか、このメタデータのインポート元
となるローカル・コンピューターに転送します。
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インポート・パラメーター
IBM DB2 Warehouse Manager (CWM XMI 経由) ブリッジは、以下のインポート構
成パラメーターを使用します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。ソース・ツールで作成された、OMG CWM XMI ファイル・フォー
マット準拠の XML ファイルを参照して選択します。
ソース・ツール
インポートするモデルの生成に使用されたツールまたはメソッドを選択しま
す。該当のツールがリストされていない場合、「自動検知」を選択します。
オプション
v 自動検知。ブリッジは、ファイルを生成したツールを自動的に検
出します。
v IBM DB2 Warehouse Manager。ファイルは IBM DB2
Warehouse Manager で生成されました。
v OMG CWM。ファイルは OMG CWM 標準の文書型定義 (DTD)
に準拠しています。
v Oracle Warehouse Builder。ファイルは Oracle Warehouse
Builder で生成されました。
v SAS ETL Studio。ファイルは SAS ETL Studio で生成されまし
た。
自動修正
一部のソース・ツールで作成される CWM ファイルには、完全ではないモ
デルや正しくないモデルが含まれる可能性があります。デフォルトでは、ブ
リッジはモデルの修正を試行します。この試行により、一部のモデル・エレ
メントの削除が必要になる場合があります。ブリッジは変更についての警告
をログに記録します。
「自動修正」からチェック・マークを外した場合、ブリッジはモデルを変更
しません。モデルが無効である場合、インポートが失敗します。
トップ・パッケージ
パッケージに明示的に関連付けられていないオブジェクトを保管する、特殊
パッケージの名前を入力します。デフォルトは、Logical view です。
リポジトリー・メタモデルには、パッケージに属するすべてのモデル・エレ
メント (例えば、クラス、またはアソシエーション) が必要です。オブジェ
クトがパッケージに明示的に関連付けられていない場合、そのオブジェクト
は特殊パッケージに保管されます。モデル内にそのような名前の単一のトッ
プレベル・パッケージがある場合、ブリッジはそのパッケージをオプション
としてマークします。すべてのオブジェクトが 1 つのパッケージ内に存在
しなければならない宛先ツール以外では、オプションとしてマークされたパ
ッケージは、宛先モデルに表示されません。
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UUID のインポート
ブリッジは、ユーザーの選択にかかわらず、このオプションを無視します。
InfoSphere Information Server は、ネイティブ ID のインポートをサポート
しません。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
IBM DB2 Warehouse Manager からインポートを行っている場合、ユーザー
の選択にかかわらず、論理エンティティーが作成されないため、デフォルト
値「物理」 を受け入れます。
ディメンション・モデル・リバース・エンジニアリング
デフォルト設定の使用不可を受け入れます。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、

158

共通メタデータ管理ガイド

より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker - インポート
InfoSphere Metadata Asset Manager で IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker を
使用して、メタデータを InfoSphere Data Architect から InfoSphere Information
Server のメタデータ・リポジトリーにインポートできます。
IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker を使用して、メタデータのインポートと
エクスポートを行うことができます。このトピックでは、インポート機能について
説明します。
ブリッジでは、以下のバージョンの InfoSphere Data Architect がサポートされま
す。
v 7.5.1 から 7.5.3
v 7.6
v 8.1
v 8.5
v 9.1 (9.1.1 を含む)
ブリッジでは、以下のタイプのメタデータをインポートできます。
v 物理データ・モデル資産 (DBM ファイル)
v 論理データ・モデル資産 (LDM ファイル)
物理データ・モデルをインポートする場合、「ID パラメーター」画面に、物理デー
タ・モデルを実装するデータベース・スキーマを作成するためのオプションが表示
されます。スキーマおよび物理データ・モデルの両方がメタデータ・リポジトリー
に保管されます。
IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker では、メタデータ・リポジトリーと
InfoSphere Data Architect の間の命名モデルとグロッサリー・メタデータの転送はサ
ポートされません。これを行うには、InfoSphere Information Governance Catalog の
インポートおよびエクスポート機能を使用してください。

第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用したメタデータの交換

159

被参照ファイルのインポート
InfoSphere Data Architect 内のモデルは、他の複数のモデルと関係がある場合があり
ます。IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker を使用する場合、インポートする
DBM ファイルまたは LDM ファイルを 1 つ選択しますが、同じインポートで、被
参照の DBM ファイルおよび LDM ファイルを複数インポートすることができま
す。
そのファイルが参照するファイルもインポートする場合は、それらのファイルを、
メタデータ交換サーバー上の相互に正しい相対パスに配置する必要があります。
「ファイルの場所」パラメーターには、「メタデータ交換サーバー」を選択しま
す。「ローカル・コンピューター」は選択しないでください。
被参照ファイルは、以下の方法でインポートされます。いずれの場合も、インポー
トする被参照ファイルは、メタデータ交換サーバー上にあり、参照元ファイルから
正しい相対パスになければなりません。
v 1 つ以上の LDM ファイルを参照している LDM ファイルをインポートすると、
被参照のすべての LDM ファイルと一緒に、被参照の LDM ファイルが参照して
いる他の LDM ファイルもすべてインポートされます (以降同様に、参照してい
るファイルがインポートされます)。インポートする被参照ファイルは、参照元フ
ァイルから正しい相対パスになければなりません。
v 他の LDM ファイルおよび DBM ファイルを参照している DBM ファイルをイ
ンポートする場合、「DBM と一緒に LDM 資産をインポートする」を選択する
と、被参照のすべての LDM ファイルおよび DBM ファイルと、それらの被参照
ファイルが参照しているすべての LDM ファイルまたは DBM ファイルもインポ
ートされます (以降同様に、参照しているファイルがインポートされます)。実装
関係は、インポートされるすべての DBM ファイルと、それらの DBM ファイル
が実装する、インポートされるすべての LDM ファイルとの間で確立されます。
v 他の LDM ファイルおよび DBM ファイルを参照している DBM ファイルをイ
ンポートする場合、「DBM と一緒に LDM 資産をインポートする」を選択しな
いと、被参照の DBM ファイルと、それらの非参照ファイルが参照している
DBM ファイルのみがインポートされます。ただし、被参照 LDM ファイルに対
しては、リンク・ポイントが作成されます。将来、被参照 LDM ファイルのいず
れかをインポートすると、実装の参照先がインスタンス化されます。
この方法で複数のファイルをインポートすると、1 つの LDM ファイルまたは
DBM ファイルと、関係する 1 つの LDM ファイルをインポートするよりも大幅に
時間がかかります。

インポート・パラメーター
IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker では、以下のインポート構成パラメータ
ーがサポートされます。
DBM または LDM ファイル
インポートする物理データ・モデル (DBM) ファイルまたは論理データ・モ
デル (LDM) ファイルを選択します。また、「ファイルの場所」パラメータ
ーには「メタデータ交換サーバー」が選択されていることを確認してくださ
い。
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被参照モデルの同時インポートについては、セクション『被参照ファイルの
インポート』を参照してください。
IDA バージョン
インポート・ファイルの作成に使用された InfoSphere Data Architect のバー
ジョンを選択します。
v 「7.5」。InfoSphere Data Architect バージョン 7.5.1、7.5.2、または
7.5.3。IBM Rational Data Architect バージョン 7.5 からのインポートは
サポートされません。
v 「7.6」。InfoSphere Data Architect バージョン 7.6。
v 「8.1」。InfoSphere Data Architect バージョン 8.1。
v 「8.5」。InfoSphere Data Architect バージョン 8.5。
v 「9.1」。InfoSphere Data Architect バージョン 9.1。
DBM と一緒に LDM 資産をインポートする
DBM ファイルをインポートするときに、関連する LDM 資産も一緒にイン
ポートする場合に選択します。指定した DBM ファイルが参照するファイ
ルは、メタデータ交換サーバー上で、DBM ファイル内の参照と一致する正
しいパスになければなりません。インポートでは資産間の関係は保持されま
す。
関連資料:
129 ページの『ブリッジを使用するための要件』
メタデータをインポートまたはエクスポートする前に、必要なソフトウェア・プロ
グラムをインストールする必要があります。一部のブリッジには、追加の要件があ
ります。これらの要件については、ブリッジごとのブリッジ参照トピックで詳細に
説明されています。

IBM InfoSphere Discovery MetaBroker
IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用して、DBM (データベース・モデル)
ファイルを InfoSphere Discovery から InfoSphere Information Server のメタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。ファイルには、実装済みのデータ・リソ
ースと分析結果を含めることができます。
ブリッジは、InfoSphere Discovery バージョン 4.1.1.6 以降によって作成された
DBM ファイルをインポートします。
DBM ファイルを InfoSphere Data Architect からインポートするには、IBM
InfoSphere Data Architect MetaBroker を使用します。
IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用して DBM ファイルをインポートする
には、InfoSphere Discovery をインストールする必要はありません。
重要: 複数のデータベースの表ではなく、単一のデータベースの表が含まれている
ファイルをインポートするには、IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用しま
す。ホスト・コンピューター名、データベース名、データベース管理システム
(DBMS)、および DBMS インスタンス名をインポートのパラメーターとして入力す
る必要があります。
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IBM InfoSphere Discovery MetaBroker では、InfoSphere Discovery によって生成さ
れる 3 つのモデル・タイプ (汎用 SQL、IBM DB2、および Oracle) がサポートさ
れます。
IBM InfoSphere Discovery MetaBroker では、カテゴリーと用語またはカテゴリーと
用語への参照はインポートされません。
IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用する際には、以下のタイプの資産をメ
タデータ・リポジトリーにインポートできます。
v 実装済みデータ・リソース:
– ホスト・コンピューター
– データベース
– データベース・スキーマ
– ストアード・プロシージャー
– データベース表
– データベース列
– 外部キー
– 候補キー
– 索引
v 分析資産:
– 表分析プロパティー
– 列分析プロパティー
– データ分類コード
– 推論される候補キー
– 推論される外部キー
以下の表に、メタデータ・リポジトリーに保管される実装済みデータ・リソースと
分析資産を表示して処理できる製品モジュールをリストします。
表 19. IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用してインポートされるメタデータを処理
する製品モジュール
製品モジュール

処理できるメタデータのタイプ

InfoSphere Information Analyzer

実装済みデータ・リソースおよび分析資産

InfoSphere DataStage and QualityStage

分析情報が含まれる注釈が付いた実装済みデ
ータ・リソース

v InfoSphere Information Governance Catalog

v 実装済みデータ・リソース

v InfoSphere FastTrack

v 表分析サマリーおよび列分析サマリー
v 分析サマリーの属性として表示される、推
論されるキー
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DBM ファイルをインポートして使用するためのシナリオ
InfoSphere Discovery のユーザーは、プロジェクト内のデータ・セットを構成するデ
ータベース表の間の関係を強調表示します。ユーザーは、「Optim™ へのエクスポ
ート」オプションを選択して、データ・セットが含まれる DBM ファイルを作成し
ます。
データ・アナリストは、IBM InfoSphere Discovery MetaBroker を使用して、ファイ
ルを InfoSphere Information Server にインポートします。
データ・アナリストは、InfoSphere Information Analyzer での作業で、データ品質を
評価して、対象分野の専門家と開発者にレポートと注釈を提供します。また、アナ
リストは、進行中の検証に関するデータ・ルールを設定します。
関連資料:
129 ページの『ブリッジを使用するための要件』
メタデータをインポートまたはエクスポートする前に、必要なソフトウェア・プロ
グラムをインストールする必要があります。一部のブリッジには、追加の要件があ
ります。これらの要件については、ブリッジごとのブリッジ参照トピックで詳細に
説明されています。

IBM InfoSphere Master Data Management ブリッジのリファレ
ンス
IBM InfoSphere Master Data Management ブリッジは、InfoSphere MDM からエクス
ポートされた XMI ファイルから、仮想定義、物理定義、および関連データベー
ス・オブジェクトをインポートします。共有表から表定義を作成することによっ
て、インポートしたデータベース表と列を InfoSphere DataStage and QualityStage ジ
ョブで使用できます。

