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Preface

1. ⼀般情報

1.1. ⽬的
このユーザーガイドでは、通常の操作状況でTalend StudioのData Profiling(データプロ
ファイリング)を管理する⽅法について説明します。

このドキュメントに記載されている情報は、Talend Studio 5.5.2に適⽤されます。

1.2. 対象読者
本書は、データの品質やあらゆるデータに関する統計を担当するビジネスユーザーやデー
タベース管理者、データ分析者向けです。

このドキュメントに含まれているGUI画⾯のレイアウトは、実際のGUIと多少異なる場合がありま
す。

1.3. 表記⽅法
このガイドでは、以下の表記⽅法を採⽤しています。

• bold (太字) のテキスト: ウィンドウおよびダイアログ ボックスのボタンとフィールド、
キーボードのキー、メニュー、メニューのオプション

• [bold] (太字) のテキスト: ウィンドウ、ウィザード、およびダイアログ ボックスのタイ
トル

• courier のテキスト: ユーザーが⼊⼒するシステム パラメーター

• italics (斜体) のテキスト: ファイル、スキーマ、カラム、⾏、および変数名

•  アイコンは、重要な点について追加情報を提供するアイテムを⽰します。また、表
や図に関するコメントを追加する場合にも使⽤されます。

•  アイコンは、実⾏要件や推奨タイプに関する情報を提供するメッセージを⽰しま
す。また、エンドユーザーが特に注意を払う必要がある状況や情報を⽰す場合にも使⽤
されます。

2. フィードバックとサポート
お客様からのフィードバックは当社にとって⼤変貴重です。本ドキュメントまたは本製
品に関するご意⾒、ご提案、ご要望をお寄せいただく場合やサポートが必要な場合は、次
のTalendフォーラムのTalendチームまで、お気軽にご連絡ください:



フィードバックとサポート

vi Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

http://talendforge.org/forum

http://talendforge.org/forum
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1.データプロファイリング:概念と基本⽅針
この章では、データベース、ファイルまたはマスタデータ管理(MDM)サーバーなどの異なるデータ
ソースで使⽤可能なデータを調べるプロセスとしてデータプロファイリングの概要を説明します。
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1.1. データをプロファイリングする理由
データプロファイリングは、さまざまなデータソース(たとえば、データベース、ファイル、MDM
サーバー)で使⽤可能なデータを調べ、このデータに関する統計と情報を収集するプロセスです。
データプロファイリングは、定義された設定⽬標に従ってデータの品質レベルを評価する際に役⽴ち
ます。

データの品質が低い、または企業のニーズを満たすように統合できない構造でデータが管理されてい
る場合、ビジネスプロセスと意思決定に悪影響が及びます。

⼿動の分析⼿法と⽐較すると、データプロファイリングテクノロジは、データ品質管理の課題を解決
したり、データ移⾏やデータ統合中に直⾯するデータ品質問題に対処したりする企業の能⼒を改善し
ます。

1.2. Talend Data Qualityについて
以降のセクションでは、Talend Data Qualityの概要を説明し、主なフィーチャーをリストします。

1.2.1. Talend Data Qualityの概要
データプロファイリングツールは、データ統合のようなデータ指向型プロジェクトにおける潜在的な
問題を解決します。

データプロファイラーは、複数のフィーチャーから成り⽴ちます a:

• データプロファイラー：詳細は付録A  スタジオGUIを参照して下さい。.

• データエクスプローラー：詳細は付録B  データエクスプローラーGUI

• パターンマネージャー：詳細は「パターンおよびインジケーター」を参照して下さい。

• メタデータマネージャー：詳細は「メタデータリポジトリ」を参照して下さい。

1.2.2. コアフィーチャー
このセクションでは、Talendデータプロファイリングソリューションの基本的なフィーチャーにつ
いて説明します。

1.2.2.1. メタデータリポジトリ

Talendデータ品質を使⽤して、データベース、ファイルおよびMDMサーバーに接続して、それらの
構造(カタログ、スキーマ、およびテーブル)を分析し、メタデータの説明をメタデータリポジトリに
保存できます。その後、このメタデータを使⽤して、メトリックスとインジケーターを設定できま
す。

詳細は、3章データのプロファイリングを開始する前にを参照してください。
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1.2.2.2. パターンおよびインジケーター

パターンは、⾮常に複雑なデータのコンテンツ、構造、品質を定義できる⼀連の⽂字列です。Studio
のProfiling (プロファイリング)パースペクティブには、事前定義された正規パターンである正規表
現と、LIKE句を使⽤して追加されたパターンであるSQLパターンの2つのタイプのパターンがありま
す。

パターンの詳細については、「パターン」を参照してください。

インジケーターは、ざまざまなパターンの実装を通じて達成された結果です。それらは、データマッ
チングと他の異なるデータ関連操作の結果を表しています。StudioのProfiling (プロファイリング)
パースペクティブは、事前定義されたインジケーターのリストであるシステムインジケーターと、
ユーザーによって定義されたインジケーターのリストであるユーザー定義インジケーターの2つのタ
イプのインジケーターをリストします。

インジケーターの詳細については、「インジケーター」を参照してください。
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2.Talend Data Qualityの使い⽅
この章では、Talend Data Qualityの概要と、Studioを起動し基本的な⼿順について説明します。

この章では、Studioのを使⽤したデータプロファイリングの典型的なシーケンスと、その他多数の重
要なテーマについて説明します。
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2.1. データ品質の動作原理
StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブから、さまざまなデータソースで利⽤でき
るデータを検証し、そのデータに関する統計と情報を収集できます。

Studioでのデータプロファイリングは、通常、次の順序で⾏われます。

1. 分析を定義して実⾏するテーブルとカラムにアクセスするために、データソースに接続する。
これには、データベース、マスターデータ管理(MDM)サーバー、区切り記号付きファイルまたは
Excelファイルなどがあります。詳細は、3章データのプロファイリングを開始する前にを参照し
てください。

2. 利⽤可能なデータ品質分析を定義する。これには、データベースコンテンツの分析、カラム分
析、テーブル分析、冗⻑性分析、相関性分析などがあります。これらの分析により、コンテン
ツ、構造、極めて複雑なデータ構造品質を定義するデータプロファイリングプロセスが実⾏され
ます。分析結果は、各分析エディターの横にグラフィックで表⽰されるか、[Analysis Results]
(分析結果)ビューでより詳細に表⽰されます。

データベースのデータのプロファイリングには、すべての分析タイプを使⽤できますが、区切り記号付
きファイルまたはExcelファイルのデータプロファイリングとMDMサーバーのマスターデータのプロファ
イリングに使⽤できるのはカラム分析とカラムセット分析のみです。

2.2. Studioの起動
StudioのアーカイブファイルはTalend Webサイトからダウンロードできます。Studioのインストー
ルと要件の詳細は、『Talend インストレーションガイド』を参照してください。

Studioを初めて起動するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Talend Studio zipファイルを解凍し、フォルダーの中で、オペレーティングシステムに対応する
実⾏可能ファイルをダブルクリックします。

Studio zipアーカイブには、Mac OS XおよびLinux/Unixを含む、いくつかのプラットフォーム⽤のバイ
ナリが含まれています。

2. [License] (ライセンス)ウィンドウが表⽰されたら、ライセンス契約の条件を確認して同意しま
す。

ライセンス承認ウインドウが表⽰されます。

3. 必要に応じてコミュニティへの参加のガイドが表⽰されます。Talend community or click
Register laterウェルカムウィンドウが開かれます。

ウェルカムウィンドウからユーザードキュメントや Talend フォーラムへアクセス出来ます。

4. [Start now] (今すぐ起動)をクリックして、Studioを開きます。
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The studio starts on a cheat sheet view that is open in the Profiling perspective.

このウィンドウから、Studioに統合されたいくつかのアプリケーションのパースペクティブにアクセ
スできます。を参照してください。

パースペクティブの操作⽅法の詳細は、「複数のパースペクティブでのアプローチ」を参照してくだ
さい。

参照シート⼿順を使って、プロファイリングタスクを開始できます。これにより、Studioの[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューが開きます。または、左上にあるアイコンをクリックし
て、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューを開き、ツリービューから直接データのプロ
ファイリングを開始できます。

新規分析の作成についての詳細は、「データ品質の動作原理」を参照してください。

他のStudioで作成された分析およびデータ品質アイテムのインポートについての詳細は、「データプ
ロファイリングアイテムのインポート」および「古いバージョンからのプロジェクトアイテムのアッ
プグレード」を参照してください。

Talend Studioでは、特定のサードパーティJavaライブラリまたはデータベースドライバー(.jarファイル)が
ソースおよびターゲットに接続するようにインストールする必要があります。外部モジュールと呼ばれるこれ
らのライブラリまたはドライバーは、⼀部の接続ウィザードで必要とされる場合があります。ライセンスの制
限により、Talendは特定の外部モジュールをStudioに同梱できない場合があります。

外部モジュールの確認とインストールについての詳細は、『Talend インストレーションガイド』を参照して
ください。

Module (モジュール)ビューの詳細は、「モジュールビューの表示」を参照してください。
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2.3. 重要な機能と設定オプション
このセクションでは、Studioに組み込まれたエディター、分析エディター、エラーログビュー、ヘル
プコンテキストに関する重要な情報を詳述します。

2.3.1. 最⼤メモリサイズしきい値の定義
Javaエンジンを使って、カラム分析とカラムセット分析の2つのタイプの分析を実⾏する際
に、Studioではメモリの使⽤状況をコントロールできます。

そういった分析を実⾏する際にメモリ制限を設定するのは、次のような理由があるためです。カラム
分析またはカラムセット分析を使⽤して、⼤規模なデータセットまたは多くの問題を含むデータをプ
ロファイリングする場合、メモリ不⾜になり、Javaヒープエラーが発⽣することがあります。これ
らの分析の最⼤メモリサイズしきい値を定義することで、メモリの制限サイズに到達するとStudioの
分析実⾏が停⽌し、分析の実⾏が停⽌する前にデータに対して⾏われた分析結果が⽰されます。

最⼤メモリサイズしきい値を定義するには、次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順に選択
し、[Preferences] (環境設定)ウィンドウを開きます。

2. 次のいずれかの操作を実⾏します。

• Talend > [Profiling] (プロファイリング)の順に展開し、[Analysis tuning] (分析のチューニ
ング)を選択します。

• または、ダイナミックフィルターフィールドに「analysis tuning」の最初の数⽂字を⼊⼒しま
す。

[Analysis tuning] (分析のチューニング)ビューが表⽰されます。

3. [Memory] (メモリ)エリアで、[Enable analysis thread memory control] (分析スレッドメモ
リコントロールの有効化)チェックボックスを選択します。

4. スライダーを右に移動してメモリ制限を定義し、その制限に達すると分析の実⾏が停⽌するよう
にします。
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割り当てられたメモリサイズを超過すると、カラム分析またはカラムセット分析の実⾏は停⽌しま
す。Studioに⽰される分析結果は、分析の実⾏が停⽌する前に分析されたデータに関するものです。

2.3.2. 分析エディターと分析結果の環境設定
接続エディターまたは分析エディターを開いたときに、デフォルトでどのセクションを⾮表⽰にする
かを⼀度に決められます。すべての分析結果を表⽰するかどうか、および別の分析エディターでグラ
フによる結果を表⽰するか⾮表⽰にするかも設定できます。

すべてのエディターの表⽰パラメーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順に選択
し、[Preferences] (環境設定)ウィンドウを開きます。

2. Talend > [Profiling] (プロファイリング)の順に展開し、[Editor] (エディター)を選択します。

3. [Folding] (折りたたみ表⽰)エリアで、必要なチェックボックスを選択して、エディターのセク
ションに表⽰モードを設定します。

4. [Analysis results folding] (分析結果折りたたみ表⽰)エリアで、必要なチェックボックスを選択
して、分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューの統計結果に表⽰モードを設定し
ます。

5. 実⾏された分析の結果を分析エディターでグラフィック表⽰しない場合は、[Graphics] (グラ
フィック)エリアで、[Hide graphics in analysis results page] (分析結果のページに図表を表⽰
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しない)オプションを選択します。⽣成される多くのグラフィックがある場合、これにより、シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。

6. [Analyzed Items Per Page] (ページごとに分析されたアイテム)フィールドで、各ページに表⽰
する分析アイテムの数を設定します。

7. [Business Rules Per Page] (ページごとのビジネスルール)フィールドで、各ページに表⽰する
ビジネスルールの数を設定します。

[Preferences] (環境設定)の[Restore Defaults] (デフォルトに戻す)ボタンをクリックして、いつでもデ
フォルトの値に戻すことができます。

8. [Apply] (適⽤)をクリックし、[OK]をクリックして変更を有効にして[Preferences] (環境設定)
ダイアログボックスを閉じます。

異なる分析を実⾏する際に、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定した表⽰モードで関連する
エディターが開きます。

2.3.3. ヘルプの内容の表⽰または⾮表⽰
Studioには参照シートが付属しており、データプロファイリングでの⼀般的なタスクに関するクイッ
クリファレンスとして使⽤できます。

また、Studioで使⽤するすべてのウィザードに付属のヘルプパネルにアクセスして、異なるタイプの
分析を⾏ったり、インジケーターのしきい値を設定することもできます。

2.3.3.1. 参照シート

Studioを初めて開くと、デフォルトでProfiling (プロファイリング)パースペクティブに参照シート
ビューが表⽰されます。

StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの参照シートビューを閉じると、このパー
スペクティブに切り替えたときに常に⾮表⽰になるため、⼿動で開く必要があります。

参照シートを表⽰するには

1. 次のいずれかの⼿順を実⾏します。

• Alt+Shift+Qキーを押し、Hキーを押します。または、

• メニューバーから[Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表⽰)を選択します。

[Show View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスが開きます。
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2. [Help] (ヘルプ)フォルダーを展開して、[Cheat Sheets] (参照シート)を選択します。

3. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

または

1. メニューバーで、[Help] (ヘルプ) > [Cheat Sheets] (参照シート)の順に選択します。[Cheat
Sheet Selection] (参照シートの選択)ダイアログボックスが開きます。

Alt+Hショートカットキーを押して[Help] (ヘルプ)メニューを開き、[Cheat Sheets] (参照シー
ト)を選択することもできます。

2. Talendの[Cheat Sheets] (参照シート)フォルダーを展開してStudioで開く参照シートを選択
し、[OK]をクリックします。

Studioのメインウィンドウに選択した参照シートが開きます。ローカルツールバーのアイコンを
使⽤して、参照シートの表⽰を管理できます。
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2.3.3.2. ヘルプパネル

Studioのウィザードに付属のヘルプパネルでは、プロファイリングアイテムを作成したり管理できま
す。このヘルプパネルは、デフォルトですべてのウィザードに表⽰されます。

Studioのウィザードでヘルプパネルを⾮表⽰にするには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定) > Talend > [Profiling] (プロファイリング) >
[Web Browser] (Webブラウザ)の順に選択します。

[Web Browser] (Webブラウザ)ビューが開きます。

2. [Block browser help] (ブラウザのヘルプを表⽰しない)チェックボックスを選択し、[OK]をク
リックします。

これで、Studioのすべてのウィザードにヘルプパネルが表⽰されなくなります。

2.3.4. モジュールビューの表⽰
Talend Studioには、[Module] (モジュール)ビューがあります。このビューでは、モジュールが必要
であるかどうか、およびデータベースへの接続を作成するために必要であるか、またはの使⽤に必要
であるかが⽰されます。[Module] (モジュール)ビューでは、プロファイリング分析またはを円滑に
実⾏するためにすでに存在するモジュール、または必要なモジュールが確認できます。

Studioで[Module] (モジュール)ビューを表⽰するには、次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーから[Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表⽰)を選択します。

[Show View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスが開きます。
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2. フィルターフィールドに「Module」の最初の数⽂字を⼊⼒します。

3. リストから[Modules] (モジュール)を選択し、[OK]をクリックします。

Studioで[Module] (モジュール)ビューが開きます。

4. [Module] (モジュール)ビューのツールバーで、次のアイテムを選択します。

アイコン ⽬的
ローカルシステムを参照して、インストールするモジュールを探す。

Studioに組み込まれていない外部モジュールで、必要なすべてのモジュールのリストを開
く。

詳細は、『Talend インストレーションガイド』を参照してください。
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2.3.5. エラーログビューの表⽰とログファイルの管理
Studioでは⾮常に包括的なログファイルが提供されます。このログファイルにより、診断情報が管理
され、データプロファイリングプロセスで発⽣したエラーが記録されます。エラーログでは問題の性
質や修正⽅法の詳細が提供されることが多いため、データプロファイリング中に問題が発⽣したら、
最初にエラーログビューを確認します。

Studioでエラーログビューを表⽰するには

1. 次のいずれかの⼿順を実⾏します。

• Alt+Shift+Qキーを押し、Lキーを押します。または、

• メニューバーから[Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表⽰)を選択します。

[Show View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスが開きます。

2. [General] (⼀般)フォルダーを展開し、[Error Log] (エラーログ)を選択します。

3. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

Studioで[Error Log] (エラーログ)ビューが開きます。
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ビューの上部にあるフィルターフィールドでは、ダイナミックフィルタリングが可能です。つまり、
フィールドにテキストを⼊⼒し始めると、フィルターにマッチするログのみがリストに表⽰されます。

ビューツールバーのアイコンを使って、異なる管理オプションを実⾏できます。これには、エ
ラーログファイルのエクスポート、インポートなどもあります。

リストの各エラーログ名の最初にアイコンがあり、次のようにログの深刻度を⽰します。  はエ
ラー、  は警告、  は情報です。

4. エラーログファイルをダブルクリックして、[Event Detail] (イベントの詳細)ダイアログボック
スを開きます。
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5. 必要に応じて、[Event Detail] (イベントの詳細)ダイアログボックスで アイコンをクリックし
て、イベントの詳細をクリップボードにコピーし、希望する場所に貼り付けします。

2.3.6. 新規エディターを開く
Profiling (プロファイリング)パースペクティブおよびData Explorer (データエクスプローラー)で、
新規分析エディターまたはSQLエディターを開くことができます。すでに開いているエディターと同
じ分析パラメーターまたはSQLクエリを使ったエディターを複製として開くか、全く新しい空⽩のエ
ディターを開くことができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで分析エディターまたはSQLクエ
リエディターが開いていること。

すでに開いているエディターの複製を開くには

1. 開いている分析エディターまたはSQLエディターで、エディターのタイトルタブを右クリックし
ます。

分析エディターの場合
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SQLエディターの場合

2. コンテキストメニューから[New Editor] (新規エディター)を選択します。

同じ分析メタデータとパラメーターを使った新規分析エディター、または同じSQLクエリを使っ
たSQLエディターが開きます。新規エディターは最初のエディターと全く同じものになります。

空⽩の新規分析エディターを開くには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analysis] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。
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Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブから空⽩の新規SQLエディターを開くに
は、次の⼿順を実⾏します。

1. Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブの[Connections] (接続)ビューで、
リストの接続を右クリックします。

コンテキストメニューが表⽰されます。

2. [New SQL Editor] (新規SQLエディター)を選択します。

Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブに空⽩の新規SQLエディターが開き
ます。

StudioのProfiling(プロファイリング)パースペクティブで空⽩のSQLエディターを開くには、「SQL
クエリの作成および保存」で概説する⼿順を参照してください。

2.4. DQレポジトリの分析名に付加されるアイコ
ン
Studioの (プロファイリング) パースペクティブで分析を作成すると、[DQ Repository] (DQレポジト
リ)ツリービューの[Analyses] (分析)フォルダーに分析アイテムが表⽰されます。

Studioの[Profiling] (プロファイリング) パースペクティブで作成した分析の数は、[DQ Repository] (DQレポ
ジトリ)ツリービューの[Analyses] (分析)フォルダーの横に表⽰されます。

この分析リストでは、分析に問題がある場合に分析を開く前にそれが把握できます。

分析が実⾏されなかった場合、⼩さな⾚⾊のxアイコンが分析に付加されます。分析が正常に実⾏さ
れても、しきい値の違反があった場合、その分析に警告アイコンが付加されます。
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2.5. 複数のパースペクティブでのアプローチ
Talend Studioには、データとアプリケーションの統合、データプロファイリング、マスターデータ
管理などの主なプロセスに対する包括的なツール・機能セットが備わっています。これらのツールは
Studioのさまざまなパースペクティブからアクセスできます。

2.5.1. さまざまなパースペクティブの切り替え
Studioにはさまざまなパースペクティブを切り替える⽅法がいくつかあります。⽅法は次のとおりで
す。

クイックアクセスアイコンを使⽤してパースペクティブを切り替えるには、次の⼿順を実⾏します。

• Profiling (プロファイリング)パースペクティブとData Explorer (データエクスプローラー)
(パースペクティブ)を切り替えるには、Studioの左上にあるクイックアクセスアイコンをクリッ
クします。

または、メニューバーを使ってパースペクティブを切り替えることもできます。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Perspective] (パースペクティブ)の順にクリックし
ます。

2. Select from the list:

Item to...
プロファイリング データプロファイリングパースペクティブでデータの検証を⾏うことが可能です。
データエクスプロー
ラー

データエクスプローラーパースペクティブでデータの参照やクエリ発⾏によるデータ内容の
検証が可能です。

Other...（その他） その他のスタジオ拡張機能をパースペクティブで使⽤することが可能です。

[Window] (ウィンドウ) > [Show view...] (ビューの表⽰...)をクリックして、開いているパースペク
ティブから他のパースペクティブを開くこともできます。

2.5.2. パースペクティブの設定の保存
現在のパースペクティブの設定を保存して、パースペクティブダイアログボックスに新規パースペク
ティブとして表⽰できます。

現在のパースペクティブの設定を保存するには、次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Save Perspective As....] (パースペクティブに名前
を付けて保存)の順にクリックします。
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2. [Name] (名前)フィールドに、名前を⼊⼒します。

3. [OK]をクリックします。

現在のパースペクティブが新しい名前で新規パースペクティブとして保存されます。

このパースペクティブは、[Open Perspective] (パースペクティブを開く)ダイアログボックスで選
択して、いつでも開くことができます。詳細は、「さまざまなパースペクティブの切り替え」を参照
してください。
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3.データのプロファイリングを開始する前に
Talend StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを使⽤することで、データベース、
ファイル、またはマスタデータ管理(MDM)サーバー内のデータをプロファイリングすることができま
す。

この章では、データソースへのさまざまな接続を設定する⽅法について説明します。また、このよう
なメタデータ接続を管理する⽅法についても説明します。
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3.1. データソースへの接続の作成
StudioのProfiling (プロファリング)パースペクティブでは、さまざまなデータソースでデータのプ
ロファイリングを⾏うために、データベース、区切り記号付きファイル、Excelファイル、MDMサー
バーへの接続を作成できます。

3.1.1. データベースへの接続
特定のデータベースでデータの分析を⾏う前に、このデータベースへの接続を設定する必要がありま
す。StudioのProfiling (プロファリング)パースペクティブで、データベース管理システム(DBMS)へ
の接続を作成してデータベースの内容を表⽰できます。

データの論理構造と物理構造はリレーショナルデータベースによって異なるため、さまざまなデータ
ベースへの接続は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで異なるツリーレベルとアイコ
ンによって⽰されます。最初に"カタログ"があり、その次が"スキーマ"、最後に"テーブル"となる最
上位の構造は、すべてのデータベースタイプに該当するわけではありません。詳細は、「データベー
スシステムのカタログとスキーマ」を参照してください。

3.1.1.1. 接続を作成する⽅法

データベースへの接続を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、[DB
Connections] (DB接続)を右クリックして、[Create DB Connection] (DB接続の作成)を選択し
ます。

[Database Connection] (データベース接続)ウィザードが開きます。
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2. [Name] (名前)フィールドに、この新規データベース接続の名前を⼊⼒します。

接続名にはスペースを使⽤できません。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

3. 必要に応じて、該当するフィールドでその他の接続メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。
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4. [DB Type] (DBタイプ)フィールドのドロップダウンリストから、接続するデータベースのタイプ
を選択します。たとえば、MySQLなどがあります。警告メッセージが表⽰され、互換性がない
ことが⽰されます。

Studioでサポートされていないデータベースへの接続を選択した場合(ODBCメソッドまたはJDBCメソッ
ドの使⽤により)、Javaエンジンを使って、選択したデータベースに作成したカラム分析を実⾏すること
が推奨されます。カラム分析の詳細は、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」を参照して
ください。Javaエンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

5. [DB Version] (DBバージョン)フィールドで、接続を作成しているデータベースのバージョンを
選択します。

6. ログイン、パスワード、サーバー、ポート情報をそれぞれのフィールドに⼊⼒します。

7. [Database] (データベース)フィールドに、接続するデータベースの名前を⼊⼒します。1つの接
続ですべてのカタログに接続する必要があり、データベースでそれが許可される場合は、この
フィールドを空欄にしておきます。

8. 接続が正常に⾏われたかどうかを確認するには、[Check] (チェック)ボタンをクリックします。

データベースを使⽤するために必要なデータベースドライバー(.jarファイル)をまだインストー
ルしていない場合、ウィザードにより、該当するサードパーティモジュールをインストールする
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よう指⽰されます。指⽰されたら、[Download and Install] (ダウンロードとインストール)をク
リックし、ウィザードを閉じます。

外部モジュールの確認とインストールについての詳細は、『Talend インストレーションガイ
ド』を参照してください。または、ウィザードの [How to install a driver] (ドライバーをイン
ストールするには) リンクをクリックしてください。

Module (モジュール)ビューの詳細は、「モジュールビューの表示」を参照してください。

9. [Finish] (終了) をクリックして、[Database Connection] (データベース接続)ウィザードを閉じ
ます。

作成したデータベース接続のフォルダーが[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービュー
の[DB Connection] (DB接続)の下と、Integration (統合)パースペクティブの接続エディターが
開き、Studioで定義されたメタデータが⽰されます。

接続エディターで、次の操作が実⾏できます。

• 関連するデータベースの接続パラメーターを表⽰するには、[Connection information] (接続情
報)をクリックします。

• 現在の接続のステータスを確認するには、[Check] (チェック)ボタンをクリックします。

• 接続ウィザードを開き、接続情報を変更するには、[Edit...] (編集...)ボタンをクリックします。

ファイルへの接続を設定する⽅法の詳細は、「ファイルへの接続」を参照してください。MDMサー
バーへの接続を設定する⽅法の詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。
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3.1.1.2. カタログまたはスキーマから接続を作成する⽅法
データベース接続からデータベースのカタログまたはスキーマに直接接続を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベースへの接続が少な
くとも1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (データベース接続)の順に展開し、接続を作成するカタログまたはスキーマを参
照します。

2. カタログまたはスキーマを右クリックし、[Create a new connection] (新規接続の作成)を選択
します。

確認のメッセージが表⽰されます。

3. [OK]をクリックします。

選択した接続とカタログに従って名前が付けられた新規接続が、[DB Connections] (DB接続)の
下に作成されます。

3.1.1.3. カスタムデータベースへの接続を作成する⽅法
Studioのデータベース接続ウィザードには、接続を作成でき、プロファイリングとプロセスが可能な
データベースが表⽰されます。

それでも、Studioを使ってカスタムの"⾮対応"データベースに接続できます。それには、接続ウィ
ザードでデータベースのタイプに[General JDBC] (⼀般JDBC)を選択し、接続パラメーターを⼊⼒し
ます。
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カスタムデータベースへの接続を作成したら、サポートされたデータベースで⾏うように、さまざ
まな分析とインジケーターを使って、このデータベースでデータのプロファイリングと監視ができ
ます。ただし、[Indicator Settings] (インジケーター設定)エディターで、⼀部のインジケーターの
SQLクエリテンプレートを変更する必要がある場合があります。たとえば、各データベースで異なる
呼び出し関数が使⽤される正規表現インジケーターなどがあります。詳細は、「システムインジケー
ターを編集する方法」および「ユーザー定義インジケーターを編集する方法」を参照してください。

JDBC接続を使っても、カスタムデータベースのプロファイリングに問題がある場合、⼀部のJDBC関数が
JDBCドライバーライブラリで実装されていないことが理由として考えられます。次のサイトのTalendフォー
ラムにこの問題を提起するか質問をしてください。

http://talendforge.org/forum

3.1.1.4. ⼀部のデータベースについて必要な知識

Teradata:

Teradataデータベースでは、正規表現関数は、バージョン14からのみデフォルトでインストールさ
れます。このデータベースの以前のバージョンで正規表現を使⽤する場合、Teradataにユーザー定
義関数をインストールし、StudioにTeradataのインジケーター定義を追加します。詳細は、「How
to configure regular expressions on Teradata」という記事を参照してください。

Netezza:

Netezzaデータベースでは正規表現はサポートされません。このデータベースで正規表現を使⽤する
場合は、次のいずれかを実⾏する必要があります。

• NetezzaシステムにSQL Extensions Toolkitパッケージをインストールします。このツールキッ
トに付属のregex_like関数をSQLテンプレートで使⽤します。⽅法は、http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.htmlを参照してくださ
い。

• Studioの[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (インジケーター) > [System Indicators] (システ
ムインジケーター)の下の[Pattern Matching] (パターンマッチング)フォルダーにNetezzaのイン
ジケーター定義を追加します。

Netezzaに対して定義する必要のあるクエリテンプレートは、SELECT COUNT(CASE WHEN

REGEXP_LIKE(<%=COLUMN_NAMES%>,<%=PATTERN_EXPR%>) THEN 1 END), COUNT FROM <%=TABLE_NAME

%> <%=WHERE_CLAUSE%>です。特定のデータベースにインジケーター定義を追加する詳細⼿順
は、「特定のデータベースに対してクエリテンプレートを定義する方法」を参照してください。

Hive:

Hiveデータベースへの接続を選択した場合、他のデータベースタイプのようにさまざまな分析を作成
して実⾏できます。

http://talendforge.org/forum
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=28670767
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=28670767
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html
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接続ウィザードで、[Distribution] (ディストリビューション)からHiveをホストするプラットフォー
ムを選択する必要があります。また、Hiveのバージョンとモデルも設定する必要があります。詳細
は、 http://hadoop.apache.org/を参照してください。

-Hive接続の組み込みモードでユーザー名を変更する場合、接続を使⽤するプロファイリング分析を
正常に実⾏するために、Studioを再起動する必要があります。Hiveでのユーザー資格情報の使⽤の詳
細は、「How user credentials work in Hive embedded mode in studio (StudioのHive組み込みモー
ドにおけるユーザー認証の動作⽅法)」という記事を参照してください。

-使⽤するHadoopディストリビューションがHortonworks Data Platform V1.2またはHortonworks
Data Platform V1.3の場合、マッピングのために適切なメモリの割り当てを⾏い、Hadoopシステム
で実⾏される計算を減少する必要があります。接続ウィザードの2番⽬の⼿順で、次の操作を実⾏し
ます。

http://hadoop.apache.org/
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=22525873
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=22525873
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1. [Hadoop Properties] (Hadoopプロパティ)テーブルにスクロールダウンし、[+]ボタンをクリッ
クして⾏を2⾏追加します。

2. パラメーター名に「mapred.job.map.memory.mb」と「mapred.job.reduce.memory.mb」を⼊⼒し
ます。

3. それらの値をデフォルト値の「1000」に設定します。

通常、この値は計算を実⾏するために適切です。

- 使⽤するHadoopディストリビューションがHortonworks Data Platform V2.0 (YARN)の場合、次の
パラメーターを設定する必要があります。 Hadoop Properties table:

• パラメーター

yarn.application.classpath

• 値

/etc/hadoop/conf,/usr/lib/hadoop/,/usr/lib/hadoop/lib/,/usr/lib/hadoop-hdfs/,/usr/
lib/hadoop-hdfs/lib/,/usr/lib/hadoop-yarn/,/usr/lib/hadoop-yarn/lib/,/usr/lib/hadoop-
mapreduce/,/usr/lib/hadoop-mapreduce/lib/

Hiveでは1つの分析タイプ、いくつかのインジケーターと機能がサポートされていないことに注意し
てください。詳細は、次の表を参照してください。

⾮対応のインジケーター ⾮対応の機能 ⾮対応の分析
SQLエンジンを使った場合:

-Soundex低頻度テーブル

-パターン(低)頻度テーブル

-上位クォータイルおよび下位
クォータイル

-中央

-すべての⽇付頻度インジケー
ター

-⼀意のインジケーター、複製のインジケー
ター、すべてのテキストインジケーターを
使ったカラム分析のための[View rows] (⾏を
表⽰)コンテキストメニュー。

[View rows] (⾏を表⽰)メニューの詳細
は、「分析されたデータの表示とエクスポー
ト」を参照してください。

-⼀意のインジケーター、複製のインジケー
ター、すべてのテキストインジケーターを
使ったカラム分析のための[View match
rows] (⼀致する⾏を表⽰)コンテキストメ
ニュー。

View match rows (⼀致する⾏を表⽰)の詳細
は、「異なるテーブルにある同一カラムの比
較」を参照してください。

-関数依存分析の分析結果に関するすべてのコ
ンテキストメニュー。

この分析の詳細は、「テーブルカラムでの異
常の検出: カラム関数依存分析」を参照してく
ださい。

-Hiveに対応していない唯⼀の分析
は、時間相関分析です。これはHiveに
はDateデータ型がないためです。こ
の分析タイプの詳細は、「時間相関分
析」を参照してください。
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3.1.1.5. データベースシステムのカタログとスキーマ
データベースの構造により、データベースでオブジェクトが組織化される⽅法が定義されます。さま
ざまなデータストレージ構造を使⽤して、データベースにオブジェクトが格納されます。たとえば、
最上位構造("カタログ"の次が"スキーマ"、最後に"テーブル"となる構造)は、すべてのデータベース
タイプに該当するわけではありません。

次の表は、カタログとスキーマの点から、⼀部のデータベースの構造を⽰しています。

データベース名 バージョン カタログ スキーマ
Oracle  × 可
MySQL  可 ×
SQLServer 2000/2005/2008 可 可
DB2  × 可
DB2 ZOS  × 可
Sybase  可 可
Informix  可 可
PointBase  × 可
PostgreSQL  可 可
AS/400 V5R4 可 可
Ingres  × 可
Teradata  × 可
Netezza  可 可
SQLite  × ×

3.1.2. ファイルへの接続
区切り記号付きファイルまたはExcelファイルのデータ分析を⾏う前に、そのファイルへの接続を設
定する必要があります。

3.1.2.1. 区切り記号付きファイルに接続する⽅法
区切り記号付きファイルのデータにプロファイリングを⾏う前に、このファイルへの接続を設定する
必要があります。

区切り記号付きファイルへの接続を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Metadata] (メタデータ)フォルダーを展開します。
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2. [FileDelimited connections] (区切り記号付きファイル接続)を右クリックし、[Create File
Delimited Connection] (区切り記号付きファイル接続を作成)を選択して、[New Delimited
File] (新規の区切り記号付きファイル)ウィザードを開きます。

3. ウィザードで説明される⼿順に従って、区切り記号付きファイルへの接続を作成します。

次に、カラム分析を作成し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの区切り記号付き
ファイルのメタデータから、開いている分析エディターに分析するカラムをドロップできます。
詳細は、「区切り記号付きファイルのカラムの分析」を参照してください。

データベースへの接続を設定する⽅法の詳細は、「データベースへの接続」を参照してくださ
い。MDMサーバーへの接続を設定する⽅法の詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してく
ださい。

3.1.2.2. Excelファイルに接続する⽅法
Excelファイルのデータにプロファイリングを⾏う前に、データソースを作成し、このデータソース
への接続を設定する必要があります。

データソースを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デスクトップのタスクバーで、[スタート]ボタンをクリックし、[コントロール パネル]を選択し
て、該当するページを開きます。

2. [管理ツール]をダブルクリックし、該当するページを開きます。

3. [データ ソース (ODBC)]をダブルクリックします。

ダイアログボックスが開きます。

4. [ユーザー DSN]ビューで、[追加...]をクリックしてダイアログボックスを開きます。このダイア
ログボックスで、接続するデータソース(データベース)のODBCドライバーを選択します。この
例では、Microsoft Excelになっています。
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5. [Finish] (終了)をクリックして、データソースを定義する次の⼿順に進みます。

6. [データ ソース名]フィールドにデータソースの名前を⼊⼒し、[ブックの選択...]ボタンをクリッ
クして、このデータソースをプロファイリングを⾏うExcelファイルにリンクする次の⼿順に進
みます。

7. ダイアログボックスが開いたら、データソースをリンクするExcelファイルを参照します。

ODBC接続をデータソースに問題なく設定するには、プロファイリングを⾏うExelファイルが、システム
のルートディレクトリではなく、フォルダーに⼊っていることを確認します。

8. Excelファイルを選択し、[OK]をクリックして、開いているダイアログボックスを閉じます。作
成したデータソースが[ユーザー データ ソース]リストに表⽰されます。

9. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

次に、カラム分析を作成し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのExcelファイルのメ
タデータから、開いている分析エディターに分析するカラムをドロップできます。詳細は、「Excel
ファイルでのカラムの分析」を参照してください。
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データベースへの接続を設定する⽅法の詳細は、「データベースへの接続」を参照してくださ
い。MDMサーバーへの接続を設定する⽅法の詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してくださ
い。

3.1.3. MDMサーバーへの接続
MDMサーバーのマスターデータを分析する前に、まずMDMサーバーへの接続を設定する必要があり
ます。接続されると、[DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューにサーバーの内容が表⽰され
ます。

マスターデータをプロファイリングできるのは、xmlデータベースとともにインストールされているMDMサー
バーのみです。データレコードがSQLデータベースに格納されている場合、マスターデータはプロファイリン
グできません。

SQLデータベースがインストールされたMDMサーバーでプロファイリングする場合は、SQLデータベースに
直接接続する必要があります。

前提条件:接続するMDMサーバーが起動している必要があります。

MDM接続を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)を展開し、[MDM
Connections] (MDM接続)を右クリックして[Create MDM Connection] (MDM接続の作成)を選
択します。

[MDM Connection] (MDM接続)ウィザードが開きます。
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2. [Name] (名前)フィールドに、新規MDMデータベース接続の名前を⼊⼒します。

接続名にはスペースを使⽤できません。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

3. 必要に応じて、該当するフィールドに接続の⽬的と説明を⼊⼒します。[Status] (ステータス)
フィールドはカスタマイズ可能なフィールドです。異なるステータス設定の詳細は、『the
Talend Open Studio for MDM User Guide』を参照してください。

4. [Next] (次へ)をクリックして、次の⼿順に進みます。
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接続パラメーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. MDMサーバーへのログインとパスワードをそれぞれのフィールドに⼊⼒します。

2. [Server] (サーバー)と[Port] (ポート)フィールドで、MDMサーバーへの接続パラメーターを設定
します。

3. 接続が正常に⾏われたかどうかを確認するには、[Check] (チェック)ボタンをクリックします。
確認のメッセージが表⽰されます。

4. [OK]をクリックしてメッセージを閉じ、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。

5. [Version] (バージョン)リストで、接続するMDMサーバーのマスターデータのバージョンを選択
します。
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6. [Data-Model] (データモデル)リストで、マスターデータの検証基準となるデータモデルを選択
します。

7. [Data-Container] (データコンテナ)リストで、アクセスするマスターデータが格納されるデー
タコンテナを選択します。

8. [Finish] (終了)をクリックして変更を有効にし、ダイアログボックスを閉じます。

作成したMDM接続のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メ
タデータ)ノードの下にある[MDM Connections] (MDM接続)フォルダーの下に表⽰され、定義された
メタデータ⽰す分析エディターが開きます。

接続エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なりま
す。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

分析エディターで、次の操作が実⾏できます。

• 関連するMDMサーバーの接続パラメーターを表⽰するには、[Connection information] (接続情
報)をクリックします。

• 現在の接続のステータスを確認するには、[Check] (チェック)ボタンをクリックします。

• 接続ウィザードを開き、接続パラメーターを編集するには、[Edit...] (編集...)ボタンをクリックし
ます。

データベースへの接続を設定する⽅法の詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。
ファイルへの接続を設定する⽅法の詳細は、「ファイルへの接続」を参照してください。
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3.2. データソースへの接続の管理
Studioで作成したそれぞれの接続には、複数の管理オプションがあります。

3.2.1. データベース接続の管理
データベース接続には、接続の編集と複製、接続へのタスクの追加など、多くの管理オプションがあ
ります。

次のセクションでは、これらの管理オプションについて詳しく説明します。

3.2.1.1. データベース接続を開くまたは編集する⽅法

特定のデータベースへの接続を編集したり、メタデータ接続や接続情報を変更できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

既存のデータベース接続を編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. 次のいずれかの操作を実⾏します。

• データベース接続をダブルクリックして開きます。

• または、データベース接続を右クリックし、コンテキストメニューで[Open] (開く)を選択し
ます。
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選択したデータベース接続の接続エディターが表⽰されます。

3. 必要に応じて、[Connection Metadata] (メタデータ接続)ビューでメタデータの接続を編集し
ます。

4. [Connection information] (接続情報)ビューの[Edit...] (編集...)ボタンをクリック
し、[Database Connection] (データベース接続)ウィザードを開きます。
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5. ウィザードの⼿順を実⾏し、必要に応じて、データベース接続の設定を変更します。