このブリッジについて
以下のタイプのオブジェクトがインポートされます。
v MDM 資産:
– MDM モデル
– メンバーのタイプ
– 属性
– 属性タイプ
– 属性タイプ・フィールド
– エンティティーのタイプ
– 複合ビュー
– 物理オブジェクト
– 物理オブジェクト属性
v 実装済みデータ・リソース
– ホスト
– データベース
– データベース・スキーマ
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– データベース表
– データベース列

前提条件
InfoSphere MDM で、仮想定義または物理定義を XMI ファイルにエクスポートし
ます。

インポート・パラメーター
XMI ファイル
InfoSphere MDM からエクスポートされた定義を含む XMI ファイルを参照
して選択します。
関連情報:
仮想 MDM、物理 MDM、およびハイブリッド MDM
MDM エンティティーの概念

InfoSphere Master Data Management からインポートされる資産
InfoSphere MDM からインポートした資産は、メタデータ・リポジトリーに保管さ
れます。MDM 資産がどのように保管されるか理解しておくと、それらの資産をス
イート・ツールで管理しやすくなります。
IBM InfoSphere Master Data Management ブリッジを使用している場合に、メタデー
タ・リポジトリーにインポートされる資産を、以下の表に示します。
表 20. MDM からインポートされる資産
資産

説明
MDM モデル

メンバーのタイプ

メンバー属性
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InfoSphere Master Data Management の物理マ
スター・データ資産または仮想マスター・デ
ータ資産を表現したもの。物理マスター・デ
ータ資産の場合、マスター・データは、中央
システムに作成され、中央システムに保管さ
れ、中央システムからアクセスされます。仮
想マスター・データ資産の場合、マスター・
データは、分散方式で保守されます。マスタ
ー・データはシステム間でフラグメント化さ
れたままで、索引作成サービスが中央で行わ
れます。
InfoSphere MDM で保管および管理されてい
るメンバー・データの種類を定義します。メ
ンバーのタイプを定義することで、製品を複
数のビジネス環境で使用できます。
InfoSphere MDM ソフトウェアにパッケージ
されている事前定義タイプ。例えば、
MemName、MemAddr、MemIdent はすべて事
前定義された属性タイプです。お客様のサイ
トで柔軟性を持たせるために、実装担当者
は、実装で定義するメンバー属性タイプを追
加することができます。

表 20. MDM からインポートされる資産 (続き)
資産

説明
属性タイプ

属性のタイプ。オペレーショナル・サーバー
の動作とメンバー情報を定義する InfoSphere
MDM データ・スキーマと一致します。
InfoSphere MDM で利用できる属性タイプ
は、メンバー属性タイプと関係属性タイプの
2 種類です。メンバー属性タイプのみが
InfoSphere Information Server にインポートさ
れます。
メンバー属性タイプのフィールド。

属性タイプ・フィールド
エンティティー

エンティティーのタイプ

マスター管理の対象となっている、実世界で
の単一の固有オブジェクト。エンティティー
の例として、1 人の人物、単一の製品、単一
の組織があります。
保管する情報の対象である人、組織、オブジ
ェクト・タイプ、または概念。エンティティ
ーのタイプは、マスター管理の対象となって
いる情報のタイプを記述します。エンティテ
ィーのタイプは通常、データベース内の 1
つまたは複数の関連表に対応します。
エンティティーについて記述する、エンティ
ティー・タイプの特性または特徴。例えば、
「個人」というエンティティー・タイプに
は、「誕生日」という属性があります。

属性

複合ビュー

物理オブジェクト

属性情報を表示する定義済み方法のひとつ。
例えば、複合ビューは、ある個人に関する、
エンタープライズの最新の属性値である場合
や、ソース固有の属性値である場合がありま
す。
物理 MDM モデルのマスター・データ資
産。定義済みの属性セットを持つ物理オブジ
ェクトの例としては、「住所」、「パーティ
ー」、「要求」などがあります。InfoSphere
MDM は物理オブジェクトのインスタンスを
作成し、コンシューマーがサービスを通して
これらのインスタンスを取得または操作でき
るようにします。
物理オブジェクトの単一のプロパティー。

物理オブジェクト属性
データベースまたはデータ・ファイルが存在
するコンピューター。

ホスト
データベース

スキーマとプロシージャーで編成されたリレ
ーショナル・ストレージ・コレクション。デ
ータベースには、表で表されたデータが格納
されます。
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表 20. MDM からインポートされる資産 (続き)
資産

説明
データベース・スキーマ

データベース表

データベース列

関連するデータベース表と保全性制約の名前
付きコレクション。スキーマで、データベー
ス内のすべてのデータまたはデータのサブセ
ットを定義します。データベース・スキーマ
は、論理データ・モデルまたは物理データ・
モデルを実装できます。
データベースでデータ・オブジェクトを表
し、それを格納するための構造。データベー
ス表は、論理エンティティーまたはデザイン
表を実装できます。
データベース表の列。データベース列は、エ
ンティティー属性またはデザイン列を実装で
きます。

IBM InfoSphere Streams ブリッジのリファレンス
IBM InfoSphere Streams ブリッジの前提条件およびパラメーターの情報。

このブリッジについて
IBM InfoSphere Streams ブリッジは、 InfoSphere Streams からエクスポートされる
エンドポイント記述ファイルからエンドポイントをインポートします。エンドポイ
ントをメタデータ・リポジトリーにインポートした後で、InfoSphere DataStage and
QualityStage ジョブでそのエンドポイントを使用できます。
各エンドポイントにはトップレベルのタプルが 1 つ含まれています。タプルにはそ
の他のタプルとタプル属性が含まれていることがあります。タプル属性は、列定義
と同等です。
インポートしたエンドポイントをジョブで使用するには、ジョブの Streams
Connector ステージの「入力」 または「出力」タブで、「構成」をクリックしま
す。メタデータ・リポジトリーに保管されているソース・エンドポイントまたはタ
ーゲット・エンドポイントのリストから選択できます。
istool コマンド・ラインを使用して、異なるインストール済み環境間でエンドポイン
トを移動できます。例えば、開発環境から実稼働環境にエンドポイントを移動でき
ます。
IBM InfoSphere Streams ブリッジは、サービス層にインストールされます。これ
は、InfoSphere Metadata Asset Manager で作成したどのメタデータ交換サーバー上
でも、自動的に使用可能になります。

前提条件
InfoSphere Streams では、インポートするエンドポイントが含まれているエンドポイ
ント記述ファイルをエクスポートするには、コマンド・ライン・ツール
generate-ds-endpoint-defs を使用します。インポートを実行するローカル・コンピュ
ーターにファイルを FTP でファイル転送します。
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IBM InfoSphere Streams bridge import parameters
IBM InfoSphere Streams ブリッジには、以下のインポート構成パラメーターがあり
ます。
ファイル
ローカル・コンピューターを参照して、インポートするエンドポイント記述
ファイルを選択します。ファイル内のすべてのエンドポイントがインポート
されます。

Microsoft SQL Server Analysis Services および Reporting
Services (リポジトリー) ブリッジのリファレンス
Microsoft SQL Server Analysis Services および Reporting Services (リポジトリー)
ブリッジの前提条件、トラブルシューティング、およびパラメーター情報

このブリッジについて
Microsoft SQL Server Analysis Services および Reporting Services (リポジトリー)
ブリッジは、Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) および Microsoft SQL
Server Reporting Services (SSRS) のバージョン 9.0 (2005) および 10.5 (2008 r2) か
ら、メタデータをインポートします。インポートされるメタデータには、BI モデ
ル、BI レポート、およびレポートのデータ・ソースとなる実装済みデータ・リソー
ス (データベース表など) が含まれます。
ブリッジは、Reporting Services Web サービスおよび Analysis Management Objects
(AMO) も含めて SQL Server SDK API を使用して、リポジトリーからメタデータ
をインポートします。ブリッジは、メタデータ・リポジトリー内のレポートとデー
タベース・メタデータの関係を保持します。関係が保持されることで、InfoSphere
Information Governance Catalog 内のデータ・リネージュが可能になります。

前提条件
ブリッジを実行する前に、以下の前提条件を満たしてください。
v SQL Server リポジトリーに接続してインポートするには、SQL Server が正しく
インストールされていて、そのサービスが実行中である必要があります。
v Microsoft Internet Information Services (IIS) バージョン 5.0 以降がインストール
されていなければなりません。
v Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降を通して、Reporting Service に接続でき
ることを確認します。
v Metadata Integration Bridges は、SQL Server サービスがインストールされている
コンピューターと同じコンピューター上にインストールされている必要がありま
す。
v ブリッジは、Windows の認証を使用してレポート・サービスおよび分析サービス
に接続します。IBM InfoSphere Metadata Interchange Server サービスのログオ
ン・アカウントに、インポートするオブジェクトに対する適切な権限があること
を確認してください。サービスへの接続に通常使用する証明情報と同じ証明情報
を使用します。
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トラブルシューティング
問題の再現に必要なすべてのソース・メタデータをサポートに提供するために、レ
ポート・データベース (.rdl) および分析データベース (.xmla) からファイルをエク
スポートして添付してください。また、インポートのログ・ファイルも添付してく
ださい。

インポート・パラメーター
インポート時に、以下のパラメーターの値を指定します。
SQL Server のバージョン
接続先の Microsoft SQL Server Report Services および Analysis Services の
バージョンを、「SQL Server 2005」または「SQL Server 2008」のいずれか
で指定します。
レポート・サーバー URL
レポート・サーバーの正しい形式の URL を、http:// または https:// か
ら始めて入力します。
ネイティブ・モードで稼働中のレポート・サーバーの場合、レポートが存在
するレポート・サーバーへのパスを入力します。例えば、
http://servername/reportserver または http://servername:portnumber/
reportserver などです。
SharePoint 統合モードで稼働中のレポート・サーバーの場合、レポートがデ
プロイされている SharePoint サイトの URL を入力します。例えば、
http://SharePoint_site などです。
インポートする資産
インポートするレポート、データ・ソース、またはフォルダーを参照して選
択します。
または、インポートするレポート、データ・ソース、またはフォルダーを特
定する、レポート・リポジトリー内のパスを入力してもかまいません。セミ
コロン (;) を使用して各パスを区切ります。
例:
v 単一パスの場合: /Testing/Sales Order Detail
v 複数のパスの場合: /Testing/Sales Order Detail;/Testing/Private
Sources/Multi Source Reports
v リポジトリー全体の場合: /
注: パフォーマンス上の理由から、リポジトリー全体をインポートしない
でください。
フォルダーおよびそのサブフォルダー内のすべてのレポートを選択するに
は、フォルダー・パスを指定します。共有データ・ソースを使用するすべて
のレポートを選択するには、データ・ソース・パスを指定します。データ・
ソース・タイプが Microsoft SQL Server Analysis Services の場合、そのア
ドレスを「分析サーバー・インスタンス」パラメーターに指定します。
分析サーバー・インスタンス
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接続先の分析サーバー・インスタンスを指定します。例えば、ホスト名を指
定するか、host_name¥instance を指定します。
レポートが分析サーバー・データベースからデータを取得しない場合や、分
析サーバーから内容をインポートしない場合は、このフィールドは空のまま
にします。
増分インポート
このパラメーターは選択したままにしてください。同じソースから再インポ
ートする際に、ブリッジは、キャッシュされた情報を使用して、前のインポ
ート以降変更されなかったオブジェクトを判別します。変更されたオブジェ
クトのみが再インポートされます。キャッシュされた情報を使用すると、大
規模なインポートのパフォーマンスが向上します。
新規インポートの場合、またはキャッシュが削除されているか破損している
場合、指定した選択に関係なく、ブリッジはソースからすべてのオブジェク
トをインポートします。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、それらはインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
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検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

MicroStrategy ブリッジのリファレンス
MicroStrategy インポート・ブリッジの前提条件、トラブルシューティング、および
パラメーター情報。

このブリッジについて
MicroStrategy ブリッジは、MicroStrategy Intelligence Server バージョン 7 から 9
より、ビジネス・インテリジェンス (BI) モデル、BI レポート、および関連する実
装済みデータ・リソース (データベース表など) をインポートします。
ブリッジは、単一プロジェクトの内容をインポートします。ブリッジは、データベ
ース接続情報またはユーザー情報はインポートしません。ブリッジは、BI コレクシ
ョンとして MicroStrategy 論理表をインポートします。派生エレメントはサポートさ
れません。
ブリッジは以下の関係を収集しません。
v HTML 文書と、その文書に組み込まれているレポートとの関係
v レポートと、そのレポートで使用されるインテリジェント・キューブとの関係
v レポートと、フリー・フォーム SQL レポートなどの直接 SQL ソースとの関係
『前提条件』
171 ページの『トラブルシューティング』
171 ページの『インポート・パラメーター』

前提条件
ブリッジを実行する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してくださ
い。
v ブリッジがインストールされているのと同じコンピューター上に、MicroStrategy
のサポートされるバージョンをインストールする必要があります。このバージョ
ンの MicroStrategy は、インポートされるメタデータを開くことができる必要が
あります。
v MicroStrategy データベース破壊によって、ブリッジが正しく機能しないことがあ
ります。このような破壊は、MicroStrategy ログ・ファイル C:¥Program
Files¥Common Files¥MicroStrategy¥Log¥DSSErrors.log に報告されます。
MicroStrategy サポートではこの問題を認識しており、これらのエラーのクリーン
アップに使用できる ScanMD プログラムを提供します。このブリッジを使用する
前に、必ず ScanMD プログラムを実行してください。
v MicroStrategy は、プロジェクトが作成されるときにはいつでも自動的にレポート
を作成します。ブリッジは、これらのレポートと、ユーザーが作成したレポート
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を区別しません。ユーザーが作成したレポートのみをインポートするには、ブリ
ッジを実行する前に、MicroStrategy プロジェクトから自動的に生成されたレポー
トを削除します。

トラブルシューティング
サポート・チームが問題を再現するのに必要な情報を提供するために、MicroStrategy
がプロジェクト・メタデータの保管に使用するリレーショナル・データベースのバ
ックアップを作成してください。
1. Microsoft ScanMD プログラムを実行します。
2. リレーショナル・データベース管理システム・ユーティリティーを使用して、デ
ータベース・バックアップを作成します。
3. サポート・チームに、データベース・バックアップ・ファイルと、ログインのた
めの MicroStrategy ユーザー名とパスワードを提供します。

インポート・パラメーター
MicroStrategy ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用します。
バージョン
必須。接続先の MicroStrategy のバージョンを選択します。デフォルトの選
択である「自動検知」では、インストールされたバージョンです。
オプション
v 自動検知
v 9
v 8.0.0 から 8.1.2
v 7.5.2
v 7.5.0
v 7.0
プロジェクト・ソース
必須。接続先の MicroStrategy プロジェクト・ソースの名前を参照して選択
するか、名前を入力します。
プロジェクト・ソースは、ローカルまたはリモートの Intelligence Server 上
にあるリポジトリーに接続されています。サーバーは、データウェアハウス
への接続を保持し、このデータウェアハウスで作動する多数のメタデータ・
プロジェクトを含みます。このコンピューターからアクセス可能なプロジェ
クト・ソースのリストは、Windows レジストリー内に保管されています。
ローカル・コンピューターに登録されていないリモートの Intelligence
Server に接続するには、Intelligence Server を指す MicroStrategy の中に、
プロジェクト・ソースを作成します。
プロジェクト
必須。接続先の 1 つ以上のプロジェクトの名前を、選択したプロジェク
ト・ソースの中で参照して選択するか、名前を入力します。
ログイン・ユーザー
必須。プロジェクト・ソースに接続するためのユーザー名を入力します。こ
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のインポート・ブリッジは読み取り専用で、MicroStrategy リポジトリーの
内容には一切影響を及ぼしません。したがって、アドミニストレーターとし
て初期のメタデータのインポートを試行し、リポジトリー全体の内容がアク
セス許可の問題なしにインポートされることを安全に確認できます。最終的
にはアドミニストレーターが読み取り専用のユーザーをセットアップできま
す。詳細は、MicroStrategy の資料の許可およびセキュリティーを参照して
ください。
ログイン・パスワード
プロジェクト・ソースに接続するためのパスワードを入力します。
デフォルト言語
MicroStrategy バージョン 9 を使用する場合、使用する言語を指定します。
MicroStrategy バージョン 9 のみが複数の言語をサポートします。英語がデ
フォルトです。
スキーマのみをインポート
データベース・メタデータと BI レポート・メタデータの両方をインポート
するには、このオプションを選択解除のままにします。データ・リネージュ
には両方のタイプのメタデータが必要です。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
増分インポート
このパラメーターは選択したままにしてください。同じソースから再インポ
ートする際に、ブリッジは、キャッシュされた情報を使用して、前のインポ
ート以降変更されなかったオブジェクトを判別します。変更されたオブジェ
クトのみが再インポートされます。キャッシュされた情報を使用すると、大
規模なインポートのパフォーマンスが向上します。
新規インポートの場合、またはキャッシュが削除されているか破損している
場合、指定した選択に関係なく、ブリッジはソースからすべてのオブジェク
トをインポートします。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、それらはインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
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インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

OMG CWM 1 XMI 1 インポート・ブリッジのリファレンス
OMG CWM 1 XMI インポート・ブリッジの前提条件およびパラメーターの情報。

このブリッジについて
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジは、オブジェクト管理グループ (OMG) Common
Warehouse Metamodel (CWM) XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォー
マットに準拠する XML ファイルから、実装済みデータ・リソースおよびビジネ
ス・インテリジェンス・モデルをインポートします。

前提条件
OMG CWM XMI ファイル・フォーマットに準拠する XML ファイルを作成する必
要があります。CWM メタモデルおよび XMI フォーマットには、複数のバージョ
ンが存在します。ソース・ツールによって生成された OMG CWM XMI バージョン
を識別し、インポート・パラメーターの値を適宜指定します。
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サポート対象の CWM メタモデルおよび XMI フォーマットの適切なバージョンを
入手するには、ベンダーにお問い合わせください。メタモデルおよび XMI フォー
マットの有効な組み合わせについて詳しくは、http://www.omg.org を参照してくださ
い。

インポート・パラメーター
OMG CWM 1 XMI 1 ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用しま
す。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。ソース・ツールで作成された、OMG CWM XMI ファイル・フォー
マット準拠の XML ファイルを参照して選択します。
ソース・ツール
インポートするモデルの生成に使用されたツールまたはメソッドを選択しま
す。該当のツールがリストされていない場合、「自動検知」を選択します。
オプション
v 自動検知。ブリッジは、ファイルを生成したツールを自動的に検
出します。
v IBM DB2 Warehouse Manager。ファイルは IBM DB2
Warehouse Manager で生成されました。
v OMG CWM。ファイルは OMG CWM 標準の文書型定義 (DTD)
に準拠しています。
v Oracle Warehouse Builder。ファイルは Oracle Warehouse
Builder で生成されました。
v SAS ETL Studio。ファイルは SAS ETL Studio で生成されまし
た。
自動修正
一部のソース・ツールで作成される CWM ファイルには、完全ではないモ
デルや正しくないモデルが含まれる可能性があります。デフォルトでは、ブ
リッジはモデルの修正を試行します。この試行により、一部のモデル・エレ
メントの削除が必要になる場合があります。ブリッジは変更についての警告
をログに記録します。
「自動修正」からチェック・マークを外した場合、ブリッジはモデルを変更
しません。モデルが無効である場合、インポートが失敗します。
トップ・パッケージ
パッケージに明示的に関連付けられていないオブジェクトを保管する、特殊
パッケージの名前を入力します。デフォルトは、Logical view です。
リポジトリー・メタモデルには、パッケージに属するすべてのモデル・エレ
メント (例えば、クラス、またはアソシエーション) が必要です。オブジェ
クトがパッケージに明示的に関連付けられていない場合、そのオブジェクト
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は特殊パッケージに保管されます。モデル内にそのような名前の単一のトッ
プレベル・パッケージがある場合、ブリッジはそのパッケージをオプション
としてマークします。すべてのオブジェクトが 1 つのパッケージ内に存在
しなければならない宛先ツール以外では、オプションとしてマークされたパ
ッケージは、宛先モデルに表示されません。
UUID のインポート
ブリッジは、ユーザーの選択にかかわらず、このオプションを無視します。
InfoSphere Information Server は、ネイティブ ID のインポートをサポート
しません。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
IBM DB2 Warehouse Manager からインポートを行っている場合、ユーザー
の選択にかかわらず、論理エンティティーが作成されないため、デフォルト
値「物理」 を受け入れます。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
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詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ブリッジのリ
ファレンス
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition インポート・ブリッジの前提条件、ト
ラブルシューティング、およびパラメーター情報。

このブリッジについて
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ブリッジは、バージョン 10.1 から
11.g の Oracle Business Intelligence Enterprise Edition から、BI モデル、BI レポー
ト、および関連する実装済みデータ・リソース (データベース表など) をインポート
します。
BI モデルはファイルからインポートし、BI レポートは、プレゼンテーション・サ
ーバーから直接インポートします。
『前提条件』
177 ページの『トラブルシューティング』
178 ページの『インポート・パラメーター』

前提条件
ブリッジを使用してメタデータをインポートする前に、以下の前提条件を満たして
ください。
v プレゼンテーション・サーバーに接続するために指定するユーザー名に、インポ
ートするオブジェクトへのアクセスに必要な許可があることを確認します。
v Oracle BI Administration Tool はメタデータをリポジトリー RPD ファイルに保管
しますが、このリポジトリー RPD ファイルは、バージョン 11 では XML フォ
ーマットに、バージョン 10 では UDML フォーマットに変換する必要がありま
す。
– バージョン 11 の場合、以下のステップを行って、XML ファイルを作成しま
す。
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1. Microsoft Windows の場合は bi-init.cmd、UNIX または Linux の場合は
bi-init.sh を実行して、Oracle インスタンスに初期化された、コマンド・
プロンプトまたはシェル・ウィンドウを起動します。ファイルは次のディ
レクトリーにあります。
ORACLE_INSTANCE¥bifoundation¥OracleBIApplication
¥coreapplication¥setup¥bi-init
2. biserverxmlgen コマンド・ライン・ユーティリティーを使用して、XML を
生成します。biserverxmlgen -R file_path_and_name.rpd -P password -O
file_path_and_name.xml -8 オプション -8 が必要です。
3. ブリッジは生成された XML ファイルを入力として使用します。
– バージョン 10 の場合、nQUDMLGen コマンド・ライン・ユーティリティーで
次のコマンドを実行して、UDML ファイルを作成します。
$OracleBIHome$¥server¥Bin¥nQUDMLGen.exe -U Administrator -P
Administrator -R file_path_and_name.rpd -O file_path_and_name.udml -N
-Q -8 オプション -N、-Q、および -8 が必要です。
ブリッジは生成された XML ファイルまたは UDML ファイルを入力として使用
します。インポートを実行する前に、メタデータの変換サーバーかローカル・ク
ライアント・コンピューターのいずれかに、ファイルをアップロードする必要が
あります。

トラブルシューティング
サポート・チームに問題の再現に必要な情報を提供するには、以下の情報を提供し
てください。
v リポジトリー RPD ファイル、およびこのファイルを開くために必要なユーザー
ID とパスワード。デフォルトでは、このファイルは
¥OracleBI¥server¥Repository ディレクトリーにあります。または、Oracle BI
Administration Tool を使用して、ライブ・オンライン・リポジトリーに接続し
て、ローカル RPD ファイルをコピーすることもできます。
v OBIEE カタログ内部に含まれるレポート・メタデータ。レポートは、バージョン
10 では要求と呼ばれ、バージョン 11 では分析と呼ばれます。レポート・メタデ
ータを収集するには、以下の手順に従います。
1. OBIEE カタログ・マネージャーで、「ファイル」 > 「カタログを開く」をク
リックします。
2. 次のいずれかのアクションを行ってカタログへのパスを指定し、それぞれの場
合で「読み取り専用」を選択します。
– バージョン 10 のオフライン・モードでは、パスに OracleBIData/web/
catalog/MyCatalog を指定します。ここで、MyCatalog はカタログの名前
です。
– バージョン 11 のオフライン・モードでは、「オフライン・モード、
v11.x」をポイントして、パスに instance/bifoundation/
OracleBIPresentationServicesComponent/coreapplication_obips1/
catalog/MyCatalog を指定します。ここで、instance は、インスタンスの名
前で、MyCatalog は、カタログの名前です。
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– オンライン・モードでは、OBI サーバー URL を入力します。例えば、
http://OBIServer:9704/analytics/saw.dll です。ここで、OBIServer は、
OBI コンピューターの名前です。
3. 「OK」をクリックします。
4.