6. [Finish] (終了)をクリックして変更を有効にします。

ダイアログボックスが開き、更新したデータベース接続をリロードするよう指⽰されます。

7. 更新したデータベース接続の新規データベース構造をリロードする場合、[reload] (リロード)オ
プションを選択します。

[don't reload] (リロードしない)オプションを選択した場合でも、データベースの更新後に、接続を使っ
て分析を実⾏できます。

データベース接続がStudioのプロファイリング分析に使⽤されている場合、別のダイアログボッ
クスが開き、このデータベース接続を使⽤するすべての分析が表⽰されます。データベースの新
規構造をリロードすると、接続を使⽤するすべての分析が使⽤できなくなり、警告が表⽰され
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ます。その場合でも[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューには常に分析が表⽰されま
す。

8. [OK]をクリックしてデータベース構造のリロードを⾏うか、[Cancel] (キャンセル)をクリック
して操作を中⽌し、ダイアログボックスを閉じます。

多数の確認のメッセージが次々に表⽰されます。

9. [OK]をクリックして、メッセージを閉じ、新規接続の構造をリロードします。

3.2.1.2. データベース接続にフィルターを適⽤する⽅法

Studioで特定のデータベースの接続を設定すると、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
にすべてのデータベースを表⽰したくない場合があります。

データベース接続にフィルターを適⽤して、設定したフィルターに⼀致するデータベースを表⽰する
ことができます。接続のデータベースの数が⾮常に多い場合に、このオプションは⼤変便利です。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベース接続にフィルターを適⽤するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。
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2. フィルターを適⽤するデータベース接続を右クリックし、[Package Filter] (パッケージフィル
ター)を選択して、該当するダイアログボックスを開きます。

3. [Package Filter] (パッケージフィルター)フィールドに、表⽰するデータベースの完全名を⼊⼒
し、[Finish] (終了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

設定したフィルターに⼀致するデータベースのみが[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリー
ビューのデータベース接続の下に表⽰されます。
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フィルターを解除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Package Filter] (パッケージフィルター)ダイアログボックスの[Package Filter] (パッケージ
フィルター)フィールドからテキストを削除します。

2. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

[DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、選択したデータベース接続の下に、すべて
のデータベースが表⽰されます。

3.2.1.3. データベース接続を複製する⽅法

データベース接続を初めから作成するのではなく、[DB Connections] (DB接続)リストの中の既存の
データベース接続を複製してメタデータを変更することで、新しい接続を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベースへの接続を複製するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata DB Connections] (メタデータ
DB接続)を展開します。

2. 複製する接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Duplicate] (複製)を選択します。



データベース接続の管理

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 45

[DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューの接続リストの下に、複製されたデータベース接続
が元の接続のコピーとして表⽰されます。これで、複製されたデータベース接続を開き、必要に応じ
てそのメタデータを変更できます。

3.2.1.4. データベース接続またはそのモジュールにタスクを追加する
⽅法

データベース接続にタスクを追加し、たとえば、接続を変更するリマインダーとして、または後で解
決する必要のある問題にフラグを付けるためにそのタスクを使⽤できます。接続のカタログ、テーブ
ル、またはカラムにタスクを追加することもできます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベース接続にタスクを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Metadata] (メタデータ) > [DB connections] (DB接続)の順に展開します。

2. タスクを追加する接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Add task...] (タスクの追
加...)を選択します。

[Properties] (プロパティ)ダイアログボックスが開き、選択した接続のメタデータが⽰されま
す。
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3. [Description] (説明)フィールドに、選択した接続に追加するタスクの簡単な説明を⼊⼒しま
す。

4. [Priority] (優先度)リストで優先度を選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

作成したタスクが[Tasks] (タスク)リストに追加されます。

上記と同じ⼿順により、接続のカタログ、テーブル、またはカラムにタスクを追加することができます。詳細
は、「データベース接続のカラムへのタスクの追加」を参照してください。

タスクリストにアクセスする⽅法の詳細は、「タスクリストの表示」を参照してください。

3.2.1.5. データベース接続のテーブルとビューにフィルターを適⽤す
る⽅法

データベース接続の下に表⽰されるテーブルとビューにフィルターを適⽤できます。

Studioが接続しているデータベースのテーブルの数が⾮常に多い場合に、このオプションは⼤変便利
です。その場合、メッセージが表⽰され、データベース接続のテーブルにフィルターを設定するよう
指⽰されます。それを⾏うと、[DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューには定義されたテー
ブルのみが表⽰されます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベース接続のテーブルとビューにフィルターを適⽤するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. フィルターを適⽤するテーブルとビューが属するデータベース接続を展開し、希望するカタログ
またはスキーマを右クリックします。
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3. リストから[Table/View Filter] (テーブル/ビューフィルター)を選択し、該当するダイアログ
ボックスを表⽰します。

4. 該当するフィールドでテーブルとビューのフィルターを設定し、[Finish] (終了)をクリックして
ダイアログボックスを閉じます。

設定したフィルターに⼀致するテーブルとビューのみが[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリー
ビューに表⽰されます。
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3.2.1.6. データベース接続を削除または復元する⽅法

データベース接続は、分析で使⽤されているかどうかにかかわらず、Studioのごみ箱に移動して削除
できます。削除したデータベース接続を復元することもできます。

前提条件:Studioの (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されているこ
と。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベース接続を[Metadata] (メタデータ)から削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベース接続を右クリックし、コンテキストメニューで[Delete] (削除)を選択します。

これで、データベース接続が[Recycle Bin] (ごみ箱)に移動します。

その場合でも、ごみ箱に移動したこの接続を使⽤する分析を実⾏できます。ただし、分析エディ
ターの接続名の横に警告メッセージが表⽰されます。

データベース接続を[Recycle Bin] (ごみ箱)から削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)のデータベース接続を右クリックし、コンテキストメニューで[Delete]
(削除)を選択します。

削除を確認するダイアログボックスが表⽰されます。

2. [OK]をクリックします。

分析で接続が使⽤されていない場合、Studioから削除されます。
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Studioの1つ以上の分析で接続が使⽤されている場合、ダイアログボックスが開き、それらの分
析が表⽰されます。

3. 次のいずれかの操作を実⾏します。

• ごみ箱からデータベース接続を削除せずにダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリッ
クします。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)からデータベース接続を削除し、[Data Profiling] (データプロファ
イリング)ノードから依存関係のある分析をすべて削除するには、[Force to delete all the
dependencies] (すべての依存関係を強制的に削除する)チェックボックスを選択し、[OK]を
クリックします。

ごみ箱を空にしてデータベース接続を恒久的に削除することもできます。[Recycle Bin] (ごみ箱)を
空にするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)を右クリックし、[Empty recycle bin] (ごみ箱を空にする)をクリックし
ます。

現在のStudioの分析で接続が使⽤されていない場合、確認のダイアログボックスが表⽰されま
す。

2. [Yes] (はい)をクリックして、ごみ箱を空にします。

Studioの1つ以上の分析で接続が使⽤されている場合、ダイアログボックスが開き、それらの分
析が表⽰されます。
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3. ごみ箱からデータベース接続を削除せずにダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリック
します。

データベース接続を[Recycle Bin] (ごみ箱)から復元するには、次の⼿順を実⾏します。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)で接続を右クリックし、[Restore] (復元)をクリックします。

これで、データベース接続が[Metadata] (メタデータ)に戻ります。

3.2.2. MDM接続の管理
MDM接続には、接続の編集と複製、接続へのタスクの追加など、多くの管理オプションがありま
す。

次のセクションでは、これらの管理オプションについて詳しく説明します。

3.2.2.1. MDM接続を開くまたは編集する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでMDM接続が作成されているこ
と。詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

既存のMDM接続を開くには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [MDM
Connections] (MDM接続)の順に展開します。

2. 次のいずれかの操作を実⾏します。

• MDM接続をダブルクリックして開きます。

• または、MDM接続を右クリックし、コンテキストメニューで[Open] (開く)を選択します。
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選択したMDM接続の分析エディターが表⽰されます。

3. 必要に応じて、メタデータの接続を編集します。

4. [Connection information] (接続情報)ビューの[Edit...] (編集...)ボタンをクリックし、接続ウィ
ザードを再度開きます。

5. ウィザードの⼿順を実⾏して、必要に応じて、MDM接続の情報を変更します。次に、[Finish]
(終了)をクリックして変更を有効にし、ウィザードを閉じます。
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多数の確認のメッセージが次々に表⽰されます。

6. [OK]をクリックしてメッセージを閉じ、変更を保存します。

Studioのプロファイリング分析でMDM接続が使用されていると、これらのすべての分析が使用できなく
なります。その場合でも[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューには常に分析が表示されます。

3.2.2.2. MDM接続を複製する⽅法

MDM接続を初めから作成するのではなく、[MDM Connections] (MDM接続)リストの中の既存の
MDM接続を複製してメタデータを変更することで、新しい接続を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでMDM接続が少なくとも1つ作成
されていること。詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

MDMサーバーへの接続を複製するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [MDM
Connections] (MDM接続)の順に展開します。

2. 複製する接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Duplicate] (複製)を選択します。

[DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューの接続リストの下に、複製されたMDM接続が元の接
続のコピーとして表⽰されます。これで、複製されたデータベース接続を開き、必要に応じてそのメ
タデータを変更できます。

3.2.2.3. MDM接続またはそのモジュールにタスクを追加する⽅法

MDM接続にタスクを追加し、たとえば、接続を変更するリマインダーとして、または後で解決する
必要のある問題にフラグを付けるためにそのタスクを使⽤できます。接続のエンティティまたはカラ
ムにタスクを追加することもできます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでMDM接続が作成されているこ
と。詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

MDM接続にタスクを追加するには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [Metadata] (メタデータ) >[MDM connections] (MDM接続)の順に展開します。

2. タスクを追加する接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Add task...] (タスクの追
加...)を選択します。

[Properties] (プロパティ)ダイアログボックスが開き、選択した接続のメタデータが⽰されま
す。

3. [Description] (説明)フィールドに、選択した接続に追加するタスクの簡単な説明を⼊⼒しま
す。

4. [Priority] (優先度)リストで優先度を選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。作成したタスクが[Tasks] (タスク)リストに追加されます。

上記と同じ⼿順により、接続のエンティティまたはカラムにタスクを追加することができます。

タスクリストにアクセスする⽅法の詳細は、「タスクリストの表示」を参照してください。

3.2.2.4. MDM接続を削除または復元する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでMDM接続が作成されているこ
と。詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

MDM接続を削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [MDM
Connections] (MDM接続)の順に展開します。

2. 削除するMDM接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Delete] (削除)を選択します。
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これで、MDM接続が[Recycle Bin] (ごみ箱)に移動します。

その場合でも、ごみ箱に移動したこの接続を使⽤する分析を実⾏できます。ただし、分析エディ
ターの接続名の横に警告メッセージが表⽰されます。

データベース接続を[Recycle Bin] (ごみ箱)から削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)で接続を右クリックし、コンテキストメニューで[Delete] (削除)を選択し
ます。

削除を確認するダイアログボックスが表⽰されます。

2. [OK]をクリックして、操作を有効にします。

分析で接続が使⽤されていない場合、Studioから削除されます。

Studioの1つ以上の分析で接続が使⽤されている場合、ダイアログボックスが開き、それらの分
析が表⽰されます。
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3. 次のいずれかの操作を実⾏します。

• ごみ箱からMDM接続を削除せずにダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリックしま
す。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)から接続を削除し、[Data Profiling] (データプロファイリング)ノード
から依存関係のある分析をすべて削除するには、[Force to delete all the dependencies] (す
べての依存関係を強制的に削除する)チェックボックスを選択し、[OK]をクリックします。

ごみ箱を空にしてMDM接続を恒久的に削除することもできます。[Recycle Bin] (ごみ箱)を空にする
には、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)を右クリックし、[Empty recycle bin] (ごみ箱を空にする)をクリックし
ます。

現在のStudioの分析で接続が使⽤されていない場合、確認のダイアログボックスが表⽰されま
す。

2. [Yes] (はい)をクリックして、ごみ箱を空にします。

現在のStudioの1つ以上の分析で接続が使⽤されている場合、ダイアログボックスが開き、MDM
接続を使⽤するすべての分析が表⽰されます。
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3. ごみ箱からデータベース接続を削除せずにダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリック
します。

MDM接続を[Recycle Bin] (ごみ箱)から復元するには、次の⼿順を実⾏します。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)で接続を右クリックし、[Restore] (復元)をクリックします。

これで、MDM接続が[Metadata] (メタデータ)ノードに戻ります。

3.2.3. ファイル接続の管理
ファイル接続には、接続の編集と複製、接続へのタスクの追加など、多くの管理オプションがありま
す。

ファイル接続を管理する⼿順は、MDM接続を管理する⽅法と同様です。詳細は、「MDM接続の管
理」を参照してください。
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4.データベースコンテンツのプロファイリング
この章には、データベースコンテンツを分析して、データベース内のテーブル数、テーブルあたりの
⾏数、インデックス数、およびプライマリキーの概要を把握するために必要な情報が記載されていま
す。
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4.1. データベースの分析
データベースの内容を分析して、データベースのテーブル数、テーブルあたりの⾏数、インデックス
数、プライマリキー数などの概要を把握できます。

カタログまたはスキーマがデータベースの物理構造で使⽤されている場合、データベースの特定の1
つのカタログまたはスキーマを分析することもできます。

4.1.1. データベースコンテンツの分析
StudioのProfiling (プロファリング)パースペクティブでは、データベースの内容を分析できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベースの内容を分析するには、最初に関連する分析を定義し、次に分析するデータベース接続
を選択します。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Connection Analysis] (接続分析)ノードを展開し、[Database Structure Overview] (データ
ベース構造概要)をクリックして[Next] (次へ)ボタンをクリックします。

4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:
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"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 該当するフィールドで分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリッ
クします。

分析するデータベース接続の選択
1. [DB connections] (データベース接続)を展開し、分析するデータベース接続が複数ある場合1つ

のデータベースを選択します。

2. [Next] (次へ)をクリックして、次の⼿順に進みます。

3. SQL⾔語を使い、必要に応じて、テーブルまたはビューのフィルターをそれぞれのフィールドに
設定します。

デフォルトで、分析にはデータベースのすべてのテーブルとビューが含まれます。
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4. [Finish] (終了)をクリックして、[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードを閉じま
す。

新規作成した分析のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analyses]
(分析)フォルダーの下に表⽰され、接続エディターが開いて、定義したメタデータが表⽰されま
す。

接続エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

5. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)をクリックして、次の操作を実⾏します。

• [Number of connections per analysis] (分析ごとの接続数)フィールドで、分析ごとに、選
択したデータベースへの接続に対して許可する同時接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートさ
れる同時接続数に基づいて⾏います。

• テーブルまたはビューにフィルターが設定されている場合、それらのフィルターを確認または
変更します。

• 概要分析を実⾏する際に、サーバー接続のすべてのデータベースをリロードする場
合、[Reload databases] (データベースのリロード)チェックボックスを選択します。

データベースをリロードしようとすると、データベース構造への変更は既存の分析に影響を与
える可能性があるため、確認を求めるメッセージが表⽰されます。
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6. [Analysis Summary] (分析の概要)をクリックすると、現在の分析のすべてのパラメーターと現
在の分析の実⾏ステータスが表⽰されます。

7. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して現在の分析を実⾏します。
メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

分析結果は[Statistical information] (統計情報)ビューに保存されます。

8. [Statistical information] (統計情報)をクリックすると、該当するデータベースの内容に関する
分析情報が表⽰されます。

9. [Statistical information] (統計情報)ビューのカタログまたはスキーマをクリックすると、それ
に含まれるすべてのテーブルとその内容の概要(⾏数、キー数、ユーザー定義インデックス数)が
表⽰されます。

選択したカタログまたはスキーマは⻘⾊で強調表⽰されます。カタログまたはスキーマが⾚⾊で
強調表⽰された場合は、そのデータに問題がある可能性を⽰します。

10. カタログまたはスキーマを右クリックし、[Overview analysis] (コンテンツ分析)を選択し、選
択したアイテムの内容を分析します。

テーブルまたはビューを右クリックし、[Table analysis] (テーブル分析)を選択し、選択したア
イテムのテーブル分析を作成します。

カタログまたはスキーマに表⽰されるデータは、分析テーブルのカラムヘッダーをクリックすると、
アルファベット順にソートできます。また、同じ操作により、結果テーブルのすべてのカラムをアル
ファベット順にソートすることもできます。
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4.1.2. ショートカット⼿順によるデータベースコンテンツ
の分析
[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[DB Connection] (DB接続)フォルダーから直接
データベースの内容を分析できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベースの内容を分析するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 内容を分析するデータベースを右クリックします。

2. コンテキストメニューから[Overview analysis] (コンテンツ分析)を選択します。

この⽅法を使うと、新規分析ウィザードで、実⾏する分析タイプまたは分析するDB接続を指定する
必要がありません。それ以外のすべての⼿順は、「データベースコンテンツの分析」と全く同じで
す。

4.1.3. カタログ分析の作成
カタログがデータベースの物理構造で使⽤されている場合、データベースの特定の1つのカタログを
分析することができます。分析結果により、⾏数、テーブル数、テーブルあたりの⾏数など、このカ
タログの内容に関する分析情報が得られます。

前提条件:"カタログ"エンティティを使⽤するデータベースに接続するために、データベース接続が
少なくとも1つ作成されていること。

分析の定義
1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)

を展開します。
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2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Catalog Analysis] (カタログ分析)ノードを展開し、[Catalog Structure Overview] (カタログ
構造概要)をクリックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックします。
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[Metadata] (メタデータ) > [DB Connections] (DB接続)で分析するカタログを右クリックし
て、[Overview analysis] (コンテンツ分析)を選択すると、分析作成ウィザードのこの⼿順に直接進むこ
とができます。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドで分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリッ
クします。
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分析するカタログの選択

1. [DB Connections] (DB接続)を展開し、物理構造にカタログエンティティを含むデータベースを
展開し、分析するカタログを選択します。

2. [Next] (次へ)をクリックします。

3. SQL⾔語を使い、必要に応じて、テーブルまたはビューのフィルターをそれぞれのフィールドに
設定します。

デフォルトで、分析にはカタログのすべてのテーブルとビューが含まれます。

4. [Finish] (終了)をクリックして、[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードを閉じま
す。
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新規作成した分析のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analysis]
(分析)の下に表⽰されます。分析エディターが開いて、定義した分析メタデータが⽰されます。

分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

5. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)をクリックして、次の操作を実⾏します。

• [Number of connections per analysis] (分析ごとの接続数)フィールドで、分析ごとに、選
択したデータベースへの接続に対して許可する同時接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートさ
れる同時接続数に基づいて⾏います。

• テーブルまたはビューにフィルターが設定されている場合、それらのフィルターを確認または
変更します。

6. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して現在の分析を実⾏します。

メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

分析結果は[Statistical information] (統計情報)ビューに保存されます。

7. [Statistical information] (統計情報)をクリックすると、該当するカタログの内容に関する分析
情報が表⽰されます。
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8. 必要に応じて、分析テーブルのカタログをクリックし、選択したカタログに含まれるすべての
テーブルの詳細とその内容の概要を⽰す結果リストを開きます。

選択したカタログは⻘⾊で強調表⽰されます。カタログが⾚⾊で強調表⽰された場合は、その
データに問題がある可能性を⽰します。

9. テーブルまたはビューを右クリックし、[Table analysis] (テーブル分析)を選択し、選択したア
イテムのテーブル分析を作成します。

表⽰されたデータは、結果テーブルのカラムヘッダーをクリックすると、アルファベット順にソート
できます。

4.1.4. スキーマの分析
スキーマがデータベースの物理構造で使⽤されている場合、Profiling (プロファイリング)パースペ
クティブを使って、データベースの特定の1つのスキーマを分析できます。分析結果により、⾏数、
テーブル数、テーブルあたりの⾏数など、このスキーマの内容に関する分析情報が得られます。

前提条件:"スキーマ"エンティティを使⽤するデータベースに接続するために、データベース接続が
少なくとも1つ作成されていること。たとえば、DB2データベースなど。詳細は、「データベースへ
の接続」を参照してください。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。
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[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Schema Analysis] (スキーマ分析)ノードを展開し、[Schema Structure Overview] (スキーマ
構造概要)をクリックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックして、次の⼿順に進みます。
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[Metadata] (メタデータ) > [DB Connections] (DB接続)で分析するスキーマを右クリックし
て、[Overview analysis] (コンテンツ分析)を選択すると、分析作成ウィザードのこの⼿順に直接進むこ
とができます。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドで分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next]
(次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。
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分析するスキーマの選択
1. [DB Connections] (DB接続)を展開し、物理構造にスキーマエンティティを含むデータベースを

展開し、分析するスキーマを選択します。

2. [Next] (次へ)をクリックします。

3. SQL⾔語を使い、必要に応じて、テーブルまたはビューのフィルターをそれぞれのフィールドに
設定します。

デフォルトで、分析にはカタログのすべてのテーブルとビューが含まれます。

4. [Finish] (終了)をクリックして、[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードを閉じま
す。

新規作成した分析のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analysis]
(分析)の下に表⽰されます。分析エディターが開いて、定義した分析メタデータが⽰されます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

5. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)をクリックして、次の操作を実⾏します。

• [Number of connections per analysis] (分析ごとの接続数)フィールドで、分析ごとに、選
択したデータベースへの接続に対して許可する同時接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートさ
れる同時接続数に基づいて⾏います。

• テーブルまたはビューにフィルターが設定されている場合、それらのフィルターを確認または
変更します。

6. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して現在の分析を実⾏します。

メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

分析結果は[Statistical information] (統計情報)エリアに保存されます。

7. [Statistical information] (統計情報)をクリックすると、該当するカタログの内容に関する分析
情報が表⽰されます。
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8. 分析テーブルのスキーマをクリックし、選択したスキーマに含まれるすべてのテーブルの詳細と
その内容の概要を⽰す結果リストを開きます。

選択したスキーマは⻘⾊で強調表⽰されます。スキーマが⾚⾊で強調表⽰された場合は、その
データに問題がある可能性を⽰します。

9. テーブルまたはビューを右クリックし、[Table analysis] (テーブル分析)を選択し、選択したア
イテムのテーブル分析を作成します。

表⽰されたデータは、結果テーブルのカラムヘッダーをクリックすると、アルファベット順にソート
できます。

4.2. データベーステーブルのキーとインデック
スの表⽰
「データベースコンテンツの分析」で概説するように、データベースの内容を分析後、テーブルの
キーとユーザー定義インデックスの詳細を表⽰できます。この情報はデータベース管理者にとって興
味深いものです。

前提条件:Studioでデータベースの内容が少なくとも1つ分析されていること。詳細は、「データベー
スコンテンツの分析」を参照してください。

テーブルのキーとユーザー定義インデックスの詳細を表⽰するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Statistical information] (統計情報)ビューで、カタログまたはスキーマをクリックします。

選択したカタログまたはスキーマに含まれるすべてのテーブルが、内容の概要(⾏数、キー数、
ユーザー定義インデックス数)とともに表⽰されます。



データベーステーブルのキーとインデックスの表⽰

74 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

2. テーブルリストでテーブルキーを右クリックし、[View keys] (キーの表⽰)を選択します。

Hive接続ではテーブルのキーの詳細は表⽰できません。

[Database Structure] (データベース構造)ビューと [Database Detail] (データベース詳細)
ビューに、分析したデータベースの構造と選択したテーブルのプライマリキーの情報が表⽰され
ます。
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いずれかまたは両⽅のビューが表⽰されない場合は、[Window] (ウィンドウ) > [Show View]
(ビューの表⽰) > [Database Structure] (データベース構造)、または[Window] (ウィンドウ) >
[Show View] (ビューの表⽰) > [Database Detail] (データベース詳細)を選択します。

3. テーブルリストでテーブルインデックスを右クリックし、[View indexes] (インデックスの表⽰)
を選択します。

Hive接続ではテーブルのインデックスの詳細は表⽰できません。

[Database Structure] (データベース構造)ビューと[Database Detail] (データベース詳細)
ビューに、分析したデータベースの構造と選択したテーブルのユーザー定義インデックスの情報
が表⽰されます。

4. 必要に応じて、[Database Detail] (データベース詳細)ビューでタブをクリックし、選択した
テーブルのメタデータを表⽰します。

4.3. ソースデータベースでのデータ変更の追跡
ソースデータベースでデータが変更または更新されると、Studioの関連する接続構造も変更または更
新される必要があります。それが⾏われないと、データベースで変更または削除されたカラムを分析
しようとした場合に、エラーが起こる可能性があります。

Studioでは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューに表⽰される接続構造とデータベー
スの構造を⽐較して、異なる部分を⾒つけることができます。Then you can synchronize the
connection structure in the tree view with the actual database structure.

and synchronizing データベース接続をデータベース構造と比較するには時間がかかる場合があります。矛盾
があることが確かな場合以外は、これを行わないでください。
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4.3.1. ツリービューのメタデータ構造とデータベース構造
の⽐較
[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューに表⽰されるメタデータリストと、接続を作成する
データベースの構造をすばやく正確に⽐較して、⽭盾する部分を⾒つけることができます。

Studioでは[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの接続構造を使ってデータベースと⽐較
し、構造の違いを検出して、これらの違いを[Compare] (⽐較)ビューに表⽰します。

You can then, if necessary, synchronize the connection structure in the tree view with the
database structure. For more information, see 「接続構造とデータベースの構造の同期」.

次の3つのレベルで構造の⽐較を⾏うことができます。

• DB接続: カタログとスキーマリストの⽐較

• テーブル: テーブルリストの⽐較

• カラム: カラムリストの⽐較

4.3.1.1. カタログリストとスキーマリストを⽐較する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

カタログリストとスキーマリストを⽐較するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. メタデータ構造とデータベース構造を⽐較するデータベース接続を右クリックし、[Database
Compare] (データベース⽐較)を選択します。
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メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

3. 必要に応じて、メッセージの[Cancel] (キャンセル)ボタンをクリックして操作を中⽌します。

⽐較ビューが開き、接続構造と実際のデータベース構造の違いが表⽰されます。
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⽐較ビューで使⽤される⾊には次の意味があります。

⾊ 意味
緑⾊ 削除されたアイテムが強調表⽰されます。
⻘⾊ 更新されたアイテムが強調表⽰されます。
⾚⾊ 追加されたアイテムが強調表⽰されます。

ビューの上部にあるアイテムを選択すると、ビューの下部のカラーマーカーが太くなり、選択し
たアイテムが強調表⽰されます。ビューの下部にある[Distant Structure] (遠隔構造)リストか
らデータベースを選択すると、ビューの上部の該当する説明が強調表⽰されます。

4. 必要に応じて、このビューで特定のカタログを右クリックすると、コンテキストメニューが
表⽰され、[Compare the list of tables] (テーブルリストの⽐較)または[Compare the list of
views] (ビューリストの⽐較)を選択できます。これにより、選択したカタログのテーブルリスト
またはビューリストが表⽰されます。テーブルリストの⽐較についての詳細は、「テーブルリス
トを比較する方法」を参照してください。

リストの中から特定のカタログを選択してキーボードのTキーを押すと、選択したカタログのテーブルが表⽰
され、Vキーを押すと、ビューリストが表⽰されます。
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4.3.1.2. テーブルリストを⽐較する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

テーブルリストを⽐較するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベース接続のアイテムを参照して、データベースと⽐較する[Table] (テーブル)フォル
ダーを探します。

3. [Tables] (テーブル)フォルダーを右クリックし、[Table Compare] (テーブル⽐較)を選択しま
す。

メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

操作を中⽌するには、確認のメッセージの[Cancel] (キャンセル)ボタンをクリックします。

[Compare] (⽐較)ビューが開き、ツリービューのテーブルリストと実際のデータベースの違い
が表⽰されます。
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⽐較ビューで使⽤される⾊には次の意味があります。

⾊ 意味
緑⾊ 削除されたアイテムが強調表⽰されます。
⻘⾊ 更新されたアイテムが強調表⽰されます。
⾚⾊ 追加されたアイテムが強調表⽰されます。

ビューの上部にあるアイテムを選択すると、ビューの下部のカラーマーカーが太くなり、選択し
たアイテムが強調表⽰されます。ビューの下部にある[Distant Structure] (遠隔構造)リストか
らデータベースを選択すると、ビューの上部の該当する説明が強調表⽰されます。

4. 必要に応じて、[Compare] (⽐較)ビューで特定のテーブルを右クリックすると、コンテキスト
メニューが表⽰されます。[Compare the list of columns] (カラムリストの⽐較)を選択して、
選択したテーブルのカラムリストを表⽰します。詳細は、「カラムリストを比較する方法」を参
照してください。

[Compare] (⽐較)リストの中から特定のテーブルを選択して、キーボードのCキーを押すと、選択したテーブ
ルのカラムリストが表⽰されます。

4.3.1.3. カラムリストを⽐較する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

カラムリストを⽐較するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベース接続のアイテムを参照して、データベースと⽐較する[Columns] (カラム)フォル
ダーを探します。

3. [Columns] (カラム)フォルダーを右クリックし、[Columns Compare] (カラム⽐較)を選択しま
す。
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進⾏状況を⽰すメッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。

操作を中⽌するには、確認のメッセージの[Cancel] (キャンセル)ボタンをクリックします。

[Compare] (⽐較)ビューが開き、ツリービューのカラムリストと実際のデータベースの違いが
表⽰されます。

⽐較ビューで使⽤される⾊には次の意味があります。
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⾊ 意味
緑⾊ 削除されたアイテムが強調表⽰されます。
⻘⾊ 更新されたアイテムが強調表⽰されます。
⾚⾊ 追加されたアイテムが強調表⽰されます。

ビューの上部にあるアイテムを選択すると、ビューの下部のカラーマーカーが太くなり、選択し
たアイテムが強調表⽰されます。ビューの下部にある[Distant Structure] (遠隔構造)リストか
らデータベースを選択すると、ビューの上部の該当する説明が強調表⽰されます。

4.3.2. 接続構造とデータベースの構造の同期
[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューに表⽰される接続構造と、データベースの構造を同
期して、⽭盾する部分を削除することができます。次の3つのレベルで同期を⾏うことができます。

• DB接続: カタログとスキーマリストの更新

• テーブル: テーブルリストの更新

• カラム: カラムリストの更新

4.3.2.1. カタログリストとスキーマリストの同期とリロードを⾏う⽅
法

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのカタログリストとスキーマリストを、データベー
スのカタログリストとスキーマリストと⽐較して⼀致させることができます。

ただし、データベースに多数のカタログとスキーマがある場合、リロード機能を実⾏する前に、まず
EMF (Eclipse Modeling Framework)⽐較機能に正しい値を設定する必要があります。この機能によ
り、どのEMFモデルに対しても⽐較とマージが⾏われます。それを⾏わないと、リロードされるアイ
テムの⼀部が喪失します。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

データベースのアイテムが50を下回る場合に、カタログリストとスキーマリストを同期するには、次
の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベースと同期するデータベース接続を右クリックし、[Reload database list] (データ
ベースリストのリロード)を選択します。



接続構造とデータベースの構造の同期

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 83

データベース構造に変更を加えると、Studioでの分析に影響を与える可能性があるため、確認を
求めるメッセージが表⽰されます。

3. [OK]をクリックして確認のメッセージを閉じるか、[Cancel] (キャンセル)をクリックして操作
を中⽌します。

新しいカタログとスキーマがある場合、選択したデータベース接続がそれらにより更新されま
す。

データベースのアイテムが50を上回る場合に、カタログリストとスキーマリストを同期するには、次
の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順に選択
し、[Preferences] (環境設定)ウィンドウを開きます。

2. [EMF Compare] (EMF⽐較)を選択し、[EMF Compare] (EMF⽐較)ビューを開きます。
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EMF⽐較機能により、どのEMFモデルに対しても⽐較とマージが⾏えます。

3. [Search Windows] (検索ウィンドウ)フィールドに、リロードするオブジェクト(カタログ、テー
ブル、またはカラム)の数の2倍より⼤きい値の検索パラメーターを設定します。

デフォルトの100という値は、データベースのオブジェクトの数が50を超えない場合にのみ機能
します。

4. このセクションの最初に記載された⼿順に従って、[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリー
ビューでデータベース構造をリロードします。

4.3.2.2. テーブルリストの同期とリロードを⾏う⽅法
[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのテーブルリストとデータベースのテーブルリスト
を⽐較して⼀致させることができます。

ただし、データベースに多数のテーブルがある場合、リロード機能を実⾏する前に、まずEMF
(Eclipse Modeling Framework)⽐較機能に正しい値を設定する必要があります。それを⾏わないと、
リロードされるアイテムの⼀部が喪失します。

詳細は、「カタログリストとスキーマリストの同期とリロードを行う方法」を参照してください。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

テーブルリストの同期とリロードを⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベース接続のアイテムを参照して、データベースと同期する[Table] (テーブル)フォル
ダーを探します。
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3. [Tables] (テーブル)フォルダーを右クリックし、[Reload table list] (テーブルリストのリロー
ド)を選択します。

データベース構造に変更を加えると既存の分析に影響を与える可能性があるため、確認を求める
メッセージが表⽰されます。

4. [OK]をクリックして確認のメッセージを閉じるか、[Cancel] (キャンセル)をクリックして操作
を中⽌します。

データベースに新しいテーブルがある場合、選択したテーブルリストがそれにより更新されま
す。

4.3.2.3. カラムリストの同期とリロードを⾏う⽅法

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのカラムリストとデータベースのカラムリストを⽐
較して⼀致させることができます。

ただし、データベースに多数のカラムがある場合、リロード機能を実⾏する前に、まずEMF (Eclipse
Modeling Framework)⽐較機能に正しい値を設定する必要があります。それを⾏わないと、リロード
されるアイテムの⼀部が喪失します。

詳細は、「カタログリストとスキーマリストの同期とリロードを行う方法」を参照してください。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベース接続が作成されて
いること。

カラムリストの同期とリロードを⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. データベース接続のアイテムを参照して、データベースと同期する[Columns] (カラム)フォル
ダーを探します。

3. [Columns] (カラム)フォルダーを右クリックし、[Reload column list] (カラムリストのリロー
ド)を選択します。
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データベース構造に変更を加えると既存の分析に影響を与える可能性があるため、確認を求める
メッセージが表⽰されます。

4. [OK]をクリックして確認のメッセージを閉じるか、[Cancel] (キャンセル)をクリックして操作
を中⽌します。

データベースに新しいカラムがある場合、選択したカラムリストがそれにより更新されます。
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5.カラム分析
この章では、データベース内の単⼀のカラム、区切り記号付きファイルまたはExcelファイル内の
データ、またはマスタデータ管理(MDM)サーバーのマスタデータを調べるためにStudioを使⽤するプ
ロセスについて説明します。また、このようなデータを分析する際のパターン、インジケーターおよ
びインジケーターオプションの使⽤⽅法についても詳しく説明します。
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5.1. カラムを分析する⼿順
Studioでは、次の内容に関して検証し、統計と情報を収集できます。

• データベーステーブルの1つのカラムにあるデータ

• 区切り記号付きファイルまたはExcelファイルに含まれるデータ

• マスターデータ管理(MDM)サーバーで利⽤可能なマスターデータ

1つ以上のカラムでのデータプロファイリングは、次の順序で⾏われます。

1. データベース、ファイル、またはMDMサーバーといったデータソースに接続する。詳細は、3
章データのプロファイリングを開始する前にを参照してください。

2. カラムに含まれるデータの内容、構造、品質を定義するデータプロファイリングを実⾏するため
に、1つ以上のカラムを定義する。

3. 分析または監視する必要のあるカラムに対して、システムインジケーターまたはユーザー定義イ
ンジケーターを設定する。これらのインジケーターは、さまざまなパターンの実装を通じて得ら
れた結果を表します。

4. データの内容、構造、品質を定義する基となるパターンをカラム分析に追加する。

詳細は、「カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加する方法」を参照してください。

「データベースでのカラムの分析」では、データベースの1つ以上のカラムの内容を分析する⼿順を
説明します。

「MDMサーバーでのマスターデータの分析」では、MDMサーバーのマスターデータを分析する⼿順
を説明します。

「ファイルのデータの分析」では、区切り記号付きファイルまたはExcelファイルのカラムを分析す
る⼿順を説明します。

5.2. データマイニングのタイプ
Studioでカラム分析を作成すると、分析するカラムの横に[Datamining Type] (データマイニングタ
イプ)ボックスが表⽰されます。ボックスで選択するタイプが、関連するカラムのデータマイニング
タイプです。
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すべてのインジケーター(またはメトリクス)がすべてのデータ型で計算できるわけではないため、こ
れらのデータマイニングタイプにより、Studioで関連するカラムに対する適切なメトリクスを選択で
きます。

利⽤可能なデータマイニングのタイプには、Nominal (名義)、Interval (インターバ
ル)、Unstructured Text (⾮構造テキスト)、Other (その他)があります。次のセクションでは、これ
らのデータマイニングのタイプについて説明します。

5.2.1. Nominal (名義)
名義データはカテゴリーデータで、数値としてコードが割り当てられる値や観察ですが、この場合の
数値は単なるラベルです。名義データは数えることができますが、順番を変えたり、測定することは
できません。

Studioでは、テキストデータのマイニングタイプは「名義」に設定します。たとえば、WEATHERと
いうカラムにsun、cloud、rainという値があるとすると、これは名義です。

また、POSTAL_CODEカラムに52200および75014という値がある場合、数値があるにもかかわら
ず、これも名義です。このデータはフランスの郵便番号を⽰すため、データは名義です。そういった
データに平均などの数値計算を⾏うことは意味がありません。このような場合、現時点ではStudio
で正しいデータ型を⾃動的に推測することはできないため、カラムのデータマイニングタイプを
「Nominal」(名義)に設定します。

プライマリキーデータや外部キーデータなども同様です。ほとんどの場合、キーは数値データで⽰さ
れますが、そのデータマイニングタイプはNominal (名義)です。

5.2.2. Interval (インターバル)
このデータマイニングタイプは、数値データと時間データに使⽤します。このタイプのデータには平
均を計算できます。データベースでは、数値がテキストフィールドに格納されることがあります。

Studioでは、テキストのカラム(たとえば、VARCHARというタイプのカラム)のデータマイニングタ
イプを「Interval (インターバル)」として定義することができます。この場合、データは数値データ
として処理されるべきであり、概要統計が利⽤できるはずです。
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5.2.3. Unstructured text (⾮構造テキスト)
これはStudioで導⼊された新しいデータマイニングタイプです。このデータマイニングタイプは、⾮
構造テキストデータを処理するために使⽤します。

たとえば、コメントテキストを含むCOMMENTというカラムの場合、その中のテキストは⾮構造的
なため、データマイニングタイプを「Nominal (名義)」にはできません。それでも、そのようなカラ
ムの重複値が⾒られるため、新しいデータマイニングタイプが必要となったのです。

5.2.4. Other (その他)
これもStudioで導⼊された新しいデータマイニングタイプです。このタイプでは、Stuidoで処理⽅法
の不明なデータが設計されます。

5.3. データベースでのカラムの分析
JavaエンジンまたはSQLエンジンを使って、1つ以上のカラムの内容を分析し、作成した分析を実⾏
できます。このタイプの分析では、各カラムの値に関する統計が得られます。

Javaエンジンを使ってカラム分析を⾏う場合、⾃分で設定したパラメーターに従って分析された
データを確認できます。詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

Javaエンジンを使って、⼤規模なデータセットまたは多くの問題を含むデータに対してカラム分析を実⾏す
る場合、最⼤メモリサイズのしきい値を設定して分析を実⾏するよう推奨します。そうでないと、Javaヒー
プエラーが発⽣することがあります。詳細は、「最大メモリサイズしきい値の定義」を参照してください。

カラムのセットも分析できます。このタイプの分析では、すべてのデータセット(フルレコード)に関
する統計が得られます。詳細は、「データベース内のテーブルの分析」を参照してください。

カラムの分析は、次の順序で⾏われます。

1. 分析するカラムを定義する。

詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

2. カラムに対してシステムインジケーターまたはユーザー定義インジケーターを設定する。

詳細は、「分析するカラムのインジケーターを設定する方法」を参照してください。インジケー
ターのタイプおよび管理の詳細は、「インジケーター」を参照してください。

3. データの内容、構造、品質を定義する基となるパターンを追加する。

詳細は、「カラム分析での正規表現とSQLパターンの使用」を参照してください。パターンのタ
イプおよび管理の詳細は、「パターン」を参照してください。

次のセクションでは、上記の各⼿順を詳しく説明します。
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5.3.1. 分析するカラムの定義とインジケーターの設定

5.3.1.1. 分析するカラムを定義する⽅法
1つ以上のカラムの内容を分析するための最初の⼿順は、分析するカラムを定義することです。分析
結果から、各カラムの値に関する統計が得られます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベースへの接続が少な
くとも1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

1つ以上のカラムを分析するには、次の⼿順を実⾏します。

分析の定義
1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)

を展開します。

2. [Analysis] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Column Analysis] (カラム分析)ノードを展開し、[Column Analysis] (カラム分析)をクリック
します。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックします。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在のカラム分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドでカラム分析のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)
をクリックして次の⼿順に進みます。
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分析するカラムの選択

1. [DB connections] (DB接続)を展開し、⽬的のデータベースで分析するカラムを参照して選択
し、[Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じます。

DB2データベースでプロファイリングをする場合、テーブルのカラム名に⼆重引⽤符が使⽤されていて
も、カラムを取得する際に⼆重引⽤符は取得されません。そのため、DB2データベースのテーブルでは
カラム名に⼆重引⽤符を使⽤しないことが推奨されます。