ツリーの中でルート・フォルダーを選択し、「ファイル」 > 「アーカイブ」
をクリックしてアーカイブ・ファイルを作成します。

RPD ファイル、RPD ファイルから変換した XML ファイル、およびレポートの
アーカイブ・ファイルをサポート・チームに送信してください。

インポート・パラメーター
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ブリッジは、以下のインポート構成パ
ラメーターを使用します。
サーバー URL
必須。メタデータのインポート元のプレゼンテーション・サーバーの URL
を指定します。
ユーザー名
必須。プレゼンテーション・サーバーに接続するためのユーザー名を入力し
ます。このユーザーには、インポートするオブジェクトへのアクセスに必要
な許可がなければなりません。
ログイン・パスワード
プレゼンテーション・サーバーに接続するためのパスワードを入力します。
ファイルの場所
「ファイル」フィールドに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。「ファイルの場所」パラメーターに指定したコンピューターを参照し
て、インポートするファイルの名前およびパスを指定します。
v バージョン 11 からのインポートの場合、XML ファイルを指定します。
v バージョン 10 からのインポートの場合、UDML ファイルを指定しま
す。
Oracle BI Administration Tool は、そのままでは、BI モデル・メタデータを
リポジトリー RPD ファイルの中に保管します。BI モデルはファイルから
インポートし、BI レポートは、「インポートする資産」パラメーター (プ
レゼンテーション・サーバー・リポジトリーにアクセスする) を使用してイ
ンポートします。指定したファイルの中の BI モデルは、リポジトリーの中
の BI モデルの内容と一致している必要があります。データ・リネージュを
使用可能にするには、ファイルの中に、「インポートする資産」パラメータ
ーを使用して選択したレポートに関連するモデルが含まれている必要があり
ます。
ブリッジの前提条件の内容に従って、RPD ファイルから正しいインポー
ト・フォーマットを生成します。それを、「ファイルの場所」パラメーター
に指定したコンピューターにアップロードします。
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変数値ファイル
値を指定しないでください。変数値ファイルのアップロードはサポートされ
ていません。
インポートする資産
必須。プレゼンテーション・サーバー・リポジトリーを参照して、フォルダ
ーおよび BI レポートを選択します。
または、インポートするフォルダーおよびレポートを、それぞれのパスをセ
ミコロン (;) で区切ったパスのリストで指定することもできます。
v ルート・フォルダーへのパスは / です。
v 共有フォルダーへのパスは /shared です。
v アドミニストレーター・ユーザー・フォルダーへのパスは
/users/administrator です。
データ・リネージュを使用可能にするには、「ファイル」パラメーターに指
定したファイルの中に、「インポートする資産」パラメーターを使用して選
択したレポートに関連するモデルが含まれている必要があります。
大規模モデルの最適化
デフォルトでは、大規模な Oracle Business Intelligence リポジトリー・モデ
ルのインポートを最適化するため、このオプションが選択されています。こ
のオプションが選択されている場合、インポート時に外部キー、結合、関
係、および論理外部キーが無視されます。
デフォルトの動作をオーバーライドし、リポジトリー・モデル全体をインポ
ートするには、チェック・マークを外します。
増分インポート
このパラメーターは選択したままにしてください。同じソースから再インポ
ートする際に、ブリッジは、キャッシュされた情報を使用して、前のインポ
ート以降変更されなかったオブジェクトを判別します。変更されたオブジェ
クトのみが再インポートされます。キャッシュされた情報を使用すると、大
規模なインポートのパフォーマンスが向上します。
新規インポートの場合、またはキャッシュが削除されているか破損している
場合、指定した選択に関係なく、ブリッジはソースからすべてのオブジェク
トをインポートします。
ワーカー・スレッド
ソースからメタデータを非同期で取得するためのワーカー・スレッドの数を
指定します。最適なパフォーマンスのためには、パラメーターをブランクの
ままにして、ブリッジがデフォルト値を自動的に計算するようにしてくださ
い。デフォルト値は、JVM アーキテクチャーと使用可能な CPU コアの数
に基づいて計算されます。
取得速度を上げて試してみる必要がある場合は、スレッドの実際の数を 1
から 6 までの数値で指定してください。指定した値が無効である場合、警
告が発行され、数値 1 が使用されます。メタデータを非同期でインポート
しているときにメモリー不足状態が発生する場合は、より小さい数値で試し
てください。コンピューターに使用可能メモリーが大量にある場合は (例え
ば、10 GB 以上など)、多くの文書を取得するときに、大きな数値を試すこ
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とができます。ただし、数値の設定を大きくしすぎると、リソース競合のた
めにパフォーマンスが低下するおそれがあります。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、それらはインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。
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Oracle Hyperion Application Builder (CWM XMI 経由) ブリッ
ジのリファレンス
Oracle Hyperion Application Builder (CWM XMI 経由) ブリッジの前提条件およびパ
ラメーター情報。

このブリッジについて
Oracle Hyperion Application Builder ブリッジは、Oracle Hyperion Application
Builder によって作成された XML ファイルの中の実装済みデータ・リソースおよび
ビジネス・インテリジェンス・モデルをインポートします。XML ファイルは、オブ
ジェクト管理グループ (OMG) Common Warehouse Metamodel (CWM) XML
Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォーマットに準拠している必要がありま
す。
サポート対象の CWM メタモデルおよび XMI フォーマットの適切なバージョンを
入手するには、ベンダーにお問い合わせください。メタモデルおよび XMI フォー
マットの有効な組み合わせについて詳しくは、http://www.omg.org を参照してくださ
い。

前提条件
OMG CWM XMI ファイル・フォーマットに準拠する Oracle Hyperion Application
Builder からの XML ファイルをエクスポートする必要があります。
このファイルを、メタデータの変換サーバーか、このメタデータのインポート元と
なるローカル・コンピューターに転送します。

インポート・パラメーター
Oracle Hyperion Application Builder (CWM XMI 経由) ブリッジは、以下のインポー
ト構成パラメーターを使用します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。ソース・ツールで作成された、OMG CWM XMI ファイル・フォー
マット準拠の XML ファイルを参照して選択します。
ソース・ツール
インポートするモデルの生成に使用されたツールまたはメソッドを選択しま
す。該当のツールがリストされていない場合、「自動検知」を選択します。
オプション
v 自動検知。ブリッジは、ファイルを生成したツールを自動的に検
出します。
v IBM DB2 Warehouse Manager。ファイルは IBM DB2
Warehouse Manager で生成されました。
v OMG CWM。ファイルは OMG CWM 標準の文書型定義 (DTD)
に準拠しています。
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v Oracle Warehouse Builder。ファイルは Oracle Warehouse
Builder で生成されました。
v SAS ETL Studio。ファイルは SAS ETL Studio で生成されまし
た。
自動修正
一部のソース・ツールで作成される CWM ファイルには、完全ではないモ
デルや正しくないモデルが含まれる可能性があります。デフォルトでは、ブ
リッジはモデルの修正を試行します。この試行により、一部のモデル・エレ
メントの削除が必要になる場合があります。ブリッジは変更についての警告
をログに記録します。
「自動修正」からチェック・マークを外した場合、ブリッジはモデルを変更
しません。モデルが無効である場合、インポートが失敗します。
トップ・パッケージ
パッケージに明示的に関連付けられていないオブジェクトを保管する、特殊
パッケージの名前を入力します。デフォルトは、Logical view です。
リポジトリー・メタモデルには、パッケージに属するすべてのモデル・エレ
メント (例えば、クラス、またはアソシエーション) が必要です。オブジェ
クトがパッケージに明示的に関連付けられていない場合、そのオブジェクト
は特殊パッケージに保管されます。モデル内にそのような名前の単一のトッ
プレベル・パッケージがある場合、ブリッジはそのパッケージをオプション
としてマークします。すべてのオブジェクトが 1 つのパッケージ内に存在
しなければならない宛先ツール以外では、オプションとしてマークされたパ
ッケージは、宛先モデルに表示されません。
UUID のインポート
ブリッジは、ユーザーの選択にかかわらず、このオプションを無視します。
InfoSphere Information Server は、ネイティブ ID のインポートをサポート
しません。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
IBM DB2 Warehouse Manager からインポートを行っている場合、ユーザー
の選択にかかわらず、論理エンティティーが作成されないため、デフォルト
値「物理」 を受け入れます。
ディメンション・モデル・リバース・エンジニアリング
デフォルト設定の使用不可を受け入れます。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
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レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

Oracle Warehouse Builder (CWM XMI 経由) ブリッジのリファ
レンス
Oracle Warehouse Builder (CWM XMI 経由) ブリッジの前提条件およびパラメータ
ー情報。
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このブリッジについて
Oracle Warehouse Builder (CWM XMI 経由) は、Oracle Warehouse Builder バージ
ョン 9i によって作成された XML ファイルの中の実装済みデータ・リソースおよ
びビジネス・インテリジェンス・モデルをインポートします。XML ファイルは、オ
ブジェクト管理グループ (OMG) Common Warehouse Metamodel (CWM) XML
Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォーマットに準拠している必要がありま
す。

前提条件
OMG CWM XMI ファイル・フォーマットに準拠する XML ファイルを作成する必
要があります。
Oracle Warehouse Builder バージョン 9.2 から XMI ファイルを生成するには、以
下のステップを行います。
1. Warehouse Builder デザイン・クライアント・アプリケーションを開始し、デザ
イン・リポジトリーにログオンします。
2. エクスポートするウェアハウス・スキーマを選択します。
3. 「プロジェクト」 > 「メタデータのエクスポート」 > 「ブリッジ」をクリック
します。
4. メタデータ・エクスポート・ウィザードの「ソースおよびターゲットのメタデー
タ」ページで、「宛先」オプションに「OMG CWM 1.0」を選択します。
5. エクスポートするオブジェクトのコレクションを選択します。
6. エクスポート・ウィザードを完了してファイルを生成します。
7. このファイルを、メタデータの変換サーバーか、このメタデータのインポート元
となるローカル・コンピューターに転送します。