新規作成した分析のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analysis]
(分析)ノードの下に表⽰され、分析エディターが開いて、定義した分析メタデータが表⽰されま
す。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)タブをクリックし、該当するビューを開きます。

分析するカラムは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから分析エディターの[Analyzed
Columns] (分析対象カラム)リストに直接ドラッグできます。

3. [Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックして、ダイアログボッ
クスを開き、分析するカラムを選択します。
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[Table filter] (テーブルフィルター)フィールド、または[Column filter] (カラムフィルター)
フィールドに、数⽂字または単語全体を⼊⼒し、テーブルやカラムのリストにフィルターを適
⽤できます。リストには、⼊⼒したテキストに対応するテーブルまたはカラムのみが表⽰されま
す。

分析するカラムの1つがプライマリーキーまたは外部キーの場合、そのデータマイニングタイプ
は、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)リストで表⽰すると、⾃動的に[Nominal] (名義)になりま
す。データマイニングタイプの詳細は、「データマイニングのタイプ」を参照してください。

4. 必要に応じて、[Connection] (接続)ボックスから別の接続を選択し、データベース接続を変更
できます。このボックスには、Studioで作成したすべての接続とそのデータベース名が表⽰され
ます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているカラムが、新しく設定す
るデータベース接続に存在しない場合は警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャンセ
ルできます。

Studioでサポートされていないデータベースに(ODBCメソッドまたはJDBCメソッドを使って)接続する
よう選択した場合は、Javaエンジンを使って、選択したデータベースに作成されたカラム分析を実⾏す
ることをお勧めします。Javaエンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照し
てください。

5. [OK]をクリックし、カラム分析を保存します。
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[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューに表⽰されるいずれかのカラムを右クリッ
クし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのデータベース接続の下にそのカラムが⾒つかりま
す。

[Date] (⽇付)カラムを選択して分析すると、分析されたデータはStudioとに格納されたデータよりも
正確な場合があります。データソースが何であれ、[Date] (⽇付)カラムを分析すると、⽇付情報が通
常の⽇付/時間形式のYYYY-MM-DD hh:mm:ssでStudioとに格納されます。そのため、ソースファイル
のデータが、たとえば2013-04-19 15:50:30.343454であっても、2013-04-19 15:50:30になります。

5.3.1.2. 分析するカラムのインジケーターを設定する⽅法

分析するカラムを定義した後の⼿順は、定義したカラムのシステムインジケーターまたはユーザー定
義インジケーターを設定することです。

システムインジケーターを設定する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターでカラム分析が
開いていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

分析するカラムのインジケーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。
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[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューに表⽰されるいずれかのカラムを右クリック
し、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、ツリービュー
の該当する接続の下に選択したカラムが⾒つかります。

2. [Select indicators for each column] (各カラムにインジケーターを選択)をクリック
し、[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスを開きます。
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このダイアログボックスで、カーソルを使ってカラムをドロップし、カラムの位置を変更できま
す。

多数のカラムを分析する場合は、カーソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイア
ログボックスの右上隅または右下隅に置くと、右端のカラムにアクセスできます。同様に、カー
ソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスの左上隅または左下隅に
置くと、左端のカラムにアクセスできます。

3. 必要に応じて、セル内でクリックして、分析するカラムのインジケーターのパラメーターを設定
し、[OK]をクリックします。

それによって、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)の分析されるカラムにインジケーターが
付加されます。

-SQLエンジンを使って分析を実⾏する際に、データベースの⽇付カラムにパターン頻度統計を使⽤する
のはあまり有⽤ではありません。すべての⽇付が1つの形式を使って表⽰されるため、インジケーター
によりデータ品質の問題が返されません。詳細は、「Why do we get 99-AAA-99 when profiling Date
columns in Oracle」という記事を参照してください。

-Date Pattern Frequency Table (⽇付頻度パターンテーブル)を分析の⽇付カラムに付加すると、分析
結果から⽇付の正規表現を⽣成できます。詳細は、「Date Pattern Frequency Table (日付パターン頻度
テーブル)から正規表現を生成する方法」を参照してください。

4. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=31064401
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=31064401
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システムインジケーターのオプションを設定する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターでカラム分析が
開いていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

インジケーターの設定の詳細は、「システムインジケーターを設定する方法」を参照してください。

システムインジケーターのオプションを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

2. 定義されたインジケーターの横にあるオプションアイコン をクリックして、ダイアログボッ
クスを開くと、インジケーターのオプションを設定できます。

たとえば、分析するカラムにnull値がある場合に警告を出すようにするには、[Null Count] (null
値数)の[Upper threshold] (上限しきい値)を「0」に設定できます。

インジケーター設定のダイアログボックスは、各インジケーター特有のパラメーターによって異なりま
す。さまざまなインジケーターのパラメーターの詳細は、「インジケーターパラメーター」を参照して
ください。

3. インジケーターのパラメーターを設定します。

4. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

5. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

ユーザー定義インジケーターを設定する⽅法

前提条件:

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターでカラム分析が開いて
いること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。
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• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでユーザー定義インジケーターが作成さ
れていること。詳細は、「SQLユーザー定義インジケーターを作成する方法」を参照してくださ
い。

分析するカラムにユーザー定義インジケーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

2. 次のいずれかの⼿順を実⾏します。

1. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、ユーザー定義インジケーターを定義する
カラム名の横にある アイコンをクリックします。

[UDI selector] (UDI選択)ダイアログボックスが開きます。
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2. カラムに使⽤するユーザー定義インジケーターを選択し、[OK]をクリックしてダイアログ
ボックスを閉じます。

または

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators]
(インジケーター)の順に展開します。

2. [User Defined Indicator] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーから、カラムの内容を
分析するために使⽤するユーザー定義インジケーターを[Analyzed Columns (分析対象カラ
ム)ビューのカラム名にドロップします。

ユーザー定義インジケーターがカラム名の下に表⽰されます。

3. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

5.3.2. 実⾏前のカラム分析の完了
分析するカラムを定義し、インジケーターを設定したら、分析するデータにフィルターを適⽤し、カ
ラム分析の実⾏に使⽤するエンジンを決めます。

前提条件:

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターでカラム分析が開いて
いること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

• カラム分析のシステムインジケーターまたはユーザー定義インジケーターを設定していること。詳
細は、「分析するカラムのインジケーターを設定する方法」を参照してください。

上記セクションで定義したカラム分析を完了するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 必要に応じて、分析エディターで[Data Filter] (データフィルター)をクリックし、該当する
ビューを表⽰して、SQLの"WHERE"句でデータを絞り込みます。

2. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)をクリックし、次の操作を実⾏します。
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• [Number of connections per analysis] (分析ごとの接続数)フィールドで、分析ごとに、選
択したデータベースへの接続に対して許可する同時接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートさ
れる同時接続数に基づいて⾏います。

• [Execution engine] (実⾏エンジン)リストから、分析の実⾏に使⽤するJavaまたはSQLのい
ずれかのエンジンを選択します。

3. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックした後、F6を押してカラム分析を
実⾏します。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表⽰されます。そ
れぞれのグラフが、分析された各カラムに対して設定されたインジケーターのグループに対応し
ています。

以下に⽰すのは、上記の⼿順で分析されたemailカラムのFrequency Statistics (頻度統計)と
Simple Statistics (単純統計)を表すグラフです。
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以下に⽰すのは、上記の⼿順で分析されたtotal_salesカラムのOrder of magnitude (指標)と
Benford's law frequency statistics (ベンフォードの法則度数統計)を表すグラフです。
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不正会計と経費のインジケーターとして通常使⽤されるベンフォードの法則度数統計の詳細
は、「ベンフォードの法則度数インジケーター」を参照してください。

分析結果の詳細ビューにアクセスする⽅法の詳細は、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方
法」を参照してください。

Javaエンジンを使ってこの分析を実⾏する場合、[Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビュー
の[Allow drill down] (ドリルダウン許可)チェックボックスを選択すると、分析したデータをロー
カルで格納できるため、[Analysis Results] (分析結果) > Data (データ)ビューでアクセスできま
す。[Max number kept per indicator] (インジケーターごとに維持する最⼤⾏数)フィールドを使っ
て、アクセス可能にするデータ⾏数を決定できます。

Javaエンジンを選択すると、システムではJava正規表現が最初に検索され、何も⾒つからない
と、SQL正規表現が検索されます。

Studioでサポートされていないデータベースに(ODBCメソッドまたはJDBCメソッドを使って)接続するよう選
択した場合は、Javaエンジンを使って、選択したデータベースに作成されたカラム分析を実⾏することをお
勧めします。Javaエンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

SQLエンジンを使ってこの分析を実⾏した場合、インジケーターを右クリックし、リストから[View
executed query] (実⾏したクエリを表⽰する)オプションを選択すると、付加した各インジケーター
に対して実⾏したクエリを確認できます。ただし、Javaエンジンを使⽤するとSQLクエリにアクセス
できなくなり、このオプションをクリックすると警告メッセージが表⽰されます。
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JavaエンジンとSQLエンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してく
ださい。

5.3.3. JavaエンジンまたはSQLエンジンの使⽤
分析エディターで分析パラメーターを設定したら、JavaエンジンまたはSQLエンジンを使⽤して、分
析を実⾏できます。

選択するエンジンによって、分析結果に多少の違いが出る場合があります。たとえば、DB2デー
タベースでプロファイリングを⾏うために、要約統計インジケーターを選択した場合、その可
能性があります。これは、データベースのタイプによって、インジケーターの計算が異なること
と、TalendではJavaでの処理に特別な関数を使⽤することが原因です。

SQLエンジン:

SQLエンジンを使ってカラム分析を実⾏する場合

• カラム分析で使⽤する各インジケーターに対してSQLクエリが⽣成されます。

• DBMSでデータの監視と処理が⾏われます。

• 統計結果のみがローカルで取得されます。

このエンジンを使⽤すると、システムの良好なパフォーマンスが保証されます。データエクスプロー
ラーで有効または無効なデータにもアクセスできます。詳細は、「分析されたデータの表示とエクス
ポート」を参照してください。

Javaエンジン:

Javaエンジンを使ってカラム分析を実⾏する場合

• カラム分析で使⽤するすべてのインジケーターに対して1つのクエリのみが⽣成されます。

• 監視されたすべてのデータがローカルで取得され分析されます。
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• パラメーターを設定して、分析されたデータにアクセスするかどうか、1つのインジケーターあた
りいくつのデータ⾏を表⽰するかを決められます。分析されたデータをすべて格納することはでき
ないため、これによりメモリ制限の問題を回避できます。

Javaエンジンを使ってカラム分析を実⾏する場合、各データベースごとに異なるクエリテンプレー
トは必要ありません。ただし、SQLエンジンに⽐べて、システムパフォーマンスが⼤幅に低下しま
す。

Javaエンジンを使って、パラメーターを設定し、分析されたデータにアクセスするには、次の⼿順
を実⾏します。

1. カラム分析エディターの[Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビューで、[Execution
engine] (実⾏エンジン)に[Java]を選択します。

2. [Allow drill down] (ドリルダウンを許可)チェックボックスを選択し、現在の分析によって分析
されるデータをローカルに格納します。

このチェックボックスは通常デフォルトで選択されています。

3. [Max number kept per indicator] (インジケーターごとに維持する最⼤⾏数)フィールドに、ア
クセス可能にするデータ⾏数を⼊⼒します。

このフィールドの数はデフォルトで50に設定されています。

これで、設定したパラメーターに従って分析を実⾏し、分析されたデータにアクセスできるようにな
りました。詳細は、「分析されたデータの表示とエクスポート」を参照してください。

5.3.4. データベースカラム分析の詳細ビューへのアクセス
前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。カラム分析
が定義され実⾏されていること。

「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」および「実行前のカラム分析の完了」の⼿順で得
られる分析結果のさらに詳細なビューにアクセスするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. そのビューで[Analysis Result] (分析結果)タブをクリックし、分析されたカラム名をクリックし
て、詳細な結果を開きます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

分析結果の詳細ビューには、分析されたカラムに関して⽣成されたグラフと統計結果の詳細を含
むテーブルが⽰されます。
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以下に⽰すのは、分析されたemailカラムの[Analysis Results] (分析結果)ビューに表⽰される
Frequency Statistics (頻度統計)グラフとSimple Statistics (単純統計)グラフ、それらのグラフに
付随するテーブルです。

Simple Statistics (単純統計)のテーブルで、インジケーター値が⾚⾊で表⽰された場合、カラ
ム分析エディターでインジケーターに設定されたしきい値に違反していることを意味します。
データのしきい値の詳細は、「システムインジケーターのオプションを設定する方法」を参照し
てください。

以下に⽰すのは、分析されたtotal_salesカラムの[Analysis Results] (分析結果)ビューに表⽰さ
れるOrder of magnitude (指標)とBenford's law frequency statistics (ベンフォードの法則度数統
計)を表すグラフとテーブルです。



分析されたデータの表⽰とエクスポート

108 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

不正会計と経費のインジケーターとして通常使⽤されるベンフォードの法則度数統計の詳細
は、「ベンフォードの法則度数インジケーター」を参照してください。

3. 結果テーブルのいずれかの⾏を右クリックし、[View rows] (⾏の表⽰)を選択して、分析された
データにアクセスします。

詳細は、「分析されたデータの表示とエクスポート」を参照してください。

5.3.5. 分析されたデータの表⽰とエクスポート
SQLエンジンまたはJavaエンジンを使って、分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビュー
から分析を実⾏したら、統計結果テーブルの⾏を右クリックし、実際のデータのビューにアクセスで
きます。

Javaエンジンを使って分析を実⾏したら、分析結果から実際のデータのビューにアクセスできま
す。

SQLエンジンを使って分析を実⾏したら、分析結果からData Explorer (データエクスプローラー)
パースペクティブを開いて、実際のデータのビューにアクセスできます。
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前提条件: StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。カラム分析
が作成され実⾏されていること。

分析されたデータの表⽰とエクスポートを⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、分析結果の詳細
ビューを開きます。

2. 分析されたカラムの統計結果でデータ⾏を右クリックし、次のいずれかのオプションを選択しま
す。

オプション 操作
View rows (⾏の表⽰) 分析されたカラムの全データ⾏を⽰すリストビューが開きます。

[Duplicate Count] (重複カウント)インジケーターの場合、[View rows]
(⾏の表⽰)オプションを選択すると、重複するすべての⾏が表⽰されま
す。そのため、重複カウントが12だとすると、このオプションでは24
⾏が表⽰されます。

View values (値の表⽰) 分析されたカラムの実際のデータ値を⽰すリストビューが開きます。

カラム分析で正規表現とSQLパターンを使⽤する場合は、前述以外のオプションがあります。詳細は、「カラ
ム分析での正規表現とSQLパターンの使用」および「パターンを基にしてデータを分析し表示する方法」を参
照してください。

SQLエンジンを使⽤すると、Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブにビューが
開き、このパースペクティブで設定した制限数に従って分析されたデータの⾏または値が表⽰されま
す。
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このエクスプローラービューでは、分析に関する基本的な情報も得られます。この情報は同時に複数
の分析で作業する際に⾮常に役⽴ちます。

データエクスプローラーは、ユーザー名を空白にして接続すること(MS SQL Serverのシングルサインオンな
ど)をサポートしていません。そのような接続を使ってデータを分析し、Data Explorer (データエクスプロー
ラー)パースペクティブでデータ行と値を表示しようとすると、SQL Serverへの接続資格情報を設定するよう
警告メッセージが表示されます。

Javaエンジンを使⽤すると、Studioでビューが開き、分析エディターの[Analysis parameters]
(分析パラメーター)ビューで設定した数に従って分析されたデータの⾏が表⽰されます。詳細
は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

分析したデータをこのビューからcsvファイルにエクスポートできます。そのためには、次の⼿順を
実⾏します。

1. ビューの右上にある アイコンをクリックします。
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ダイアログボックスが開きます。

2. [Choose...] (選択...)ボタンをクリックし、csvファイルを保存する場所に移動し、名前を付けま
す。

3. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

指定した場所にcsvファイルが作成され、ビューのリストに含まれる分析されたすべてのデータ
⾏が格納されます。

5.3.6. カラム分析での正規表現とSQLパターンの使⽤
カラム分析では、正規表現とSQLパターンを使⽤できます。これらの表現とパターンにより、分析さ
れたカラムに含まれるデータの内容、構造、品質を定義できます。

正規表現とSQLパターンの詳細は、「パターンおよびインジケーター」および6章テーブル分析を参
照してください。

5.3.6.1. カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加する⽅法

カラム分析に1つ以上の正規表現とSQLパターンを追加して、分析するカラムの内容を⼀致させるた
めに使⽤できます。
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使用しているデータベースが正規表現をサポートしていない場合、またはクエリテンプレートがStudioで定義
されていない場合、パターンを指定してカラム分析に追加する前に、ユーザー定義関数とクエリテンプレート
を定義する必要があります。詳細は、「データベース内でのユーザー定義関数の管理」を参照してください。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。分析エディ
ターでカラム分析が開いていること。

カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「分析するカラムを定義する方法」での説明に従って、カラム分析を作成します。

2. 開いている分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象
カラムビューを開きます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューに表⽰されるいずれかのカラムを右クリック
し、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、ツリービュー
の該当する接続の下に選択したカラムが⾒つかります。

3. 正規表現またはSQLパターンを追加するカラム名の横にある アイコンをクリックします。こ
の例では、emailカラムを使います。

[Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスが開きます。
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4. [Patterns] (パターン)を展開し、カラム分析に追加する正規表現またはSQLパターンを参照して
探します。

5. 選択したカラムに追加する正規表現またはパターンのチェックボックスを選択します。

6. [OK]をクリックして、次の⼿順に進みます。

追加した正規表現またはSQLパターンは、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)リストの分析
カラムの下に表⽰されます。

カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加するには、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリー
ビューでドラッグして、分析されるカラムにドロップできます。

7. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックした後、F6を押してカラム分析を
実⾏します。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表⽰されます。こ
れらのグラフには、カラム分析の結果がパターンマッチしたものとともに⽰されます。
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5.3.6.2. カラム分析のパターンを編集する⽅法
前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。分析エディ
ターでカラム分析が開いていること。

分析するカラムに追加したパターンを編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラムビューを開きます。

2. 編集するパターンを右クリックして、コンテキストメニューから[Edit pattern] (パターン編集)
を選択します。



カラム分析での正規表現とSQLパターンの使⽤

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 115

パターンエディターが開き、選択したパターンのメタデータが表⽰されます。

3. パターンエディターで、[Pattern Definition] (パターン定義)をクリックし、パターン定義の編
集、選択したデータベースの変更、または[+]ボタンを使って利⽤可能なデータベースに固有の
その他のパターンの追加を⾏います。

4. ツールバーで保存アイコンをクリックして、変更を保存します。

すべてのデータベースで使⽤するのに通常のパターンで⼗分であれば、リストから[Default] (デフォルト)を
選択します。

分析エディターでパターンを編集する場合、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューに表⽰されたパ
ターンを編集します。編集したパターンを使⽤する可能性のあるその他のすべての分析に適した編集であるこ
とを確認します。

5.3.6.3. パターンを基にしてデータを分析し表⽰する⽅法

分析するカラムに1つ以上のパターンを追加すると、指定したパターンを基にして、カラムの既存の
データがすべてチェックされます。カラム分析を実⾏したら、JavaエンジンまたはSQLエンジンを使
⽤して、分析したカラムの有効または無効なすべてのデータにアクセスできます。

Javaエンジンを使って分析を実⾏すると、Studioの (プロファイリング)パースペクティブで実際のデータの
ビューが開きます。⼀⽅SQLエンジンを使って分析を実⾏すると、Data Explorer (データエクスプローラー)
パースペクティブで実際のデータのビューが開きます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。パターンを
使⽤するカラム分析が作成され実⾏されていること。

特定のパターンを基にして分析したカラムで実際のデータを表⽰するには、次の⼿順を実⾏します。



カラム分析での正規表現とSQLパターンの使⽤

116 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

1. 「分析するカラムを定義する方法」と「カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加する方
法」での説明に従って、パターンを使⽤するカラム分析を作成します。

2. カラム分析を実⾏します。

3. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

4. 分析したカラム名の下にある[Pattern Matching] (パターンマッチング)をクリックします。

パターンマッチングに対して⽣成されたグラフとマッチング結果の詳細を⽰すテーブルが表⽰さ
れます。

5. [Pattern Matching] (パターンマッチング)テーブルのパターン⾏を右クリックし、次のいずれ
かを選択します。

オプション ⽬的
View valid/invalid values (有効
な値/無効な値を表⽰)

選択したカラムに使⽤したパターンを基にして測定された有効または無効なす
べての値を含むビューが開きます。

View valid/invalid rows (有効な
⾏/無効な⾏を表⽰)

選択したカラムに使⽤したパターンを基にして測定された有効または無効なす
べての⾏を含むビューが開きます。
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SQLエンジンを使⽤すると、Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブにビューが
開き、このパースペクティブで設定した制限数に従って分析されたデータの有効な⾏、無効な⾏、ま
たは有効な値、無効な値が表⽰されます。

このエクスプローラービューでは、分析に関する基本的な情報も得られます。この情報は同時に複数
の分析で作業する際に⾮常に役⽴ちます。

データエクスプローラーは、ユーザー名を空白にして接続すること(MS SQL Serverのシングルサインオンな
ど)をサポートしていません。そのような接続を使ってデータを分析し、Data Explorer (データエクスプロー
ラー)パースペクティブでデータ行と値を表示しようとすると、SQL Serverへの接続資格情報を設定するよう
警告メッセージが表示されます。

Javaエンジンを使⽤すると、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでビューが開
き、分析エディターの[Analysis parameters] (分析パラメーター)で設定した⾏数制限に従って有効
または無効なデータが表⽰されます。詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照し
てください。
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エディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると、実⾏したクエリが保存され、[DQ Repository]
(DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファイル)フォルダーの下に
表⽰されます。詳細は、「インジケーターで実行したクエリの保存」を参照してください。

データエクスプローラーのグラフィックユーザーインターフェイスについての詳細は、付録B  デー
タエクスプローラーGUIを参照してください。

5.3.7. インジケーターで実⾏したクエリの保存
StudioのData Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブで分析で使⽤した異なるイ
ンジケーターに基づいて実⾏したクエリを表⽰できます。データエクスプローラーから、[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファ
イル)フォルダーの下にクエリを保存して表⽰できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。インジケー
ターを使った分析が少なくとも1つ作成されていること。

カラム分析で設定したインジケーターに基づいて実⾏したクエリを保存するには、次の⼿順を実⾏し
ます。

1. カラム分析エディターで、使⽤したインジケーターを右クリックし、コンテキストメニューを開
きます。
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2. [View executed query] (実⾏したクエリを表⽰する)を選択し、データエクスプローラーで選択
したインジケーターに基づいて実⾏したクエリを開きます。

データエクスプローラーは、ユーザー名を空白にして接続すること(MS SQL Serverのシングルサイン
オンなど)をサポートしていません。そのような接続を使ってデータを分析し、実行したクエリをData
Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブで表示しようとすると、SQL Serverへの接続資格
情報を設定するよう警告メッセージが表示されます。

3. エディターのツールバーで保存アイコンをクリックし、[Select folder] (フォルダーの選択)ダイ
アログボックスを開きます。
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4. [Source Files] (ソースファイル)フォルダーまたはその下のサブフォルダーを選択し、[Name]
(名前)フィールドに開いているクエリの名前を⼊⼒します。

開いているクエリに付ける名前の最後に.sqlを必ず付けるようにしてください。そうでないと、クエリを
保存できません。

5. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューの選択したフォルダーの下に選択したクエリが
保存されます。

5.3.8. テーブル名またはカラム名から分析の作成
Studioでは、簡単な⽅法を使⽤して1つ以上のカラム分析を作成することができます。必要な操作
は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの該当するDB Connection (DB接続)フォルダー
の下にあるテーブル名またはカラム名から始めます。

ただし、テーブル名から始める場合のカラム分析を作成するオプションは、カラム名から始める場合
のオプションとは異なります。

[DB Connection] (DB接続)の該当するテーブル名から直接カラム分析を作成するには、次の⼿順を
実⾏します。、

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. 分析するカラムが格納されるテーブルを参照し、右クリックします。



テーブル名またはカラム名から分析の作成

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 121

3. コンテキストメニューから、次のいずれかを選択します。

アイテム ⽬的
Match analysis (⼀致分析) ⼀致分析エディターを開いて⼀致ルールを定義し、⼀致ルールを使⽤するカラ

ムを選択できます。

詳細は、「重複値の分析」を参照してください。
Table analysis (テーブル分析) SQLビジネスルールを使って、選択したテーブルを分析します。

単純統計インジケーターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照して
ください。

Column analysis (カラム分析) 単純統計インジケーターを使って、選択したテーブルに含まれるすべてのカラ
ムを分析します。

単純統計インジケーターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照して
ください。

Pattern frequency analysis
(パターン頻度分析)

パターン頻度統計インジケーターを⾏数インジケーターとNULL値インジケー
ターとともに使って、選択したテーブルに含まれるすべてのカラムを分析でき
ます。

パターン頻度統計の詳細は、「Pattern frequency statistics (パターン頻度統
計)」を参照してください。

前述の⼿順は、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」で説明されている⼿順の代わりに
なります。これで、「実行前のカラム分析の完了」での説明に従って、次に進むことができます。

[DB Connection] (DB接続)のカラム名から直接カラム分析を作成するには、次の⼿順を実⾏しま
す。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. 分析するカラムが格納されるテーブルを参照し、右クリックします。

3. コンテキストメニューから、次のいずれかを選択します。

アイテム ⽬的
Analyze (分析) 選択したカラムの分析を作成します。

選択したカラムの分析に使⽤するインジケーターを後で設定する必要がありま
す。

インジケーターの設定の詳細は、「分析するカラムのインジケーターを設定す
る方法」を参照してください。カラム分析の実⾏についての詳細は、「実行前
のカラム分析の完了」を参照してください。

Nominal value analysis (名義
分析)

同じテーブルの中のある名義カラムと別の名義カラムの間の最⼩限の相関性を
分析し、結果をグラフに表⽰します。

詳細は、「名義相関分析」を参照してください。
Simple analysis (単純分析) 単純統計インジケーターを使って、選択したカラムを分析します。

単純統計インジケーターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照して
ください。

Pattern frequency analysis
(パターン頻度分析)

⾏数インジケーターとNULL値インジケーターとともにパターン頻度統計イン
ジケーターを使って、選択したカラムを分析します。

パターン頻度統計の詳細は、「Pattern frequency statistics (パターン頻度統
計)」を参照してください。

Analyze column set (カラム
セット分析)

カラムセットの内容を分析します。カラム分析と同様、この分析は個々のカラ
ムではなくカラムセット(フルレコード)に焦点を当てます。

詳細は、「単純テーブル分析の作成: カラムセット分析」を参照してくださ
い。
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Analyze correlation (相関性分
析)

データベーステーブルの名義カラムと間隔カラムまたは名義カラムと⽇付カラ
ムの間のカラム相関分析を実⾏します。

詳細は、「数値相関分析」を参照してください。
Analyze matches (⼀致の分析) ⼀致分析エディターを開いて⼀致ルールを定義し、⼀致ルールを使⽤するカラ

ムを選択できます。

詳細は、「重複値の分析」を参照してください。

前述の⼿順は、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」で説明されているいずれかの⼿順
または両⽅の⼿順の代わりになります。これで、「実行前のカラム分析の完了」での説明に従って、
次に進むことができます。

5.4. MDMサーバーでのマスターデータの分析
Studioを使って、MDMサーバーの1つ以上のデータコンテナでマスターデータを分析し、作成した分
析をSQLエンジンまたはJavaエンジンを使って実⾏できます。これらのエンジンの詳細は、「Java
エンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

カラムのセットも分析できます。詳細は、「MDMサーバーでのテーブルの分析」を参照してくださ
い。

マスターデータをプロファイリングできるのは、xmlデータベースとともにインストールされているMDMサー
バーのみです。データレコードがSQLデータベースに格納されている場合、マスターデータはプロファイリン
グできません。

SQLデータベースがインストールされたMDMサーバーでプロファイリングする場合は、SQLデータベースに
直接接続する必要があります。

5.4.1. 分析するビジネスエンティティの定義とインジケー
ターの設定
ビジネスエンティティの分析は、次の順序で⾏われます。

1. 分析するビジネスエンティティを定義する。

詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

2. ビジネスエンティティに定義済みのシステムインジケーターを設定する。

詳細は、「分析するカラムのインジケーターを設定する方法」を参照してください。インジケー
ターのタイプおよび管理の詳細は、「インジケーター」を参照してください。

Javaのユーザー定義インジケーターがすでに作成済みの場合、マスターデータを分析する際に、Javaのユー
ザー定義インジケーターを使⽤することもできます。詳細は、「Javaユーザー定義インジケーターを定義す
る方法」を参照してください。

次のセクションでは、上記の各⼿順を詳しく説明します。

5.4.1.1. 分析するビジネスエンティティを定義する⽅法
1つ以上のビジネスエンティティの内容を分析するための最初の⼿順は、分析するエンティティを定
義することです。
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前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、MDMへの接続が少なくとも1
つ設定されていること。詳細は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analysis] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Column Analysis] (カラム分析)フォルダーを展開し、[Column Analysis] (カラム分析)をク
リックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックして、次の⼿順に進みます。
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5. [Name] (名前)フィールドに、現在のカラム分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドで分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next]
(次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。
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分析するビジネスエンティティの選択

1. [MDM connections] (MDM接続)を展開し、MDMサーバーのデータコンテナを参照して、分析す
るデータが格納されるビジネスエンティティ(カラム)を探します。

2. 分析するカラムを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じます。

新規作成した分析⽤ファイルが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analysis] (分
析)ノードの下に表⽰され、分析エディターが開いて、定義した分析メタデータが表⽰されま
す。
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接続エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

3. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)タブがまだ開いていない場合は、このタブをクリックし
て該当するビューを開きます。

[Connection] (接続)フィールドに、分析するアイテムが保存されるMDMサーバーへの接続名が
表⽰されます。これらのアイテム(カラム)は、カラムリストにすでに表⽰されています。

4. 必要に応じて、[Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックしてダ
イアログボックスを開き、カラムの選択を変更することもできます。[Table filter] (テーブル
フィルター)フィールド、または[Column filter](カラムフィルター)フィールドに必要なテキス
トを⼊⼒し、テーブルやカラムを絞り込むことができます。リストには、⼊⼒したテキストに対
応するテーブルまたはカラムのみが表⽰されます。
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5. ビジネスエンティティ名をクリックして、[Column Selection] (カラム選択)ダイアログボック
スの右側のパネルに、すべてのレコードを表⽰します。

6. 右側のリストで、分析するカラムのチェックボックスを選択し、[OK]をクリックして次の⼿順
に進みます。

選択したレコードが、分析エディターの[Analyzed Column] (分析対象カラム)に表⽰されま
す。

分析するレコードは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからカラム分析エディターに直接
ドラッグできます。
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7. 必要に応じて、[Delete] (削除)、[Move Up] (上へ移動)、[Move Down] (下へ移動)の各ボタンを使
い、分析対象カラムを管理します。

データマイニングタイプは、デフォルトで[Other] (その他)に設定されています。Studioでのデータマイ
ニングタイプの詳細は、「データマイニングのタイプ」を参照してください。

8. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューに表⽰されるいずれかのレコードを右クリック
し、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、ツリービュー
の該当するMDM接続の下に選択したレコードが⾒つかります。

[Date] (⽇付)カラムを選択して分析すると、分析されたデータはStudioとに格納されたデータよりも
正確な場合があります。データソースが何であれ、[Date] (⽇付)カラムを分析すると、⽇付情報が通
常の⽇付/時間形式のYYYY-MM-DD hh:mm:ssでStudioとに格納されます。そのため、ソースファイル
のデータが、たとえば2013-04-19 15:50:30.343454であっても、2013-04-19 15:50:30になります。

5.4.1.2. 分析するレコードのシステムインジケーターを設定する⽅法

分析するレコードを定義した後の⼿順は、定義した各レコードに単純統計インジケーターを設定する
ことです。

Javaのユーザー定義インジケーターがすでに作成済みの場合、マスターデータを分析する際に、Javaのユー
ザー定義インジケーターを使⽤することもできます。詳細は、「Javaユーザー定義インジケーターを定義す
る方法」を参照してください。

前提条件:ビジネスエンティティの分析が、Studioの (プロファイリング)パースペクティブの分析エ
ディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

分析するレコードにシステムインジケーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

2. [Select indicators for each column] (各カラムにインジケーターを選択)をクリック
し、[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスを開きます。
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このダイアログボックスで、カーソルを使ってカラムをドロップしてカラムの位置を変更できま
す。

3. 多数のカラムを分析する場合は、カーソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイア
ログボックスの右上隅または右下隅に置くと、右端のカラムにアクセスできます。

同様に、カーソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスの左上隅ま
たは左下隅に置くと、左端のカラムにアクセスできます。

4. 単純統計のセル内をクリックし、MDMレコードにこれらのインジケーターを設定し、[OK]をク
リックして次の⼿順に進みます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)の分析対象レコードに、選択したインジケーターが付加
されます。
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5. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

5.4.1.3. システムインジケーターのオプションを設定する⽅法

前提条件:MDMレコードの分析が、Studioの (プロファイリング)パースペクティブの分析エディター
で開かれていること。詳細は、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」を参照してくださ
い。

システムインジケーターのオプションを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

2. 定義されたインジケーターの横にあるオプションアイコン をクリックしてダイアログボック
スを開くと、インジケーターのオプションを設定できます。
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分析を実⾏し、しきい値違反があると、その結果に警告アイコンが付加され、結果が⾚⾊で表⽰されま
す。詳細は、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方法」を参照してください。

インジケーター設定のダイアログボックスは、各インジケーター特有のパラメーターによって異なりま
す。さまざまなインジケーターのパラメーターの詳細は、「インジケーターパラメーター」を参照して
ください。

3. インジケーターのパラメーターを設定します。

4. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

5. 必要に応じて、分析エディターで[Data Filter] (データフィルター)タブをクリックして該当する
ビューを表⽰し、XQuery句でマスターデータを絞り込みます。

6. 分析エディターで[Analysis Parameters] (分析パラメーター)タブをクリックして該当する
ビューを表⽰し、分析の実⾏に使⽤するエンジンを選択します。利⽤可能なエンジンの詳細
は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

7. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックし、F6を押して分析を実⾏しま
す。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表⽰されます。それぞ
れのグラフが分析した各レコードに対応しています。

異なるグラフとそれに関連するすべての分析レコードを表⽰するには、右上のツールバーを使っ
て、[Graphics] (グラフ)パネルのさまざまなページをナビゲートする必要があります。
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5.4.2. マスターデータ分析の詳細ビューへのアクセス
前提条件:ビジネスエンティティの分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブ
で定義され実⾏されていること。詳細は、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」を参照
してください。

より詳細な分析結果のビューにアクセスするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. [Analysis Result] (分析結果)タブをクリックし、分析されたカラム名をクリックして詳細な結果
を開きます。
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[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

分析結果の詳細ビューには、分析されたカラムに関して⽣成されたグラフと統計結果の詳細を含
むテーブルが⽰されます。

以下に⽰すのは、「分析するカラムの定義とインジケーターの設定」の⼿順に従って分析されたレ
コードの[Analysis Results] (分析結果)ビューに表⽰されるSimple Statistics (単純統計)グラフとそれ
らのグラフに付随するテーブルです。

5.4.3. ショートカット⼿順によるマスターデータの分析
Studioで簡単な⽅法を使って、MDMサーバーのデータをプロファイリングできます。必要な操作
は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダー > [MDM
connections] (MDM接続)フォルダーの下にあるカラム名から始めます。

詳細は、「テーブル名またはカラム名から分析の作成」を参照してください。
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5.5. ファイルのデータの分析
Javaエンジンを使って、区切り記号付きファイルのカラム分析を作成し、作成された分析を実⾏で
きます。

Studioからカラムのセットを分析することもできます。詳細は、「区切りファイル内のテーブルの分
析」を参照してください。

5.5.1. 区切り記号付きファイルのカラムの分析
区切り記号付きファイルでのデータプロファイリングは、次の順序で⾏われます。

1. 分析するカラムを定義する。

詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してください。

2. 定義したカラムのシステムインジケーターを設定する。

詳細は、「分析するカラムのインジケーターを設定する方法」を参照してください。インジケー
ターのタイプおよび管理の詳細は、「インジケーター」を参照してください。

3. 定義したカラムのパターンを設定する。詳細は、「パターン」を参照してください。

Javaのユーザー定義インジケーターがすでに作成済みであれば、区切り記号付きファイルのカラムを分析す
る際に、Javaのユーザー定義インジケーターを使⽤することもできます。詳細は、「Javaユーザー定義イン
ジケーターを定義する方法」を参照してください。

次のセクションでは、上記の各⼿順を詳しく説明します。

5.5.1.1. 分析するカラムを定義する⽅法
区切り記号付きファイルの内容を分析するための最初の⼿順は、分析するカラムを定義することで
す。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、区切り記号付きファイルへの
接続が少なくとも1つ設定されていること。詳細は、「区切り記号付きファイルに接続する方法」を
参照してください。

分析の定義
1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)

フォルダーを展開します。

2. [Analysis] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Column Analysis] (カラム分析)フォルダーを展開し、[Column Analysis] (カラム分析)をク
リックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックして、次の⼿順に進みます。
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[Metadata] (メタデータ) > [FileDelimited] (区切り記号付きファイル)で、分析するカラムを右クリック
して、[Column Analysis] (カラム分析) > [Analyze] (分析)を選択すると、分析作成ウィザードで直接こ
の⼿順に進むことができます。詳細は、「テーブル名またはカラム名から分析の作成」を参照してくだ
さい。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在のカラム分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドで分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next]
(次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。

区切り記号付きファイルのカラムを選択する⽅法

1. [FileDelimited] (区切り記号付きファイル)を展開し、分析するカラムを参照して探します。

2. カラムを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じます。

新規作成した分析のファイルが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analyses] (分
析)ノードの下に表⽰され、分析エディターが開いて、定義した分析メタデータが表⽰されま
す。
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接続エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

3. [Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)
ビューを開きます。

分析するカラムは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから分析エディターに直接ドロップ
することもできます。

[Connection] (接続)フィールドに、選択した接続が表⽰され、分析するカラムがカラムリスト
にすでに表⽰されています。

4. 必要に応じて、[Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックしてダ
イアログボックスを開き、カラムの選択を変更することもできます。

この例では、選択した接続から、id, first_nameカラムとageカラムを分析します。

5. 必要に応じて、[Delete] (削除)、[Move Up] (上へ移動)、[Move Down] (下へ移動)の各ボタンを使
い、分析対象カラムを管理します。

6. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。
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[Analyzed Columns] (分析対象カラム)テーブルに表⽰されるいずれかのカラムを右クリック
し、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、ツリービュー
の該当する区切り記号付きファイル接続の下に選択したカラムが⾒つかります。

[Date] (⽇付)カラムを選択して分析すると、分析されたデータはStudioとに格納されたデータよりも
正確な場合があります。データソースが何であれ、[Date] (⽇付)カラムを分析すると、⽇付情報が通
常の⽇付/時間形式のYYYY-MM-DD hh:mm:ssでStudioとに格納されます。そのため、ソースファイル
のデータが、たとえば2013-04-19 15:50:30.343454であっても、2013-04-19 15:50:30になります。

5.5.1.2. 分析するカラムのシステムインジケーターを設定する⽅法

分析するカラムを定義した後の⼿順は、定義した各カラムの統計インジケーターを設定することで
す。

Javaのユーザー定義インジケーターがすでに作成済みであれば、区切り記号付きファイルのカラムを分析す
る際に、Javaのユーザー定義インジケーターを使⽤することもできます。詳細は、「Javaユーザー定義イン
ジケーターを定義する方法」を参照してください。

前提条件:区切り記号付きファイルの分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティ
ブの分析エディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」を参照してく
ださい。

分析するカラムのシステムインジケーターを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「分析するカラムを定義する方法」で説明されている⼿順を実⾏します。

2. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

3. [Select indicators for each column] (各カラムにインジケーターを選択)をクリック
し、[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスを開きます。
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このダイアログボックスで、カーソルを使ってカラムをドロップし、カラムの位置を変更できま
す。

4. 多数のカラムを分析する場合は、カーソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイア
ログボックスの右上または右下に置くと、右端のカラムにアクセスできます。

同様に、カーソルを[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスの左上また
は左下に置くと、左端のカラムにアクセスできます。

5. セル内でクリックして、分析するカラムのインジケーターのパラメーターを設定し、[OK]をク
リックして次の⼿順に進みます。

この例では、Simple Statistics (単純統計)インジケーターをすべてのカラムに設定し、Text
Statistics (テキスト統計)インジケーターをfirst_nameカラムとfirst_nameカラムのSoundex
Frequency Table (Soundex頻度テーブル)にも設定します。

データマイニングタイプが名義に設定されている場合にのみ、テキスト統計インジケーターをカラムに
設定できます。そうでない場合、これらのインジケーターは[Indicator Selection] (インジケーター選
択)ダイアログボックスでグレーになり使⽤できません。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)の分析されるカラムに、選択したインジケーターが付加
されます。
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6. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

5.5.1.3. システムインジケーターのオプションを設定する⽅法

前提条件:区切り記号付きファイルの分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティ
ブの分析エディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」および「分析
するカラムのインジケーターを設定する方法」を参照してください。

分析するカラムに使⽤するシステムインジケーターのオプションを設定するには、次の⼿順を実⾏し
ます。

1. 「分析するカラムを定義する方法」および「分析するカラムのインジケーターを設定する方
法」で説明されている⼿順を実⾏します。

2. 分析エディターで、[Analyzed Column] (分析対象カラム)をクリックし、分析対象カラム
ビューを開きます。

3. [Analyzed Column] (分析対象カラム)リストで、インジケーターの横にあるオプションアイコ
ン をクリックして、ダイアログボックスを開くと、インジケーターのオプションを設定でき
ます。

インジケーター設定のダイアログボックスは、各インジケーター特有のパラメーターによって異なりま
す。さまざまなインジケーターのパラメーターの詳細は、「インジケーターパラメーター」を参照して
ください。

4. インジケーターのパラメーターを設定します。

5. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
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6. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックします。

5.5.1.4. 正規表現を設定して、分析を完了する⽅法

分析するカラムに1つ以上の正規表現を追加できます。

前提条件:区切り記号付きファイルの分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティ
ブの分析エディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムを定義する方法」、「分析する
カラムのインジケーターを設定する方法」および「システムインジケーターのオプションを設定する
方法」を参照してください。

分析するカラムに正規表現を設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析するカラムに追加する正規表現を定義します。正規表現の作成の詳細は、「新しい正規表現
またはSQLパターンを作成する方法」を参照してください。

この例では、正規表現により⼤⽂字で始まるすべての単語がチェックされます。

2. 開いている分析エディターで分析するカラムに正規表現を追加します。この例で
は、first_nameです。詳細は、「カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加する方法」を
参照してください。
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3. 分析エディターのツールバーにある保存アイコンをクリックし、F6を押して分析を実⾏しま
す。

使⽤しているファイル形式に問題があると、エラーメッセージが表⽰され、どの⾏に問題があるかが⽰
されます。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表⽰されます。そ
れぞれのグラフが分析した各カラムに対応しています。

4. 1つ以上のカラムを分析した場合、異なるグラフとそれに関連する分析カラムを表⽰するには、
右上のツールバーを使って、[Graphics] (グラフ)パネルのさまざまなページをナビゲートしま
す。

以下の例は、分析したカラムの1つのfirst_nameの結果を⽰すグラフです。

分析したカラムの詳細結果ビューを表⽰するには、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方法」を
参照してください。
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5.5.1.5. 分析ファイルの詳細ビューにアクセスする⽅法

前提条件:区切り記号付きファイルの分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティ
ブで定義され実⾏されていること。詳細は、「区切り記号付きファイルのカラムの分析」を参照して
ください。

より詳細な分析結果のビューにアクセスするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. [Analysis Result] (分析結果)タブをクリックし、分析されたカラム名をクリックして、詳細な結
果を開きます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

分析結果の詳細ビューには、分析されたカラムに関して⽣成されたグラフと統計結果の詳細を含む
テーブルが⽰されます。

以下に⽰すのは、「区切り記号付きファイルのカラムの分析」の⼿順に従って分析され
たfirst_nameカラムの[Analysis Results] (分析結果)ビューに表⽰される統計グラフとそれらのグラ
フに付随するテーブルです。
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5.5.1.6. ファイルの中の分析されたデータを表⽰しエクスポートする
⽅法

Javaエンジンを使って、分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューからファイル分析を
実⾏したら、統計結果テーブルの⾏を右クリックし、実際のデータのビューにアクセスできます。

前提条件:ファイル分析が作成され実⾏されていこと。

分析されたデータの表⽰とエクスポートを⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、分析結果の詳細
ビューを開きます。
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2. 分析されたカラムの統計結果でデータ⾏を右クリックし、次のいずれかのオプションを選択しま
す。

オプション 操作
View rows (⾏の表⽰) 分析されたカラムの全データ⾏を⽰すリストビューが開きます。

[Duplicate Count] (重複カウント)インジケーターの場合、[View rows]
(⾏の表⽰)オプションを選択すると、重複するすべての⾏が表⽰されま
す。そのため、重複数が12だとすると、このオプションでは24⾏が表
⽰されます。

View values (値の表⽰) 分析されたカラムの実際のデータ値を⽰すリストビューが開きます。

Pattern Matching (パターンマッチング)の結果には、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション 操作
View valid/invalid rows (有効な
⾏/無効な⾏を表⽰)

パターンに基づいて測定されたすべての有効な⾏または無効な⾏を⽰すリスト
ビューが開きます。

View valid/invalid values (有効
な値/無効な値を表⽰)

パターンに基づいて測定されたすべての有効な値または無効な値を⽰すリスト
ビューが開きます。

分析したデータをこのビューからcsvファイルにエクスポートできます。そのためには、次の⼿順を
実⾏します。

1. ビューの左上にある アイコンをクリックします。

ダイアログボックスが開きます。

2. [Choose...] (選択...)ボタンをクリックし、csvファイルを保存する場所に移動し、名前を付けま
す。
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3. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

指定した場所にcsvファイルが作成され、ビューのリストに含まれる分析されたすべてのデータ
⾏が格納されます。

5.5.1.7. ショートカット⼿順による区切り記号付きファイルの分析⽅
法
簡単な⽅法を使って、区切り記号付きファイルのデータをプロファイリングできます。必要な操
作は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダー >
[FileDelimited] (区切り記号付きファイル)フォルダーの下にあるカラム名から始めます。

詳細は、「テーブル名またはカラム名から分析の作成」を参照してください。

5.5.2. Excelファイルでのカラムの分析
Excelファイルのデータを分析し、Javaエンジンを使って、作成された分析を実⾏できます。

Excelファイルへのプロファイリングは、当分の間ODBCを使って⾏うことができます。今後のリリースで、
区切り記号付きファイルのように、Excelファイルを直接分析できるようになります。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、Excelファイルへの接続が少な
くとも1つ設定されていること。詳細は、「Excelファイルに接続する方法」を参照してください。

データソースにODBCへの接続を設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)を展開し、[DB
connections] (DB接続)を右クリックします。

接続ウィザードが表⽰されます。
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2. [Name] (名前)フィールドに、接続の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

3. 必要に応じて、接続の⽬的と説明を⼊⼒し、[Next] (次へ)をクリックして、次の⼿順に進みま
す。

4. [DB Type] (DBタイプ)リストから、[Generic ODBC] (汎⽤ODBC)を選択します。

5. [DataSource] (データソース)フィールドに、前の⼿順で作成したデータソースの名前を正確に
⼊⼒します。

6. [Check] (チェック)ボタンをクリックし、接続のステータスに関する確認のメッセージを表⽰し
ます。

7. 接続が設定されたら、[OK]をクリックしてメッセージを閉じ、[Finish] (終了)をクリックして
ウィザードを閉じます。

8. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[DB connections] (DB接続)の下に接続が表⽰
され、Studioの接続エディターが開きます。
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Excelファイルからカラムの取得ができない場合、Excelファイルのワークシートにテーブルと同じ名前
を付けます。そのためには、Excelファイルでテーブル全体を選択し、Ctrl + F3を押して、名前を変更し
ます。

これで、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでカラム分析を作成し、Excelファ
イルでカラムのプロファイリングができます。

Excelファイルでカラムを分析する⼿順は、区切り記号付きファイルでカラムを分析する⼿順と全く
同じです。Excelファイルでのカラムの分析についての詳細は、「区切り記号付きファイルのカラム
の分析」、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方法」、および「ショートカット手順によるマス
ターデータの分析」を参照してください。

Excelファイルのカラムを分析する前に、[Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビューで必ずJavaエンジン
を選択してください。そうでないと、分析を実行したときにエラーメッセージが表示されます。
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6.テーブル分析
この章には、データベース、区切り記号付きファイルまたはマスタデータ管理(MDM)サーバーでテー
ブル分析を実⾏するために必要なすべての情報が記載されています。

WHERE句に基づいてSQLビジネスルールを設定し、それらをインジケーターとしてデータベース
テーブル分析に追加する⽅法について説明します。
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6.1. テーブルを分析する⼿順
データベースのテーブルに含まれるデータを検証して、そのデータの情報と統計を収集できます。

1つ以上のテーブルでのデータプロファイリングは、次の順序で⾏われます。

1. テーブルに含まれるデータの内容、構造、品質を定義するデータプロファイリングを実⾏するた
めに、1つ以上のテーブルを定義する。

2. WHERE句に基づいてSQLビジネスルールを作成し、それらをインジケーターとしてテーブル分
析に追加する。

3. カラムの機能依存関係分析を作成し、カラムを「決定要素」または「依存要素」と定義すること
で、定義したテーブルのカラムの依存関係の異常を検出する。

テーブルを分析するためのさまざまなオプションの詳細は、「データベース内のテーブルの分析」を
参照してください。

6.2. データベース内のテーブルの分析
テーブル分析は範囲が広く、単純テーブル分析から、SQLビジネスルールを使⽤するテーブル分析や
テーブルカラムで異常を検出するテーブル分析まで該当します。

Studioでは、次のいずれかの操作によって、データベーステーブルでのデータの品質を詳しく調べる
ことができます。

• パターンを使ってテーブルにあるすべてのカラムを分析し、単純テーブル分析を作成すること。詳
細は、「単純テーブル分析の作成: カラムセット分析」を参照してください。

• データ品質ルールをインジケーターとしてテーブル分析に追加すること。詳細は、「SQLビジネス
ルールを持つテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

• カラム依存関係での異常を検出すること。詳細は、「テーブルカラムでの異常の検出: カラム関数
依存分析」を参照してください。

次のセクションでは、テーブルを基にして実⾏できるすべての分析タイプを詳しく説明します。

6.2.1. 単純テーブル分析の作成: カラムセット分析
カラムのセットのコンテンツを分析できます。このセットは、定義されたテーブルやテーブル全体の
⼀部のカラムしか表現していない場合があります。

カラム分析とは異なり、カラムセット分析は、個々のカラムではなくカラムセット(完全レコード)に
焦点を当てます。分析結果に⽰される統計(⾏カウント、重複を除いたカウント、⼀意カウント、重
複カウント)は全データを通じた値を基に測定されるため、各カラム内の値を個別に分析することは
ありません。

Javaエンジンでは、各カラムにパターンを適⽤することもできます。それによって、選択されたす
べてのパターンに⼀致するレコードの総数が分析の結果に出⼒されます。詳細は、「分析対象カラム
にパターンを追加する方法」を参照してください。
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Javaエンジンを使って、⼤規模なデータセットや多くの問題を含むデータでカラムセット分析を実⾏する場
合、最⼤メモリサイズのしきい値を定義することをお勧めします。定義しない場合、Javaヒープエラーが発
⽣することがあります。詳細は、「最大メモリサイズしきい値の定義」を参照してください。

6.2.1.1. パターンを使ってカラムセット分析を作成する⽅法

このタイプの分析では、各カラム個別の値ではなく、分析対象カラムの完全レコードに関する単純統
計が得られます。単純統計インジケーターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してくだ
さい。

この分析ではパターンを使ってすべてのパターンを基に完全レコードを検証するため、"すべて"のパ
ターンに⼀致する⾏数を単⼀の結果棒グラフに表⽰させることができます。

分析するカラムのセットを定義する⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析するカラムのセットを定義するには、次の⼿順を実⾏します。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Table Analysis] (テーブル分析)ノードを展開し、[Column Set Analysis] (カラムセット分析)
をクリックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックします。



単純テーブル分析の作成: カラムセット分析

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 153

5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドにカラム分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)を
クリックします。

分析するカラムのセットの選択

1. [DB connections] (DB接続)を展開します。

2. ⽬的のデータベースで分析するカラムを参照して選択し、[Finish] (終了)をクリックしてこ
の[New analysis] (新規分析)ウィザードを閉じます。

新規作成された分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis] (分析)の下にリスト表⽰され、定義された分析メタデータとともに分析エディター
が開きます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

3. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)タブをクリックし、対応するビューを開きます。[Select
columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックしてダイアログボックスを開
き、テーブルやカラムの選択を変更します。
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Studioでサポートされていないデータベースに(ODBCメソッドまたはJDBCメソッドを使って)接続する
よう選択した場合は、Javaエンジンを使って、選択したデータベースに作成されたカラム分析を実⾏す
ることをお勧めします。Javaエンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照し
てください。

4. 次のいずれかの操作を⾏います。

• [DB Connections] (DB接続)フォルダーを展開し、カタログまたはスキーマを参照して、分析
するカラムを含んでいるテーブルを指定します。または、

• [Table filter] (テーブルフィルター)フィールドあるいは[Column filter] (カラムフィルター)
フィールドに必要なテキストを⼊⼒し、テーブルやカラムのリストをフィルタリングします。
リストには、⼊⼒したテキストに対応するテーブルまたはカラムのみが表⽰されます。

この分析では重複を除いた行数と同じ行数を取得して統計が計算されるため、プライマリキーのカラ
ムを選択しないようお勧めします。

この例では、customerテーブル内の6セットのカラム、つまり⼝座番号(account_num)、教育
(education)、電⼦メールアドレス(email)、ファーストネーム(fname)、セカンドネーム(Iname)、
性別(gender)を分析し、⾏数、重複を除いた⼀意値の数、重複値の数を調べます。

5. テーブル名をクリックし、含まれているカラムをすべて[Column Selection] (カラム選択)ダイ
アログボックスの右にあるパネルにリスト表⽰します。

6. カラムリストで、分析するカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリックします。

テーブル全体で単純統計を⾏う場合は、すべてのカラムのチェックボックスを選択します。

選択されたカラムが分析エディターの[Analyzed Column] (分析対象カラム)に表⽰されます。
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7. 必要に応じて、[Connection] (接続)ボックスで他の接続を選択し、他のデータベースに接続す
るようにします。このボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータベース
名がリスト表⽰されます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているカラムが、新しく設定するデータ
ベース接続に存在しない場合は警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャンセルできます。

8. 必要に応じて、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれか
のカラムを右クリックし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択
します。選択されたカラムが、ツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

9. 必要に応じて、[Delete] (削除)、[Move Up] (上へ移動)、[Move Down] (下へ移動)の各ボタンを
使って分析対象カラムを管理します。

分析対象カラムにパターンを追加する⽅法

カラム分析のように特定のパターンに対して各カラムを検証するのではなく、分析対象カラムにパ
ターンを追加して全パターンを基に完全レコード(すべてのカラム)を検証することができます。結果
グラフは、使⽤されたパターンの総計を表す単⼀棒グラフとなります。このグラフには、"すべて"の
パターンに⼀致する⾏数が表⽰されます。

カラムセット分析で特定のパターンを使用できるようになる前に、Java用のパターン定義が存在しない場合
はパターン設定で手動で設定する必要があります。設定しない場合は警告メッセージが表示され、Java正規
表現の定義を設定するよう求められます。

前提条件:カラムセット分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エ
ディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムのセットを定義する方法」を参照してくだ
さい。

カラムセット分析にパターンを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 特定のパターンを基に検証するカラムの横にある アイコンをクリックします。

[Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスが表⽰されます。
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分析対象カラムに追加できるのは正規表現のみです。

正規表現は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューにある[Patterns] (パターン)フォルダーか
らカラム分析エディターにあるカラム名に直接ドロップできます。

追加するパターンのJava表現が存在しない場合は警告メッセージが表示され、Java用のパターン定義を
追加するよう求められます。[Yes] (はい)をクリックするとパターンエディターが開きます。Java正規表
現を追加し、分析対象カラムにパターンを追加する手順に進みます。

この例では、それぞれの分析対象カラムに該当するパターンを追加し、選択されたパターンを基
にそのカラムのデータを検証します。結果グラフに、⼀致または不⼀致の値のパーセンテージ、
および使⽤されたパターンの総計を⽰す値が表⽰されます。

2. [Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスで、選択したカラムに追加する正規表現
を参照します。

3. 選択されたカラムに追加する表現のチェックボックスを選択します。

4. [OK] をクリックします。

追加された正規表現は[Analyzed Columns] (分析対象カラム)リストの分析カラムの下に表
⽰され、[All Match] (すべて⼀致)インジケーターは[Indicators] (インジケーター)ビュー
の[Indicators] (インジケーター)リストに表⽰されます。
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カラムセット分析を完了させて実⾏する⽅法

このカラムセット分析を実⾏する前に、インジケーター、データフィルタ、分析パラメーターを定義
する作業が残っています。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、カラムセット分析が既に定義
されていること。詳細は、「分析するカラムのセットを定義する方法」および「分析対象カラムにパ
ターンを追加する方法」を参照してください。

1. 分析エディターで[Indicators] (インジケーター)をクリックし、該当するビューを開きます。
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単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに付属しています。単純統計⽤のイン
ジケーターについての詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してください。

2. オプションアイコン をクリックしてダイアログボックスを開き、⾃分のニーズに合わせて各
インジケーターのオプションを設定します。

インジケーター管理の詳細は、「インジケーター」を参照してください。

3. 分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックし、ビューを開いてSQL
"WHERE"句でデータをフィルタリングします。

4. [Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビューをクリックし、[Number of connections per
analysis] (分析ごとの接続数)フィールドで、選択されたデータベース接続に対して許可する分
析ごとの同時接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートされ
る同時接続数に基づいて⾏います。
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5. [Execution engine] (実⾏エンジン)リストで、分析の実⾏に使⽤するエンジンを選択します。

• Javaエンジンを選択し、次のチェックボックスを選択します。

チェックボックス 動作
Allow drill down (ドリルダウ
ン許可)

[Analysis Results] (分析結果)ビューで、[Row Count] (⾏カウント)を除く
すべてのインジケーターの結果をドリルダウンできます。

Store data (データの格納) 分析されたデータをローカルに格納するため、[Analysis Results] (分析結
果) > [Data] (データ)ビューでアクセスできます。

Allow drill down and Store
data (ドリルダウン許可とデー
タの格納)

[Analysis Results] (分析結果)ビューでインジケーターの結果をドリルダウ
ンできるほか、分析データを[Analysis Results] (分析結果) > [Data] (データ)
ビューに格納できます。

[Max number kept per indicator] (インジケーターごとに維持する最⼤⾏数)フィールドを
使って、ドリルダウンするデータ⾏数を決定します。分析結果の詳細は、「分析結果と分析さ
れたデータにアクセスする方法」を参照してください。

• SQLエンジンを選択し、分析されたすべての⾏のリストをローカルに格納する場合は[Store
data] (データの格納)チェックボックスを選択します。

このリストは[Analysis Results] (分析結果) > [Data] (データ) ビューでアクセスできます。詳
細は、「分析結果と分析されたデータにアクセスする方法」を参照してください。

分析しているデータが⾮常に⼤きい場合は、分析計算の最後に分析されたデータを格納せずに分析結
果のみが得られるよう、[Store data] (データの格納)チェックボックスを選択しないことをお勧めし
ます。

6. 分析エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して分析を実⾏します。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、カラムセット分析の結果グラフが表⽰
されます。
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このグラフ結果では、各カラム個別の値ではなく、分析対象カラムの完全レコードに関する単純
統計が得られます。

分析するカラムのセットのコンテンツに⼀致させるためにパターンを使う場合は、使⽤するパ
ターンの総計を基に⼀致結果と⾮⼀致結果を表すグラフが表⽰されます。
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分析結果と分析されたデータにアクセスする⽅法

前提条件:カラムセット分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エ
ディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムのセットを定義する方法」および「分析対
象カラムにパターンを追加する方法」を参照してください。

より詳細な分析結果のビューにアクセスするには、次の操作を⾏います。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックします。

該当するビューが表⽰されます。ここに、分析結果がテーブルとグラフで表⽰されます。

2. Simple Statistics (単純統計)テーブルで、インジケーター結果を右クリックして[View Rows]
(⾏の表⽰)または[View Values] (値の表⽰)を選択し、分析されたデータのリストを開きます。

分析エディターで[Allow drill down] (ドリルダウン許可)チェックボックスを選択していない場
合、分析されたデータはドリルダウンできません。詳細は、「カラムセット分析を完了させて実
行する方法」を参照してください。

3. [Data] (データ)ビューで[Filter Data] (データのフィルタリング)をクリックし、使⽤されるパ
ターンに基いて有効な値および無効な値をフィルタリングします。
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詳細は、「パターンを基にデータをフィルタリングする方法」を参照してください。

分析されたデータを[Data] (データ)ビューに格納するには、分析エディターで[Store data]
(データの格納)チェックボックスを選択します。詳細は、「カラムセット分析を完了させて実行
する方法」を参照してください。

パターンを基にデータをフィルタリングする⽅法

パターン群を基にカラムのセットを分析し、"すべて"のパターンに⼀致または⼀致しない⾏の結果が
得られたら、使⽤されたパターンに応じて有効なデータまたは無効なデータをフィルタリングできま
す。

前提条件:カラムセット分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エ
ディターで開かれていること。詳細は、「分析するカラムのセットを定義する方法」および「分析対
象カラムにパターンを追加する方法」を参照してください。

カラムセット分析の結果データをフィルタリングするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、
詳細な結果ビューを開きます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

2. [Data] (データ)をクリックし、該当するテーブルを開きます。

このテーブルには、分析カラムで実際に分析されたデータがリスト表⽰されます。

3. テーブルの上部にある[Filter Data] (データのフィルタリング)をクリックします。

ダイアログボックスが開き、カラムセット分析で使⽤されたパターンがすべてリスト表⽰されま
す。
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4. データをフィルタリングするパターンのチェックボックスを選択し、ニーズに基づいて表⽰オプ
ションを選択します。

5. 分析されたすべてのデータを表⽰させる場合は[All data] (すべてのデータ)を、パターンに⼀致
するデータのみを表⽰させる場合は[matches] (⼀致)を、選択されたパターンに⼀致しないデー
タを表⽰させる場合は[non-matches] (不⼀致)を選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

この例では[Email Address] (電⼦メールアドレス)パターンを基にフィルタリングされており、⼀
致しないデータのみ表⽰されています。

選択されたパターンに⼀致しない電⼦メールアドレスはすべて⾚で表⽰されます。値が存在しな
いデータ⾏は背景が⾚く表⽰されます。

6.2.1.2. 単純テーブル分析からカラム分析を作成する⽅法

単純テーブル分析(カラムセット分析)で定義したカラムに、カラム分析を作成できます。

前提条件:単純テーブル分析が、StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エ
ディターで定義されていること。

単純テーブル分析で定義したカラムにカラム分析を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 単純テーブル分析が開きます。
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2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、カラム分析を作成するカラムを右クリックし
ます。

3. コンテキストメニューで[Column analysis] (カラム分析)を選択します。

[New Analysis] (新規分析)ウィザードが開きます。

4. [Name] (名前)フィールドに新しいカラム分析の名前を⼊⼒し、[Next] (次へ)をクリックして次
の⼿順に進みます。

定義されたメタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析⽤のフォルダー
が[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)フォルダーの下にリス
ト表⽰されます。

5. 「データベースでのカラムの分析」の⼿順に従い、カラム分析の作成を続けます。

6.2.2. SQLビジネスルールを持つテーブル分析を作成する
⽅法
WHERE句に基づいてSQLビジネスルールをセットアップし、それらをインジケーターとしてテーブ
ル分析に追加できます。また、SQLビジネスルールのインジケーターの値に、期待されるしきい値を
定義することもできます。定義された範囲は、選択されたテーブルにあるデータの品質を測定するた
めに使⽤されます。
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また、データベースのビューにSQLビジネスルールを作成することもできます。⼿順はテーブルの場合とまっ
たく同じです。詳細は、「結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」を参照してく
ださい。

Javaエンジンを使って、⼤規模なデータセットや多くの問題を含むデータでカラムセット分析を実⾏する場
合、最⼤メモリサイズのしきい値を定義することをお勧めします。定義しない場合、Javaヒープエラーが発
⽣することがあります。詳細は、「最大メモリサイズしきい値の定義」を参照してください。

6.2.2.1. SQLビジネスルールを作成する⽅法

SQLビジネスルールは、WHERE句を伴う単純なルールとなる場合もあります。また、結合条件を
伴って、データベースカラム間で共通する値を組み合わせて結果データセットを出⼒させることもで
きます。

単純なビジネスルールによるテーブル分析の例は、「単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作
成する方法」を参照してください。結合条件を持つビジネスルールによるテーブル分析の例は、「結
合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

ビジネスルールの作成

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Rules] (ルール)
の順に展開します。

2. [SQL]を右クリックします。

3. コンテキストメニューで[New Business Rule] (新しいビジネスルール)を選択し、[New
Business Rule] (新しいビジネスルール)ウィザードを開きます。
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例として、定義されたテーブルのageカラムにリスト表⽰されている全顧客の年齢に⼀致する
ルールを作成すると考えてみましょう。年齢レコードをすべてフィルタリングし、指定基準を満
たすものを特定します。

4. [Name] (名前)フィールドに、この新しいSQLビジネスルールの名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 該当するカラムに他のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリックし
ます。
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6. [Where clause] (Where句)フィールドに、分析で使⽤するWHERE句を⼊⼒します。

この例では、WHERE句は顧客年齢が18歳を超えるレコードと⼀致させるために使⽤されます。

7. [Finish] (終了)をクリックし、[New Business Rule] (新しいビジネスルール)ウィザードを閉じ
ます。

この新しいSQLビジネスルール⽤のサブフォルダーが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリー
ビュー内の[Rules] (ルール)フォルダーの下に表⽰されます。定義されたメタデータとともに
SQLビジネスルールエディターが開きます。

SQLビジネスルールエディターでは、[Data quality rule] (データ品質ルール)ビューで直接WHERE句を
変更したり、新しいWHERE句を追加することができます。

8. 必要に応じて、[Criticality Level] (重要度レベル)フィールドに値を設定します。

この値は、SQLビジネスルールの重要性を測るインジケーターとして機能します。

結合条件の作成

この⼿順は必須です。結合条件なしでビジネスルールを作成するよう決定し、テーブル分析で
WHERE句だけを使ってこのルールを使⽤できます。
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単純なビジネスルールによるテーブル分析の例は、「単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作
成する方法」を参照してください。結合条件を持つビジネスルールによるテーブル分析の例は、「結
合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

1. SQLビジネスルールエディターで、[Join Condition] (結合条件)をクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. [+]ボタンをクリックし、[Join Condition] (結合条件)テーブルに⾏を追加します。

3. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)フォルダーを展開
し、結合条件を作成するテーブルのカラムを参照します。

この結合条件は、テーブルAとテーブルBにある特定のカラムで⽐較演算⼦を使い、両カラムの
関係を定義します。この例では、結合条件がnameという共通のカラムを持つPersonテーブル
とPerson_Refテーブルにある "name" (名前)値を⽐較します。

JOIN句を定義する際は注意が必要です。結果をわかりやすくするため、結合されたテーブルに重複値が
含まれないようにすることをお勧めします。詳細は、「結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル
分析を作成する方法」を参照してください。

4. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからJoin Condition (結合条件)テーブルにカラ
ムをドラッグします。

ダイアログボックスが開き、そのカラムの配置場所としてTableAとTableBのいずれかを選択す
るよう求められます。

5. テーブルにある2つのカラム間で⽐較条件演算⼦を選択し、変更を保存します。

分析エディターで、新規作成されたこのSQLビジネスルールを"age" (年齢)カラムを持つテーブ
ルにドロップできるようになります。分析を実⾏すると、2番⽬のカラムへの結合は⾃動的に⾏
われます。

ビジネスルールの追加先となるテーブルには、SQLビジネスルールで使用されるカラムが少なくとも1つ
含まれていることが必要です。

テーブル分析でSQLビジネスルールをインジケーターとして使⽤する詳細は、「SQLビジネスルール
を持つテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

6.2.2.2. SQLビジネスルールを編集する⽅法

SQLビジネスルールを編集するには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Rules] (ルール)
> [SQL]の順に展開します。

2. 開くSQLビジネスルールを右クリックし、コンテキストメニューから[Open] (開く)を選択しま
す。

SQLビジネスルールエディターが開き、ルールメタデータが表⽰されます。

3. 必要に応じて、ビジネスルールのメタデータやWHERE句を変更します。

4. エディターの⼀番上にある保存アイコンをクリックして、変更を保存します。

定義に従ってSQLビジネスルールが変更されます。

6.2.2.3. 単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する⽅法

SQLビジネスルールを使って、データベースのテーブルやビューで分析を作成できます。分析の作成
⼿順はテーブルの場合もビューの場合も同じです。

前提条件:
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• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、SQLビジネスルールが少なくとも1つ
作成されていること。SQLビジネスルールの作成についての詳細は、「SQLビジネスルールを作成
する方法」を参照してください。

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくとも1つ設
定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

この例では、「SQLビジネスルールを作成する方法」で作成されたSQLビジネスルールを、ageカラ
ムを含んでいるtop_customテーブルに追加します。このSQLビジネスルールは18歳を超える顧客を
定義し、顧客年齢と⼀致させます。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Table Analysis] (テーブル分析)ノードを展開し、[Business Rule Analysis] (ビジネスルール分
析)を選択します。
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4. [Next] (次へ)ボタンをクリックし、次の⼿順に進みます。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリッ
クします。
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分析するテーブルの選択

1. [DB Connections] (DB接続)を展開し、分析するテーブルを参照して選択します。

2. [Finish] (終了)をクリックし、[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードを閉じま
す。

[New Analysis] (新規分析)ウィザードで[Next] (次へ)ボタンをクリックすると、現在の分析に追加する
データ品質ルールを直接選択できます。この操作はまた、次の⼿順にあるように[Analyzed Tables] (分
析されたテーブル)ビューの後の段階で選択することもできます。

新規作成されたテーブル分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
内の[Analyses] (分析)フォルダーの下にリスト表⽰され、定義されたメタデータとともに分析エ
ディターが開きます。
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3. [Analyzed Tables] (分析されたテーブル)タブをクリックして[Analyzed Tables] (分析された
テーブル)ビューを開きます。

4. 必要に応じて、[Select tables to analyze] (分析するテーブルを選択)をクリックして[Table
Selection] (テーブル選択)ダイアログボックスを開き、選択を変更したり新しいテーブルを選択
します。

5. [DB Connections] (DB接続)を展開し、分析するテーブルを参照します。
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[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに必要なテ
キストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストには、⼊⼒したテ
キストに対応するテーブルまたはカラムのみが表⽰されます。

6. テーブル名の横にあるチェックボックスを選択し、[OK]をクリックします。

選択されたテーブルが[Analyzed Tables] (分析されたテーブル)ビューにリスト表⽰されます。

[Connection] (接続)ボックスで他の接続を選択すると、他のデータベースに接続できます。この
ボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータベース名がリスト表⽰されま
す。[Analyzed Tables] (分析されたテーブル)ビューに表⽰されているテーブルが、新しく設定するデー
タベース接続にない場合は警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャンセルできます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックして[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

ビジネスルールの選択
1. SQLビジネスルールを追加するテーブル名の横にある アイコンをクリックします。

[Business Rule Selector] (ビジネスルールの選択)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Rules] (ルール)フォルダーを展開し、該当するテーブルに使⽤する、事前定義されたSQLビジ
ネスルールのチェックボックスを選択します。

3. [OK] をクリックします。
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選択されたビジネスルールが、[Analyzed Tables] (分析されたテーブル)ビューのテーブル名の
下にリスト表⽰されます。

また、ビジネスルールは[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから分析エディターのテーブル
に直接ドラッグすることもできます。

4. 必要に応じて、ビジネスルールを右クリックし、[View executed query] (実⾏したクエリの表
⽰)を選択します。

StudioでSQLエディターが開き、クエリが表⽰されます。

5. 分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックするとビューが開き、分析された
テーブルのデータにフィルタを設定できます。

6. テーブル分析を保存し、F6を押して実⾏します。

情報メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。右にある[Graphics] (グラフ)
パネルに、テーブル分析の結果が表⽰されます。

7. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)をクリックし、詳細な結果ビューに
切り替えます。
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選択されたテーブルの年齢レコードはすべて、定義されているSQLビジネスルールを基に評価さ
れます。分析結果には2つの棒グラフチャートがあります。最初のチャートは、⾏カウントイン
ジケーターで、分析されたテーブルにある⾏数を表⽰します。2番⽬のチャートは⼀致および⾮
⼀致インジケーターで、"分析された結果セット"からの年齢レコードのうち、基準に⼀致しない
もの(つまり18歳未満のレコード)を⾚で⽰します。

8. 2番⽬のテーブルにあるビジネスルール結果を右クリックするか、チャート⾃体の結果棒グラフ
を右クリックして、次のオプションを選択します。

オプション 動作
View valid rows (有効な⾏を表
⽰)

選択したテーブルで使⽤したパターンを基に測定された有効なすべての⾏のリ
スト(SQLエディター内)にアクセスします。

View invalid rows (無効な⾏を
表⽰)

選択したテーブルで使⽤したパターンを基に測定された無効なすべての⾏のリ
スト(SQLエディター内)にアクセスします。

Analyze duplicates (重複値の
分析)

テーブル内に重複値があればそれを分析する既製分析を⽣成し、⾏カウントと
重複カウントを出⼒します。詳細は、「重複を分析できるよう結合結果で分析
を生成する方法」を参照してください。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの詳細は、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方
法」を参照してください。

ダイレクトでよりシンプルな⽅法でテーブル分析を実⾏できます。詳細は、「ショートカット手
順でSQLビジネスルールを持つテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

6.2.2.4. 結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成す
る⽅法

場合によっては、データベースにある2つのテーブルのレコードを結び付けるJOIN句を持つSQLビジ
ネスルールを使って、データベーステーブルやビューを分析しなければならないことがあります。
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このJOIN句は2つのカラム間で共通値を⽐較し、結果データセットを出⼒します。このセットにある
データはその後、ビジネスルールを基に分析されます。

分析されたデータとJOIN句そのものに応じて、⼀致数 + 不⼀致数 > ⾏カウント数、⼀致数 + 不⼀致
数 < ⾏カウント数、⼀致数 + 不⼀致数 = ⾏カウント数など、結合結果は多岐にわたります。

次の例で、結合結果にあるデータセットが⾏カウント(⼀致数 + 不⼀致数 > ⾏カウント数)よりも⼤き
いケース、つまり処理されたデータに重複値が存在する場合を詳細に説明します。

前提条件:

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、SQLビジネスルールが少なくとも1つ
作成されていること。SQLビジネスルールの作成についての詳細は、「SQLビジネスルールを作成
する方法」を参照してください。

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくとも1つ設
定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

この例では、「SQLビジネスルールを作成する方法」で作成されたSQLビジネスルールを、ageカ
ラムとnameカラムを含んでいるPersonテーブルに追加します。このSQLビジネスルールは18歳を
超える顧客を定義し、顧客年齢と⼀致させます。ビジネスルールにはまた、Person (⼈)テーブル
とPerson_Refという他のテーブル間でname (名前)という共通のカラムを分析し、"name" (名前)値を
⽐較する結合条件も含まれます。

両テーブルの画像は次のとおりです。

2つのテーブル間の結合条件の結果は次のようになります。

この例のように、結果に重複⾏が出⼒されることがあります。それによって分析の結果が若⼲わかり
にくくなることがあります。ここでは、ビジネスルールに⼀致するテーブルの⾏の分析ではなく、ビ
ジネスルールによって与えられた結果セットでの分析を実⾏します。分析結果の詳細な説明は、セク
ションの最後を参照してください。

1. 「単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」の⼿順に従い、テーブル分析を定
義し、分析するテーブルを選択します。

選択されたテーブルが[Analyzed Tables] (分析されたテーブル)ビューにリスト表⽰されます。
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2. テーブル名の横にある アイコンをクリックし、結合条件を持つビジネスルールを選択された
テーブルに追加します。

このビジネスルールには、異なる2つのテーブル間で共通のカラムを分析し、"name" (名前)値を
⽐較する結合条件が含まれます。SQLビジネスルールの詳細は、「SQLビジネスルールを作成す
る方法」を参照してください。

3. テーブル分析を保存し、F6を押して実⾏します。

情報メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。右にある[Graphics] (グラフ)
パネルに、テーブル分析の結果が表⽰されます。
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選択されたテーブルの年齢レコードはすべて、定義されているSQLビジネスルールを基に評価さ
れます。分析結果には2つの棒グラフチャートがあります。最初のチャートは、⾏カウントイン
ジケーターで、分析されたテーブルにある⾏数を表⽰します。2番⽬のチャートは⼀致および⾮
⼀致インジケーターで、"分析された結果セット"からの年齢レコードのうち、基準に⼀致しない
もの(つまり18歳未満のレコード)を⾚で⽰します。

分析結果にある[Business Rule Statistics] (ビジネスルール統計)棒グラフチャートの理解を⾼める
には、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターで、ビジネスルールを右クリックし、[View executed query] (実⾏したクエリ
の表⽰)を選択します。
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StudioでSQLエディターが開きます。

2. エディターの上部にあるクエリを次のように変更します:SELECT * FROM
`person_joins`.`PERSON`  PERSON  JOIN  `person_joins`.`PERSON_REF`  PERSON_REF  ON

(PERSON.`name`=PERSON_REF.`name`)

これで、結合条件の結果データセットがエディターにリスト表⽰されるようになります。

3. エディターの左上にある アイコンをクリックし、クエリを実⾏します。
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クエリ結果である分析された結果セットが、エディターの下半分にリスト表⽰されます。

4. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、分析結果の詳細
ビューを開きます。

分析された結果セットに含まれている⾏が、分析されたテーブルよりも多い(または少ない)場
合があります。この例では、2つのテーブルの結合で予測を超える⾏が⽣成されたため、⼀致レ
コードと不⼀致レコードの数(5 + 2 = 7)が、分析されたレコードの数(6)を上回っています。

ここでは、5⾏(71.43%)がビジネスルールと⼀致し、2⾏が⼀致していません。結合によって重
複⾏が⽣成されるため、この結果は、分析されたテーブルの5⾏がビジネスルールに⼀致してい
るという意味ではありません。結果セットの7⾏のうち5⾏がビジネスルールに⼀致しているとい
う意味です。実際、分析されたテーブルの⼀部の⾏はビジネスルールを基にした分析さえ⾏われ
ません。これは、結合でこれらの⾏が除外される時に発⽣します。このため、分析された結果で
結合が⾏を削除したり追加したりしないよう、ビジネスルールの結合で使⽤されるカラムで重複
値を調べることをお勧めします。重複値を調べなければ、結果の解釈はさらに複雑になります。

結果詳細ビューの詳細は、「分析結果の詳細ビューにアクセスする方法」を参照してください。

[Analysis Results] (分析結果)ビューで、⼀致レコードと不⼀致レコードの数が分析されたレコードを上
回る場合は、選択されたテーブルで重複値を分析する既製の分析を⽣成できます。詳細は、「分析結果
の詳細ビューにアクセスする方法」を参照してください。

6.2.2.5. 分析結果の詳細ビューにアクセスする⽅法

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、SQLビジネスルールを持ち、
結合条件を持つこともあるテーブル分析が定義および実⾏されていること。詳細は、「結合条件を持
つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」を参照してください。

SQLビジネスルールを使⽤するテーブル分析のさらに詳細なビューにアクセスするには、次の⼿順を
実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。
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詳細な分析結果ビューに、選択されたテーブルにある分析された⾏数と、SQLビジネスルールに
⼀致する⾏と⼀致しない⾏のパーセンテージを⽰す2つの棒グラフチャートが表⽰されます。棒
グラフチャートにも、統計結果を詳しく説明するテーブルが作成されます。

結合条件がSQLビジネスルールで使⽤される場合、結合⾏数(⼀致数 + ⾮⼀致数)が、分析された⾏数(⾏
カウント)と異なることがあります。詳細は、「結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作
成する方法」を参照してください。

2. 最初のテーブルで[Row Count] (⾏カウント)⾏を右クリックし、[View rows] (⾏の表⽰)を選択
します。

StudioでSQLエディターが開き、分析された⾏のリストが表⽰されます。
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3. 2番⽬のテーブルにあるビジネスルール結果を右クリックするか、チャート⾃体の結果棒グラフ
を右クリックして、次のオプションを選択します。

オプション 動作
View valid rows (有効な⾏を表
⽰)

選択したテーブルで使⽤したパターンを基に測定された有効なすべての⾏のリ
スト(SQLエディター内)にアクセスします。

View invalid rows (無効な⾏を
表⽰)

選択したテーブルで使⽤したパターンを基に測定された無効なすべての⾏のリ
スト(SQLエディター内)にアクセスします。

Analyze duplicates (重複値の
分析)

テーブル内の重複値を分析する既製分析を⽣成し、⾏カウントと重複カウント
を出⼒します。詳細は、「重複を分析できるよう結合結果で分析を生成する方
法」を参照してください。

次の図は、分析されたテーブルの無効な⾏のリストです。

4. SQLエディターのツールバーにある保存アイコンをクリックすると、SQLビジネスルールで実⾏
されたクエリーが保存され、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライ
ブラリ) > [Source Files] (ソースファイル)フォルダーの下にリスト表⽰されます。

詳細は、「インジケーターで実行したクエリの保存」を参照してください。
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6.2.2.6. 重複を分析できるよう結合結果で分析を⽣成する⽅法