インポート・パラメーター
Oracle Warehouse Builder (CWM XMI 経由) ブリッジは、以下のインポート構成パ
ラメーターを使用します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。ソース・ツールで作成された、OMG CWM XMI ファイル・フォー
マット準拠の XML ファイルを参照して選択します。
ソース・ツール
インポートするモデルの生成に使用されたツールまたはメソッドを選択しま
す。該当のツールがリストされていない場合、「自動検知」を選択します。
オプション
v 自動検知。ブリッジは、ファイルを生成したツールを自動的に検
出します。
v IBM DB2 Warehouse Manager。ファイルは IBM DB2
Warehouse Manager で生成されました。
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v OMG CWM。ファイルは OMG CWM 標準の文書型定義 (DTD)
に準拠しています。
v Oracle Warehouse Builder。ファイルは Oracle Warehouse
Builder で生成されました。
v SAS ETL Studio。ファイルは SAS ETL Studio で生成されまし
た。
自動修正
一部のソース・ツールで作成される CWM ファイルには、完全ではないモ
デルや正しくないモデルが含まれる可能性があります。デフォルトでは、ブ
リッジはモデルの修正を試行します。この試行により、一部のモデル・エレ
メントの削除が必要になる場合があります。ブリッジは変更についての警告
をログに記録します。
「自動修正」からチェック・マークを外した場合、ブリッジはモデルを変更
しません。モデルが無効である場合、インポートが失敗します。
トップ・パッケージ
パッケージに明示的に関連付けられていないオブジェクトを保管する、特殊
パッケージの名前を入力します。デフォルトは、Logical view です。
リポジトリー・メタモデルには、パッケージに属するすべてのモデル・エレ
メント (例えば、クラス、またはアソシエーション) が必要です。オブジェ
クトがパッケージに明示的に関連付けられていない場合、そのオブジェクト
は特殊パッケージに保管されます。モデル内にそのような名前の単一のトッ
プレベル・パッケージがある場合、ブリッジはそのパッケージをオプション
としてマークします。すべてのオブジェクトが 1 つのパッケージ内に存在
しなければならない宛先ツール以外では、オプションとしてマークされたパ
ッケージは、宛先モデルに表示されません。
UUID のインポート
ブリッジは、ユーザーの選択にかかわらず、このオプションを無視します。
InfoSphere Information Server は、ネイティブ ID のインポートをサポート
しません。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
IBM DB2 Warehouse Manager からインポートを行っている場合、ユーザー
の選択にかかわらず、論理エンティティーが作成されないため、デフォルト
値「物理」 を受け入れます。
ディメンション・モデル・リバース・エンジニアリング
デフォルト設定の使用不可を受け入れます。
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結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

SAP BusinessObjects Repository ブリッジのリファレンス
SAP BusinessObjects Repository ブリッジの前提条件、よくある質問、トラブルシュ
ーティング、およびパラメーター情報。
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このブリッジについて
SAP BusinessObjects Repository ブリッジは、SAP BusinessObjects Designer and
BusinessObjects Desktop Intelligence のバージョン 11 から 12.4 より、ビジネス・
インテリジェンス・レポート、ビジネス・インテリジェンス・モデル、および関連
する実装済みデータ・リソース (例えば、データベース表) をインポートします。
注: このブリッジには、BusinessObjects バージョン XI 4.0 および 4.1 に対するベ
ータ・サポートが含まれています。バージョン XI 4.0 および 4.1 は、
BusinessObjects Desktop Intelligence をサポートしていないため、前提条件として
BusinessObjects Desktop Intelligence は必要ありません。
BusinessObjects のバージョン XI 3.1 までの場合、ブリッジは以下のクライアン
ト・ツールおよび API を使用してメタデータをインポートします。
v BusinessObjects Designer OLE/COM API: UniVerse メタデータのインポート
v Business Objects Desktop Intelligence COM/OLE API: Desktop Intelligence レポー
ト・メタデータのインポート
v Business Objects WebIntelligence Report Engine (Rebean) SDK: Web Intelligence
レポート・メタデータのインポート
BusinessObjects のバージョン 4.0 SP6 以降の場合、ブリッジは以下のクライアン
ト・ツールおよび API を使用してメタデータをインポートします。
v BusinessObjects Designer OLE/COM API: UniVerse メタデータのインポート
v Business Objects Web Intelligence RESTful Web Service SDK: Web Intelligence レ
ポート・メタデータのインポート
v Semantic Layer Java SDK: Information Design Tool UniVerse メタデータのインポ
ート。
注: Semantic Layer Java SDK は、XI バージョン 4.1 以上でサポートされます。し
たがって、Information Design Tool UniVerse メタデータのインポートはバージョン
4.0 ではサポートされません。
『前提条件』
189 ページの『よくある質問』
190 ページの『トラブルシューティング』
191 ページの『インポート・パラメーター』

前提条件
ブリッジを使用してメタデータをインポートする前に、以下の前提条件を満たして
ください。
v サポートされているバージョンの BusinessObjects Designer クライアントおよび開
発者向けコンポーネント (SDK) が、ブリッジがインストールされているコンピュ
ーターと同じコンピューター上にインストールされている必要があります。
BusinessObjects のバージョン XI 3.1 までの場合、Business Objects Desktop
Intelligence クライアントが同じコンピューター上にインストールされている必要
があります。BusinessObjects のバージョン XI 4.0 以降の場合、SAP
BusinessObjects Semantic Layer Java SDK と Crystal Reports Java SDK も同じコ
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ンピューター上にインストールされている必要があります。BusinessObjects サー
バーがインストールされているコンピューター上にブリッジをインストールしな
いでください。
v BusinessObjects API およびサーバーへのアクセスを、ファイアウォールが制限し
ていないことを確認します。ブリッジの正常な接続が失敗する場合は、一時的に
ファイアウォールを無効にして、失敗の原因がファイアウォールでないことを確
認します。
v 必ず、サーバー・コンピューターおよびクライアント・コンピューター上に、常
に最新の BusinessObjects Service Pack がインストールされるようにします。
BusinessObjects 4.0 を使用する場合、SP7 以降をインストールします。
v 不整合なファイルまたはロックされたファイルによって UniVerse のインポート
が妨げられる可能性があるため、一時 UniVerse ダウンロード・ディレクトリー
をクリーンアップします。このディレクトリーからすべての一時ファイルを削除
します。このディレクトリー・パスは、BusinessObjects Designer の中で、「ツー
ル」>「オプション」>「保存」>「デフォルト UniVerse フォルダー」によって構
成されます。このディレクトリー・パスは、
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Business Objects¥Suite
XXXX¥default¥Shared¥General¥Directories¥Universes 内のレジストリーに保存
できます。
v ブリッジを実行する前に Designer や Desktop Intelligence などのクライアント・
ツールを終了してください。ブリッジを開始する前に、システム上で実行されて
いる designer.exe プロセスがあれば、タスク・マネージャーを使用してプロセ
スを終了します。このようなプロセスは、COM API の正常な実行を妨害する可
能性があります。
v UniVerse およびレポートを BusinessObjects Central Management Server (CMS) に
パブリッシュする必要があります。
v Crystal レポートをインポートする場合、「Crystal CORBA ポート」インポー
ト・パラメーターを使用して、Crystal SDK がレポート・アプリケーション・サ
ーバー (RAS) と通信するときのクライアント・ポート番号を指定します。ローカ
ルの Windows ファイアウォールが無効になっているか、または、このポートで
通信を受信するのを許可していることを確認します。ファイアウォールを全社的
に使用している場合は、このポート上で RAS サーバーからクライアント・コン
ピューターへの通信ができるようにファイアウォールを構成します。
v ブリッジの実行時には、以下のサーバーが開始されて BusinessObjects 環境で使用
可能になっている必要があります。
– WebIntelligence Report Engine (Rebean) SDK の WebIntelligenceProcessingServer
– Business Objects XI 4.1 以降用の WebIntelligence RESTful Web サービス SDK
の WebApplicationContainerServer
– Crystal Report Application Server (RAS)
Central Management Console の Web アプリケーションで、以下のアクションを
行います。
– 「サーバー」メニューを選択して、両方のサーバーが使用可能で正常に稼働中
であることを確認します。
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– デフォルトでは RESTful Web サービスがインストールされていない可能性が
あるため、「アプリケーション」メニューを選択して、RESTful Web サービス
が使用可能であることを確認します。

よくある質問
このブリッジは、どのレポート・ファイル・フォーマットをサポートしますか?
BusinessObjects のバージョン XI 3.1 までの場合、このブリッジは、
BusinessObjects Desktop Intelligence がサポートする以下のレポート・フォー
マットを読み取ります。
v BusinessObjects 文書 (*.rep)
v BusinessObjects 文書テンプレート (*.ret)
v BusinessQuery ファイル (*.bqy)
v Web Intelligence バージョン 2 文書 (*.wqy)
v バージョン 11 以降の Crystal レポート (*.rpt)
サポートされないレポート・ファイル・フォーマットはどれですか?
BusinessObjects Desktop Intelligence およびこのブリッジは、以下のレポー
ト・フォーマットをサポートしません。
v Web Intelligence バージョン 6 文書 (*.wid)
v バージョン 11 より前の Crystal レポート (*.rpt)
v Crystal OLAP Analysis レポート (*.car)
このブリッジの実行に最適なファイアウォールの設定はどのようなものですか?
このブリッジは BusinessObjects クライアント・コンポーネントに依存し
て、BusinessObjects サーバーとの確実な通信を可能にしています。
BusinessObjects Designer、Desktop Intelligence、Web Intelligence、および
Crystal Reports は、Central Management Server (CMS) にログオンし、
UniVerse および文書をダウンロードして開くことができる必要がありま
す。
ファイアウォールが適切に構成されていなければ、ブリッジはいつまでも停
止するか、明確な説明のないまま失敗します。詳細なファイアウォールの設
定については、システム管理者に問い合わせてください。また、
BusinessObjects の資料を参照してください。代替方法として、ファイアウォ
ールを無効にして、ファイアウォールなしでブリッジが正常に実行されるよ
うにすることもできます。
UniVerse に従属する一部のレポート文書が欠落しているようにみえるのはなぜです
か?
「UniVerse によるサブセット」機能は、BusinessObjects リポジトリー・メ
タデータ・キャッシュの UniVerse とレポート文書の間の従属性を基にして
います。これは、すべてのレポートがアクティブに使用されている実稼働環
境では正しく機能します。
しかし、開発環境およびテスト環境の BusinessObjects リポジトリーの状況
では、一部の UniVerse およびレポート文書が再設計または移動されている
ことがあります。これらの変更によって、リポジトリー・キャッシュの中
に、不正確な従属情報が残っている可能性があります。そのような場合、特
定の UniVerse の一部の従属レポート文書は検出されない可能性がありま
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す。そのような文書を編集し、照会を更新し、文書を BusinessObjects サー
バーに戻して保存することによって、BusinessObjects リポジトリー・キャッ
シュを更新できます。
特定の文書が、BusinessObjects サーバー・キャッシュの中のその文書の
UniVerse に正しくリンクされていることを確認するには、CMC 管理 Web
コンソール (InfoView ではない) で、パブリックのフォルダーまでナビゲー
トします。文書を見つけて、その文書のプロパティーを表示します。バージ
ョン 11 では「UniVerse」タブ、バージョン 12 では「レポート
UniVerse」タブに、UniVerse 従属性が表示されます。
インポート用に指定されたフォルダーに入っていないのに、インポートされる
UniVerse があるのはなぜですか?
ブリッジは、必要なものが揃ったオブジェクトのセットを取得しようとしま
す。ブリッジのパラメーター「従属オブジェクトの追加」が選択されると、
ブリッジは、指定された UniVerse に従属するすべてのレポートをインポー
トします。これらのレポートが他の UniVerse に従属する場合、ブリッジ
は、これらのレポートが完全に定義されるように、他の UniVerse をインポ
ートします。
サポート・チームが問題を再現できるように、どのように情報を提供するとよいで
しょうか?
BusinessObjects Designer 11 および 12 の場合、ビジネス・オブジェクト・
インポート・ウィザード・ユーティリティー (ImportWiz.exe) を使用して、
ビジネス・インテリジェンス・アーカイブ・ファイル (*.BIAR) を作成しま
す。UniVerse およびその他の該当する文書を含めます。
Business Objects 14 (XI R4) の場合、ライフサイクル・マネジメント・コン
ソールを使用して、必要な InfoObjects を含んでいるプロモーション・ジョ
ブを作成します。そのジョブを BIAR ファイルとしてエクスポートし、サ
ポート・チームに送信してください。詳しくは、「SAP BusinessObjects
Business Intelligence platform 4.0 ライフサイクルマネジメントコンソールユ
ーザガイド」を参照してください。