場合によっては、JOIN句を含んでいるSQLビジネスルールを使ってデータベーステーブルを分析す
ると、分析テーブルよりも結合のほうに多くの⾏が存在するという結果が出ることがあります。これ
は、分析されたテーブルに重複するレコードがいくつか含まれていること理由です。「結合条件を持
つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」でその例を参照してください。

既製分析を⽣成し、そのような重複レコードを分析することができます。この分析の結果によって、
テーブルよりも結合結果のほうに多くのレコードが存在する理由をさらに理解できるようになりま
す。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、SQLビジネスルールとともに
結合条件も持つテーブル分析が定義および実⾏されていること。テーブルに重複値があることが結合
結果に⽰される必要があります。詳細は、「結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作
成する方法」を参照してください。

テーブルにある重複レコードを分析する分析を⽣成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「結合条件を持つSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する方法」の⼿順に従い、分析
を作成して重複レコードを含んでいるテーブルで実⾏した後、分析エディターの下部にあ
る[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックします。

2. 2番⽬のテーブルにある結合結果を右クリックし、[Analyze duplicates] (重複の分析)を選択し
ます。

[Column Selection] (カラム選択)ダイアログボックスが開き、デフォルトで選択された分析済
みのテーブルが表⽰されます。

3. 必要に応じてダイアログボックスの選択項⽬を変更し、[OK]をクリックします。
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カラム分析が2つ⽣成され、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analysis] (分
析)フォルダーの下にリスト表⽰されます。Studioの、⽣成された分析の設定で、分析データが
開きます。

4. F6を押して分析を実⾏します。
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分析結果に2つの棒グラフが表⽰されます。1つは分析対象カラムにあるデータレコードの⾏カウ
ントを表し、もう1つは重複カウントを表します。

5. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)をクリックし、詳細な結果ビューに
アクセスします。

6. テーブル内の⾏カウントまたは重複カウントを右クリックするか、チャート⾃体の結果棒グラフ
を右クリックして、次のオプションを選択します。

オプション 動作
View rows (⾏を表⽰) 分析対象カラムの全データ⾏、または重複⾏のリストでビューを開きます。
View values (値を表⽰) 分析対象カラムの重複データ値のリストでビューを開きます。

6.2.2.7. ショートカット⼿順でSQLビジネスルールを持つテーブル分
析を作成する⽅法

単純な⽅法を使って、事前定義されたビジネスルールでテーブル分析を作成できます。必要な操作
は、該当する[DB Connection] (DB接続)フォルダーの下にあるテーブル名から開始するだけです。

前提条件:

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、SQLビジネスルールが少なくとも1つ
作成されていること。

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくとも1つ設
定されていること。

SQLビジネスルールの作成についての詳細は、「SQLビジネスルールを作成する方法」を参照してく
ださい。

ショートカット⼿順でSQLビジネスルールによるテーブル分析を作成するには、次の⼿順を実⾏しま
す。

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開し、分析するテーブルを参照します。

2. テーブル名を右クリックし、リストから[Table analysis] (テーブル分析)を選択します。

[New Table Analysis] (新規テーブル分析)ウィザードが表⽰されます。
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3. 該当するフィールドに新しい分析のメタデータを⼊⼒し、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順
に進みます。

4. [Rules] (ルール) > [SQL]フォルダーの順に展開し、該当するテーブルに使⽤する、事前定義され
たSQLビジネスルールのチェックボックスを選択します。

5. [OK]をクリックし、次の⼿順に進みます。

選択されたビジネスルールとともに、テーブル名が[Analyzed Tables] (分析されたテーブル)
ビューにリスト表⽰されます。
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6. 必要に応じて、分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックするとビューが開
き、分析されたテーブルのデータにフィルタを設定できます。

7. テーブル分析を保存し、F6を押して実⾏します。

情報メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。右にある[Graphics] (グラフ)
パネルに、テーブル分析の結果が表⽰されます。

6.2.3. テーブルカラムでの異常の検出: カラム関数依存分
析
この分析タイプでは、カラムを"決定要素"または"依存"として定義し、依存カラムにある値を決定要
素カラムと対⽐して分析することで、カラムの依存関係に存在する異常を検出できます。

この分析タイプでは、決定要素カラムの値が依存カラムにある他の値を関数で決定する程度を検出し
ます。

それによって、データ内の問題(有効でない値など)を特定できるようになります。たとえば、⽶国
のZIPコードを含んでいるカラムと、⽶国の州を含んでいるカラムの間にある依存関係を分析する場
合、同じZIPコードは常に州が同じであることが必要です。この2つのカラムに関数依存分析を実⾏す
ると、この関数依存で違反が存在するかどうかが表⽰されます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Table Analysis] (テーブル分析)ノードを展開し、[Functional Dependency] (関数依存)を選択
します。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックし、次の⼿順に進みます。
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5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリッ
クします。

カラムの選択と関数依存分析の実⾏

1. [DB connections] (DB接続)を展開し、分析するカラムを参照して選択し、[Finish] (終了)をク
リックして[New Analysis] (新規分析)ウィザードを閉じます。

新規作成された関数依存分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
内の[Analysis] (分析)の下にリスト表⽰され、定義されたメタデータとともに分析エディターが
開きます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

2. [Analyzed Column Set] (分析対象カラムのセット)タブをクリックし、該当するビューを開きま
す。

3. [Determinant columns:Select columns from set A] (決定要素のカラム: セットAのカラムを
選択)をクリックし、[Column Selection] (カラム選択)ダイアログボックスを開きます。

ここで、依存カラムにある値を基に分析するカラムの最初のセットを選択できます。また、カラ
ムは[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから左のカラムパネルに直接ドラッグする
こともできます。

この例では、cityカラムに存在するレコードとstate_provinceカラムに存在するレコードを相互評
価し、州名がリスト表⽰されている都市名に⼀致するかどうか(またはその逆)を調べます。
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4. [Column Selection] (カラム選択)ダイアログボックスで[DB connections] (DB接続)を展開し、
決定要素カラムとして定義するカラムを参照します。

[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに必要なテ
キストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストには、⼊⼒したテ
キストに対応するテーブルまたはカラムのみが表⽰されます。

5. 分析するカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリックし、次の⼿順に進みます。

選択されたカラムが、[Analyzed Columns Set] (分析対象カラムのセット)ビューの[Left
Columns] (左のカラム)パネルに表⽰されます。この例では、cityカラムを決定要素カラムとして
選択します。

6. 依存カラムについても同じ⽅法で選択するか、[DQ Repository](DQリポジトリ)ツリービューか
ら[Right Columns] (右のカラム)パネルにドラッグします。この例では、state_provinceカラム
を依存カラムとして選択します。この関係では、州名が、リスト表⽰されている都市名と⼀致す
るかどうかが表⽰されます。
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[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックして[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

7. [Reverse columns] (カラムの反転)タブをクリックすると定義されたカラムが⾃動的に反転し、
どの都市名がリスト表⽰されている州名と⼀致するかという反対の関係を評価するようになりま
す。

[Connection] (接続)ボックスで他の接続を選択すると、他のデータベースに接続できます。この
ボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータベース名がリスト表⽰されま
す。[Analyzed Columns Set] (分析対象カラムのセット)ビューにリスト表⽰されているカラムが、新し
く設定するデータベース接続に存在しない場合は警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャン
セルできます。

8. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して現在の分析を実⾏します。

進⾏状況メッセージが開き、操作が進⾏中であることが表⽰されます。カラムの関数依存分析の
結果は[Analysis Results] (分析結果)ビューに表⽰されます。

[Analysis Results] (分析結果)ビューの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラ
メーターによって異なります。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してくださ
い。

この関数依存分析は、cityカラムに存在するレコードとstate_provinceカラムに存在するレコード
を相互評価し、都市名がリスト表⽰されている州名と⼀致するかどうか(またはその逆)を調べま
す。%Matchカラムに返される結果は、各決定要素カラムの関数依存の強さを⽰します。⼀致し
ないレコードは⾚で⽰されます。

結果テーブルの#Matchカラムには、各分析対象カラムの重複を除いた決定要素値の数がリスト
表⽰されます。分析結果の#rowカラムには、決定要素属性と依存属性の間にある実際の関係が
リスト表⽰されます。この例では、結果テーブルの最初の⾏にある#Matchは重複を除いた都市
の数を表し、#rowは重複を除いたペア(cityとstate_province)を表します。この2つの数値が同
等ではないため、ここでの関数依存関係は部分的なもので、その⽐率(%Match)は実際の関数依
存の強さを測定するものです。この2つの数値が均等であれば、関数依存関係が"厳格"になるこ
とから、1つの都市は1つの州とのみ表⽰されるようになります。

2つの分析対象カラムのいずれかにNULL値が存在する場合は、"依存関係の強さ"が弱まります。システ
ムはNULL値を無視せず、関数依存に違反する値として計算します。

9. [Analysis Results] (分析結果)で、いずれかの依存関係の⾏を右クリックし、次のオプションを
選択します。

オプション 動作
View valid/invalid rows (有効
な⾏/無効な⾏を表⽰)

関数依存分析を基に測定した有効な⾏、または無効な⾏のリスト(SQLエディ
ター内)にアクセスします。
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View valid/invalid values (有
効な値/無効な値を表⽰)

関数依存分析を基に測定した有効な値、または無効な値のリスト(SQLエディ
ター内)にアクセスします。

View detailed valid/detailed
invalid values (有効な値の詳
細/無効な値の詳細を表⽰)

関数依存分析を基に測定した有効な値、または無効な値の詳細なリスト(SQLエ
ディター内)にアクセスします。

SQLエディターのエディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると、実⾏されたクエリを保
存し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソー
スファイル)フォルダーの下にリスト表⽰させることができます。詳細は、「インジケーターで実行した
クエリの保存」を参照してください。

6.2.4. 単純テーブル分析からのカラム分析の作成
単純テーブル分析(カラムセット分析)で定義したカラムに、カラム分析を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターで、単純テーブ
ル分析が定義されていること。

単純テーブル分析で定義したカラムにカラム分析を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 単純テーブル分析が開きます。

2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、カラム分析を作成するカラムを右クリックし
ます。

3. コンテキストメニューで[Column analysis] (カラム分析)を選択します。
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[New Analysis] (新規分析)ウィザードが開きます。

4. [Name] (名前)フィールドに新しいカラム分析の名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックして
次の⼿順に進みます。

定義されたメタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析⽤のフォルダー
が[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)フォルダーの下にリス
ト表⽰されます。

5. 「データベースでのカラムの分析」の⼿順に従い、カラム分析の作成を続けます。

6.3. 区切りファイル内のテーブルの分析
区切りファイル内にあるカラムのセットのコンテンツを分析できます。このセットは、定義された
テーブルやテーブル全体の⼀部のカラムしか表現していない場合があります。

その場合はJavaエンジンを使って、作成された分析を実⾏できます。

6.3.1. パターンを使って区切りファイルでカラムセット分
析を作成
この分析タイプでは、特定のカテゴリに該当するレコードの数(⾏数、NULL値の数、重複を除いた
⼀意値の数、重複値の数、空⽩フィールドの数など)で単純統計が⾏われます。これらのインジケー
ターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してください。

また、この分析タイプにパターンを追加し、"すべて"のパターンに⼀致する⾏数を単⼀の結果棒グラ
フに表⽰させることもできます。

6.3.1.1. 区切りファイル内で分析するカラムのセットを定義する⽅法
前提条件:Studioので、区切りファイルへの接続が少なくとも1つ設定されていること。詳細
は、「データベースへの接続」を参照してください。

この分析タイプを実行するときは、分析するカラムのセットにプライマリキーのカラムを含めないようにして
ください。

分析するカラムのセットを定義するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。
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[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Table Analysis] (テーブル分析)フォルダーを展開し、[Column Set Analysis] (カラムセット分
析)をクリックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックし、次の⼿順に進みます。
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5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドにカラム分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。
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7. [FileDelimited]接続を展開し、分析するカラムのセットを参照します。

8. 分析するカラムを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてこの[New analysis] (新規分析)ウィ
ザードを閉じます。

定義された分析メタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析⽤のフォルダー
が[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)の下に表⽰されます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

9. 必要に応じて、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューの[Connection] (接続)ボックスで
他の接続を選択します。このボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータ
ベース名がリスト表⽰されます。

デフォルトでは、前の⼿順で選択した区切りファイル接続が[Connection] (接続)ボックスに表
⽰されます。

10. 必要に応じて、[Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックしてダ
イアログボックスを開き、カラムの選択を変更します。
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[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに必要なテ
キストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストには、⼊⼒したテ
キストに対応するテーブルまたはカラムのみ表⽰されます。

11. カラムリストで、分析するカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリックし、次の⼿順
に進みます。

この例では、区切りファイル内の6セットのカラム、つまり⼝座番号 (account_num)、教育
(education)、電⼦メールアドレス(email)、ファーストネーム(fname)、セカンドネーム(Iname)、
性別(gender)を分析します。⾏数、重複を除いた⼀意値の数、重複値の数を識別します。

12. [Delete] (削除)、[Move Up] (上へ移動)、[Move Down] (下へ移動)の各ボタンを使い、分析対象カ
ラムを管理します。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右クリッ
クし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択されたカラ
ムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。
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6.3.1.2. 区切りファイル内の分析対象カラムにパターンを追加する⽅
法

ここで、カラム分析の場合のように特定のパターンを基に各カラムを検証するためではなく、全パ
ターンを基に完全レコード(すべてのカラム)を検証するために分析対象カラムにパターンを追加で
きます。結果グラフは、使⽤されたパターンの総計を表す単⼀棒グラフとなります。このグラフに
は、"すべて"のパターンに⼀致する⾏数が表⽰されます。

カラムセット分析で特定のパターンを使用できるようになる前に、Java用のパターン定義が存在しない場合
はパターン設定で手動で設定する必要があります。設定しない場合は警告メッセージが表示され、Java正規
表現の定義を設定するよう求められます。

前提条件:Studioのの分析エディターで、カラムセット分析が開かれていること。詳細は、「分析す
るカラムのセットを定義する方法」を参照してください。

カラムセット分析にパターンを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 特定のパターンを基に検証するカラムの横にある アイコンをクリックします。

[Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスが表⽰されます。

分析対象カラムに追加できるのは正規表現のみです。

正規表現は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューにある[Patterns] (パターン)フォルダーか
らカラム分析エディターにあるカラム名に直接ドロップできます。

追加するパターンのJava表現が存在しない場合は警告メッセージが表示され、Java用のパターン定義を
追加するよう求められます。[Yes] (はい)をクリックするとパターンエディターが開きます。Java正規表
現を追加し、分析対象カラムにパターンを追加する手順に進みます。

この例では、それぞれの分析対象カラムに該当するパターンを追加し、選択されたパターンを基
にそのカラムのデータを検証します。結果グラフに、⼀致または不⼀致の値のパーセンテージ、
および使⽤されたパターンの総計を⽰す値が表⽰されます。

2. [Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスで[Patterns] (パターン)を展開し、選択
したカラムに追加する正規表現を参照します。
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3. 選択したカラムに追加する表現のチェックボックスを選択します。

4. [OK]をクリックし、次の⼿順に進みます。

追加された正規表現は[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューの分析カラムの下に表
⽰され、[All Match] (すべて⼀致)インジケーターは[Indicators] (インジケーター)ビュー
の[Indicators] (インジケーター)リストに表⽰されます。

6.3.1.3. 区切りファイルでカラムセット分析を完了させて実⾏する⽅
法

このカラムセット分析を実⾏する前に、インジケーター、データフィルタ、分析パラメーターを定義
する作業が残っています。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、カラムセット分析が定義され
ていること。詳細は、「区切りファイル内で分析するカラムのセットを定義する方法」および「区切
りファイル内の分析対象カラムにパターンを追加する方法」を参照してください。

1. 分析エディターで[Indicators] (インジケーター)をクリックし、該当するビューを開きます。
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単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに付属しています。単純統計⽤のイン
ジケーターについての詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してください。

2. 必要に応じて、 オプションアイコンをクリックしてダイアログボックスを開き、各インジ
ケーターのオプションを設定します。インジケーター管理の詳細は、「インジケーター」を参照
してください。

3. 必要に応じて、分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックし、ビューを表⽰し
てSQL "WHERE"句でデータをフィルタリングします。

4. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビューで[Allow drill down] (ドリルダウンを許可)
チェックボックスを選択し、現在の分析によって分析されるデータをローカルに格納します。

5. [Max number kept per indicator] (インジケーターごとに維持する最⼤⾏数)フィールドに、ア
クセス可能にするデータ⾏数を⼊⼒します。

[Allow drill down] (ドリルダウンを許可)チェックボックスがデフォルトで選択され、インジケーターご
とに表⽰される分析データの最⼤⾏数が50に設定されます。

6. 分析エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して分析を実⾏します。
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分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、定義されたカラムセット分析で使⽤さ
れた単純統計インジケーターに基づく結果がグラフで表⽰されます。

分析するカラムのコンテンツに⼀致させるためにパターンを使う場合は、使⽤するパターンとの
総計を基にした⼀致結果を表すグラフが表⽰されます。

6.3.1.4. 区切りファイル分析の詳細な結果ビューにアクセスする⽅法
区切りファイル分析の詳細な結果にアクセスする⼿順は、データベース分析の場合と同じです。詳細
は、「分析結果と分析されたデータにアクセスする方法」を参照してください。



カラムセット分析からカラム分析を作成

206 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

6.3.1.5. パターンを基に分析データをフィルタリングする⽅法
区切りファイルの分析データをフィルタリングする⼿順は、データベース分析の場合と同じです。詳
細は、「パターンを基にデータをフィルタリングする方法」を参照してください。

6.3.2. カラムセット分析からカラム分析を作成
カラムセット分析で定義したカラムに、カラム分析を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターで、単純なテー
ブル分析が定義されていること。

カラムセット分析で定義したカラムにカラム分析を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. カラムセット分析を開きます。

2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、カラム分析を作成するカラムを右クリックし
ます。

3. コンテキストメニューで[Column analysis] (カラム分析)を選択します。[New Analysis] (新規
分析)ウィザードが開きます。

4. [Name] (名前)フィールドに新しいカラム分析の名前を⼊⼒し、[Next] (次へ)をクリックして次
の⼿順に進みます。

定義されたメタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析⽤のフォルダー
が[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)フォルダーの下にリス
ト表⽰されます。
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5. 「区切り記号付きファイルのカラムの分析」の⼿順に従い、区切りファイルでカラム分析の作成
を続けます。

6.4. MDMサーバーでのテーブルの分析
MDMサーバーの特定の「エンティティ」テーブルで、"attributes" (属性)カラムのセットのコンテン
ツを分析できます。このセットは、定義されたエンティティやエンティティ全体の⼀部の属性しか表
現していない場合があります。

その場合はJavaエンジンを使って、作成された分析を実⾏できます。

マスターデータをプロファイリングできるのは、xmlデータベースとともにインストールされているMDMサー
バーのみです。データレコードがSQLデータベースに格納されている場合、マスターデータはプロファイリン
グできません。

ただし、SQLデータベースとともにインストールされているMDMサーバーをプロファイリングする場合は、
そのデータベースに直接接続する必要があります。

6.4.1. MDMサーバーにカラムセット分析を作成
この分析タイプでは、特定のカテゴリに該当するレコードの数(⾏数、NULL値の数、重複を除いた
⼀意値の数、重複値の数、空⽩フィールドの数など)で単純統計が⾏われます。これらのインジケー
ターの詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してください。

6.4.1.1. MDMサーバーで分析するカラムのセットを定義する⽅法

前提条件:Studioので、MDMサーバーへの接続が少なくとも1つ設定されていること。詳細
は、「MDMサーバーへの接続」を参照してください。

分析する"attributes" (属性)カラムのセットを定義するには、次の操作を⾏います。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. [Table Analysis] (テーブル分析)フォルダーを展開し、[Column Set Analysis] (カラムセット分
析)をクリックします。

4. [Next] (次へ)ボタンをクリックし、次の⼿順に進みます。
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5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドにカラム分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。

7. [MDM connections] (MDM接続)を展開し、分析する"attributes" (属性)カラムのセットを参照し
ます。

8. 分析する属性を選択し、[Finish] (終了)をクリックしてこの [New analysis] (新規分析)ウィザー
ドを閉じます。

定義された分析メタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析⽤のフォルダー
が[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)の下に表⽰されます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

9. 必要に応じて、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューの[Connection] (接続)ボックスで
他の接続を選択します。このボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータ
ベース名がリスト表⽰されます。

デフォルトでは、前の⼿順で選択した接続が[Connection] (接続)ボックスに表⽰されます。

10. 必要に応じて、[Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)リンクをクリックしてダ
イアログボックスを開き、カラムの選択を変更します。
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この分析タイプを実行するときは、分析するカラムのセットにプライマリキーのカラムを含めないよう
にしてください。

11. カラムリストで、分析する属性のチェックボックスを選択して[OK]をクリックし、次の⼿順に
進みます。

選択された属性が[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されます。

12. 必要に応じて、[Delete] (削除)、[Move Up] (上へ移動)、[Move Down] (下へ移動)の各ボタンを使
い、分析対象カラムを管理します。

6.4.1.2. 区切りファイルでカラムセット分析を完了させて実⾏する⽅
法

このカラムセット分析を実⾏する前に、インジケーターと分析パラメーターを定義する作業が残って
います。
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前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、カラムセット分析が定義され
ていること。詳細は、「MDMサーバーで分析するカラムのセットを定義する方法」を参照してくだ
さい。

1. 分析エディターで[Indicators] (インジケーター)をクリックし、該当するビューを開きます。

単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに付属しています。単純統計⽤のイン
ジケーターについての詳細は、「Simple statistics (単純統計)」を参照してください。

2. 必要に応じて、 オプションアイコンをクリックしてダイアログボックスを開き、各インジ
ケーターのオプションを設定します。インジケーター管理の詳細は、「インジケーター」を参照
してください。

3. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビューで[Allow drill down] (ドリルダウンを許可)
チェックボックスを選択し、現在の分析によって分析されるデータをローカルに格納します。

4. [Max number kept per indicator] (インジケーターごとに維持する最⼤⾏数)フィールドに、ア
クセス可能にするデータ⾏数を⼊⼒します。

[Allow drill down] (ドリルダウンを許可)チェックボックスがデフォルトで選択され、インジケーターご
とに表⽰される分析データの最⼤⾏数が50に設定されます。

5. 分析エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押して分析を実⾏します。
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分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、定義されたカラムセット分析で使⽤さ
れた単純統計インジケーターに基づく結果がグラフで表⽰されます。

6.4.1.3. 詳細結果ビューにアクセスする⽅法

MDMサーバーでのカラムセット分析の詳細な結果にアクセスする⼿順は、データベース分析の場合
と同じです。詳細は、「分析結果と分析されたデータにアクセスする方法」を参照してください。

6.4.2. カラムセット分析からカラム分析を作成
カラムセット分析で定義したカラムに、カラム分析を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、カラムセット分析が定義され
ていること。詳細は、「MDMサーバーで分析するカラムのセットを定義する方法」を参照してくだ
さい。

カラムセット分析で定義したカラムにカラム分析を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. カラムセット分析を開きます。

2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、カラム分析を作成するカラムを右クリックし
ます。
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3. コンテキストメニューで[Column analysis] (カラム分析)を選択します。[New Analysis] (新規
分析)ウィザードが開きます。

4. [Name] (名前)フィールドに新しいカラム分析の名前を⼊⼒し、[Next] (次へ)をクリックして次
の⼿順に進みます。定義されたメタデータとともに分析エディターが開き、新規作成された分析
⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内の[Analyses] (分析)フォル
ダーの下にリスト表⽰されます。

5. 「MDMサーバーでのマスターデータの分析」の⼿順に従い、区切りファイルでカラム分析の作
成を続けます。

6.5. 重複値の分析
StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで⼀致分析エディターを使⽤し、データフ
ローでカラムを⽐較したり、1つ以上の⼀致ルールを使って、類似するレコードのグループを作成で
きます。

⼀致エディターを使うと、tMatchGroupコンポーネントを使⽤することなく、シンプルな⽅法で⼀
致ルールを作成してカラムのセットでテストできます。。

また、Profiling (プロファイリング)パースペクティブを使い、⼀致ルールエディターで⼀致ルール
を定義してStudioリポジトリに保存することもできます。詳細は、「VSRアルゴリズムを持つ一致
ルールの作成」を参照してください。
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6.5.1. ⼀致分析の作成
⼀致分析では、ブロッキングキーや⼀致キーを使ってカラムのセットを⽐較し、類似するレコードの
グループを作成できます。

この分析によって、⼀致ルールを作成してデータでテストし、tMatchGroup。

前提条件:[Metadata] (メタデータ)ノードの下に、データベースかファイル接続が少なくとも1つ定
義されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

⼀致分析をセットアップするシーケンスには、次の⼿順が含まれます。

1. データソースに接続します。

2. ⼀致プロセスを使って、類似のレコードを検索するカラムを定義します。

3. ブロッキングキーを定義して、⽐較が必要なペアの数を減らします。

4. グループ化する類似のレコードに基いて、⼀致キーと⼀致メソッドを定義します。

5. ⼀致分析エディターから⼀致ルールをエクスポートして、Studioリポジトリで集中管理します。

6.5.1.1. ⼀致分析を定義する⽅法

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analysis] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルタフィールドにmatchと⼊⼒し始め、[Match Analysis] (⼀致分析)を選択して[Next] (次
へ)をクリックします。

4. 分析に名前を⼊⼒し、メタデータを設定して[Next] (次へ)をクリックします。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:
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"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. ⼀致させるカラムがデータベース内か区切りファイル内かに応じて、[DB connections] (DB接
続)または[FileDelimited connections] (区切り記号付きファイル接続)を展開します。

6. ⼀致させるカラムを参照し、[Finish] (終了)をクリックします。

⼀致分析エディターが開き、選択されたカラムがリスト表⽰されます。
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[Metadata] (メタデータ)ノードの下にあるカラムを右クリックし、[Analyze matches] (⼀致の
分析)を選択すると、⽐較するカラムで⼀致分析エディターを直接開くことができます。

7. [Limit] (制限)フィールドで、取得してテーブルに表⽰してデータサンプルとして使⽤するデー
タレコード数を設定します。

8. 必要に応じて、[Data] (データ)テーブルでカラム名をクリックし、サンプルデータを昇順または
降順にソートします。

9. 分析⼀致エディターで、次のオプションを選択します。

オプション 動作
選択されたテーブルを、ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードの下に
配置します。

New Connection (新規接続) ⼀致分析エディター内からデータベースやファイルへの接続を作成します。作
成した接続をこのエディターで展開し、⼀致させるカラムを選択できます。

データソースへの接続を作成する⽅法についての詳細は、「データベースへの
接続」および「区切り記号付きファイルに接続する方法」を参照してくださ
い。

Select Data (データの選択) テーブルにリスト表⽰されているカラムの選択を更新します。

分析⽤のデータセットを変更すると、サンプルデータの⼀致結果に表⽰される
チャートは⾃動的にクリアされます。定義した新しいデータの⼀致結果を計算
するには、[Chart] (チャート)をクリックする必要があります。

Refresh Data (データの更新) テーブルにリスト表⽰されているカラムのビューを更新します。
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Select Blocking Key (ブロッキ
ングキーの選択)

ブロックで処理されたデータのパーティショニング先に基づいて、⼊⼒フロー
からカラムを定義します。

詳細は、「一致ルールを定義する方法」を参照してください。
Select Matching Key (マッチン
グキーの選択)

⼀致アルゴリズムを適⽤する⼊⼒フローから、⼀致ルールとカラムを定義しま
す。

詳細は、「一致ルールを定義する方法」を参照してください。
Store on disk (ディスクに格納) システムパフォーマンスを最⼤化できるよう、処理されたデータブロックを

ディスクに格納します。

Max buffer size (最⼤バッファサイズ):処理されたデータに割り当てる物理メ
モリのサイズを⼊⼒します。

Temporary data directory path (⼀時データディレクトリパス):⼀時ファイ
ルを格納するディレクトリへのパスを設定します。

6.5.1.2. ⼀致ルールを定義する⽅法

⼀致分析エディターで⼀致ルールを定義するには、次の2つのキーを定義します。

• ブロッキングキー - ブロックで処理されたデータのパーティショニング先に基づく⼊⼒フローから
のカラム

• マッチングキー - ⼊⼒フローからのカラムに適⽤する⼀致アルゴリズム

ブロッキングキーを定義する⽅法

ブロッキングキーを定義することは必須ではありませんが、定義することを強くお勧めします。ブ
ロッキングキーを使ってブロック内のデータをパーティショニングすると、⽐較が各ブロック内のレ
コードペアに限定されるため、検証が必要なレコード数が減ります。ブロッキングカラムの使⽤は、
⼤型のデータセットを処理する時に⾮常に便利です。

1. ⼀致分析エディターで、[Select Blocking Key] (ブロッキングキーの選択)タブをクリックし、
ブロックで処理されたデータをパーティショニングするカラムの名前をクリックします。

選択されたカラムと同じ名前を持つブロッキングキーが、[Blocking Key] (ブロッキングキー)
テーブルにリスト表⽰されます。
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テーブルでは複数のカラムを定義できますが、⽣成されて[Data] (データ)テーブル
のBLOCK_KEYカラムにリスト表⽰されるブロッキングキーは1つだけです。

たとえば、最初の⽂字が同じであるレコードを処理するようcountryカラムやlnameカラムでア
ルゴリズムを使⽤すると、国やラストネームの最初の⽂字が同じであるデータレコードが同じブ
ロックにグループ化されます。⽐較は、各ブロック内のレコードに限定されています。

[Blocking key] (ブロッキングキー)テーブルからカラムを削除するには、そのカラムを右クリッ
クして[Delete] (削除)を選択するか、[Data] (データ)テーブルでそのカラムの名前をクリックし
ます。

2. ブロッキングキー⽤のアルゴリズムを選択し、必要に応じて[Blocking key] (ブロッキングキー)
テーブルで他のパラメーターを設定します。

この例で使⽤されているブロッキングキーは1つのみです。countryカラムにある各語の最初の⽂
字が取得され、BLOCK_KEYカラムにリスト表⽰されます。

3. [Chart] (チャート)をクリックし、⽣成されたキーを計算して[Data] (データ)テーブルでサンプ
ルレコードをグループ化し、その結果をチャートに表⽰します。

このチャートで、ブロック数に関する統計を視覚化したり、望んでいる結果に基いてブロッキン
グパラメーターを適⽤させることができます。

⼀致キーを定義する⽅法

1. ⼀致分析エディターで、[Select Matching Key] (マッチングキーの選択)タブをクリックし、⼀
致アルゴリズムを適⽤するカラムの名前をクリックします。

選択された⼊⼒カラムと同じ名前を持つマッチングキーが、[Matching Key] (マッチングキー)
テーブルにリスト表⽰されます。
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このテーブルからカラムを削除するには、そのカラムを右クリックして[Delete] (削除)を選択す
るか、[Data] (データ)テーブルでそのカラムの名前をクリックします。

2. 使⽤する⼀致アルゴリズムをMatching Functionカラムから、そしてNULL演算⼦をHandle
Nullカラムから選択します。

この例では2つの⼀致キーが定義されており、ファーストネームとラストネームにそれぞ
れ[Levenshtein]と[Jaro-Winkler]という⼀致メソッドを使⽤して重複レコードを取得します。

ユーザー定義の外部⼀致アルゴリズムを使⽤する場合は、[Custom] (カスタム)を選択
し、Custom Matcherカラムを使って、ユーザー定義アルゴリズムのJarファイルをロードしま
す。

3. 2番⽬の⼀致ルールを定義するには、テーブルの右上にある[+] ボタンをクリックして上の⼿順に
従います。

⼀致ルールエディターで複数の条件を定義すると、分析データでOR⼀致操作が実⾏されます。
レコードは最初のルールを基に評価され、そこで⼀致したレコードは2番⽬のルールでは評価さ
れない、というように続きます。

4.
テーブルの右上にある ボタンをクリックし、デフォルトのルール名をユーザー定義の名前に
置換します。



⼀致分析の作成

222 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

⼀致分析で複数のルールを定義する場合は、ダイアログボックスで上向きおよび下向き⽮印を使
⽤してルールの順序を変更し、最初に実⾏するルールを決定できます。

5. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

ルールに名前が付けられ、それに基いて[Matching Key] (マッチングキー)テーブルに並べられ
ます。

6. [Match threshold] (しきい値の⼀致)フィールドに、⼀致可能性のしきい値を⼊⼒します。

⼀致の可能性がこの値を上回る場合、2つのデータレコードは⼀致します。

[Confident match threshold] (信⽤できる⼀致しきい値)フィールドで、現在の[Match
threshold] (⼀致しきい値)と1の間に数値を設定します。このしきい値を超えていれば、グルー
プの品質は信⽤できます。

7. [Chart] (チャート)をクリックし、エディターで定義したブロッキングキーと⼀致ルールに基い
てグループを計算して、サンプルデータの結果をチャートに表⽰します。

分析されたデータの重複値の全体図がこのチャートに表⽰されます。[Hide groups less than]
(次の値未満のグループを⾮表⽰)パラメーターで、チャートに表⽰するグループを決定できま
す。通常は、⼩さいグループサイズのグループを⾮表⽰にします。たとえば上の図では、1000
サンプルを検証し、[Hide groups less than] (次の値未満のグループを⾮表⽰)パラメーター
を2に設定して⼀意のアイテムを除外した結果、

• 20あるグループそれぞれにアイテムが2つずつ存在することを表しています。各グループ
で、2アイテムがお互いに重複しています。

• 最初のグループには重複アイテムが3つあり、次のグループには4つ、最後のグループには6つ
あります。

また、[Data] (データ)テーブルには各グループのアイテム⼀致に関する詳細が⽰され、⼀致
チャートの⾊に基いてグループが⾊分けされます。

6.5.1.3. ⼀致結果を表⽰する⽅法

定義する⼀致タイプ(この例では[Levenshtein]と[Jaro-Winkler])に基いて⼊⼒フローから重複値を
収集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. ⼤型のデータセットを処理している場合は、[Analysis parameter] (分析パラメーター)ビュー
で[Store on disk] (ディスクに格納)チェックボックスを選択し、次の操作を⾏います。
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• [Max buffer size] (最⼤バッファサイズ)フィールドに、処理されたデータに割り当てる物理メ
モリのサイズを⼊⼒します。

• [Temporary data directory path] (⼀時データのディレクトリパス)フィールドで、⼀時ファ
イルを格納するディレクトリへのパスを設定します。

2. ⼀致分析エディターで設定を保存し、F6を押します。

分析が実⾏されます。データセット全体を基に⼀致ルールとブロッキングキーが計算され、エ
ディターで[Analysis Results] (分析結果)ビューが開きます。

このビューのチャートから、分析されたデータの重複値の全体図がわかります。最初のテーブ
ルには、処理されたレコード、重複を除いた⼀意レコード、重複レコード、ルールに⼀致しな
かった疑わしいレコードに関する統計が表⽰されます。2番⽬のテーブルには、グループ数と各
グループ内のレコード数に関する統計が表⽰されます。

6.5.1.4. ⼀致ルールをインポートまたはエクスポートする⽅法

Studioリポジトリから⼀致ルールをインポートし、⾃分のデータでテストするために⼀致エディター
で使⽤できます。また、⼀致エディターから⼀致ルールをエクスポートしてStudioリポジトリに保存
することもできます。

Studioリポジトリに格納されている⼀致ルールを⼀致エディターにインポートし、⾃分のデータでテ
ストできます。また、エディターから⼀致ルールをエクスポートしてStudioリポジトリに格納するこ
ともできます。
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⼀致ルールをリポジトリからインポートする⽅法

1. ⼀致エディターで、エディターの上部にある アイコンをクリックします。

2. [Match Rule Selector] (⼀致ルール選択)ウィザードで、⼀致分析エディターにインポートして
分析されたデータに使⽤する⼀致ルールを選択します。

- インポートする⼀致ルールが、分析されたデータに存在しないカラムで定義されている場合、ウィザー
ドで警告メッセージが表⽰されます。⼊⼒カラムは後で⼀致分析エディターで定義できるので、この
メッセージは無視します。

3. [Overwrite current Match Rule in the analysis] (分析にある現在の⼀致ルールを上書き)
チェックボックスを選択すると、エディター内のルールがインポートするルールで置き換えられ
ます。置換しない場合はこのチェックボックスを選択しないでください。

4. [OK] をクリックします。

⼀致ルールがインポートされ、マッチングキーとブロッキングキーがそれぞれ[Matching Key]
(マッチングキー)テーブルと[Blocking Key] (ブロッキングキー)テーブルに表⽰されます。
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5. [Input column] (⼊⼒カラム)をクリックし、インポートされたブロッキングキーおよびマッチ
ングキーに適⽤するカラムをリストから選択します。

インポートされたキーにある⼊⼒カラムと⼀致するカラムが分析データに存在する場合、このカ
ラムは[Input column] (⼊⼒カラム)で⾃動的に定義されるので、⾃分で定義する必要はありま
せん。

複数の条件を持つデータを分析すると、定義されたいずれかのルールに合うデータレコードが
⼀致結果に表⽰されます。⼀致分析を実⾏する場合、データでOR⼀致操作が⾏われ、データレ
コードは最初のルールを基に評価されます。⼀致したレコードは、他のルールでは評価されませ
ん。

⼀致ルールをリポジトリにエクスポートする⽅法

1. ⼀致エディターで、エディターの上部にある アイコンをクリックします。
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2. 開いたウィザードでルール名を⼊⼒し、必要に応じて他のメタデータを設定します。

3. [Finish] (終了)をクリックします。

ルール設定でルールエディターが開き、ルールが保存されて[DQ Repository] (DQリポジトリ)
ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Rule] (ルール) > [Match] (⼀致)の下にリスト表⽰さ
れます。

6.5.2. VSRアルゴリズムを持つ⼀致ルールの作成
データ品質では、⼀致ルールを使⽤してカラムセットを⽐較し、ブロッキングキーおよびマッチング
キーを使⽤して類似レコードのグループを作成します。

Studio内で⼀致ルールを作成し、Studioリポジトリに保存できます。リポジトリで集中管理された⼀
致ルールは、⼀致エディターにインポートし、重複レコードをグループ化するために⾃分のデータで
テストできます。

ルールを定義する⽅法

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [[Rules] (ルール)
の順に展開します。

2. [Match] (⼀致)を右クリックし、[New Match Rule] (新しい⼀致ルール)を選択します。
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3. [New Match Rule] (新しい⼀致ルール)ウィザードで名前を⼊⼒し、必要に応じて他のメタデー
タを設定します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

例として、顧客のフルネームに⼀致するルールを作成すると考えてみましょう。

4. [Finish] (終了)をクリックします。

Studioで⼀致ルールエディターが開き、新しい⼀致ルールが[DQ Repository] (DQリポジトリ)
ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Rule] (ルール) > [Match] (⼀致)の下にリスト表⽰さ
れます。
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計算された距離が、定義する⼀致可能性のしきい値を超えると、2つのレコードは類似しており、同
じグループを共有します。⽣成されるグループに関する情報は、エディターにルールをインポートす
る時、⼀致分析エディターの[Data] (データ)テーブルにある追加カラムで⾒ることができます。追加
カラムの説明は次のとおりです。

カラム 説明
GID グループ識別⼦を表します。
GRP_SIZE グループ内のレコード数をカウントします。マスターレコードでのみ計算されま

す。
MASTER ⼀致⽐較で使⽤されるレコードがマスターレコードかどうか、trueまたはfalseで

表します。マスターレコードは各グループに1つのみです。

⼊⼒レコードはそれぞれマスターレコードと⽐較され、⼀致した⼊⼒レコードはグ
ループ内に⼊れられます。

SCORE 使⽤される⼀致アルゴリズムに基づいて、⼊⼒レコードとマスターレコード間の距
離を測定します。

GRP_QUALITY グループの最⼩値である品質スコアを持っているのはマスターレコードのみです。
ATTRIBUTE_SCORE 使⽤されるルールとその対象となるレコードを表します。
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ブロッキングキーを定義する⽅法

1. ルールエディターの[Generation of Blocking Key] (ブロッキングキーの⽣成)テーブル
で、[+]ボタンをクリックしてテーブルに⾏を追加します。

ブロッキングキーを定義することは必須ではありませんが、望ましい操作です。ブロッキング
キーを使ってブロック内のデータをパーティショニングすると、⽐較が各ブロック内のレコード
ペアに限定されるため、検証が必要なレコード数が減ります。ブロッキングキーの使⽤は、⼤型
のデータセットを処理する時に⾮常に便利です。

2. ⽐較が必要なレコードペアの数を減らすために使⽤するカラムの名前を⼊⼒し、[Algorithm]
(アルゴリズム)リストからアルゴリズムを選択してその値を設定します。

ブロッキングでは、ブロッキングキーに基いて⼊⼒フローが分割されます。同じブロッキング
キー値を持つレコードのみ、同じブロックに挿⼊されます。たとえば、最初のN⽂字が同じであ
るレコードを処理するようcountryカラムでアルゴリズムを使⽤すると、国名の最初のN⽂字が同
じであるデータレコードが同じブロックにグループ化されます。⽐較は、各ブロック内のレコー
ドに限定されています。

[Generation of Blocking Key] (ブロッキングキーの⽣成)テーブルでは複数のカラムを定義で
きますが、⼀致エディターにルールをインポートする時に⽣成されて[Data] (データ)テーブル
のBLOCK_KEYカラムにリスト表⽰されるブロッキングキーは1つだけです。

プリアルゴリズムとポストアルゴリズムの定義は必須ではありません。このようなアルゴリズム
は、メインのアルゴリズムで処理される前後にデータをクリーン化、標準化、セグメント化する
ために使⽤されるので、データ⼀致の結果が向上します。

⼀致キーを定義する⽅法

1. ルールエディターの[Matching Key] (マッチングキー)テーブルで、[+]ボタンをクリックして
テーブルに⾏を追加します。

2. ⼀致キーの名前を⼊⼒し、[Matching Function] (マッチングタイプ)リストから⼀致アルゴリズ
ムを選択します。他のパラメーターは必須ではありません。必要な数になるまで⼀致キーを追加
し続けます。

この例では2つの⼀致キーが定義されており、ファーストネームとラストネームにそれぞ
れ[Levenshtein]と[Jaro-Winkler]という⼀致メソッドを使⽤して重複レコードを取得します。

ユーザー定義の外部⼀致アルゴリズムを使⽤する場合は、[Custom] (カスタム)を選択
し、Custom Matcherカラムを使って、ユーザー定義アルゴリズムのJarファイルをロードしま
す。

3. [Match threshold] (しきい値の⼀致)フィールドに、⼀致可能性のしきい値を⼊⼒します。⼀致
の可能性がこの値を上回る場合、2つのデータレコードは⼀致します。

[Confident match threshold] (信⽤できる⼀致しきい値)フィールドで、現在の[Match
threshold] (⼀致しきい値)と1の間に数値を設定します。このしきい値を超えていれば、グルー
プの品質は信⽤できます。

4. 2番⽬の⼀致ルールを定義するには、テーブルの右上にある[+] ボタンをクリックして上の⼿順に
従います。
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⼀致ルールエディターで複数の条件を定義すると、分析データでOR⼀致操作が実⾏されます。
レコードは最初のルールを基に評価され、そこで⼀致したレコードは2番⽬のルールでは評価さ
れない、というように続きます。

5.
テーブルの右上にある ボタンをクリックし、デフォルトのルール名をユーザー定義の名前に
置換します。

また、ダイアログボックスで上向きおよび下向き⽮印を使⽤してルールの順序を変更し、最初に
実⾏するルールを決定することができます。

6. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

ルールに名前が付けられ、それに基いて[Matching Key] (マッチングキー)テーブルに並べられ
ます。
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7. [Match threshold] (しきい値の⼀致)フィールドに、⼀致可能性のしきい値を⼊⼒します。

⼀致の可能性がこの値を上回る場合、2つのデータレコードは⼀致します。

[Confident match threshold] (信⽤できる⼀致しきい値)フィールドで、現在の[Match
threshold] (⼀致しきい値)と1の間に数値を設定します。このしきい値を超えていれば、グルー
プの品質は信⽤できます。

8. ⼀致ルール設定を保存します。

⼀致ルールは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) >
[Rule] (ルール) > [Match] (⼀致)の下に保存され集中管理されます。

このルールを⼀致分析エディターにインポートし、⾃分のデータでテストできます。詳細
は、「一致ルールをインポートまたはエクスポートする方法」を参照してください。

』の「tMatchGroup」ドキュメンテーションを参照してください。
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7.冗⻑性分析
この章には、テーブルコンテンツを⽐較したり、2セットのカラム間で重複する値を識別したりでき
る冗⻑性分析を実⾏するために必要なすべての情報が記載されています。
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7.1. 冗⻑性分析とは
冗⻑性分析とは、次の操作によってテーブル間の関係をさらに詳しく調べるカラム⽐較のことです。

• 異なるテーブルにある同⼀カラムを⽐較する

• テーブルの外部キーをもう1つのテーブルのプライマリキーと⼀致させる(またはその逆)

次のセクションで、この2つのタイプの冗⻑性分析について詳しく説明します。

StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで作成された分析の数は、[DQ Repository] (DQリポ
ジトリ)ツリービューの[Analyses] (分析)フォルダーの横に表⽰されます。

7.2. 異なるテーブルにある同⼀カラムの⽐較
Studioでは、異なるテーブルにある同⼀カラムのセットを⽐較する分析を作成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。



異なるテーブルにある同⼀カラムの⽐較

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 235

3. [Redundancy Analysis] (冗⻑性分析)ノードを展開し、[Column Content Comparison] (カラ
ムコンテンツの⽐較)を選択します。

4. [Next] (次へ)をクリックします。

5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。
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アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次へ)をクリッ
クします。

⽐較する同⼀カラムの選択

1. [DB connections] (DB接続)を展開し、⽬的のデータベースで、分析するカラムを参照して選択
し、[Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じます。

新規作成された分析⽤のファイルが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis] (分析)フォルダーの下にリスト表⽰されます。定義された分析メタデータとともに
分析エディターが開きます。
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分析エディターの表⽰は、[Preferences] (環境設定)ウィンドウで設定したパラメーターによって異なり
ます。詳細は、「分析エディターと分析結果の環境設定」を参照してください。

2. [Analyzed Column Sets] (分析対象カラムセット)をクリックしてビューを表⽰させ、カラムを
設定したり、選択したカラムを変更します。

この例では、[account]テーブルと[account_back]テーブルにある同⼀カラムを⽐較します。

3. [Connection] (接続)ボックスで、接続先とするデータベースに適切なデータベース接続を選択
します。

このボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータベース名がリスト表⽰さ
れます。
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4. [Select columns for the A set] (Aセットのカラムを選択)をクリックし、[Column Selection]
(カラム選択)ダイアログボックスを開きます。

5. [DB Connections] (DB接続)フォルダーを展開し、カタログまたはスキーマを参照して、分析す
るカラムを含んでいるテーブルに進みます。

[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに必要なテ
キストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストには、⼊⼒したテ
キストに対応するテーブルまたはカラムのみ表⽰されます。

6. テーブル名をクリックし、含まれているカラムをすべて[Column Selection] (カラム選択)ダイ
アログボックスの右にあるパネルにリスト表⽰させます。

7. 右側のリストで、分析するカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリックし、次の⼿順
に進みます。

分析するカラムは[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからエディターに直接ドラッグできま
す。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

8. [Select Columns from the B set] (Bセットのカラムを選択)をクリックし、同じ⼿順で2番⽬の
カラムのセットを選択するか、右のカラムパネルにドラッグします。

9. AセットのデータをBセットのデータと⼀致させたい(その逆ではない)場合は、[Compute only
number of A rows not in B] (B⾏ではなくA⾏の数のみ計算)チェックボックスを選択します。

10. 分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックしてビューを表⽰させ、各カラム
セットにフィルタを設定します。
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11. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押してカラム⽐較分析を実⾏しま
す。

確認メッセージが表⽰されます。

12. この確認メッセージを読み、操作を続⾏する場合は[OK]をクリックします。

[Analysis Results] (分析結果)ビューが開き、分析結果が表⽰されます。

この例では、[account]テーブルのカラムに存在するデータの72.73%が[account_back]テーブル
のカラムに存在する同じデータと⼀致しています。

このビューからは、実際に分析されたデータにデータエクスプローラー経由でアクセスすることもで
きます。

分析されたデータ⾏にアクセスするには、テーブルのいずれかの⾏を右クリックし、次のオプション
を選択します。

オプション 動作
View match rows (⼀致する⾏を
表⽰)

2つの同⼀カラムセットで⼀致する可能性があるすべての⾏のリストにアクセスし
ます。

View not match rows (⼀致しな
い⾏を表⽰)

2つの同⼀カラムセットで⼀致しない可能性があるすべての⾏のリストにアクセス
します。

View rows (⾏を表⽰) 2つの同⼀カラムセットのすべての⾏のリストにアクセスします。

データエクスプローラーでは、ユーザー名が空白の接続(MS SQL Serverのシングルサインオンなど)はサポー
トされていません。そのような接続を使ってデータを分析し、Data Explorer (データエクスプローラー)パース
ペクティブでデータ行を表示しようとすると、警告メッセージが表示され、SQL Serverへの接続資格情報を
設定するよう求められます。

次の表は、2つの同⼀カラムセットで⼀致するすべての⾏をデータエクスプローラーでリスト表⽰し
たもので、この例には8件あります。
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SQLエディターのエディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると、実⾏されたクエリを保存
し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファ
イル)フォルダーの下にリスト表⽰させることができます。詳細は、「インジケーターで実行したクエリの保
存」を参照してください。

次の表は、2つの同⼀カラムセットで⼀致しないすべての⾏をデータエクスプローラーでリスト表⽰
したもので、この例には3件あります。

データエクスプローラーのグラフィカルユーザーインターフェイスについての詳細は、付録B  デー
タエクスプローラーGUIを参照してください。

7.3. プライマリキーと外部キーの⼀致
テーブルの外部キーをもう1つのテーブルのプライマリキーと⼀致させる(またはその逆の)分析を作
成できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

テーブルでプライマリキーを外部キーと⼀致させるには、次の⼿順を実⾏します。
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分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. [Redundancy Analysis] (冗⻑性分析)フォルダーを展開し、[Column Content Comparison]
(カラムコンテンツの⽐較)を選択します。

4. [Next] (次へ)をクリックします。
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5. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Finish] (終了)をク
リックします。

新規作成された分析⽤のファイルが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis]フォルダーの下にリスト表⽰されます。定義された分析メタデータとともに分析エ
ディターが開きます。
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プライマリキーと外部キーの選択

1. [Analyzed Column Sets] (分析対象カラムセット)をクリックし、該当するビューを表⽰させま
す。

この例では、[sales_fact_1998]テーブルの[customer_id]カラムにある外部キー
を、[customer]テーブルの[customer_id]カラムにあるプライマリキー(またはその逆)と⼀致させ
ます。これによって2つのテーブル間の関係が調べられ、1998年にはどの顧客も注⽂を⾏ったか
どうかなどがわかります。

2. [Connection] (接続)ボックスで、接続先とするデータベースに適切なデータベース接続を選択
します。このボックスには、Studioで作成されたすべての接続と該当するデータベース名がリス
ト表⽰されます。

3. [Select columns for the A set] (Aセットのカラムを選択)をクリックし、[Column Selection]
(カラム選択)ダイアログボックスを開きます。
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外部キーの有効性をチェックする場合は、Aセットの外部キーを含んでいるカラムとBセットのプライマ
リキーを含んでいるカラムを選択します。

4. [DB Connections] (DB接続)フォルダーを展開し、カタログまたはスキーマを参照して、⼀致さ
せるカラムを含んでいるテーブルに進みます。この例で分析するカラムは、外部キーを含んでい
る[customer_id]です。

[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに必要なテ
キストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストには、⼊⼒したテ
キストに対応するテーブルまたはカラムのみ表⽰されます。

5. テーブル名をクリックし、含まれているカラムをすべて[Column Selection] (カラム選択)ダイ
アログボックスの右にあるパネルにリスト表⽰させます。

6. 右側のリストで、外部キーを含んでいるカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリック
し、次の⼿順に進みます。

分析するカラムは[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからエディターに直接ドラッグできま
す。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

7. [Select Columns from the B set] (Bセットのカラムを選択)をクリックし、同じ⼿順でプライマ
リキーを含んでいるカラムを選択するか、[DQ Repository] (DQリポジトリ)から右のカラムパ
ネルにドラッグします。

[Compute only number of A rows not in B] (B⾏ではなくA⾏の数のみ計算)チェックボックスを選択す
ると、Bセットのカラムでは⾒つからないプライマリキーを検索します。

8. 分析エディターで[Data Filter] (データフィルタ)をクリックしてビューを表⽰させ、各分析対象
カラムにフィルタを設定します。

9. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押してこのキー⼀致分析を実⾏しま
す。確認メッセージが表⽰されます。
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10. この確認メッセージを読み、操作を続⾏する場合は[OK]をクリックします。

[Analysis Results] (分析結果)ビューが開き、分析結果が表⽰されます。

この分析タイプの実⾏にはしばらく時間がかかります。[Analysis Results] (分析結果)ビューが開いて分
析結果が⾃動的に表⽰されるまで待ちます。

この例では、[sales_fact_1998]テーブルにあるどの外部キーも[customer]テーブルにあるプライ
マリキーと⼀致しています。ただし、[customer]テーブルにあるプライマリキーの98.22%につい
ては[sales_fact_1998]テーブルにある外部キーと⼀致させることができませんでした。これらの
プライマリキーは、1998年に何も注⽂しなかった顧客を表します。

このビューからは、実際に分析されたデータにデータエクスプローラー経由でアクセスすることもで
きます。

分析されたデータ⾏にアクセスするには、テーブルのいずれかの⾏を右クリックし、次のオプション
を選択します。

オプション 動作
View match rows (⼀致する⾏
を表⽰)

2つの同⼀カラムセットで⼀致する可能性があるすべての⾏のリストにアクセスし
ます。

View not match rows (⼀致し
ない⾏を表⽰)

2つの同⼀カラムセットで⼀致しない可能性があるすべての⾏のリストにアクセス
します。

View rows (⾏を表⽰) 2つの同⼀カラムセットのすべての⾏のリストにアクセスします。

データエクスプローラーでは、ユーザー名が空白の接続(MS SQL Serverのシングルサインオンなど)はサポー
トされていません。そのような接続を使ってデータを分析し、Data Explorer (データエクスプローラー)パース
ペクティブでデータ行を表示しようとすると、警告メッセージが表示され、SQL Serverへの接続資格情報を
設定するよう求められます。

次の表は、2つの同⼀カラムセットで⼀致するすべての⾏をデータエクスプローラーでリスト表⽰し
たものです。
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SQLエディターのエディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると、実⾏されたクエリを保存
し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファ
イル)フォルダーの下にリスト表⽰させることができます。詳細は、「インジケーターで実行したクエリの保
存」を参照してください。

データエクスプローラーのグラフィカルユーザーインターフェイスについての詳細は、付録B  デー
タエクスプローラーGUIを参照してください。



Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

8.相関分析
この章には、データベーステーブルの名義カラムと間隔カラムまたは名義カラムと⽇付カラムの間の
カラム相関分析を実⾏するために必要なすべての情報が記載されています。また、カラム相関分析に
よって、同じテーブル内の名義カラム間の最⼩限の相関を調べることもできます。

カラム相関分析は、通常、データ内の関係と相関を調べるために使⽤されます。データ品質に関する
統計を提供するためには使⽤されません。
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8.1. カラム相関分析とは
Studioでは、複数のカラム間にある関係や相関性を調べることができます。そのような関係や相関性
により、さまざまな位置からデータ値の相関関係を説明することで新たなデータ解釈が可能になりま
す。

現在のところ、カラム相関分析はデータベースのカラムでのみ実⾏できます。ファイルやMDM接続では使⽤
できません。

カラム相関分析はその他のタイプのデータ品質分析と区別して考えることが⾮常に⼤切です。通常、
カラム相関分析はデータ内の関係や相関性を調べるために使⽤されるものであり、データ品質に関す
る統計を提供するためのものではありません。

実⾏できるカラム相関分析には、いくつかタイプがあります。詳細は、「数値相関分析の作
成」、「時間相関分析の作成」および「名義相関分析の作成」を参照してください。

Studioでのデータマイニングタイプの使⽤についての詳細は、「データマイニングのタイプ」を参照
してください。

8.2. 数値相関分析
このタイプの分析では、名義カラムと間隔カラム間の相関性を分析し、結果をバブルチャートの⼀種
に出⼒します。

選択された各数値カラムについてバブルチャートが作成されます。バブルチャートにあるバブルはそ
れぞれ、名義カラムの重複を除いたレコードを表します。たとえば、sunny (11レコード)、rainy (16
レコード)、overcast (4レコード)という重複を除いた3つの名義インスタンスを持つoutlookという名
前の名義カラムには、バブルチャートに3つのバブルが⽣成されます。

この例の2番⽬のカラムはtemperatureカラムで、気温が摂⽒で表されます。この例の分析で
は、outlookカラムとtemperatureカラム間の相関性が表⽰され、結果はバブルチャートに出⼒されま
す。垂直軸は数値カラムの平均を、⽔平軸は各名義インスタンスのレコード数を表します。平均気温
は、"sunny"インスタンスが23.273、"rainy"インスタンスが7.5、"overcast"インスタンスが18.5とな
ります。

このようなチャートでは、バブルの位置と⼤きさに注意する必要があります。

通常、異常値バブルには詳細な調査が必要です。左軸近くに表⽰されるバブルが多くなるほど、数値
カラムの平均に対する信⽤が低くなります。たとえばovercastという名義インスタンスにはレコード
が4つしかないため、バブルが左軸近くに表⽰されます。レコードが4つだけの平均は信⽤できませ
ん。データ品質に関する問題の検出時に、これらのバブルが疑わしい値を⽰すことがあります。

チャートの上部や下部の近くにバブルがある場合は、データ品質に問題があることも考えられます。
平均気温があまりに⾼かったり低かったりする場合は、気温測定が悪い可能性があります。
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バブルのサイズは、NULL数値の個数を表します。間隔カラムに表⽰されるNULL値が多くなると、バ
ブルはさらに⼤きくなります。

名義カラムが複数選択される場合は、この分析でカラムの順序が重要な役⽬を果たします。平均気温
と天候は、同⼀⾊のバブル群が表⽰されます。平均気温とその他の名義カラムのレコードは、他のバ
ブル群で表⽰されます。

8.2.1. 数値相関分析の作成
次の例では、さまざまな州に所在するさまざまな会社の職員の平均年齢を計算できる数値相関分析
を作成します。分析には、STATE、AGE、COMPANYという3つのデータベースカラムが使⽤されま
す。

現在のところ、数値相関分析はデータベースカラムでのみ可能です。ファイルやMDM接続では使⽤できませ
ん。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析の定義
1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)

を展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルタフィールドにnumericalと⼊⼒し始め、[Numerical Correlation Analysis] (数値相関分
析)を選択して[Next] (次へ)をクリックします。

4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Finish] (終了)をク
リックします。

新規作成された分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis] (分析)の下に表⽰され、分析メタデータで分析エディターが開きます。

分析するカラムの選択

1. 分析エディター内の[Connection] (接続)リストから、分析を実⾏するデータベース接続を選択
します。
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現在のところ、数値相関分析はデータベースカラムでのみ可能です。[Connection] (接続)リス
トから他の接続を選択すると、データベース接続を変更できます。新しく設定するデータベース
接続に分析対象カラムが存在しない場合は、警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャ
ンセルできます。

2. [Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)をクリックし、[Column Selection] (カ
ラム選択)ダイアログボックスを開きます。
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3. 分析するカラムへのデータベース接続で、カタログまたはスキーマを参照します。

[Table filter] (テーブルフィルタ)フィールドや[Column filter] (カラムフィルタ)フィールドに
必要なテキストを⼊⼒すると、テーブルやカラムのリストをフィルタリングできます。リストに
は、⼊⼒したテキストに対応するテーブルまたはカラムのみ表⽰されます。

4. テーブル名をクリックし、含まれているカラムをすべて[Column Selection] (カラム選択)ダイ
アログボックスの右にあるパネルにリスト表⽰させます。

5. カラムリストで、分析するカラムのチェックボックスを選択して[OK]をクリックします。

この例では、さまざまな州に所在するさまざまな会社の職員の平均年齢を計算します。分析する
カラムは、AGE、COMPANY、STATEです。

選択されたカラムが、分析エディターの[Analyzed Column] (分析対象カラム)に表⽰されま
す。
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分析するカラムは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの該当するデータベース接
続から[Analyzed Columns] (分析対象カラム)エリアに直接ドラッグできます。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

6. [Indicators] (インジケーター)ビューで、 をクリックしてダイアログボックスを開き、各イン
ジケーターのしきい値を設定します。

単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに付属しています。

7. 必要に応じて、[Data Filter] (データフィルタ)ビューで、分析されたデータにフィルターを設定
します。

8. [Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビューの[Number of connections per analysis] (分
析ごとの接続数)フィールドで、選択されたデータベース接続に対して許可する分析ごとの同時
接続数を設定します。
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この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートされ
る同時接続数に基づいて⾏います。

9. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押してカラム⽐較分析を実⾏しま
す。

エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに結果グラフが表⽰されます。

バブルチャートに描かれるデータはさまざまな⾊で表⽰されます。凡例はデータとその⾊を表し
ます。

⽣成されたグラフでは、次の操作が可能です。

• いずれかのバブルにポインターを置いて、その位置の相関データを表⽰させる。

• いずれかのバブルを右クリックし、次のオプションを選択する。

オプション 動作
Show in full screen (全画⾯表
⽰)

⽣成されたグラフを全画⾯で開きます。

View rows (⾏を表⽰) 選択された位置にある、分析されたすべての⾏にアクセスする。

次の図は、選択された場所における相関するデータ値をリスト表⽰しているSQLエディターの例で
す。
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SQLエディターのエディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると、実⾏されたクエリを
保存し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files]
(ソースファイル)フォルダーの下にリスト表⽰させることができます。詳細は、「インジケーターで
実行したクエリの保存」を参照してください。

バブルチャートの詳細は、「分析結果の詳細ビューへのアクセス」を参照してください。

8.2.2. 分析結果の詳細ビューへのアクセス
前提条件:数値相関分析がStudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで定義され、実⾏
されていること。

「数値相関分析の作成」の⼿順で得られる分析結果のさらに詳細なビューにアクセスするには、次の
⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. [Analysis Result] (分析結果)をクリックし、さらに詳細な分析結果をGraphics (グラ
フ)、Simple Statistics (単純統計)、Data (データ)という3つのビューで表⽰させます。

3. [Graphics] (グラフ)、[Simple Statistics] (単純統計)、[Data](データ)のいずれかをクリックす
ると、⽣成されたグラフ、分析されたレコード数、実際に分析されたデータがそれぞれ表⽰され
ます。

[Graphics] (グラフ)ビューの場合、バブルチャートに描かれるデータには凡例があり、データとその
⾊が決まっています。
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左軸近くに表⽰されるバブルが多くなるほど、数値カラムの平均に対する信⽤が低くなります。上の
例で選択されたバブルの場合、会社名が不明でありデータレコードが2つしかないため、バブルが左
軸近くに表⽰されています。レコードが2つだけの平均年齢は信⽤できません。データ品質に関する
問題の検出時に、これらのバブルが疑わしい値を⽰すことがあります。

チャートの上部や下部の近くにバブルがある場合は、データ品質に問題があることも考えられます。
上の例では、平均年齢が⾼すぎたり低すぎることが挙げられます。

⽣成されたグラフでは、次の操作が可能です。

• バブルチャートで⾮表⽰にする値のチェックボックスをオフにする。

• いずれかのバブルにポインターを置いて、その位置の相関データを表⽰させる。

• いずれかのバブルを右クリックし、次のオプションを選択する。

オプション 動作
Show in full screen (全画⾯表
⽰)

⽣成されたグラフを全画⾯で開きます。

View rows (⾏を表⽰) 選択されたカラムにある、分析されたすべての⾏にアクセスします。

[Simple Statistics] (単純統計)ビューでは、特定のカテゴリに含まれる分析レコードの数(⾏数、重
複を除いた⼀意値の数、重複値の数など)が表⽰されます。
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[Data] (データ)ビューでは、実際に分析されたデータが表⽰されます。

結果テーブルにリスト表⽰されているデータは、テーブルのカラムヘッダーをクリックするだけで
ソートできます。

8.3. 時間相関分析
このタイプの分析では、名義カラムと⽇付カラム間の相関性を分析し、名義カラムの各値の開始⽇と
終了⽇を結果としてガントチャートに出⼒します。

8.3.1. 時間相関分析の作成
次の例では、名義相関分析を作成し、選択された名義カラムにリスト表⽰されている各国について、
最⼩および最⼤の⽣年⽉⽇を計算します。分析には、birthdate (⽣年⽉⽇)とcountry (国)という2つの
カラムを使⽤します。

現在のところ、時間相関分析はデータベースカラムでのみ可能です。ファイルやMDM接続では使⽤できませ
ん。
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前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、データベース接続が少なくと
も1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析の定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
フォルダーを展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。

[Create New Analysis] (新規分析の作成)ウィザードが開きます。

3. フィルタフィールドにtimeと⼊⼒し始め、[Time Correlation Analysis] (時間相関分析)を選択
して[Next] (次へ)をクリックします。
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4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Finish] (終了)をク
リックします。

新規作成された分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis] (分析)の下に表⽰され、分析メタデータで分析エディターが開きます。

分析するカラムの選択

1. 分析エディター内の[Connection] (接続)リストから、分析を実⾏するデータベース接続を選択
します。
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現在のところ、時間相関分析はデータベースカラムでのみ可能です。[Connection] (接続)リス
トから他の接続を選択すると、データベース接続を変更できます。新しく設定するデータベース
接続に分析されたカラムが存在しない場合は警告メッセージが表⽰され、操作を続⾏またはキャ
ンセルできます。

2. [Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)をクリックして[Column Selection] (カ
ラム選択)ダイアログボックスを開き、カラムを選択するか、[DQ Repository] (DQリポジトリ)
ツリービューから[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューに直接ドラッグします。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されているいずれかのカラムを右ク
リックして[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、選択さ
れたカラムがツリービューの対応する接続の下へ⾃動的に配置されます。

3. 必要に応じて、  ([Indicators] (インジケーター)ビュー内)をクリックしてダイアログボックス
を開き、各インジケーターのしきい値を設定します。

単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに付属しています。

4. 必要であれば、[Data Filter] (データフィルタ)ビューで、分析対象カラムにフィルターを設定し
ます。
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5. [Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビューの[Number of connections per analysis] (分
析ごとの接続数)フィールドで、選択されたデータベース接続に対して許可する分析ごとの同時
接続数を設定します。

この数値の設定は、データベースで利⽤可能なリソース、つまり各データベースでサポートされ
る同時接続数に基づいて⾏います。

6. エディターの上部にある保存アイコンをクリックし、F6を押してカラム⽐較分析を実⾏しま
す。

右にある[Graphics] (グラフ)パネルに結果グラフが表⽰されます。

このガントチャートには、選択された名義カラムにリスト表⽰されている各国について、最⼩お
よび最⼤の⽣年⽉⽇の範囲が表⽰されます。また、⽣年⽉⽇にNULL値を含んでいる範囲棒グラ
フが強調表⽰されます。

たとえば上のチャートでは、メキシコの最⼩⽣年⽉⽇が1910年で最⼤⽣年⽉⽇が2000年になっ
ています。国がメキシコとなっている全データレコードのうち、41のレコードの⽣年⽉⽇が
NULL値になっています。

⽣成されたグラフでは、次の操作が可能です。

• いずれかの範囲棒グラフにポインターを置いて、その位置の相関データを表⽰させる。

• 特定の⽣年⽉⽇にポインターを置き、他の⽣年⽉⽇へとドラッグしてチャートを変更させ、⾃分の
選択にのみ関連する最⼩および最⼤の⽣年⽉⽇を表⽰させる。

• いずれかの範囲棒グラフを右クリックし、次のオプションを選択する。

オプション 動作
Show in full screen (全画⾯表
⽰)

⽣成されたグラフを全画⾯で開きます。

View rows (⾏を表⽰) 選択された名義カラムセットにある、分析されたすべての⾏のリストにアクセス
します。

次の図は、選択された範囲棒グラフにおける相関するデータ値をリスト表⽰しているSQLエディター
の例です。
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SQLエディターのエディターツールバーにある保存アイコンをクリックすると実⾏されたクエリを保存
し、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファ
イル)フォルダーの下にリスト表⽰させることができます。詳細は、「インジケーターで実行したクエリの保
存」を参照してください。

ガントチャートの詳細は、「 分析結果の詳細ビューへのアクセス」を参照してください。

8.3.2. 分析結果の詳細ビューへのアクセス
前提条件:時間相関分析がStudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで定義され、実⾏
されていること。

「時間相関分析の作成」の⼿順で得られる分析結果のさらに詳細なビューにアクセスするには、次の
⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、該当するビュー
を開きます。

2. [Analysis Result] (分析結果)をクリックし、さらに詳細な結果をGraphics (グラフ)、Simple
Statistics (単純統計)、Data (データ)という3つのビューで表⽰させます。

3. [Graphics] (グラフ)、[Simple Statistics] (単純統計)、[Data](データ)のいずれかをクリックす
ると、⽣成されたグラフ、分析されたレコード数、実際に分析されたデータがそれぞれ表⽰され
ます。

[Graphics] (グラフ)ビューでは、チャートで⾮表⽰にする値のチェックボックスをオフにできます。
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また、表⽰する開始名義値にポインターを置き、表⽰する終了名義値にドラッグすれば、特定の⽣年
⽉⽇範囲を選択できます。

⽣成されたグラフでは、次の操作が可能です。

• チャートで⾮表⽰にする値のチェックボックスをオフにする。

• いずれかの範囲棒グラフにポインターを置いて、その位置の相関データを表⽰させる。

• いずれかの範囲棒グラフを右クリックし、次のオプションを選択する。

オプション 動作
Show in full screen (全画⾯表
⽰)

⽣成されたグラフを全画⾯で開きます。

View rows (⾏を表⽰) 選択されたカラムにある、分析されたすべての⾏にアクセスします。

[Simple Statistics] (単純統計)ビューでは、特定のカテゴリに含まれる分析レコードの数(⾏数、重
複を除いた⼀意値の数、重複値の数など)が表⽰されます。

[Data] (データ)ビューでは、実際に分析されたデータが表⽰されます。
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結果テーブルにリスト表⽰されているデータは、テーブルのカラムヘッダーをクリックするだけで
ソートできます。

8.4. 名義相関分析
このタイプの分析では、同⼀テーブル上の名義カラム間の最⼩の相関性を分析し、結果を図に出⼒し
ます。

図では、各カラムが特定の⾊のノードで表されます。名義値の間の相関性は線で表⽰されます。線
が太くなるほど、相関性が低いと⾔えます。太い線によって特別な注意を必要とする問題や相関性を
特定することができます。しかし、線の重みを逆にして、相関性が⾼い⽅の線を太くすることができ
ます。そのためには、名義相関図の下にある[Inverse Edge Weight] (線の重みを逆にする)チェック
ボックスをオンにします。

図における相関性は常に対の相関性、つまりペアになっているカラムの間の関連性を表しています。

8.4.1. 名義相関分析の作成
次の例では、名義相関分析を作成し、選択された名義列に表⽰されている各国について最⼩および
最⼤の⽣年⽉⽇を計算します。分析には2つのカラム、birthdate (⽣年⽉⽇)とcountry (国)を使⽤しま
す。

現在のところ、名義相関分析はデータベースのカラムに対してのみ可能です。この分析は、ファイルやMDM
接続には使⽤できません。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベースへの接続が少なく
とも1つ設定されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

分析の定義
1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)

フォルダーを展開します。

2. [Analyses] (分析)フォルダーを右クリックし、[New Analysis] (新規分析)を選択します。
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[Create New Analysis] (新しい分析を作成)ウィザードが開きます。

3. フィルターフィールドにnominalと⼊⼒し、[Nominal Correlation Analysis] (名義相関分析)を
選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"
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ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 該当するフィールドに分析メタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Finish] (終了)をク
リックします。

新規作成された分析⽤のフォルダーが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内
の[Analysis] (分析)の下に表⽰され、分析メタデータの分析エディタが表⽰されます。

分析するカラムの選択
1. 分析エディタ内の[Connection] (接続)リストから、分析を実⾏するデータベース接続を選択し

ます。

現在のところ、名義相関分析はデータベースのカラムに対してのみ可能です。[Connection] (接
続)リストから別の接続を選択することにより、データベース接続を変更できます。新しく設定
するデータベース接続に分析されたカラムが存在しない場合は警告メッセージが表⽰され、操作
を続⾏またはキャンセルできます。

2. [Select columns to analyze] (分析するカラムを選択)をクリックして[Column Selection] (列
の選択)ダイアログボックスを開き、分析するカラムを選択するか、[DQ Repository] (DQリポ
ジトリ)ツリービューから直接ドラッグします。
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あまり多くのカラムを選択すると、分析結果の表が⾮常に読みづらくなるので注意してくださ
い。

[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューにリスト表⽰されたいずれかのカラムを右クリッ
クし、[Show in DQ Repository view] (DQリポジトリビューで表⽰)を選択すると、ツリー
ビューの対応する接続の下にある、選択カラムを⾒つけることができます。

3. 必要に応じて、[Indicators] (インジケーター)ビューの をクリックしてダイアログボックスを
開き、各インジケータのしきい値を設定します。

単純統計を表すインジケーターは、デフォルトでこの分析タイプに関連付けられています。

4. 必要に応じて、[Data Filter] (データフィルタ)ビューで分析されたカラムにフィルターを設定し
ます。

5. [Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビュー、[Number of connections per analysis] (分
析毎の接続数)フィールドで、選択されたデータベース接続に対して許可する分析毎の同時接続
数を設定します。

この数値はデータベースの利⽤可能リソース、つまりデータベースがサポートできる同時接続数
の数に基づいて設定します。

6. エディタの上部にある保存アイコンをクリックした後、F6を押して名義相関分析を実⾏しま
す。エディタの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに結果のグラフが表⽰されます。

上の図では、country (国)カラムとmarital-status (婚姻状況)カラムの各値が特定の⾊のノードに
よって表されています。既婚者および未婚者の数とそれらの⼈々の在住国の関係を調べるために
名義相関分析を実⾏しました。相関性は線で表⽰されます。

名義相関分析の結果グラフをじっくりと⾒るには、[Graphics] (グラフ)パネル内のグラフを右ク
リックし、[Show in full screen] (全画⾯表⽰)を選択します。図の詳細は、「 分析結果の詳細
ビューへのアクセス」を参照してください。
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8.4.2. 分析結果の詳細ビューへのアクセス
前提条件:名義相関分析がStudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで定義され、実⾏
されていること。

「名義相関分析の作成」で説明されている⼿順の分析結果の詳細ビューにアクセスするには、次の⼿
順に従います:

1. 分析エディタの下にある[Analysis Results] (分析結果)をクリックし、該当するビューを開きま
す。

2. [Analysis Result] (分析結果)をクリックして分析結果の詳細を3種類のビュー、Graphics (グラ
フ)、Simple Statistics (単純統計)およびData (データ)で表⽰します。

3. [Graphics] (グラフ)、[Simple Statistics] (単純統計)または[Data] (データ)をクリックして、そ
れぞれ⽣成されたグラフ、分析された記録の数、または実際のデータを表⽰します。

Graphics (グラフ)ビューでは分析されたカラムに対して⽣成されたグラフが表⽰されます。

上の図では、country (国)カラムとmarital-status (婚姻状況)カラムの各値が特定の⾊のノードによっ
て表されています。既婚者および未婚者の数とそれらの⼈々の在住国の関係を調べるために名義相
関分析を実⾏しました。相関性は線で表⽰されており、線が太くなるほど、相関性が⾼いと⾔えます
([Inverse Edge Weight] (線の重みを逆にする)チェックボックスがオンになっている場合)。
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図の下にあるボタンで図の表⽰を管理できます。次のテーブルではこれらのボタンとその使⽤⽅法を
説明します。

ボタン 説明
[Filter Edge Weight] (線の
重みフィルター)

スライダーを右に移動させると重みの⼩さい線が除外され、重要な線を⾒やすくできま
す。

プラスとマイナス [+]ボタンまたは[-]ボタンをクリックして、図のサイズをそれぞれズームインまたは
ズームアウトできます。

[Reset] (リセット) クリックすると図が初期状態に戻ります。
[Inverse Edge Weight] (線
の重みを逆にする)

デフォルトでは、線が太くなるほど、相関性が低いと⾔えます。

このチェックボックスをオンにすることで現在の線の重みを逆にして、相関性が⾼い⽅
の線を太くすることができます。

[Picking] (つまむ) このチェックボックスをオンにすると、任意のノードをドラッグして図中の好きな場所
へ移動させることができるようになります。

[Save Layout] (レイアウト
を保存)

このボタンをクリックして図のレイアウトを保存します。

[Restore Layout] (レイアウ
トを復元)

このボタンをクリックして図を以前に保存したレイアウトに復元します。

Simple Statistics (単純統計)ビューでは特定のカテゴリに該当する分析された記録の数(⾏数、重複
を除く⼀意値の数、重複値の数など)が表⽰されます。

Data (データ)ビューでは分析されたデータそのものが表⽰されます。

テーブルの任意のカラムヘッダーをクリックすることで結果テーブルに表⽰されたデータを並べ替え
ることができます。
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9.拡張機能: パターンおよびインジケーター
この章では、正規表現とSQLパターンを使⽤して、カラム内のデータを分析および監視する⽅法につ
いて詳しく説明します。また、カラム分析時にシステムインジケーターとユーザー定義インジケー
ターを使⽤する⽅法についても説明します。
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9.1. パターン
パターンは分析するカラムの内容と照合することのできる⼀連の⽂字カラムです。

9.1.1. パターンの種類
の[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューにある[Patterns] (パターン)フォルダーの中に、正
規表現とSQLパターンの2種類があります。

正規表現(regex)は定義済みのパターンで、接続したデータベース内のテキストを検索や操作に使⽤
できます。また、独⾃の正規表現を作成してカラムの分析に使⽤することもできます。

SQLパターンはSQLクエリで使⽤される⼀種のカスタマイズされたパターンです。これらのパ
ターンには多くの場合パーセント記号(％)が含まれます。SQLワイルドカードの詳細は、http://
www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.aspを参照してください。

上記の2種類のパターンを使⽤してカラムの分析、または⼀連のカラムの分析(単純なテーブル分析)
を⾏うことができます。これらのパターンに基づく分析によって、分析対象カラムの値に⾒られる
様々なデータパターンの出現頻度を調べることができます。詳細は、「データベースでのカラムの分
析」および「パターンを使ってカラムセット分析を作成する方法」を参照してください。

Studioで、パターンを使⽤した分析結果を表すグラフを⽣成することができます。また、⽣成された
グラフを⽂字で表す[Analysis Results] (分析結果)ビューでテーブルを表⽰することもできます。こ
れらのグラフや分析結果から、リストされたパターンに基づく無効な値の割合を簡単に調べることが
できます。詳細は、「分析エディターのタブパネル」を参照してください。

SQLパターンと正規表現の管理⽅法は、Java向けのものも含めて同じです。詳細は、「正規表現と
SQLパターンの管理」を参照してください。

一部のデータベースは正規表現をサポートしていません。このようなデータベースで正規表現を使用できる
ようにするには、多少の設定作業が必要となります。詳細は、「データベース内でのユーザー定義関数の管
理」を参照してください。

9.1.2. データベース内でのユーザー定義関数の管理
正規表現関数はいくつかのデータベースに搭載されていますが、サポートしていないデータベー
スも多くあります。正規表現をネイティブサポートするデータベースには次のようなものがありま
す:MySQL、PostgreSQL、Oracle 10g、Ingres。⼀⽅Microsoft SQLサーバーやNetezzaは正規表現を
サポートしていません。

また、正規表現関数がデータベースに搭載されていても、正規表現インジケーターのクエリテンプ
レートが定義されていない場合もあります。

StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでは次のことができます。

• 特定のデータベースサーバーの機能を拡張して正規表現関数をサポートできるようにする。詳細
は、「特定のデータベースにユーザー定義関数を定義する方法」を参照してください。

• 正規表現関数をサポートするデータベース⽤にクエリテンプレートを定義する。詳細は、「特定の
データベースに対してクエリテンプレートを定義する方法」を参照してください。

Teradataでの正規表現の使⽤についての詳細は、記事「How to configure regular expressions on
Teradata」を参照してください。

http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=28670767
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=28670767
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Netezzaでの正規表現の使⽤についての詳細は、「一部のデータベースについて必要な知識」を参照
してください。

9.1.2.1. 特定のデータベースにユーザー定義関数を定義する⽅法

正規表現関数はすべてのデータベース環境に搭載されているわけではありません。Studioで、正規表
現をネイティブサポートしないデータベースの正規表現に対してカラムを分析するには、

次のいずれかを⾏います。

1. 該当する正規表現ライブラリをデータベースにインストールする。データベースに正規表現関数
を作成する例については付録D  SQL Serverの正規表現を参照してください。

2. Studioでデータベースのクエリテンプレートを作成する。詳細は、「特定のデータベースに対し
てクエリテンプレートを定義する方法」を参照してください。

または:

• Javaエンジンを使って、カラム分析を実⾏する。この場合、システムはSQLの正規表現ではなく
Javaの正規表現を使⽤して指定されたカラムを分析します。Javaエンジンの詳細は、「Javaエ
ンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。

9.1.2.2. 特定のデータベースに対してクエリテンプレートを定義する
⽅法

クエリテンプレートは、正規表現に対してカラムを分析するために必要なクエリ論理を定義しま
す。Studioでクエリテンプレートを定義する⼿順には次が含まれます。

• 特定のデータベースに対するクエリテンプレートを作成する

• この表現がすべてのデータベースで使⽤できるほどシンプルではない場合は、データベース専⽤の
正規表現を設定する

以下の例ではMicrosoft SQL Server⽤のクエリテンプレートを定義する⽅法を⽰しています。ユー
ザー定義の正規表現関数をSQLサーバーに作成する⽅法についての詳細は、付録D  SQL Serverの正
規表現を参照してください。