トラブルシューティング
SAP BusinessObjects Diagnostic Tool を使用して、接続の問題がないかテストできま
す。
ブリッジに使用したのと同じ証明情報でログインし、すべてのテストを実行しま
す。いずれかのテストに失敗した場合、ローカルの SAP BusinessObjects アドミニ
ストレーターに連絡して問題を解決します。「SAP BusinessObjects Administration
Guide」の『Working with Firewalls』を参照してください。
さらに、どのテストを実行するかを制御するために使用される構成ファイルをカス
タマイズできます。構成ファイルへのパスは、デフォルトの BusinessObjects クライ
アント・インストール内の C:¥Program Files (x86)¥Business
Objects¥common¥4.0¥java¥lib¥TestClasses.xml です。
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インポート・パラメーター
SAP BusinessObjects Repository ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを
使用します。
バージョン
必須。接続先の BusinessObjects のバージョンを選択します。デフォルトの
選択である「自動検知」では、ローカルにインストールされている
BusinessObjects クライアント・ソフトウェアのバージョンを識別します。
別の BusinessObjects Service Pack を適用すると、バージョン番号が変わる
可能性があります。インストール済みの Service Pack に応じて、以下の選
択を行ってください。
v 14.1 (XI R4.1) Service Pack の場合、「14.1 (XI R4.1) - ベータ・ブリッ
ジ」を選択します。
v 14.0 (XI R4.0) Service Pack 6 以上の場合、「14.0.6 (XI R4.0 SP6 以
上)」を選択します。
v 14.0 (XI R4.0) の Service Pack 5 までの場合、「14.0 (XI R4.0 の SP5
まで)」を選択します。
v 12.1 Service Pack の場合、「12.1 (XI R3.1)」または「自動検知」を選択
します。
v 11.5 Service Pack の場合、「11.5 (XI R2)」または「自動検知」を選択し
ます。
v 11.0 Service Pack の場合、「11.0 (XI)」または「自動検知」を選択しま
す。
システム
必須。ログインする BusinessObjects リポジトリーの名前を入力します。
CMS の名前を入力します。例えば localhost などです。このサーバーは、
デフォルトでは、ポート 6400 にログインします。
CMS がクラスター環境の中で構成されている場合、cms:port@cluster の構
文でクラスター名を指定できます。例えば、localhost:6400@MYCLUSTER で
す。
認証モード
必須。ログイン認証モードを選択します。デフォルトの BusinessObjects
Enterprise ログインを使用して、または LDAP サーバーを使用して、ログ
インできます。
ユーザー名
必須。BusinessObjects にログインするためのユーザー名を入力します。この
ブリッジが使用する多くの API 呼び出しは、ユーザーが管理者として接続
している場合にのみ完全な情報を提供するので、このブリッジを使用すると
きは BusinessObjects ユーザー管理者を指定してください。
使用するユーザー名とパスワードが分からない場合は、BusinessObjects シス
テム管理者に連絡してください。バージョン 11 および 12 の場合、
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UniVerse を開くには UniVerse Designer ユーザー・グループのメンバーで
なければならず、お気に入りフォルダーにアクセスするには、管理者グルー
プのメンバーでなければなりません。
パスワード
BusinessObjects にログインするためのパスワードを入力します。
リポジトリー参照モード
BusinessObjects リポジトリーの参照時に取得するオブジェクトのタイプを指
定します。データ・リネージュを完全にするには、デフォルトの「すべて」
を選択します。
このパラメーターを使用するのは、「インポートする資産」フィールドで資
産を参照する場合のみです。インポートするオブジェクトの ID のリストを
指定する場合は使用しません。
インポートする資産
インポートする資産をリモート BusinessObjects リポジトリーの中で参照し
て選択するか、インポートするオブジェクトの ID を入力します。セミコロ
ン (;) で区切って、取得する複数の UniVerse、レポート、およびフォルダ
ーの ID を指定できます。
増分インポート
このパラメーターは選択したままにしてください。同じソースから再インポ
ートする際に、ブリッジは、キャッシュされた情報を使用して、前のインポ
ート以降変更されなかったオブジェクトを判別します。変更されたオブジェ
クトのみが BusinessObjects から取得されます。キャッシュされた情報を使
用すると、大規模なインポートのパフォーマンスが向上します。
新規インポートの場合、またはキャッシュが削除されているか破損している
場合、指定した選択に関係なく、ブリッジはソースからすべてのオブジェク
トをインポートします。
従属オブジェクトの追加
デフォルトでは、選択した UniVerse に従属する文書がインポートされま
す。選択した UniVerse に従属する文書をインポートしない場合は、チェッ
ク・マークを外します。
開発環境およびテスト環境にある BusinessObjects リポジトリーからインポ
ートする場合、一部の UniVerse およびレポート文書は再設計または移動さ
れていることがあります。BusinessObjects リポジトリー・キャッシュに、不
正確な従属情報が残っていることがあります。特定の UniVerse のいくつか
のレポート文書はインポートされない可能性があり、また、UniVerse の従
属レポート文書は必ずしもすべて検出されるとは限らない可能性がありま
す。この状況を回避するために、インポートの前に、変更または移動したレ
ポート文書をロードし、照会を更新して、キャッシュを更新します。
特定のオブジェクトの追加
特定の UniVerse に従属しない追加のオブジェクトをインポートするかどう
か選択します。デフォルトは、「いいえ」です。「UniVerse に従属しない
文書」を選択すると、どの UniVerse にも従属しない文書がインポートされ
ます。
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Crystal CORBA ポート
Crystal レポートをインポートする場合、Crystal SDK がレポート・アプリ
ケーション・サーバー (RAS) と通信するクライアント・ポート番号を指定
します。ポートが指定されなければ、RAS サーバーは実行ごとにランダム
にポートを選択します。ポートが指定されれば、RAS サーバーはそのポー
トを使用してメタデータをローカル・クライアント・コンピューターに送信
します。
ローカルの Windows ファイアウォールが無効になっているか、または、こ
のポートで通信を受信するのを許可していることを確認します。ファイアウ
ォールを全社的に使用している場合は、このポート上で RAS サーバーから
クライアント・コンピューターへの通信ができるようにファイアウォールを
構成します。ファイアウォールで通信がブロックされると、クライアントの
Crystal SDK はいつまでもメタデータを待機します。
クラスの表現
クラスおよびサブクラスのツリー構造のインポート方法を指定します。デフ
ォルトでは、ブリッジは、 CWM OLAP 標準により定義されたとおり、オ
ブジェクトを含む各クラスをディメンションとしてインポートします。デフ
ォルト・オプションの「フラット構造として」のみがサポートされます。
ワーカー・スレッド
ソースからメタデータを非同期で取得するためのワーカー・スレッドの数を
指定します。最適なパフォーマンスのためには、パラメーターをブランクの
ままにして、ブリッジがデフォルト値を自動的に計算するようにしてくださ
い。デフォルト値は、JVM アーキテクチャーと、使用可能な CPU コアの
数に基づいて計算されます。
取得速度を上げて試してみる必要がある場合は、スレッドの実際の数を 1
から 6 までの数値で指定してください。指定した値が無効である場合、警
告が発行され、数値 1 が使用されます。メタデータを非同期でインポート
しているときにメモリー不足状態が発生する場合は、より小さい数値で試し
てください。コンピューターに使用可能メモリーが大量にある場合は (例え
ば、10 GB 以上など)、多くの文書を取得するときに、大きな数値を試すこ
とができます。ただし、数値の設定を大きくしすぎると、リソース競合のた
めにパフォーマンスが低下するおそれがあります。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
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能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
にも代替キーにも関連付けられていない外部キーの検査などが含ま
れます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。ソース・ツー
ルがメタデータを検証できない場合に、このレベルを使用できま
す。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

SAS Data Integration Studio (CWM XMI 経由) ブリッジのリフ
ァレンス
SAS Data Integration Studio (CWM XMI 経由) ブリッジの前提条件およびパラメー
ター情報。

このブリッジについて
SAS Data Integration Studio (CWM XMI 経由) ブリッジは、SAS Data Integration
Studio バージョン 9 によって作成された XML ファイルの中の実装済みデータ・
リソースおよびビジネス・インテリジェンス・モデルをインポートします。XML フ
ァイルは、オブジェクト管理グループ (OMG) Common Warehouse Metamodel
(CWM) XML Metadata Interchange (XMI) ファイル・フォーマットに準拠する必要
があります。
サポート対象の CWM メタモデルおよび XMI フォーマットの適切なバージョンを
入手するには、ベンダーにお問い合わせください。メタモデルおよび XMI フォー
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マットの有効な組み合わせについて詳しくは、http://www.omg.org を参照してくださ
い。

前提条件
OMG CWM XMI ファイル・フォーマットに準拠する SAS Data Integration Studio
からの XML ファイルをエクスポートする必要があります。
このファイルを、メタデータの変換サーバーか、このメタデータのインポート元と
なるローカル・コンピューターに転送します。

インポート・パラメーター
SAS Data Integration Studio (CWM XMI 経由) ブリッジは、以下のインポート構成
パラメーターを使用します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。ソース・ツールで作成された、OMG CWM XMI ファイル・フォー
マット準拠の XML ファイルを参照して選択します。
ソース・ツール
インポートするモデルの生成に使用されたツールまたはメソッドを選択しま
す。該当のツールがリストされていない場合、「自動検知」を選択します。
オプション
v 自動検知。ブリッジは、ファイルを生成したツールを自動的に検
出します。
v IBM DB2 Warehouse Manager。ファイルは IBM DB2
Warehouse Manager で生成されました。
v OMG CWM。ファイルは OMG CWM 標準の文書型定義 (DTD)
に準拠しています。
v Oracle Warehouse Builder。ファイルは Oracle Warehouse
Builder で生成されました。
v SAS ETL Studio。ファイルは SAS ETL Studio で生成されまし
た。
自動修正
一部のソース・ツールで作成される CWM ファイルには、完全ではないモ
デルや正しくないモデルが含まれる可能性があります。デフォルトでは、ブ
リッジはモデルの修正を試行します。この試行により、一部のモデル・エレ
メントの削除が必要になる場合があります。ブリッジは変更についての警告
をログに記録します。
「自動修正」からチェック・マークを外した場合、ブリッジはモデルを変更
しません。モデルが無効である場合、インポートが失敗します。
トップ・パッケージ
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パッケージに明示的に関連付けられていないオブジェクトを保管する、特殊
パッケージの名前を入力します。デフォルトは、Logical view です。
リポジトリー・メタモデルには、パッケージに属するすべてのモデル・エレ
メント (例えば、クラス、またはアソシエーション) が必要です。オブジェ
クトがパッケージに明示的に関連付けられていない場合、そのオブジェクト
は特殊パッケージに保管されます。モデル内にそのような名前の単一のトッ
プレベル・パッケージがある場合、ブリッジはそのパッケージをオプション
としてマークします。すべてのオブジェクトが 1 つのパッケージ内に存在
しなければならない宛先ツール以外では、オプションとしてマークされたパ
ッケージは、宛先モデルに表示されません。
UUID のインポート
ブリッジは、ユーザーの選択にかかわらず、このオプションを無視します。
InfoSphere Information Server は、ネイティブ ID のインポートをサポート
しません。
表デザイン・レベル
このブリッジが物理表から論理エンティティーを作成するかどうかを指定し
ます。
「論理および物理」を選択した場合、論理エンティティーおよび論理デー
タ・モデルが作成され、それらを実装する物理表とともにインポートされま
す。デフォルトの物理を受け入れる場合、論理エンティティーは作成されま
せん。
IBM DB2 Warehouse Manager からインポートを行っている場合、ユーザー
の選択にかかわらず、論理エンティティーが作成されないため、デフォルト
値「物理」 を受け入れます。
ディメンション・モデル・リバース・エンジニアリング
デフォルト設定の使用不可を受け入れます。
結合のインポート
BI モデルで定義されている結合をインポートできます。デフォルトでは、
結合はインポートされません。
レベルのインポート
レベルおよび階層をインポートできます。オプションが選択されている場
合、BI モデルで定義されているレベルおよび階層がインポートされます。
デフォルトでは、レベルおよび階層はインポートされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
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基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。
関連概念:
204 ページの『ビジネス・インテリジェンス・メタデータ』
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。

Sybase PowerDesigner CDM ブリッジのリファレンス
Sybase PowerDesigner CDM ブリッジの前提条件、トラブルシューティング、および
パラメーター情報。

このブリッジについて
Sybase PowerDesigner CDM は、Sybase PowerDesigner バージョン 7.5 から 16 で
作成された CDM XML ファイルから論理データ・モデル資産をインポートしま
す。バイナリー形式の CDM ファイルはサポートされていません。