特定のデータベースに対するクエリテンプレートを定義するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [System Indicators] (システムインジケーター) > [Pattern Matching] (パターンマッチング)の
順に展開します。
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3. [Regular Expression Matching] (正規表現マッチング)をダブルクリックするか、右クリックし
てコンテキストメニューから[Open] (開く)を選択します。

対応するビューが開きインジケーターメタデータとその定義が表⽰されます。

ここで、クエリテンプレートを定義するデータベースをデータベースのリストに追加する必要が
あります。このクエリテンプレートは正規表現マッチングを計算します。

4. [Indicator Definition] (インジケーター定義)ビューの下にある[+]ボタンをクリックして新しい
テンプレート⽤のフィールドを追加します。
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5. 新しいフィールドで、⽮印をクリックしてテンプレートを定義するデータベースを選択します。
この例では、[Ingres]を選択します。

6. 他のデータベースのいずれかからインジケーター定義をコピーします。

7. 新しいフィールドの横にある[Edit...] (編集...)ボタンをクリックします。

[Edit expression] (式の編集)ダイアログボックスが表⽰されます。

8. インジケーター定義(テンプレート)を[Expression] (式)ボックスに貼り付け、テンプレート
を選択したデータベースに適合させるため"WHEN"の後のテキストを編集します。この例で
は、"WHEN"の後のテキストを"WHEN REGEX"に置き換えます。

9. [OK] をクリックします。新しいテンプレートがフィールドに表⽰されます。

10. エディターの上部にある保存アイコンをクリックして変更を保存します。

Ingresデータベース専⽤のクエリデータベースの作成が完了しました。このデータベースのカラムを
正規表現で分析できるようになりました。

このサーバーのデータ分析に使⽤する正規表現が、すべてのデータベースで使⽤できるほどシンプ
ルなものであれば、カラムの分析をすぐに始めることができます。そうでない場合は、特定のデータ
ベース(この例ではIngres)で機能するように正規表現の定義を編集する必要があります。

ユーザー定義インジケーターを使⽤した分析が⼀度でも正常に実⾏されれば、後でデータベースのイ
ンジケーター定義テンプレートが削除されても、分析は失敗しません。以前に⽣成されたSQLクエリ
を使⽤するので、実⾏され続けます。
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データベース特有の正規表現定義の設定⽅法について詳しくは、「正規表現またはSQLパターンを編
集する方法」および「正規表現またはSQLパターンを複製する方法」を参照してください。

9.1.2.3. クエリテンプレートを編集する⽅法

特定のデータベースに対して作成したクエリテンプレートを編集することができます。

特定のデータベースに対するクエリテンプレートを編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [System Indicators] (システムインジケーター) > [Pattern Matching] (パターンマッチング)の
順に展開します。

3. [Regular Expression Matching] (正規表現マッチング)をダブルクリックするか、右クリックし
てコンテキストメニューから[Open] (開く)を選択します。

対応するビューが開きインジケーターメタデータとその定義が表⽰されます。
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4. クエリテンプレートを編集するデータベースの横にある ボタンをクリックします。

[Edit expression] (式の編集)ダイアログボックスが表⽰されます。

5. [Expression] (式)エリアで、必要に応じて正規表現テンプレートを編集し、[OK] をクリックし
てダイアログボックスを閉じて、次の⼿順に進みます。

正規表現テンプレートが編集されました。

9.1.2.4. クエリテンプレートを削除する⽅法
特定のデータベースに対して作成したクエリテンプレートを削除することができます。
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特定のデータベースに対するクエリテンプレートを削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [System Indicators] (システムインジケーター) > [Pattern Matching] (パターンマッチング)の
順に展開します。

3. [Regular Expression Matching] (正規表現マッチング)をダブルクリックするか、右クリックし
てコンテキストメニューから[Open] (開く)を選択します。

対応するビューが開きインジケーターメタデータとその定義が表⽰されます。

4. クエリテンプレートを削除するデータベースの横にある ボタンをクリックします。

選択されたクエリテンプレートがインジケーター定義ビューのリストから削除されました。
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9.1.3. 正規表現とSQLパターンのカラム分析への追加
正規表現とSQLパターンをカラム分析で使⽤して、分析対象カラムに存在するデータすべてをこれら
の式やパターンに対してチェックすることができます。詳細は、「カラム分析に正規表現またはSQL
パターンを追加する方法」を参照してください。

また、正規表現やSQLパターンのパラメーターをカラム分析に関連付けた後で編集することもできま
す。詳細は、「カラム分析のパターンを編集する方法」を参照してください。

特定の式やパターンを使⽤するカラム分析の実⾏後、次のことが⾏えます。

• 分析対象カラムにある有効/無効なデータすべての⼀覧にアクセスする。詳細は、「パターンを基
にしてデータを分析し表示する方法」を参照してください。

9.1.4. 正規表現とSQLパターンの管理
正規表現とSQLパターンの管理⼿順には、作成、テスト、複製、インポート、エクスポートなどの操
作が含まれます。

以下のセクションでは、正規表現およびSQLパターンの各管理オプションの詳細を説明します。両パ
ターンの管理プロセスはまったく同じです。

9.1.4.1. 新しい正規表現またはSQLパターンを作成する⽅法
新しい正規表現またはSQLパターン(Java⽤を含む)を作成してカラム分析で使⽤することができま
す。

正規表現とSQLパターンの管理プロセスは同じです。以下で紹介する⼿順とスクリーンショットは正規表現の
作成⼿順を説明したものです。同じ⼿順に従ってSQLパターンを作成することができます。

新しいパターンを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] パ
ターン)の順に展開し、[Regex]を右クリックします。
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2. コンテキストメニューから[New Regex Pattern] (新規正規表現パターン)を選択して対応する
ウィザードを開きます

ウィザードを開くとヘルプパネルが⾃動的に表⽰されます。このヘルプパネルには新しい正規表
現パターンを作成するための⼿順が表⽰されます。

3. [Name] (名前)フィールドに、新しい正規表現の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

4. 必要に応じて、該当するフィールドに他のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定し、[Next]
(次へ)をクリックします。



正規表現とSQLパターンの管理

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 281

5. [Regular expression] (正規表現)フィールドに作成する正規表現の定義を⼊⼒します。正規表現
は⼀重引⽤符で囲む必要があります。

PostgreSQLデータベースの場合、正規表現はデータベースの異なるバージョン間で互換性がありませ
ん。

PostgreSQLバージョン9.1以降で正規表現を使⽤する場合は、次のいずれかを実⾏する必要がありま
す。

• PostgreSQLデータベース設定で、standard_conforming_stringsパラメータをoffに設定し、定義内
に⼆重のバックスラッシュを記述するか、または

• ウィザードの[Regular expression] (正規表現)フィールドの表現定義で単⼀のバックスラッシュを使
⽤します。

PostgreSQL正規表現の詳細を確認するには、[Window] (ウィンドウ)>[Show View] (ビューを表⽰)を選
択して[Help] (ヘルプ)を展開し、[Bookmarks] (ブックマーク)を選択します。

6. [Language Selection] (⾔語選択)リストから⾔語を選択します(特定のデータベースまたは
Java)。

7. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー内のRegexフォルダーの下に新しい正規表現の
サブフォルダーが表⽰され、定義されたメタデータと正規表現が表⽰されたパターンエディター
が開きます。

8. [Pattern Definition] (パターン定義)ビューで、[+]ボタンをクリックし、新しいパターンに必要
なだけ正規表現を追加します。

任意の利⽤可能なデータベースまたはJava専⽤の正規表現を定義することができます。
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正規表現がすべてのデータベースで利⽤できるほどシンプルなものである場合は、リストか
ら[Default] (デフォルト)を選択します。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのPatterns (パターン)フォルダーの中にある新
しいパターン名の下に、指定されたデータベースタイプまたはJavaのラベルが付いたサブフォ
ルダーが表⽰されます。

9. 新しいパターンを保存します。

パターン作成後、開いている分析エディターのデータベースカラムにパターンを直接ドロップす
ることができます。

10. 必要に応じて、パターン名をクリックしてStudioの[Detail View] (詳細ビュー)に詳細を表⽰し
ます。

パターンエディターで、正規表現の横にある[Test] (テスト)をクリックして正規パターンの定義をテス
トできます。詳細は、「パターンテストビューで正規表現をテストする方法」を参照してください。ま
た、[Pattern Test View] (パターンテストビュー)からテスト対象の正規表現に基づいて新しいパターン
を作成することができます。詳細は、「[Pattern Test View] (パターンテストビュー)から新しいパターン
を作成する方法」を参照してください。

9.1.4.2. パターンテストビューで正規表現をテストする⽅法
定義済みの正規表現または新しく作成した正規表現で⽂字列をテストすることができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブでデータベースへの接続が少なく
とも1つ設定されていること。

正規表現で⽂字列をテストするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「新しい正規表現またはSQLパターンを作成する方法」で説明されている⼿順に従って新しい正
規表現を作成します。

2. 開いているパターンエディターで[Pattern Definition] (パターン定義)をクリックして対応する
ビューを開きます。
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3. ⽂字列のテストに使⽤する定義の横にある[Test] (テスト)ボタンをクリックして次の⼿順に進み
ます。

Studioにテストビューが表⽰され、選択された正規表現が表⽰されます。

4. [Test Area] (テストエリア)で、正規表現でチェックする⽂字列を⼊⼒します。

5. [DB Connection] (DB接続)リストから、正規表現を使⽤するデータベースを選択します。

Javaで正規表現をテストするように選択した場合は、[Java]オプションがデフォルトで選択され、[DB
Connections] (DB接続)オプションとリストがテストビューで利⽤不可になります。

6. [Test] (テスト)をクリックします。

ビューの左上にアイコンが表⽰され、⽂字列が選択されたパターン定義にマッチするか、マッチ
しないかが⽰されます。

7. 必要に応じて、正規表現を編集し、[Save] (保存)をクリックして編集を保存します。

パターンエディターのパターン定義が変更されます。

[Create Pattern] (パターン作成)ボタンを使って[Pattern Test View] (パターンテストビュー)から直接パ
ターンを作成/編集することができます。詳細は、「[Pattern Test View] (パターンテストビュー)から新しいパ
ターンを作成する方法」を参照してください。



正規表現とSQLパターンの管理

284 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

9.1.4.3. [Pattern Test View] (パターンテストビュー)から新しいパ
ターンを作成する⽅法

[Pattern Test View] (パターンテストビュー)から新しいカスタムパターンを作成することができま
す。このビューからパターンを作成することの利点は、テスト済みの正規表現に基づいてカスタムパ
ターンを作成できることです。必要に応じて表現の定義をカスタマイズするだけで、新しいパターン
を保存することができます。

定義済みの正規表現または新たに作成した正規表現に基づいて新しいパターンを作成するには、次の
⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン) > [Regex]の順に展開し、カスタムパターンの作成に使⽤するパターンをダブルクリック
します。

Studioでパターンエディターが開きます。

2. 新しいパターン作成の基として使⽤する定義の横にある[Test] (テスト)をクリックします。

選択された正規表現の定義で[Pattern Test View] (パターンテストビュー)が開きます。
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3. 必要に応じて、[Test Area] (テストエリア)にテキストを⼊⼒して正規表現をテストします。詳
細は、「パターンテストビューで正規表現をテストする方法」を参照してください。

4. [Create Pattern] (パターン作成)をクリックして[New Regex pattern] (新規正規表現パターン)
ウィザードを開きます。

5. [Name] (名前)フィールドに、新しい正規表現の名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

6. 必要に応じて、該当するフィールドにその他のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。
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最初の正規表現が[Regular expression] (正規表現)フィールドに予め表⽰されています。

7. 必要に応じて最初の正規表現の構⽂をカスタマイズします。正規表現の定義は⼀重引⽤符で囲む
必要があります。

PostgreSQLデータベースの場合、正規表現はデータベースの異なるバージョン間で互換性がありませ
ん。

PostgreSQLバージョン9.1以降で正規表現を使⽤する場合は、次のいずれかを実⾏する必要がありま
す。

• PostgreSQLデータベース設定で、standard_conforming_stringsパラメータをoffに設定し、定義内
に⼆重のバックスラッシュを記述するか、または

• ウィザードの[Regular expression] (正規表現)フィールドの表現定義で単⼀のバックスラッシュを使
⽤します。

PostgreSQL正規表現の詳細を確認するには、[Window] (ウィンドウ)>[Show View] (ビューを表⽰)を選
択して[Help] (ヘルプ)を展開し、[Bookmarks] (ブックマーク)を選択します。

8. [Language Selection] (⾔語選択)リストから、新しい正規表現を使⽤するデータベースを選択
します。

9. [Finish] (終了) をクリックして、ウィザードを閉じます。

元の正規表現と同じファイルのRegexフォルダーの中に、新しいパターンのサブフォルダーが表
⽰されます。パターンエディターが開き、パターンメタデータとパターン定義が表⽰されます。

9.1.4.4. Date Pattern Frequency Table (⽇付パターン頻度テーブ
ル)から正規表現を⽣成する⽅法

⽇付列にDate Pattern Frequency Table (⽇付パターン頻度テーブル)インジケーターを使⽤する分
析の結果から正規表現パターンを⽣成することができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、Date Pattern Frequency
Table (⽇付パターン頻度テーブル)インジケーターを使⽤して⽇付カラムでカラム分析が作成されて
いること。

日付カラムにDate Pattern Frequency Table (日付パターン頻度テーブル)インジケーターを使用するには、カ
ラム分析エディターの[Analysis Parameter] (分析パラメーター)ビューで実行エンジンをJavaに設定する必要
があります。実行エンジンの詳細は、「JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用」を参照してください。
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カラム分析の作成⽅法の詳細は、「データベースでのカラムの分析」を参照してください。

カラム分析の結果から正規表現を⽣成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、⽇付カラムで⽇付インジケーターを使⽤す
るカラム分析を右クリックします。

2. コンテキストメニューから[Open] (開く)を選択して対応する分析エディターを開きます。

3. F6を押して分析を実⾏し、Studio右側の[Graphics] (グラフ)パネルに分析結果を表⽰します。

4. エディターの下にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、さらに詳細な結果を表
⽰します。
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この例では、⽇付値の100.00%が"yyyy MM dd"のパターンに従っており、39.41%が"yyyy dd
MM"のパターンに従っています。

5. 正規表現を⽣成する⽇付値を右クリックして、コンテキストメニューから[Generate Regex
Pattern] (Regexパターンを⽣成)を選択します。

[New Regex Pattern] (新規正規表現パターン)ダイアログボックスが表⽰されます。

6. [Next] (次へ)をクリックします。

⽇付の正規表現が対応するフィールドに予め定義されています。

7. [Finish] (終了)をクリックして、次の⼿順に進みます。
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パターンエディターが開き、定義されたメタデータと⽣成されたパターン定義が表⽰されます。

新しい正規表現は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Pattern] (パターン) >
[Regex]フォルダーの下にリストされます。この正規表現は分析エディターの任意の⽇付カラム
にドラッグすることができます。

8. 必要に応じて、「パターンテストビューで正規表現をテストする方法」で説明されているよう
に[Test] (テスト)ボタンをクリックし、この⽇付正規表現で⽂字列をテストします。

9.1.4.5. 正規表現またはSQLパターンを編集する⽅法

任意の正規表現またはSQLパターンのエディターを開いてその設定を確認し、また定義を編集して以
下のことを⾏うことができます。

• 特定のデータベースの種類に適応させる

• 特定の⽤途に適応させる

正規表現またはSQLパターンを開く、または編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開します。

2. 正規表現またはSQLパターンのリストを閲覧し、開くまたは編集する正規表現やパターンを⾒つ
けます。

3. 名前を右クリックしてコンテキストメニューから[Open] (開く)を選択します。

パターンエディターが開き正規表現またはSQLパターンの設定が表⽰されます。
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4. 必要に応じてパターンのメタデータを編集し、[Pattern Definition] (パターン定義)をクリック
して対応するビューを表⽰します。このビューでは、パターン定義の編集、選択されたデータ
ベースの変更、[+]ボタンを使って利⽤可能なデータベース専⽤の他のパターンを追加したりす
ることができます。

PostgreSQLデータベースの場合、正規表現はデータベースの異なるバージョン間で互換性がありませ
ん。

PostgreSQLバージョン9.1以降で正規表現を使⽤する場合は、次のいずれかを実⾏する必要がありま
す。

• PostgreSQLデータベース設定で、standard_conforming_stringsパラメータをoffに設定し、定義内
に⼆重のバックスラッシュを記述するか、または

• ウィザードの[Regular expression] (正規表現)フィールドの表現定義で単⼀のバックスラッシュを使
⽤します。

PostgreSQL正規表現の詳細を確認するには、[Window] (ウィンドウ)>[Show View] (ビューを表⽰)を選
択して[Help] (ヘルプ)を展開し、[Bookmarks] (ブックマーク)を選択します。

5. 正規表現またはSQLパターンがすべてのデータベースで利⽤できるほどシンプルなものである場
合は、リストの[Default] (デフォルト)を選択します。

6. エディターの上部にある保存アイコンをクリックして変更を保存します。

正規表現は、指定したデータベースのデータに対して使⽤する前にテストすることができます。詳細は、「パ
ターンテストビューで正規表現をテストする方法」を参照してください。

正規表現またはSQLパターンを編集する場合、それらを使用する可能性のあるすべての分析に対して、その変
更が適切であることを確認してください。
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9.1.4.6. 正規表現またはSQLパターンをエクスポートする⽅法

現在のバージョンのStudioから正規表現またはSQLパターンをTalend Exchangeにエクスポートす
ることができます(.xmi形式で保存されます)。そうすることにより、他のユーザーはこれらのパター
ンをエクスチェンジサーバーから各⾃のStudioにインポートし、分析で使⽤することができます。

また、正規表現またはSQLパターンをcsvファイルとしてエクスポートし、ローカルに保存すること
もできます。csvファイルのコンテンツレイアウトについて詳しくは、「正規表現またはSQLパター
ンをインポートする方法」を参照してください。

正規表現とSQLパターンの管理プロセスは同じです。以下で紹介する⼿順とスクリーンショットは正規表現の
エクスポート⼿順を説明したものです。同じ⼿順に従ってSQLパターンをエクスポートすることができます。

正規表現またはSQLパターンをTalend Exchangeにエクスポートする⽅法

現在のバージョンのStudioから正規表現またはSQLパターンをTalend Exchangeにエクスポート
し、他のユーザーと共有することができます。エクスポートされたパターンは.xmiファイルとしてエ
クスチェンジサーバーに保存されます。

パターンは元のリポジトリのときとまったく同じパスでエクスポートされます。ユーザーがTalend
Exchangeから各⾃のStudioのリポジトリにインポートすると、これらのパターンは元のリポジトリ
のときと同じフォルダーまたはサブフォルダーの中にインポートされます。

以下の例では正規表現を使⽤します。同じ⼿順に従ってSQLパターンをエクスポートすることができ
ます。

正規表現をTalend Exchangeにエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開します。

2. [Regex]を右クリックし[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeにエクスポート)を選
択します。

[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeにエクスポート)ウィザードが表⽰されます。
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3. 正規表現を保存するフォルダーを参照します。

4. [Select All] (すべて選択)をクリックしてリスト内のすべての正規表現を選択するか、指定した
フォルダーに保存する正規表現のチェックボックスを選択します。

[Show only selected elements] (選択したモジュールのみを表⽰)チェックボックスを選択して
エクスポートするパターンだけを⼀覧表⽰します。

5. [Finish] (終了)をクリックします。

選択された各パターンの.xmiファイルが定義されたフォルダーにzipファイルとして保存されま
す。

6. http://www.talendforge.org/exchangeからTalend Exchangeにzipファイルをアップロードし
ます。Talend Exchangeサーバーのアカウントをお持ちでない場合は作成してください。

1つの正規表現ファミリーをTalend Exchangeにエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [[Patterns] (パ
ターン)の順に展開し、エクスポートする正規表現を⾒つけます。

http://www.talendforge.org/exchange
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2. 右クリックしてコンテキストメニューから[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeに
エクスポート)を選択します。

[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeにエクスポート)ウィザードが開きます。
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3. [Select All] (すべて選択)をクリックしてリスト内のすべての正規表現を選択するか、フォル
ダーにエクスポートする正規表現またはSQLパターンのチェックボックスを選択します。

4. [Finish] (終了) をクリックして、ウィザードを閉じます。

選択された各パターンの.xmiファイルが定義されたフォルダーにzipファイルとして保存されま
す。

5. http://www.talendforge.org/exchangeからTalend Exchangeにzipファイルをアップロードし
ます。Talend Exchangeサーバーのアカウントをお持ちでない場合は作成してください。

パターンが.xmiファイルとしてTalend Exchangeにアップロードされました。

ユーザーがこれらの.xmiファイルをTalend Exchangeから各⾃のStudioのリポジトリにインポート
すると、これらのパターンは元のリポジトリのときと同じファミリサブフォルダーの中にインポート
されるため、パスは元のリポジトリのときと同じになります。

正規表現またはSQLパターンをcsvファイルにエクスポートする⽅法

正規表現をcsvファイルにエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [[Patterns] (パ
ターン)の順に展開し、[Regex]を右クリックします。

2. コンテキストメニューから[Export Patterns] (パターンのエクスポート)を選択します。

http://www.talendforge.org/exchange
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[Export Patterns] (パターンのエクスポート)ウィザードが開きます。

3. 正規表現を保存するcsvファイルを参照します。

4. [Select All] (すべて選択)をクリックしてリスト内のすべての正規表現を選択するか、csvファイ
ルにエクスポートする正規表現のチェックボックスを選択します。

5. [Finish] (終了) をクリックして、ウィザードを閉じます。

エクスポートされたすべての正規表現が指定されたcsvファイルに保存されました。

ユーザーがこれらの正規表現をcsvファイルから各⾃のStudioのリポジトリにインポートする
と、これらの正規表現はRegexフォルダーの中にインポートされるため、新しいリポジトリでも
同じパスとなります。

1つの正規表現ファミリをcsvファイルにエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開し、エクスポートする正規表現ファミリを⾒つけます。
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2. コンテキストメニューから[Export Patterns] (パターンのエクスポート)を選択します。

[Export Patterns] (パターンのエクスポート)ウィザードが開きます。

3. [Select All] (すべて選択)をクリックしてリスト内のすべての正規表現のチェックボックスを選
択するか、csvファイルにエクスポートする正規表現のチェックボックスを選択します。
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4. [Finish] (終了) をクリックして、ウィザードを閉じます。

エクスポートされたすべての正規表現が指定されたcsvファイルに保存されました。

ユーザーがこれらの正規表現をcsvファイルから各⾃のStudioのリポジトリにインポートすると、こ
れらの正規表現は同じサブフォルダーの中にインポートされるため、新しいリポジトリでも元のリポ
ジトリのときと同じパスになります。

9.1.4.7. 正規表現またはSQLパターンをインポートする⽅法

Talend Exchangeから正規表現またはSQLパターンをStudioにインポートして、分析で使⽤するこ
とができます。これにより、他のユーザーが作成してエクスチェンジサーバーに保存したすべてのパ
ターンを共有することができます。

また、csvファイルとしてローカルに保存された正規表現またはSQLパターンをインポートすること
もできます。csvファイルには、以下のテーブルに挙げたものを含め、特定のカラムが含まれている
必要があります。以下のうち、少しだけしか含まれていない場合もあります。

カラム名 Description (説明)
Label (ラベル) パターンのラベル(必須)
Purpose (⽬的) パターンの⽬的(任意)
Description (説明) パターンの説明(任意)
Author (作成者) 正規表現の作成者(任意)
Relative Path (相対パス) ルートフォルダーに対する相対パス(任意)
All_ DB_Regexp すべてのデータベースに適合する正規表現(任意)
<データベース名>_Regexp 特定のデータベースに適合する正規表現(任意)

正規表現またはSQLパターンをTalend Exchangeからインポートする⽅法

現在ご利⽤のStudioのリポジトリにTalend Exchangeから正規表現またはSQLパターンの.xmiファ
イルをインポートして、カラム分析で使⽤することができます。

現在ご利⽤のStudioのバージョンに対応したバージョンのみをインポートできます。

前提条件:ネットワークが機能している必要があります。

以下の例ではSQLパターンを使⽤します。同じ⼿順に従って正規表現をインポートすることができま
す。

Talend ExchangeからSQLパターンをインポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Exchange] (エ
クスチェンジ)の順に展開します。

接続に問題があると[Exchange]ノード下のいずれのアイテムにもアクセスすることができませ
ん。インターネット接続の確認を求めるポップアップが表⽰されます。

2. [Exchange]の下の[SQL]を展開し、インポートするパターン名を右クリックします。
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3. [Import in DQ Repository] (DQリポジトリにインポート)を選択します。

[Import From Talend Exchange] (Talend Exchangeからインポート)ウィザードが開きます。

現在ご利⽤のStudioのバージョンに対応したバージョンのみにアクセスできます。

4. [Error and Warning] (エラーと警告)エリアにエラーおよび警告メッセージが⼀覧表⽰される場
合、[Overwrite existing items] (既存項⽬の上書き)チェックボックスをオンにします。

これは、同じ名前のパターンが現在のStudioに既に存在するということです。インポートされる
パターンがStudioにあるものに置き換わります。

5. [Finish] (終了)をクリックします。
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進⾏情報バーが表⽰されます。インポートされたパターンは、[DQ Repository] (DQリポジト
リ)ツリービューの[Patterns] (パターン) > [SQL]フォルダーの下にリストされます。

Studioにインポートするパターンは元のリポジトリにあったときと同じ構造でインポートされま
す。これらのパターンは元のリポジトリのときと同じフォルダーまたはサブフォルダーの中にイ
ンポートされます。

正規表現またはSQLパターンをcsvファイルからインポートする⽅法

前提条件:csvファイルがローカルに保存されていること。

正規表現をcsvファイルからインポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開します。

2. [Regex]を右クリックし[Import Patterns] (パターンのインポート)を選択します。

[Import Patterns] (パターンのインポート)ウィザードが開きます。

3. 正規表現が保存されているcsvファイルを参照します。

4. [Duplicate patterns handling] (重複パターンの処理)エリアで、次を選択します。

オプション ⽬的
skip existing patterns (既存の
パターンをスキップ)

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの対応するリストに存在しない
正規表現のみをインポートする。Patterns (パターン)フォルダーにインポート
されたパターンが既に存在する場合は警告メッセージが表⽰されます。

rename new patterns with
suffix (新しいパターンをサ
フィックスで改名する)

インポートされた各正規表現をサフィックスで識別する。Patterns (パターン)
フォルダーに既に存在する場合でもすべての正規表現をインポートします。

5. [Finish] (終了)をクリックします。
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確認のメッセージが表⽰されます。

6. [OK] をクリックします。

インポートされた正規表現はすべて[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
のRegexフォルダーの下にリストされます。

これらの正規表現は元のリポジトリのときと同じフォルダーまたはサブフォルダーの中にインポート
されます。

ツリービューで、インポートされた正規表現またはSQLパターン名の横に警告アイコン が表⽰される場
合、それが正しくないことを表しています。正規表現またはパターンを開いて、正しくない原因を確認する必
要があります。多くの場合、引⽤符の⽋如が原因となっています。正規表現およびSQLパターンを⾒直して、
⼀重引⽤符で囲まれていることを確認してください。

9.1.4.8. 正規表現またはSQLパターンを複製する⽅法

データプロファイリング分析で使⽤する新しい正規表現またはSQLパターンを始めから作成する⼿間
を省くには、既存の正規表現またはSQLパターンを複製し、そのメタデータと定義を編集します。

正規表現またはSQLパターンを複製するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開します。

2. 正規表現またはSQLパターンのリストを閲覧し、複製する正規表現またはパターンを⾒つけま
す。

3. 名前を右クリックしてコンテキストメニューから[Duplicate...] (複製...)を選択します。

複製された正規表現/SQLパターンは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
のRegex/SQLフォルダーの下にリストされます。

これで、複製されたパターンをダブルクリックし、必要に応じてそのメタデータおよび定義を変
更できるようになりました。

PostgreSQLデータベースの場合、正規表現はデータベースの異なるバージョン間で互換性がありません。

PostgreSQLバージョン9.1以降で正規表現を使⽤する場合は、次のいずれかを実⾏する必要があります。

• PostgreSQLデータベース設定で、standard_conforming_stringsパラメータをoffに設定し、定義内に⼆重
のバックスラッシュを記述するか、または

• ウィザードの[Regular expression] (正規表現)フィールドの表現定義で単⼀のバックスラッシュを使⽤しま
す。

PostgreSQL正規表現の詳細を確認するには、[Window] (ウィンドウ)>[Show View] (ビューを表⽰)を選択し
て[Help] (ヘルプ)を展開し、[Bookmarks] (ブックマーク)を選択します。

新しい正規表現は、指定したデータベースのデータに対して使⽤する前にテストすることができま
す。詳細は、「パターンテストビューで正規表現をテストする方法」を参照してください。

9.1.4.9. 正規表現またはSQLパターンを削除する⽅法

正規表現またはSQLパターンは、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューまたは[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから直接削除することができます。
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分析対象カラムから正規表現またはSQLパターンを削除する⽅法

分析エディターでカラム分析が開いていること。

分析対象カラムから正規表現またはSQLパターンを削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)をクリックして分析対象カラムビューを表⽰します。

2. 削除する正規表現/SQLパターンを右クリックし、コンテキストメニューで[Remove Element]
(モジュールの削除)を選択します。

選択された正規表現/SQLパターンが[Analyzed Columns] (分析対象カラム)リストに表⽰されなくな
ります。

正規表現またはSQLパターンを削除し、復元する⽅法

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから正規表現またはSQLパターンを削除するには、次
の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Patterns] (パ
ターン)の順に展開します。

2. リストから削除する正規表現またはSQLパターンを参照します。

3. 削除する正規表現またはパターンを右クリックし、コンテキストメニューで[Delete] (削除)を選
択します。
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正規表現およびSQLパターンは、[Recycle Bin] (ごみ箱)に移動します。

[Recycle Bin] (ごみ箱)からそれを削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)で削除するものを右クリックし、コンテキストメニューから[Delete] (削
除)を選択します。

それが現在のStudioのどの分析にも使⽤されていなければ、[Delete forever] (完全に削除)ダイ
アログボックスが表⽰されます。

2. [Yes] (はい)をクリックして操作を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

それが現在のStudioの1つまたは複数の分析で使⽤されている場合は、そのパターンを使⽤して
いる分析すべてをリストしたダイアログボックスが表⽰されます。

3. 次のいずれかを⾏います。

• [OK]をクリックして、パターンをごみ箱から削除せずにダイアログボックスを閉じます。

• [Force to delete all the dependencies] (すべての依存関係を強制的に削除する)チェック
ボックスを選択した上で[OK]をクリックすると、パターンがごみ箱から削除され、それに依
存する分析すべてがData Profiling (データプロファイリング)ノードから削除されます。

また、[Recycle Bin] (ごみ箱)を空にすることで、パターンを永久的に削除することができま
す。[Recycle Bin] (ごみ箱)を空にするには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [Recycle Bin] (ごみ箱)を右クリックして[Empty recycle bin] (ごみ箱を空にする)を選択しま
す。

そのパターンが現在のStudioのどの分析にも使⽤されていなければ、確認ダイアログボックスが
表⽰されます。

2. [Yes] (はい)をクリックしてごみ箱を空にします。

パターンが現在のStudioの1つまたは複数の分析で使⽤されている場合は、そのパターンを使⽤
している分析すべてをリストしたダイアログボックスが表⽰されます。

3. [OK]をクリックして、パターンをごみ箱から削除せずにダイアログボックスを閉じます。

[Recycle Bin] (ごみ箱)からパターンを復元するには、次の⼿順を実⾏します。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)で、パターンを右クリックして[Restore] (復元)を選択します。

パターンは[Libraries] (ライブラリ)ノードに戻ります。

9.2. インジケーター
インジケーターはコンテンツ、構造、データ品質を定義するために使⽤される様々なパターンの実装
から得られる結果です。

また、インジケーターはデータマッチングだけでなく、その他の様々なデータ関連操作に関わる⾮常
に複雑な分析の結果を⽰すものでもあります。

9.2.1. インジケーターの種類
の[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューにある[Indicators] (インジケーター)フォルダーの
中に、システムインジケーターとユーザー定義インジケーターの2種類があります。

ユーザー定義インジケーターは、その名前が⽰すように、ユーザーによって作成されたインジケー
ターです。ツリービューの[User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーか
らドラッグアンドドロップするだけで使⽤することができます。ユーザー定義インジケーターはカラ
ム分析でのみ使⽤されます。カラムに対してユーザー定義インジケーターを設定する⽅法についての
詳細は、「ユーザー定義インジケーターを設定する方法」を参照してください。

システムインジケーターは既定のインジケーターで、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリー
ビューの[System Indicators] (システムインジケーター)フォルダー内で様々なカテゴリに分類され
ています。システムインジケーターの各カテゴリはそれぞれ対応する分析タイプで使⽤されます。
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システムインジケーターを作成したり、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューから分析に
直接ドラッグしたりすることはできません。しかし、たとえば特定のデータベースに適合させるため
にシステムインジケーターを開き、パラメーターを編集することは可能です。詳細は、「システムイ
ンジケーターを編集する方法」を参照してください。

両種類のインジケーターには編集、複製、インポート、エクスポートといったいくつかの管理オプ
ションが利⽤できます。詳細は、「ユーザー定義インジケーターの管理」および「システムインジ
ケーターの管理」を参照してください。

以下のセクションではカラム分析に使⽤されるシステムインジケーターを説明しています。これらの
システムインジケーターは、単純または詳細統計から、要約データやレコードの統計的分布などの⽂
字列分析まで多岐に及びます。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[System Indicators] (システムインジケーター)フォルダー
内には、以下のセクションで扱っていないシステムインジケーターもあります。これらのシステムインジケー
ターは、冗⻑性、相関性、概要分析など他のタイプの分析で使⽤します。

9.2.1.1. Simple statistics (単純統計)

この分析は、特定のカテゴリに含まれるレコードの数(⾏数、null値の数、重複を除く⼀意値の数、重
複値の数、空⽩フィールドの数など)に対して単純統計を⾏います。

• Blank Count (空⽩カウント):空⽩の⾏数をカウントします。「空⽩」とはnullではないテキスト
データで、空⽩のみが含まれるものです。Oracleは空の⽂字列とnull値を区別しないという点に留
意してください。

• Default Value Count (デフォルト値カウント):デフォルト値の数を数えます。

• Distinct Count (重複を除いたカウント):カラム内の重複を除いた値の数をカウントします。

• Duplicate Count (重複カウント):2回以上出現する値の数をカウントします。次の関
係が成り⽴ちます:重複カウント+ユニークカウント=重複を除いたカウント。たとえ
ば、a、a、a、a、b、b、c、d、e =>値9、重複を除いた値5、ユニーク値3、重複値2となります。

• Null Count (NULL値カウント):nullの⾏数をカウントします。

• Row Count (⾏カウント):⾏数をカウントします。

• Unique Count (ユニークカウント):1回しか出現しない重複を除いた値の数をカウントします。これ
は重複を除いたカウント以下になります。

9.2.1.2. Text statistics (テキスト統計)

分析エディターでデータマイニングタイプがnominal(名義)に設定されている場合にのみ、テキス
ト統計インジケーターを使⽤して列を分析できます。そうでない場合、これらの統計は[Indicator
Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスで選択不可となります。使⽤できるデータマイ
ニングタイプの詳細は、「データマイニングのタイプ」を参照してください。

テキスト統計はカラム内のテキストフィールドの最⼩⽂字数、最⼤⽂字数、平均⽂字数などの特性を
分析することができます。

• Minimal Length (最⼩⽂字数): テキストフィールドの最⼩⽂字数を計算します。

• Maximal Length (最⼤⽂字数): テキストフィールドの最⼤⽂字数を計算します。

• Average Length (平均⽂字数): テキストフィールドの平均⽂字数を計算します。
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他にも、上記の各インジケーターでnull値を持つもの、空⽩値を持つもの、null値と空⽩値の両⽅を
持つものをカウントすることもできます。

null値のデータ⻑は0としてカウントされます(例:null値の最⼩⽂字数は0です)。つまり、Minimal
Length With Null (nullを含めた最⼩⽂字数)およびMaximal Length With Null (nullを含めた最⼤⽂
字数)ではnull値を含めたテキストフィールドの最⼩/最⼤⻑を計算します。

空⽩値のデータ⻑は0としてカウントされます(例:空⽩値の最⼩⽂字数は0です)。つまり、Minimal
Length With Blank (空⽩を含めた最⼩⽂字数)およびMaximal Length With Blank (空⽩を含めた最
⼤⽂字数)では空⽩値を含めたテキストフィールドの最⼩/最⼤⻑を計算します。

すべての平均インジケーターにも同様のことが当てはまります。

以下のテーブルでは、各テキスト統計インジケーターを使って列内のいくつかのテキストフィールド
の⻑さを計算した例を⽰しています。

データ 現在の⻑さ 空⽩値を含める null値を含める 空⽩値とnull
値を含める

Brayan 6 6 6 6
Ava 3 3 3 3
" " 1 0 1 0
"" 0 0 0 0
Null — — 0 0

最⼩⻑、最⼤⻑、平均⻑
最⼩⻑ 0 0 0 0
最⼤⻑ 6 6 6 6
平均⻑ 9/4 = 2.25 8/4 = 2 9/5 = 1.8 8/5 = 1.6

9.2.1.3. Summary statistics (要約統計)
数値データに対して統計分析を⾏います。これには中央値や平均値などの中⼼傾向の計算、四分位範
囲や範囲などの統計的ばらつきの計算が含まれます。

• Mean (平均)： レコードの平均を計算します。

• Median (中央): ⺟集団や確率分布などのサンプルのうち、上半分と下半分を分けている値を計算し
ます。

• Inter quartile range (四分位範囲):第1四分位数と第3四分位数の差を計算します。

• Range (範囲):レコードの最⼤値と最⼩値の差を計算します。

要約統計インジケーターを使ってDB2データベースをプロファイリングする場合、JavaとSQLエンジ
ンの間で分析結果が僅かに異なる場合があります。これはデータベースの種類によってインジケー
ターの計算⽅法が異なるためです。また、TalendではJavaの使⽤に際して特別な関数を使⽤しま
す。

9.2.1.4. Advanced statistics (詳細統計)
最確値と最も頻度の⾼い値を計算し、頻度テーブルを⽣成します。詳細統計の主なものには次の値が
含まれます:

• Mode (モード): 最頻値を計算します。数値データや連続データに対しては、インジケーターのパラ
メーターで瓶を設定することができます。これは「平均」や「中央値」とは異なります。カテゴリ
カルな属性を調べるのに適しています。
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• Frequency table (頻度テーブル): 個別のレコードから最も頻度の⾼い値の数を計算します。他にも
「⽇付」、「週」、「⽉」、「四半期」、「年」、「瓶」でデータを集約する頻度テーブルインジ
ケーターが利⽤できます。

頻度テーブル統計は「⽇付」データを持つカラムに対してのみ適⽤されます。

• Low frequency table (低頻度テーブル): 個別のレコードから頻度の低い記録の数を計算します。他
にも「⽇付」、「週」、「⽉」、「四半期」、「年」、「瓶」のそれぞれを対象とした低頻度テー
ブルインジケーターが利⽤できます。「瓶」とは⼀定間隔で数値データを集約したものです。

9.2.1.5. Pattern frequency statistics (パターン頻度統計)

このグループのインジケーターは最も頻度の⾼いパターンおよび頻度の低いパターンを計算します。

• Pattern frequency table (パターン頻度テーブル): 個別のパターンから最も頻度の⾼いレコードの
数を計算します。

• Pattern low frequency table (パターン低頻度テーブル): 個別のパターンから頻度の低いレコード
の数を計算します。

• Date pattern frequency table (⽇付パターン頻度テーブル):⽇付カラムまたはテキストカラムから
⽇付パターンを取得します。これはJavaエンジンでのみ使⽤できます。

SQLエンジンで分析を実⾏する場合、データベースの⽇付タイプのカラムに対してPattern
Frequency Statistics (パターン頻度統計)を使⽤する意味はあまりありません。すべての⽇付が1つの
形式で表⽰されるため、このインジケーターによってデータ品質問題が検出されることはありませ
ん。詳しくは、記事「Why do we get 99-AAA-99 when profiling Date columns in Oracle」を参照し
てください。

9.2.1.6. Soundex frequency statistics (Soundex頻度統計)

このグループのインジケーターはDBMSに搭載されたSoundexアルゴリズムを使⽤します。

これはレコードを⾳でインデックス付けします。これにより、同じ発⾳(英語の発⾳のみ)のレコード
は同⼀のデータに変換されるため、スペルが多少異なっていてもマッチングさせることができます。

• Soundex frequency table (Soundex頻度テーブル): 同じ発⾳を持つレコードの合計と⽐べて最も頻
度の⾼い個別のレコードの数を計算します。

• Soundex low frequency table (Soundex低頻度テーブル): 同じ発⾳を持つレコードの合計と⽐べて
頻度の低い個別のレコードの数を計算します。

Teradata Soundexの実装にある制限により、このインジケーターを使⽤してTeradataのプロファイリング
結果をドリルダウンできない場合があります。詳しくは、記事「An error when profiling Teradata using the
Soundex Fequency Statistics indicator 」を参照してください。

9.2.1.7. Phone number statistics (電話番号統計)

このグループのインジケーターは電話番号をカウントします。各電話番号形式のカウントを返しま
す。これらはorg.talend.libraries.google.libphonumberライブラリを使⽤して電話番号形式を検証しま
す。