前提条件
インポートする CDM ファイルを作成する必要があります。ローカル・コンピュー
ター、またはインポートに使用しているメタデータの変換サーバーに、インポー
ト・ファイルを転送します。
インポートする CDM ファイルを作成するには、Sybase PowerDesigner の中で概念
データ・モデルを開き、それを「概念データ・モデル (xml) (*.cdm)」として保存し
ます。

よくある質問
外部エンティティーへのショートカットを含む CDM XML ファイルは、どのよう
に処理しますか
CDM XML モデル・ファイルには、外部エンティティーへの参照である、
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ショートカットとして定義されているエンティティーを参照する関係を含め
ることができます。ただし、CDM XML ファイルには、ブリッジが主キー
と外部キーの関係を再構成するのに十分な情報は含まれていません。インポ
ートするファイルがこのような参照を含んでいる場合、インポート・ログ・
ファイルには次のようなメッセージが記録されます。このモデルは、外部モ
デル「[model_name]」とショートカットの依存関係を持っている可能性があ
ります。ブリッジは、ショートカットとの関係を再構成しません。
以下のように、PowerDesigner でモデルをマージすると、ショートカットを
解決できます。
1. インポート・ログ・ファイルをチェックして、ショートカットのあるす
べてのモデルを判定します。
2. PowerDesigner で、「ツール」 > 「モデルのマージ」をクリックして、
マージされたモデルを作成します。
3. 新規モデルに「CDM XML」と名前を付けて保存し、ファイルを再イン
ポートします。

インポート・パラメーター
Sybase PowerDesigner CDM ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用
します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。インポートする CDM ファイルを指定します。
無効なバイナリー文字の削除
CDM XML ファイルを構文解析する前に、ファイルから無効なバイナリー
文字をフィルタリングする場合に指定します。
PowerDesigner には、XML 仕様に適合しないバイナリー文字を含んだファ
イルを生成することがあるというバグがあり、このオプションは、その回避
策です。
フィルタリングによって、一部の Unicode 国別文字が削除されてしまうこ
とがあります。フィルタリングによって、Unicode 国別文字が削除される場
合、選択肢からチェック・マークを外します。
デフォルトの動作は、無効なバイナリー文字を削除することです。
UDP のインポート
UDP (ユーザー定義プロパティー) は通常、デフォルト値を持つプロパティ
ー定義オブジェクトで定義されます。プロパティーが適用されるオブジェク
トには、値を明示的に指定すること、および値をまったく指定しないことも
可能であり、後者の場合はプロパティー定義のデフォルト値が適用されま
す。
InfoSphere Information Server は、オブジェクトの説明プロパティーにプロ
パティー名および値が追加される場合のみ、UDP のインポートをサポート
します。オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名および値を追加
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するには、暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォルト値のマイグレー
ション」を選択します。このパラメーターにその他の値を選択すると、UDP
情報はインポートされません。
アソシエーション・クラスのインポート
概念データ・モデルのアソシエーション・クラスは、含まれる属性を表し、
複数のエンティティーを接続します。このオプションを選択すると、アソシ
エーション・クラスおよびすべての含まれる属性がインポートされます。デ
フォルトでは、アソシエーション・クラスおよびすべての含まれる属性はイ
ンポートされません。
容量情報の追加
容量情報 (発生回数) をインポートし、それを説明プロパティーに追加する
かどうかを選択します。デフォルトでは、容量情報はインポートされませ
ん。
テキスト・フォーマットの削除
インポートするモデルが PowerDesigner 8 以降で生成されたものである場合
は、このオプションを選択します。
PowerDesigner バージョン 7.0 から 7.5 では、注釈はプレーン・テキストと
して保管されますが、バージョン 8 以降では、リッチ・テキスト・フォー
マット (RTF) が使用されます。InfoSphere Information Server では、説明の
RTF テキストの表示はサポートされません。
ロール名のリバース
ブリッジでモデル内の各リレーションシップのロール名をスワップ (リバー
ス) する場合は、このオプションを選択します。デフォルトでは、ロール名
はリバースされません。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、
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より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

Sybase PowerDesigner PDM ブリッジのリファレンス
Sybase PowerDesigner PDM ブリッジの前提条件、よくある質問、およびパラメータ
ー情報。

このブリッジについて
Sybase PowerDesigner PDM ブリッジは、Sybase PowerDesigner バージョン 7.5 か
ら 16 で作成された PDM XML ファイル内の物理データ・モデルをインポートし
ます。バイナリー形式の PDM ファイルはサポートされていません。
物理データ・モデルをインポートする場合、「ID パラメーター」画面に、物理デー
タ・モデルを実装するデータベース・スキーマを作成するためのオプションが表示
されます。スキーマおよび物理データ・モデルの両方がメタデータ・リポジトリー
に保管されます。

前提条件
インポートする PDM ファイルを作成する必要があります。ローカル・コンピュー
ター、またはインポートに使用しているメタデータの変換サーバーに、インポー
ト・ファイルを転送します。
インポートする PDM ファイルを作成するには、Sybase PowerDesigner の中で物理
データ・モデルを開き、それを「物理データ・モデル (xml) (*.pdm)」として保存し
ます。

よくある質問
自分のモデルをインポートしましたが、SQL ビュー定義が不完全です。どのように
修正するとよいですか?
PowerDesigner バージョン 7 と 8 では、SQL ビューのサポートに制限があ
ります。これらの場合、ソース表と列の有効な定義を取り出すことができま
せん。PowerDesigner バージョン 9 以降では、ビューをそのソース表および
列と関連付けるビュー参照という概念をサポートします。この概念をサポー
トするバージョンにアップグレードすると、モデルは正しくインポートされ
ます。
外部表へのショートカットを含む PDM ファイルは、どのように処理しますか
PDM XML モデル・ファイルには、外部表への参照である、ショートカッ
トとして定義されている表を参照する関係を含めることができます。ただ
し、PDM XML ファイルには、ブリッジが主キーと外部キーの関係を再構
成するのに十分な情報は含まれていません。インポートするファイルがこの
ような参照を含んでいる場合、インポート・ログ・ファイルには次のような
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メッセージが記録されます。このモデルは、外部モデル「[model_name]」と
ショートカットの依存関係を持っている可能性があります。ブリッジは、シ
ョートカットとの関係を再構成しません。
以下のように、PowerDesigner でモデルをマージすると、ショートカットを
解決できます。
1. インポート・ログ・ファイルをチェックして、ショートカットのあるす
べてのモデルを判定します。
2. PowerDesigner で、「ツール」 > 「モデルのマージ」をクリックして、
マージされたモデルを作成します。
3. 新規モデルに「PDM XML」と名前を付けて保存し、ファイルを再イン
ポートします。

インポート・パラメーター
Sybase PowerDesigner PDM ブリッジは、以下のインポート構成パラメーターを使用
します。
ファイルの場所
ファイル・パラメーターに指定するファイルがメタデータの変換サーバー上
にあるか、ローカル・コンピューター上にあるかを選択します。
ファイル
必須。インポートする PDM ファイルを指定します。
無効なバイナリー文字の削除
PDM XML ファイルを構文解析する前に、ファイルから無効なバイナリー
文字をフィルタリングする場合に指定します。
PowerDesigner には、XML 仕様に適合しないバイナリー文字を含んだファ
イルを生成することがあるというバグがあり、このオプションは、その回避
策です。
フィルタリングによって、一部の Unicode 国別文字が削除されてしまうこ
とがあります。フィルタリングによって、Unicode 国別文字が削除される場
合、選択肢からチェック・マークを外します。
デフォルトの動作は、無効なバイナリー文字を削除することです。
UDP のインポート
UDP (ユーザー定義プロパティー) は通常、デフォルト値を持つプロパティ
ー定義オブジェクトで定義されます。プロパティーが適用されるオブジェク
トには、値を明示的に指定すること、および値をまったく指定しないことも
可能であり、後者の場合はプロパティー定義のデフォルト値が適用されま
す。
InfoSphere Information Server は、オブジェクトの説明プロパティーにプロ
パティー名および値が追加される場合のみ、UDP のインポートをサポート
します。オブジェクトの説明プロパティーにプロパティー名および値を追加
するには、暗黙的な場合であっても、「説明へのデフォルト値のマイグレー
ション」を選択します。このパラメーターにその他の値を選択すると、UDP
情報はインポートされません。
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容量情報の追加
容量情報 (発生回数) をインポートし、それを説明プロパティーに追加する
かどうかを選択します。デフォルトでは、容量情報はインポートされませ
ん。
テキスト・フォーマットの削除
インポートするモデルが PowerDesigner 8 以降で生成されたものである場合
は、このオプションを選択します。
PowerDesigner バージョン 7.0 から 7.5 では、注釈はプレーン・テキストと
して保管されますが、バージョン 8 以降では、リッチ・テキスト・フォー
マット (RTF) が使用されます。InfoSphere Information Server では、説明の
RTF テキストの表示はサポートされません。
ロール名のリバース
ブリッジでモデル内の各リレーションシップのロール名をスワップ (リバー
ス) する場合は、このオプションを選択します。デフォルトでは、ロール名
はリバースされません。
表名の修飾
物理データ・モデルのインポートでは、owner_name.table_name の形式で所
有者名を表名に追加するには、このオプションを選択します。所有者名は、
所有者名がソース・ファイルで指定されている表についてのみ追加されま
す。
デザイン・ツールで、同じモデル内に同じ名前の表を作成できる場合は、こ
のオプションを選択します。それ以外の場合、メタデータ・リポジトリーへ
のインポート時に、同じ名前の表が重複するデザイン表として作成されま
す。
メタデータ整合性検査
選択したメタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする前に、そ
れらに対して整合性検査を実行します。資産がメタデータ・リポジトリーに
インポートされるとき、または他のツールで使用されるときに問題が発生す
るような方法で、ソース・ツールを使用してメタデータを保存してしまう可
能性があります。例えば、外部キーが主キーまたは代替キーと関連していな
い場合があります。場合によっては、メタデータに意味的な整合性がないた
めに、ブリッジがそれをインポートできないことがあります。
メタデータ整合性検査により、警告およびエラーがログ・ファイルに記録さ
れます。
基本検査
これがデフォルトです。メタデータを検証するのに必要な最小限の
整合性検査を実行します。これには、欠落している関係や、主キー
または代替キーと関連のない外部キーがないか調べる検査が含まれ
ます。
場合によって、基本検査は必要以上に厳密である場合があるため、
ある種のエラーまたは警告は無視してかまいません。
詳細検査
基本検査に加えて、インポートするメタデータのタイプに固有の、

202

共通メタデータ管理ガイド

より高度なセマンティック・チェックを実行します。このレベルを
使用できるのは、メタデータを検証する機能がソース・ツールにな
い場合です。
検査しない
使用に際して、細心の注意が必要です。このオプションを選択する
と、重複または無効な ID がインポートされる可能性があり、スイ
ート・ツールおよびメタデータ・リポジトリーの使用時に重大な問
題が発生する場合があります。

サポートされなくなったインポート・ブリッジ
InfoSphere Information Server のバージョン 9.1 または 11.3 で廃止されたほとんど
のブリッジについて代替のブリッジを見つけることができます。
次の表に、サポートされなくなったブリッジと、置き換えとして使用できるブリッ
ジまたは方法をリストします。
表 21. サポートされないブリッジ
サポートさ
V 11.3 でサポートされなくなったブ れる最後の
バージョン
リッジ。

置き換え

CA ERwin Data Modeler 4.0

9.1.2

置き換えなし。バージョン 7、8、または 9 の ERwin にアッ
プグレードし、アップグレード後のバージョンのブリッジを使
用することができます。

DBM File MetaBroker

8.7

このブリッジは廃止されていません。ブリッジ名が 161 ページ
の『IBM InfoSphere Discovery MetaBroker』 に変更されていま
す。
InfoSphere Metadata Asset Manager で既存のインポート領域を
引き続き使用できます。

v IBM Cognos BI Reporting Content Manager パッケージ

8.7

v IBM Cognos BI Reporting Content Manager ReportStudio

IBM InfoSphere Warehouse - Cubing
Services for OLAP

IBM Cognos BI Reporting - Content Manager ブリッジによって
置き換えられます。
72 ページの『既存のインポート済みステージからのインポート
領域の作成』で説明されているように、既存の領域の設定をコ
ピーして、新規のインポート領域を作成できます。

8.7

このブリッジは廃止されていません。ブリッジ名は IBM DB2
Cube Views ブリッジに変更されています。
InfoSphere Metadata Asset Manager で既存のインポート領域を
引き続き使用できます。

Microsoft SQL Server Analysis
Services (ファイル)

9.1.2

167 ページの『Microsoft SQL Server Analysis Services および
Reporting Services (リポジトリー) ブリッジのリファレンス』に
よって置き換えられます。
72 ページの『既存のインポート済みステージからのインポート
領域の作成』で説明されているように、既存の領域の設定をコ
ピーして、新規のインポート領域を作成できます。

Microsoft SQL Server データベース

9.1.2

ODBC Connector によって置き換えられます。
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表 21. サポートされないブリッジ (続き)
サポートさ
V 11.3 でサポートされなくなったブ れる最後の
バージョン
リッジ。

置き換え

Microsoft SQL Server データ・ソー
ス・ビュー

8.7

置き換えなし

Microsoft SQL Server Reporting
Services (ファイル)

9.1.2

167 ページの『Microsoft SQL Server Analysis Services および
Reporting Services (リポジトリー) ブリッジのリファレンス』に
よって置き換えられます。
72 ページの『既存のインポート済みステージからのインポート
領域の作成』で説明されているように、既存の領域の設定をコ
ピーして、新規のインポート領域を作成できます。

ODBC 3.0 MetaBroker

9.1.2

ODBC Connector によって置き換えられます。

SAP BusinessObjects Data Integrator

8.7

置き換えなし

v SAP BusinessObjects Designer (フ
ァイル)

8.7

SAP BusinessObjects Repository ブリッジによって置き換えられ
ます。

v SAP BusinessObjects Designer (リ
ポジトリー)

「既存のインポート済みステージからのインポート領域の作
成」で説明されているように、既存の領域の設定をコピーし
て、新規のインポート領域を作成できます。

v SAP BusinessObjects Desktop
Intelligence (ファイル)

重要: SAP BusinessObjects ブリッジでは、資産の選択方法が変
更されています。既存の領域の設定をコピーする場合は、イン
ポートする資産を再選択する必要があります。

v SAP BusinessObjects Desktop
Intelligence (リポジトリー)
v SAP Business Objects Web
Intelligence
Sybase PowerDesigner PDM 6.1

8.7

このバージョンの PowerDesigner はサポートされなくなりまし
た。現行のブリッジは Sybase PowerDesigner PDM 7.5 から 15
です。
サポートされるバージョンの Sybase PowerDesigner PDM にア
ップグレードできない場合は、IBM サポートにお問い合わせく
ださい。サポートされるバージョンは 7.5 から 15 です。

User Information MetaBroker

8.7

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「管理」
タブでユーザーを作成できます。

ビジネス・インテリジェンス・メタデータ
BI メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートする際に、BI レポートと
BI モデルのコンポーネント、およびこれらのコンポーネントがどのように関連して
いるかを調べることができます。BI レポートが参照するデータベース表と列、およ
び列を使用するジョブを追跡できます。
ビジネス・インテリジェンスのレポート作成は、データ結果と情報をパブリッシ
ュ、配布、および検討する手段です。アナリストは、マートやウェアハウスなどの
データ・ソースに対して生成される BI レポートの意味と確実性を理解できる必要
があります。BI レポートとして配信するコンテンツがいつ最後に更新されたか、ま
た、どの InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブまたはその他のプロセスが更
新中にシーケンス化されたかを把握しなければならない可能性があります。
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InfoSphere Information Governance Catalog のリネージュと分析のレポートは、BI レ
ポートの基礎となるソース・データを変換して設定する完全なデータ・フローを表
示できるため、データ・ガバナンスとデータ・トラストの要件を満たすことができ
ます。
サポートされる BI ブリッジの完全なリストについては、技術情報『List of
supported bridges for InfoSphere Information Server Version 11.3』
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27042029) を参照してください。
すべての BI ブリッジで BI レポートがインポートされるわけではありません。
BI レポートは、以下のような BI レポート作成ツール内で作成されるレポート・テ
ンプレートです。
v IBM Cognos Report Studio または Query Studio
v SAP BusinessObjects Desktop Intelligence、Web Intelligence、または Crystal
Reports
v Oracle Business Intelligence Report Publisher
v MicroStrategy
v Microsoft SQL Server レポート ビルダーおよびレポート デザイナー
BI レポートには、BI モデルから表示するための情報の取得およびアグリゲートに
使用する、BI 照会および照会メンバーが含まれます。BI モデルは、Cognos
Framework Manager や BusinessObjects Designer などのモデリング・ツール内で作
成されます。
InfoSphere Information Governance Catalog では、ビジネス・インテリジェンス・レ
ポートにスチュワードとグロッサリー用語を割り当てたり、ビジネス・インテリジ
ェンス・レポートのビジネス名と説明を編集したりできます。
BI メタデータのインポート時に最適な結果を得るには、次の概念と機能を十分に理
解してください。
質問

参照先

インポートを効率的かつ正常に行うにはどの
ようにすればよいか。

InfoSphere Metadata Asset Manager を使用し
た資産のインポートおよび管理
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.mmi.doc/
topics/ct_imam_top-level.html)

スイート・ツールを使用してどの資産をイン
ポートして使用し、どのように編成するか。

共通メタデータ資産 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.metadata.common.doc/topics/
ct_common_metadata_assets.html)

どの BI 資産をインポートして使用するか。

ビジネス・インテリジェンス資産

インポートした BI メタデータと、レポート
の元となるデータベース表と列を使用する
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
の間の関係を表示して、そのレポートを作成
するにはどのようにするか。

データ・リネージュおよびビジネス・リネー
ジュのレポート作成 (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
ct_analyzingMetadataRelationships.html)

第 3 章 IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges を使用したメタデータの交換
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

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

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

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

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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付録 C. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 22. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

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

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

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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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 23. 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 23. 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。

実装済みデータ・リソース (続き)

8

構成

詳細の編集 114
スチュワードの割り当て

createMis オプション 107
delete オプション 104
import オプション

84

list オプション 96
purge オプション 100

［ア行］

reimport オプション
高速インポート

インポート

115

注釈の追加

115

91

114

111
メタデータ・リポジトリーの検索
実装元 120
リスト

107

215

インポート済みステージからのインポート
領域の作成 72
インポート済みステージの削除 76

delete オプション 104
import オプション 84

スチュワードの割り当て 114
ストアード・プロシージャー 2

list オプション

製品資料

インポート済みステージの比較

purge オプション

70

96

アクセス 213
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 207

100

インポート設定 42
インポートとエクスポート
IBM InfoSphere Data Architect

reimport オプション
候補キー 2

MetaBroker 159
インポートの準備 39
インポートの分析 67

構文 209
コマンド・ライン構文
規則 209

インポート領域

コマンド・ライン・インターフェース
インポート領域の再インポート 82
インポート領域の削除 82

89
インポート領域の削除 76
インポート・パラメーター・ファイル
インポート・ブリッジ 130
エンティティー 8
エンティティー属性 8
エンティティー汎化階層 8
お客様サポート
連絡先 211

91

コマンド

インポート済みステージからの作成
72
インポート・パラメーター・ファイル

89

インポート領域のリスト作成

属性 8
ソフトウェア・サービス
連絡先 211

82

エスケープ文字 110
実行 82
無効な文字 110
InfoSphere Metadata Asset Manager の
コマンド・ライン 82, 110
孤立 25, 28
孤立資産 25, 28
削除 117
孤立リンク・ポイント 125

［カ行］

［サ行］

外部キー 2
概要
InfoSphere Metadata Asset Manager 33
カスタム属性 22
関係終了 8
管理インポート 44, 45
規則ライブラリー 22
キューブ 17
共通メタデータ 1
共通メタデータ資産 2
共通メタデータ・アドミニストレーター
37, 42
共有メタデータ 1

サブジェクト・エリア 8
サポート
お客様 211
サポートされないブリッジ 203
サポートされるインポート・ブリッジ
130
実装関係
削除 120
設定 120
実装済みデータ・リソース 2
削除 116
削除ルール 29
詳細の表示 113
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111

商標

209

createMis オプション

67

注釈の削除

注釈の編集 115
メタデータ・リポジトリーでの検索

44, 45

構文
コマンド・ライン

IBM InfoSphere Discovery
MetaBroker 161
インポート済みステージ

検証制約

［タ行］
重複 25
マージ

119

メタデータ・リポジトリーからの削除
119
メタデータ・リポジトリーでの検索
111
重複資産 25, 27, 42
マージ 122
重複資産のマージ 122
データ項目定義 2
データ接続 22, 52
編集 54
ID パラメーター 50
データ接続の作成 55
データ接続の編集 55
データ・ファイル構造 2
データ・ファイル・フィールド 2
デザイン表 14
デザイン・ストアード・プロシージャー
14
同義語 159
特殊文字
コマンド・ライン構文での 209
特記事項 215

221

［ハ行］

ブリッジ・パラメーター (続き)

廃止されたブリッジ

Oracle Hyperion Application Builder
(CWM XMI 経由) ブリッジ 181

203

パラメーター
createMis オプション

Oracle Warehouse Builder (CWM XMI
107

delete オプション

104

import オプション

84

経由) ブリッジ

204
14

メタデータ・リポジトリーの検索

111

共有 44
孤立 28
孤立資産

129

資産タイプ
159

IBM InfoSphere Master Data
Management 163
Unicode 127
132

CA ERwin 8 Data Modeler ブリッジ
135
CA ERwin 9 Data Modeler ブリッジ
139
Cognos Content Manager ブリッジ
147
Embarcadero ER/Studio Business
Architect (DM1 経由) ブリッジ 143
Embarcadero ER/Studio Data Architect
ブリッジ 143
IBM DB2 Cube Views ブリッジ 154
IBM DB2 Warehouse Manager (CWM
XMI 経由) ブリッジ 156
Microsoft SQL Server Analysis Services
および Reporting Services (リポジト
リー) ブリッジ 167
MicroStrategy ブリッジ 170
OMG CWM 1 XMI 1 インポート・ブ
リッジ 173
OMG CWM 1 XMI 1 エクスポート・
ブリッジ 79
Oracle Business Intelligence Enterprise
Edition ブリッジ 176
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注釈の削除
注釈の追加

115
115

注釈の編集

115

重複の削除

119

メタデータの削除

論理エンティティー
論理関係 8

116
125

8

論理データ・モデル 8
論理データ・モデル資産
削除 116
削除ルール

28

29

詳細の表示 113
詳細の編集 114
スチュワードの割り当て

2

実装関係 22
重複資産 27
重複資産のマージ

114

［ラ行］

124

インポート 44, 127
エクスポート 78, 127

実装関係 22
ブリッジ
機能 127

222

113
114

スチュワードの割り当て

2

［マ行］
マージ・ルール
メタデータ 39

要件 129
IBM InfoSphere Data Architect

117

資産の詳細の表示
資産の詳細の編集

197

68

111

リンク・ポイントの削除

2

ブリッジ・パラメーター
CA ERwin 7 ブリッジ

資産の検索

Sybase PowerDesigner PDM ブリッジ
200
ホスト・コンピューター

メタデータ・リポジトリーでの検索
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サポートされる
定義 127

孤立資産の削除

184
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物理モデル 159

44

メタデータの再インポート
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SAS Data Integration Studio (CWM

91

物理データ・モデル資産

33, 110

メタデータの共有

SAP BusinessObjects Repository ブリッ
ジ 187

list オプション 96
purge オプション 100
reimport オプション

メタデータの管理

注釈の削除
注釈の追加
注釈の編集
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ID 値の指定 48
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