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=31064401
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=31755968
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=31755968
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• Valid phone number count (有効な電話番号数): 有効な電話番号を数えます。

• Possible phone number count (推定電話番号数): 有効な電話番号の数を推測します。

• Valid region code number count (有効な地域コード番号数): 有効な地域コードを持つ電話番号を
数えます。

• Invalid region code count (無効な地域コード数): 無効な地域コードを持つ電話番号を数えます。

• Well formed national phone number count (国内電話番号の形式に適応している電話番号数): 適切
な形式の国内電話番号を数えます。

• Well formed international phone number count (国際電話番号の形式に適応している電話番号数):
国際電話番号の形式を遵守している国際電話番号を数えます(国番号で始まる電話番号)。

• Well formed E164 phone number count (E.164形式に適応している電話番号数): 国際電話番号の形
式を遵守している国際電話番号を数えます(最⼤15桁、+プレフィックスがある)。

• Format Frequency Pie (形式頻度円グラフ): 電話番号カウントの結果をいくつかのセクションに別
れた円グラフで表⽰します。

9.2.1.8. ベンフォードの法則度数インジケーター

ベンフォードの法則度数インジケーター(第⼀桁の法則)は、数値データの数字1〜9の出現率を検証す
るものです。これはリストやテーブルから会計や経費に関する不正を察知するためのインジケーター
として使⽤されます。

ベンフォードの法則では、リストやテーブルにおいて、数字1が1桁⽬に表れる確率は約30%であると
されています。⼤きい数字が1桁⽬に表れる頻度は低く、たとえば数字2は17%、数字3は12%となっ
ています。正当な、改ざんされていないデータはこの出現頻度に沿ったものとなるはずです。分析し
たデータにおける第⼀桁の頻度分布とベンフォードの法則で予想される分布を⽐較することで異常な
結果を識別することができます。

たとえば、従業員が架空の業者を作り出し、送⾦を⾏うという不正を⾏ったとします。これら架空
の⽀払の⾦額は⾃然に発⽣したものではなく、作り出されたものなので、架空の取り引きおよび正
当な取り引きすべて(両者混合)の第⼀桁の分布はベンフォードの法則に則したものではなくなりま
す。さらに、これら不正な⽀払の多くが第⼀桁に2を持っていたとします(29、232、2187など)。ベ
ンフォードの法則インジケーターを使⽤してこのようなデータを分析すると、第⼀桁に2を持つ⾦額
が、通常の出現パターンである17%よりも頻繁に出現していることが分かります。

ベンフォードの法則度数インジケーターを使⽤する際は、次のことが勧められています。

• 分析する数値データが0で始まっていないことを確認します。ベンフォードの法則では第⼀桁が1から9の
範囲であることが予想されています。これは、分析するカラムに[number] (数) > [Integer values] (整数
値)パターンを使⽤することで確認できます。

• 最⼩値インジケーターまたは最⼤値インジケーターを選択してデータの桁数を確認します。また、Talend
Exchangeからインポートできる Order of Magnitude (桁数)インジケーターを使うことでも確認できま
す。これは、ベンフォードの法則は値が複数の桁数に分散しているときにより正確になる傾向があるためで
す。Talend Exchangeからインジケーターをインポートする⽅法について詳しくは、「Talend Exchangeか
らユーザー定義インジケーターをインポートする方法」を参照してください。

ベンフォードの法則度数インジケーターの結果図では、1〜9の数字が棒で表されており、棒の⾼さが
分析したデータにおける第⼀桁の頻度分布をパーセントで表しています。点はベンフォードの法則に
従った予想される第⼀桁の頻度分布を表しています。

以下は、ベンフォードの法則度数インジケーターを使⽤した分析の結果と、total_sales (総売上)列に
ユーザー定義インジケーターのOrder of Magnitude (桁数)を使⽤した例です。



インジケーターの種類

308 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

最初の図は分析したデータに6桁の範囲にわたるバリエーションがあることを⽰しており、数値カラ
ムの最⼩値と最⼤値の間に6桁の差があることを⽰しています。

2番⽬の図は、データの実際の分布(棒の⾼さ)がベンフォードの法則(点の値)に則していないことを⽰
しています。売上額の頻度分布とベンフォードの法則で予想される分布の間には⼤きな相違が⾒られ
ます。たとえば、1で始まる売上額の通常の出現パターンは30%ですが、分析されたデータでは11%
しかないことが分かります。不正の可能性が疑われます。何者かによって売上額が変更されたか⼀部
のデータが存在していない可能性があります。

以下は、ベンフォードの法則度数インジケーターを使⽤したカラム分析結果図の別の例です。

Invalid (無効)というラベルの付いた⾚い棒は分析されたデータのうち、数字で始まっていないもの
の割合を表しています。また、0の棒は、0で始まるデータの割合を⽰しています。どちらも、ベン
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フォードの法則度数インジケーターを使⽤してカラムを分析する際には予想されていないものである
ため、⾚で表されています。

カラムの分析について詳しくは、「データベースでのカラムの分析」を参照してください。

9.2.2. システムインジケーターの管理
システムインジケーターは分析に使⽤できる編集可能な定義済みインジケーターです。Studioで利⽤
できるシステムインジケーターの詳細については、「インジケーターの種類」を参照してください。

9.2.2.1. システムインジケーターを編集する⽅法

システムインジケーターは定義済みのインジケーターですが、エディターで開いてその設定と定義を
確認したり、編集したりすることができ、システムインジケーターを特定のデータベースバージョン
や特定の必要に適合させることなどが可能です。ただし、システムインジケーターの名前を変更する
ことはできません。

システムインジケーターを編集するには、次の⼿順を実⾏します:

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開し、インジケーターのリストから編集するインジケーターを⾒つけま
す。

2. インジケーターの名前を右クリックし、コンテキストメニューから[Open] (開く)を選択しま
す。

インジケーターエディターが開き、選択されたインジケーターのパラメーターが表⽰されます。
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3. インジケーターのメタデータを編集します。

システムインジケーターの任意のメタデータフィールドを編集することができますが、インジ
ケーターの名前は編集できません。

4. [Indicator Definition] (インジケーター定義)をクリックします。

このビューでは、インジケーター定義の編集や選択されたデータベースの変更を⾏ったり、エ
ディターの下にある[+]ボタンを使って利⽤可能なデータベース専⽤の他のインジケーターを追
加したりすることができます。

5. エディターの上部にある保存アイコンをクリックして変更を保存します。

インジケーターがすべてのデータベースで利⽤できるほどシンプルなものである場合は、データベースリスト
で[Default] (デフォルト)を選択します。

インジケーターを編集すると[DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューにリストされたインジケーター
が変更されます。編集されたインジケーターを使用する可能性のあるすべての分析に対して、その変更が適切
であることを確認してください。
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9.2.2.2. システムインジケーターとインジケーターオプションをカラ
ム分析に設定する⽅法

分析または監視する必要のあるデータベーステーブルのカラムにシステムインジケーターとインジ
ケーターパラメーターを定義することができます。詳細は、「分析するカラムのインジケーターを設
定する方法」および「システムインジケーターのオプションを設定する方法」を参照してください。

9.2.2.3. システムインジケーターをエクスポートまたはインポートす
る⽅法

システムインジケーターをフォルダーやアーカイブファイルにエクスポートし、Studioに再度イン
ポートすることができます。ただし、エクスポートおよびインポートの操作は互換性のあるバージョ
ンのStudioで⾏う必要があります。詳細は、「データプロファイリングアイテムのエクスポート」お
よび「データプロファイリングアイテムのインポート」を参照してください。

9.2.2.4. システムインジケーターを複製する⽅法

システムインジケーターを始めから作成する⼿間を省くため、インジケーターリストに存在するイン
ジケーターを複製することができます。コピーが作成されたら、メタデータを変更して新しいインジ
ケーターを作成し、データプロファイリング分析に使⽤することができます。

システムインジケーターを複製するには、次の⼿順を実⾏します:

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. インジケーターリストから複製するインジケーターを⾒つけます。その名前を右クリックし、コ
ンテキストメニューから[Duplicate...] (複製...)を選択します。

複製されたインジケーターが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのSystem (システ
ム)フォルダーの下にリストされます。

これで、複製されたインジケーターを開き、必要に応じてそのメタデータと定義を変更することがで
きます。システムインジケーターの編集について詳しくは、「システムインジケーターを編集する方
法」を参照してください。
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9.2.3. ユーザー定義インジケーターの管理
ユーザー定義インジケーターは、その名前が⽰すように、ユーザーによって作成されたインジケー
ターです。これらのインジケーターは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからエディ
ターにリストされたカラムにドラッグアンドドロップするだけで、分析対象カラムに対して使⽤する
ことができます。

ユーザー定義インジケーターに利⽤可能な管理オプションには作成、エクスポートとインポート、編
集、複製などがあります。詳細は、次のセクションを参照してください。

9.2.3.1. SQLユーザー定義インジケーターを作成する⽅法

Studioのでカスタマイズされた独⾃のインジケーターを作成することができます。

ユーザー定義インジケーターの管理⼿順はシステムインジケーターの管理⼿順と同じです。

インジケーターの定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)を右クリックします。

3. コンテキストメニューから[New Indicator] (新規インジケーター)を選択します。

[New Indicator] (新規インジケーター)ウィザードが表⽰されます。
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4. [Name] (名前)フィールドに、作成するインジケーターの名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

必要に応じて、該当するフィールドに他のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Finish] (終了)をクリックします。

インジケーターエディターが開き、ユーザー定義インジケーターのメタデータが表⽰されます。
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インジケーター定義とカテゴリの設定

1. [Indicator Category] (インジケーターカテゴリ)をクリックし、リストからインジケーターのカ
テゴリを選択します。

カテゴリによって、ユーザー定義インジケーターを使⽤する分析の結果セットから予想されるカ
ラムの数が決まります。

次のテーブルで、各カテゴリを説明します。

インジケーターカテゴリ 説明 予想されるクエリ結果
User Defined Match (ユーザー
定義⼀致)

条件に⼀致するデータの数を評価しま
す。

結果セットは1⾏と2列になります。1
つめのカラムには⼀致する値の数
が、2番⽬のカラムには合計数が含ま
れます。

User Defined Frequency (ユー
ザー定義頻度)

個々のレコードに対してユーザー定義
インジケーターを使⽤してレコードの
頻度を評価します。

結果セットは0以上の⾏と2列になりま
す。1つめのカラムには値が、2番⽬の
カラムにはこの値の頻度(カウント)が
含まれます。

User Defined Real Value (ユー
ザー定義実数)

データの実関数を評価します。 結果セットは実数を含む1⾏と1列にな
ります。

User Defined Count (ユーザー
定義数)(デフォルトのカテゴリ)

レコードの数を分析し、⾏数を返しま
す。

結果セットは⾏数を含む1⾏と1列にな
ります。

2. [Indicator Definition] (インジケーター定義)をクリックし、[+]ボタンをクリックします。

3. [Database] (データベース)リストから、インジケーターを使⽤するデータベースを選択しま
す。
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インジケーターがすべてのデータベースで利⽤できるほどシンプルなものである場合は、データ
ベースリストで[Default] (デフォルト)を選択します。

4. [Version] (バージョン)フィールドにデータベースのバージョンを⼊⼒します。

5. 作成するインジケーターのSQLステートメントを定義します。

• [SQL Template] (SQLテンプレート)フィールドの横にある[Edit...] (編集...)ボタンをクリック
します。

[Edit expression] (式の編集)ダイアログボックスが開きます。

• [Indicator Definition] (インジケーター定義)ビューで、データのマッチングや分析で使⽤す
るSQL式を⼊⼒します。[templates] (テンプレート)リストからテンプレートをドロップして
式を完成することができます。

たとえば、上のスクリーンショットのようにカラムの値の最⼤⻑を計算する式を設定できま
す。

このビューには選択されたインジケーターカテゴリで予想される各カラムに対応するいくつ
かの⼊⼒フィールドがある場合があります。たとえば、[User Defined Count] (ユーザー定
義数)カテゴリを選択した場合は[Where Expression] (WHERE式)フィールドのみが表⽰され
ますが、[User Defined Match] (ユーザー定義⼀致)カテゴリを選択した場合は[Matching
Expression] (マッチング式)および[Where Expression] (WHERE式)の2つのフィールドが表⽰
されます。

SQL式は、[Full SQL Template] (完全SQLテンプレート)ビューで⾃動的に完全なSQLテンプ
レートに変換されます。
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また、SQL式は⾃動的に⾏や値を表⽰するためのテンプレートに変換されます。選択されたイ
ンジケーターカテゴリによってダイアログボックスで利⽤できるタブが変更されます。

SQL式を[Indicator Definition] (インジケーター定義)ビューで編集する場合、それに応じて
他のタブでもテンプレートが更新されます。

• [Reset] (リセット)ボタンを使⽤すると[Indicator Definition] (インジケーター定義)タブのコ
ンテンツに従ってすべてのテンプレートが元に戻ります。

• [OK] をクリックします。

ダイアログボックスが閉じ、インジケーターエディターにSQLテンプレートが表⽰されます。

• [+]ボタンを使って、同様の⼿順に従い必要な数だけインジケーター定義を追加します。

ユーザー定義インジケーターに含まれるものがSQLテンプレートのみである場合は、[Indicator
Parameters] (インジケーターパラメーター)ビューでパラメーターを定義する必要はありません。これ
らのパラメーターはインジケーターにJavaの実装が含まれる場合にのみ使⽤します。詳細は、「Java
ユーザー定義インジケーターを定義する方法」を参照してください。

6. エディターの上部にある保存アイコンをクリックします。

インジケーターが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[User Defined
Indicators] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下にリストされます。このインジケー
ターは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからエディターにリストされたカラム
にドラッグアンドドロップするだけで、分析対象カラムに対して使⽤することができます。

ユーザー定義インジケーターを使⽤した分析が⼀度でも正常に実⾏されれば、後でデータベー
スのインジケーター定義テンプレートが削除されても、分析は失敗しません。以前に⽣成された
SQLクエリを使⽤するので、実⾏され続けます。

9.2.3.2. Javaユーザー定義インジケーターを定義する⽅法

Studioのでカスタマイズされた独⾃のJavaインジケーターを作成することができます。Javaユー
ザー定義インジケーターの管理⼿順はシステムインジケーターの管理⼿順と同じです。

また、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのExchange (エクスチェンジ)フォルダーから、すぐ
に使⽤できるJavaユーザー定義インジケーターをインポートすることもできます。このJavaユーザー定義イ
ンジケーターはメールサーバーに接続して電⼦メールの存在をチェックするものです。Talend Exchangeか
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らインジケーターをインポートする⽅法について詳しくは、「Talend Exchangeからユーザー定義インジケー
ターをインポートする方法」を参照してください。

以下の2つのセクションでは、Javaユーザー定義インジケーターを作成する⼿順を説明しています。

Javaユーザー定義インジケーターを作成する⽅法

インジケーターの定義

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)を右クリックします。

3. コンテキストメニューから[New Indicator] (新規インジケーター)を選択します。

[New Indicator] (新規インジケーター)ウィザードが表⽰されます。
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4. [Name] (名前)フィールドに、作成するJavaインジケーターの名前を⼊⼒します。

アイテムの名前には次の特殊⽂字は使⽤しないでください:

"~"、"!"、"`"、"#"、"^"、"&"、"*"、"\
\"、"/"、"?"、":"、";"、"\"、"."、"("、")"、"'"、"¥"、"‘"、"""、"«"、"»"、"<"、">"

ファイルシステムでは、これらの⽂字はすべて"_"に置き換えられ、重複するアイテムが作成されてしま
う場合があります。

5. 必要に応じて、該当するフィールドに他のメタデータ(⽬的、説明、作成者名)を設定
し、[Finish] (終了)をクリックします。

インジケーターエディターが開き、ユーザー定義インジケーターのメタデータが表⽰されます。
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インジケーター定義とカテゴリの設定

1. [Indicator Category] (インジケーターカテゴリ)をクリックし、リストからJavaインジケーター
のカテゴリを選択します。

カテゴリによって、このインジケーターを使⽤する分析の結果セットから予想されるカラムの数
が決まります。

次のテーブルで、各カテゴリを説明します。

インジケーターカテゴリ 説明 予想されるクエリ結果
User Defined Match (ユーザー
定義⼀致)

条件に⼀致するデータの数を評価しま
す。

結果セットは1⾏と2列になります。1
つめのカラムには⼀致する値の数
が、2番⽬のカラムには合計数が含ま
れます。

User Defined Frequency (ユー
ザー定義頻度)

個々のレコードに対してユーザー定義
インジケーターを使⽤してレコードの
頻度を評価します。

結果セットは0以上の⾏と2列になりま
す。1つめのカラムには値が、2番⽬の
カラムにはこの値の頻度(カウント)が
含まれます。

User Defined Real Value (ユー
ザー定義実数)

データの実関数を評価します。 結果セットは実数を含む1⾏と1列にな
ります。

User Defined Count (ユーザー
定義数)(デフォルトのカテゴリ)

レコードの数を分析し、⾏数を返しま
す。

結果セットは⾏数を含む1⾏と1列にな
ります。

2. [Indicator Definition] (インジケーター定義)をクリックし、[+]ボタンをクリックします。

3. [Database] (データベース)リストから[Java]を選択します。
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4. [Java Class] (Javaクラス)フィールドにJavaクラスを⼊⼒します。

クラス名にパッケージパスが含まれていることを確認してください。この⽂字列パラメーターが正しく
指定されていないと、Javaユーザー定義インジケーターを保存しようとするときにエラーメッセージが
表⽰されます。

5. Javaクラスを含むJavaアーカイブを選択します。

• [Edit...] (編集...)ボタンをクリックします。

[UDI Selector] (UDI選択)ダイアログボックスが開きます。

• [Select libraries] (ライブラリ選択)ビューで、Javaクラスを含むアーカイブのチェックボッ
クスを選択します。

• [OK] をクリックします。

ダイアログボックスが閉じ、インジケーターエディターにJavaアーカイブが表⽰されます。

このダイアログボックスの[Manage Libraries] (ライブラリ管理)ビューからJavaアーカイブ
を追加または削除することができます。

Javaアーカイブの作成について詳しくは、「ユーザー定義インジケーターのJavaアーカイブ
を作成する方法」を参照してください。

6. [Indicator Parameters] (インジケーターパラメーター)をクリックしてビューを開き、パラ
メーター値を取得するためのパラメーターを定義しながらJavaインジケーターをコーディング
できます。
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次のようなコードでパラメーター値を取得することができます。この例ではパラメー
ターEMAIL_PARAMを取得しています。

// Check prerequisite
        IndicatorParameters param = this.getParameters();
        if (param == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }
        Domain indicatorValidDomain = param.getIndicatorValidDomain();
        if (indicatorValidDomain == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }

        // else retrieve email from parameter
        EList<JavaUDIIndicatorParameter> javaUDIIndicatorParameter =
 indicatorValidDomain.getJavaUDIIndicatorParameter();
        for (JavaUDIIndicatorParameter p : javaUDIIndicatorParameter) {
            if (EMAIL_PARAM.equalsIgnoreCase(p.getKey())) {

Javaユーザー定義インジケーターのパラメーターの使い⽅に関する詳細な例は、 http://
talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/
userdefine/email/EMailValidationIndicator.javaを参照してください。

7. テーブルの下部にある[+]ボタンをクリックしてパラメーターキーと値の新しい⾏を定義しま
す。

カラム分析でインジケーターを使⽤する際は、いつでもデフォルトのパラメーターを編集した
り、新しいパラメーターを追加したりすることができます。そのためには、分析エディターで
インジケーターオプションアイコンをクリックしてダイアログボックスを開き、必要に応じてデ
フォルトパラメーターを編集したり、新しいパラメーターを追加します。

8. エディターの上部にある保存アイコンをクリックします。

インジケーターが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[User Defined
Indicators] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下にリストされます。このインジケー
ターは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからエディターにリストされたカラム
にドラッグアンドドロップするだけで、分析対象カラムに対して使⽤することができます。

ユーザー定義インジケーターのJavaアーカイブを作成する⽅法

ユーザー定義インジケーターのJavaアーカイブを作成する前に、Eclipseで、ワークスペースプラグ
インのコンパイルおよびテスト対象となるターゲットプラットフォームを定義する必要があります。

http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java
http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java
http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java
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ターゲットプラットフォームを定義するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Eclipseで、[Preferences] (プリファレンス)を選択して[Preferences] (プリファレンス)ウィン
ドウを表⽰します。

2. [Plug-in Development] (プラグイン開発)を展開して[Target Platform] (ターゲットプラット
フォーム)を選択し、[Add...] (追加...)をクリックしてターゲット定義を作成するためのビューを
開きます。
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3. [Nothing: Start with an empty target definition] (なし: 空のターゲット定義で始める)オプ
ションを選択し[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。

4. [Name] (名前)フィールドに新しいターゲット定義の名前を⼊⼒し、[Add...] (追加...)をクリック
して次の⼿順に進みます。
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5. [Add Content] (コンテンツの追加)リストから[Installation] (インストール)を選択し、[Next]
(次へ) をクリックして次の⼿順に進みます。

6. [Browse...] (参照...)ボタンを使⽤してインストールディレクトリのパスを設定し、[Next] (次へ)
をクリックして次の⼿順に進みます。

場所のリストに新しいターゲット定義が表⽰されます。
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7. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ユーザー定義インジケーターのJavaアーカイブを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Eclipseで、http://talendforge.org/svn/top/branches/branch-4_0/test.myudiのSVNからプロ
ジェクトをチェックアウトします。

このJavaプロジェクトには、インジケーターエディターの[Indicator Category] (インジケー
ターカテゴリ)ビューにリストされたインジケーターカテゴリに対応する4つのJavaクラスがあり
ます。

それぞれのJavaクラスはUserDefIndicatorImplインジケーターを拡張するものです。下の図
はMyAvgLength Javaクラスの使⽤例を⽰したものです。

http://talendforge.org/svn/top/branches/branch-4_0/test.myudi
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2. 必要に応じて各@Overrideに続くメソッドのコードを編集します。

3. 必要に応じて、次のメソッドをコードで使⽤してインジケーターパラメーターを取得します。

4. IndicatorParametersオブジェクトを返すIndicator.getParameter()を使⽤します。

5. Domainオブジェクトを返すIndicatorParameters.getIndicatorValidDomain()を呼び出します。

6. パラメーターを定義する各キー/値のペアを保存するJavaUDIIndicatorParameterのリストを返
すDomain.getJavaUDIIndicatorParameter()を呼び出します。

7. 変更を保存します。

8. Eclipseを使⽤してこの新しいJavaアーカイブをエクスポートします。

StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで作成する任意のJavaインジケーターに、
このJavaアーカイブを関連付けることができるようになりました。

9.2.3.3. Javaユーザー定義インジケーターをエクスポートする⽅法
ユーザー定義インジケーターをアーカイブファイルやTalend Exchangeにエクスポートして他の
ユーザーと共有できます。
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Javaユーザー定義インジケーターをアーカイブファイルにエクスポートする⽅法

Studioのツールバーにある[Export Item] (項⽬のエクスポート)オプションを使⽤して、ユーザー定
義インジケーターをエクスポートしてローカルのアーカイブファイルに保存することができます。イ
ンジケーターをエクスポートする⽅法について詳しくは、「データプロファイリングアイテムのエク
スポート」を参照してください。

ユーザー定義インジケーターをTalend Exchangeにエクスポートする⽅法

現在のStudioからユーザー定義インジケーターをTalend Exchangeにエクスポートし、他のユー
ザーと共有することができます。

エクスポートされたインジケーターは.xmiファイルとしてエクスチェンジサーバーに保存されます。

前提条件: StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで少なくとも1つのユーザー定義
インジケーターが作成されていること。

Talend Exchangeにユーザー定義インジケーターをエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します:

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [User Defined Indicator] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーを右クリックし、Export
for Talend Exchange (Talend Exchangeにエクスポート)を選択します。

[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeにエクスポート)ウィザードが表⽰されます。

3. インジケーターを保存するフォルダーを参照します。
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4. 指定したフォルダーに保存するインジケーターのチェックボックスを選択します。

[Show only selected elements] (選択したモジュールのみを表⽰)チェックボックスを選択して
エクスポートするインジケーターのみを⼀覧表⽰します。

5. [Finish] (終了)をクリックします。

選択された各インジケーターの.xmiファイルが定義されたフォルダーにzipファイルとして保存
されます。

6. http://www.talendforge.org/exchangeからTalend Exchangeにzipファイルをアップロードし
ます。Talend Exchangeサーバーのアカウントをお持ちでない場合は作成してください。

9.2.3.4. ユーザー定義インジケーターのインポート⽅法

ローカルのアーカイブファイルまたはTalend Exchangeからユーザー定義インジケーターをStudio
にインポートして、カラム分析で使⽤することができます。

アーカイブファイルからユーザー定義インジケーターをインポートする⽅法

Studioのツールバーにある[Import Item] (項⽬のインポート)オプションを使⽤して、ローカルの
アーカイブファイルに保存されたユーザー定義インジケーターをインポートして、カラム分析に使⽤
することができます。インジケーターをインポートする⽅法について詳しくは、「データプロファイ
リングアイテムのインポート」を参照してください。

ツリービューで、インポートされたインジケーター名の横に警告アイコン が表⽰される場合、そ
れが正しくないことを表しています。インジケーターを開いて、正しくない原因を確認する必要があ
ります。

csvファイルからユーザー定義インジケーターをインポートする⽅法(⾮推奨の機能)

このセクションでは下位互換性を保つために、まだ利⽤することのできる⾮推奨の機能について説明していま
す。

ローカルのcsvファイルに保存されたインジケーターをインポートして、カラム分析に使⽤すること
ができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。csvファイル
がローカルに保存されていること。

csvファイルからユーザー定義インジケーターをインポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)を右クリックし、[Import
Indicators] (インジケーターのインポート)を選択します。

[Import Indicators] (インジケーターのインポート)ウィザードが開きます。

http://www.talendforge.org/exchange
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3. ユーザー定義インジケーターが保存されているcsvファイルを参照します。

4. [Duplicate Indicators handling] (重複インジケーターの処理)エリアで、次を選択します。

オプション ⽬的
skip existing indicators (既存
のインジケーターをスキップ)

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの対応するリストに存在しな
いインジケーターのみをインポートする。Indicators (インジケーター)フォル
ダーにインポートされたインジケーターが既に存在する場合は警告メッセージ
が表⽰されます。

rename new indicators with
suffix (新しいインジケーターを
サフィックスで改名する)

インポートされた各インジケーターをサフィックスで識別する。Indicators
(インジケーター)フォルダーに既に存在する場合でもすべてのインジケーター
をインポートします。

5. [Finish] (終了)をクリックします。

インポートされたインジケーターすべてが、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービュー
の[User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下にリストされま
す。

ツリービューで、インポートされたユーザー定義インジケーター名の横に警告アイコン が表⽰される場
合、それが正しくないことを表しています。インジケーターを開いて、正しくない原因を確認する必要があり
ます。
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Talend Exchangeからユーザー定義インジケーターをインポートする⽅法

他のユーザーが作成し、Talend Exchangeサーバーに保存したユーザー定義インジケーターの.xmi
ファイルをStudioにインポートして、カラム分析で使⽤することができます。

現在ご利⽤のStudioのバージョンに対応したバージョンのみをインポートできます。

Talend Exchangeからインポートできるインジケーターには次のようなものがあります。

• Order of Magnitude (桁数):数値カラムの最⼩値と最⼤値に⾒られる桁数の違いを計算します。

• Email validation via mail server (メールサーバーによる電⼦メールの検証):このJavaユーザー定義イ
ンジケーターはメールサーバーに接続して電⼦メールの存在をチェックするものです。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブを選択していること。ネットワー
クが機能している必要があります。

以下は、エクスチェンジサーバーからStudioに[Email validation via mail server] (メールサーバーによ
る電⼦メールの検証)インジケーターをインポートする⼿順を⽰しています。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Exchange] (エ
クスチェンジ)の順に展開します。

接続に問題があると[Exchange]ノード下のいずれの項⽬にもアクセスすることができません。
インターネット接続の確認を求めるポップアップが表⽰されます。

2. [Exchange]の下で[indicator] (インジケーター)を展開し、インポートするインジケーター名を
右クリックします(この例ではJavaユーザー定義インジケーター)。

3. [Import in DQ Repository] (DQリポジトリにインポート)を選択します。

[Import From Talend Exchange] (Talend Exchangeからインポート)ウィザードが開きます。
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現在ご利⽤のStudioのバージョンに対応したバージョンのみにアクセスできます。

4. [Error and Warning] (エラーと警告)エリアにエラーおよび警告メッセージが⼀覧表⽰される場
合、[Overwrite existing items] (既存項⽬の上書き)チェックボックスをオンにします。

これは、同じ名前のインジケーターが現在のStudioに既に存在するということです。インポート
されるインジケーターがStudioにあるものに置き換わります。

5. [Finish] (終了)をクリックします。

ユーザー定義インジケーターがTalend Exchangeからインポートされ、[DQ Repository] (DQ
リポジトリ)ツリービューの[User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)フォル
ダーの下にリストされます。

このインジケーターをカラム分析に使⽤して、メールサーバーにSMTPリクエストを送信して電⼦
メールをチェックできるようにするには、次のようにインジケーターパラメーターを設定する必要が
あります。

1. インジケーターをダブルクリックしてインジケーターエディターを開きます。
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このJavaユーザー定義インジケーターには3つのパラメーターがデフォルトで設定されていま
す。

• バッファーサイズ、つまりファイルに保存する前にメモリに保持する無効な電⼦メールアドレ
スの数。

• 無効な電⼦メールアドレスのリストへのファイルパス。

• 送信者の電⼦メール。

2. 必要に応じて、[BUFFER SIZE] (バッファーサイズ)および[INVALID DATA FILE] (無効なデータ
ファイル)の値を変更します。

3. [Parameters Value] (パラメーター値)カラムで、[EMAIL] (電⼦メール)パラメーターの値、つま
りSMTPサーバーにおける送信者のアドレスを設定します。

4. インジケーターを保存します。
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このインジケーターを使⽤してカラム分析を実⾏したときにエラーメッセージが表⽰された場合は、電
⼦メールサーバーの設定を確認してください。

Studioを使⽤して、SQLユーザー定義インジケーターまたはJavaユーザー定義インジケーターを始
めから作成することもできます。詳細は、それぞれ「SQLユーザー定義インジケーターを作成する方
法」および「Javaユーザー定義インジケーターを定義する方法」を参照してください。

9.2.3.5. ユーザー定義インジケーターを編集する⽅法

任意のシステムまたはユーザー定義インジケーターのエディターを開いてその設定を確認し、定義と
メタデータを編集して、必要に応じて特定のタイプのデータベースやニーズに合わせることができま
す。

前提条件: StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで少なくとも1つのユーザー定義
インジケーターが作成されていること。

ユーザー定義インジケーターの定義を編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開し、インジケーターのリストから定義を編集するインジケーターを⾒
つけます。

2. インジケーターの名前を右クリックし、コンテキストメニューから[Open] (開く)を選択しま
す。

インジケーターエディターが開き、選択されたインジケーターの設定が表⽰されます。

3. 必要に応じてインジケーターのメタデータを編集します。
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4. [Indicator Category] (インジケーターカテゴリ)をクリックしてビューを開き、リストからイン
ジケーターカテゴリを選択します。

以下の表では、様々なカテゴリを説明しています。

インジケーターカテゴリ 説明
User Defined Match (ユーザー
定義⼀致)(デフォルトのカテゴ
リ)

ユーザー定義インジケーターを使⽤して、正規表現またはSQLパターンに⼀致
するデータレコードの数を評価します。分析結果では⼀致するレコード数とレ
コードの合計数が⽰されます。

User Defined Frequency (ユー
ザー定義頻度)

個別のデータレコードにユーザー定義インジケーターを使⽤し、正規表現また
はSQLパターンに⼀致するデータレコードの頻度を評価します。分析結果では
個別のカウントのラベルとラベルに関連するカウントが⽰されます。

User Defined Real Value (ユー
ザー定義実数)

実数を返してデータの実関数を評価するユーザー定義インジケーターを使⽤し
ます。

User Defined Count (ユーザー
定義数)

⾏数を返すユーザー定義インジケーターを使⽤します。

5. [Indicator Definition] (インジケーター定義)をクリックしてビューを開きます。[+]ボタンを使
⽤して1つ以上のデータベースのインジケーター定義を設定します。

インジケーターがすべてのデータベースで利⽤できるほどシンプルなものである場合は、リスト
で[Default] (デフォルト)を選択します。

6. [Indicator Parameter] (インジケーターパラメーター)をクリックし、必要に応じてインジケー
ターパラメーターを編集します。

7. 新しいデフォルトパラメーターを追加するには、テーブルの下にある[+]ボタンをクリックし、
⾏をクリックしてパラメーターキーと値を定義します。

8. エディターの上部にある保存アイコンをクリックして変更を保存します。

インジケーターを編集する際、編集されたインジケーターを使用する可能性のあるすべての分析に対して、そ
の変更が適切であることを確認してください。

9.2.3.6. ユーザー定義インジケーターを複製する⽅法

インジケーターを始めから作成する⼿間を省くため、インジケーターリストに存在するインジケー
ターを複製することができます。コピーが作成されたら、メタデータを変更して新しいインジケー
ターを作成し、データプロファイリング分析に使⽤することができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで少なくとも1つのユーザー定義イ
ンジケーターが定義されていること。

ユーザー定義インジケーターを複製するには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. ユーザー定義インジケーターリストから複製するインジケーターを⾒つけます。その名前を右ク
リックしてコンテキストメニューから[Duplicate...] (複製...)を選択します。

複製されたインジケーターが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのUser Defined
Indicators (ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下にリストされます。

これで、複製されたインジケーターを開き、必要に応じてそのメタデータと定義を変更することがで
きます。ユーザー定義インジケーターの編集について詳しくは、「ユーザー定義インジケーターを編
集する方法」を参照してください。

9.2.3.7. ユーザー定義インジケーターを削除または復元する⽅法

Studioのでは、ユーザー定義インジケーターを完全に削除したり[Recycle Bin] (ごみ箱)から復元す
ることができます。詳細は、「正規表現またはSQLパターンを削除する方法」を参照してください。

9.2.4. インジケーターパラメーター
このセクションでは様々な[Indicators Settings] (インジケーター設定)ダイアログボックスに表⽰さ
れるインジケーターパラメーターについて説明します。

Bins Designer (瓶デザイナー)

可能な値 説明
Minimal value (最⼩値) 最初の瓶の開始。
Maximal value (最⼤値) 最後の瓶の終了。
Number of bins (瓶の数) 瓶の数。

Blank Options (空⽩オプション)
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可能な値 説明
Aggregate nulls with blanks (nullを空⽩
に集約)

選択すると、nullデータは⻑さが0のテキストフィールドとして数えられま
す。つまり、nullデータは空の⽂字列として扱われます。選択されていない
場合、nullデータは他の⽂字データと同様に扱われます。

Aggregate blanks (空⽩を集約) 選択すると、空⽩テキスト(例: " ")はすべて⼀つにまとめられ、空の⽂字列
として扱われます。選択されていない場合、空⽩テキストは他の⽂字デー
タと同様に扱われます。

Oracleでは、空の⽂字列とnull⽂字列は同じオブジェクトとして扱
われます。そのため、⼀貫した結果を得るためには両⽅のチェッ
クボックスをオンまたはオフにする必要があります。

Data Thresholds (データしきい値)

可能な値 説明
Lower threshold (下限しきい値) これより値の低いデータを除く。
Upper threshold (上限しきい値) これより値の⾼いデータを除く。

Frequency Table Parameters (頻度テーブルパラメーター)

可能な値 説明
Number of results shown (表⽰する結果
数)

表⽰する結果の数

Indicator Thresholds (インジケーターしきい値)

可能な値 説明
Lower threshold (下限しきい値) ⼀致するインジケーター値の下限しきい値。
Upper threshold (上限しきい値) ⼀致するインジケーター値の上限しきい値。
Lower threshold(%) (下限しきい値%) ⼀致するインジケーター値の下限しきい値を合計⾏数との相対的割合で⽰

したもの。
Upper threshold(%) (上限しきい値%) ⼀致するインジケーター値の上限しきい値を合計⾏数との相対的割合で⽰

したもの。
予想値 [Advanced Statistics] (詳細統計)の[Mode] (モード)インジケーターでのみ

使⽤する。選択されたカラムで最も予想される値。

Java Options (Javaオプション)

可能な値 説明
Characters to replace (置換する⽂字) 置換する⽂字のリスト。
Replacement characters (置換⽂字) 置換される⽂字の代わりに使⽤する⽂字のリスト。

1つめのフィールドの各⽂字は、2番⽬のフィールドの同じ
位置にある⽂字によって置換されます。たとえば、1つめの
フィールドの値が"abc0123ABC,;.:"で、2番⽬のフィールド
が"aaa9999AAApppp"である場合、"a"、"b"、"c"はすべて"a"に
置換され、"0"、"1"、"2"、"3"はすべて"9"に置換されます。

Phone number (電話番号)

可能な値 説明
Country (国) 電話番号の国コード(ISO2)。

Text Parameters (テキストパラメーター)

可能な値 説明
Ignore case (⼤⽂字と⼩⽂字を区別しな
い)

選択すると、テキストデータの⽐較で⼤⽂字と⼩⽂字が区別されません。
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Text Length (テキスト⻑)

可能な値 説明
Count nulls (nullを数える) 選択すると、nullデータは⻑さが0のテキストフィールドとして数えられま

す。
Count blanks (空⽩を数える) 選択すると、空⽩テキスト(例: " ")は⻑さが0のテキストフィールドとして

数えられます。
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10.その他の重要な管理⼿順
この章には、分析エディターおよび分析結果の基本設定、SQLクエリの作成、データ解析ルールの
設定、データ品質アイテムのインポート/エクスポート、および旧バージョンからのプロジェクトの
アップグレードを含むいくつかの基本⼿順を実⾏するために必要な情報が記載されています。
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10.1. SQLクエリの作成および保存
Studioのから、SQLエディターを使⽤して選択したデータベースに問い合わせて参照し、[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Source Files] (ソースファイル)フォルダーの下にそれ
らのSQLクエリを保存できます。また、SQLエディターでこれらの任意の保存したクエリを開き、そ
のクエリを編集、実⾏、あるいはクエリの名前を変更することができます。

SQLクエリを作成するには、次の⼿順に従います。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ)を展開します。

2. [Source Files] (ソースファイル)を右クリックして、コンテキストメニューから[Create SQL
File] (SQLファイルの作成)を選択します。[Create SQL File] (SQLファイルの作成)ダイアログ
ボックスが表⽰されます。

3. [Name] (名前)フィールドに作成するSQLクエリの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックして
次の⼿順に進みます。

SQLエディターが開き、新しいSQLクエリが表⽰されます。

[Connections] (接続)ビューが開かない場合、[Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表⽰) >
[Data Explorer] (データエクスプローラー) > [Connections] (接続)の順に選択して開きます。
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4. SQLエディターでSQLステートメントを⼊⼒します。

5. [Choose Connection] (接続の選択)リストから、クエリを実⾏するデータベースを選択しま
す。

6. SQLエディターのツールバーで、 をクリックして、指定したベーステーブルのクエリを実⾏
します。

指定したベーステーブルからデータ⾏が取得され、エディターに表⽰されます。

新しいSQLクエリのファイルは、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Source
Files] (ソースファイル)の下にリストされます。

7. SQLファイルを右クリックして、コンテキストメニューから次を選択します。



データプロファイリングアイテムのインポート

342 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

オプション ⽬的
Open (開く) 選択したクエリファイルを開きます
Duplicate (複製) 選択したクエリファイルのコピーを作成します
Rename SQL File (SQLファイ
ルの名前の変更)

クエリファイルの名前を編集できるダイアログボックスを開きます

Open in Data Explorer (デー
タエクスプローラーで開く)

データエクスプローラーでSQLエディターを開き、選択したクエリファイルを
表⽰します

Delete (削除) クエリファイルを削除します

削除されたアイテムは、[DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリー
ビューの[Recycle Bin] (ごみ箱)に移動します。そのようなアイテム
は、右クリックして復元したり削除したりできます。ごみ箱を右ク
リックして空にすることもできます。

SQLエディターでクエリファイルを開く場合、クエリを実⾏する前に必ず[Choose Connection] (接続の選択)
リストからデータベース接続を選択してください。正しく選択しない場合、エディターのツールバーの実⾏ア
イコンを利⽤できません。

SQLエディターでクエリファイルのクエリを作成または編集し、エディターを閉じようとすると、変更を保存
するよう促されます。変更は、エディターのツールバーの保存アイコンをクリックしないと考慮されません。

10.2. データプロファイリングアイテムのイン
ポート
分析、データベース接続、パターン、インジケーターなどのデータプロファイリングアイテムを、さ
まざまなプロジェクトあるいはStudioのさまざまなバージョンから現在のStudioにインポートするこ
とができます。

アイテムは、そのすべての依存関係がなければインポートすることはできません。たとえば、分析を
インポートしようとしたときに、デフォルトではこの分析で使⽤されるメタデータ接続、パターン、
インジケーターなど、そのすべての依存関係が選択され、分析とともにインポートされます。

4.0.0より古いバージョンで作成されたデータプロファイリングアイテムは、現在のStudioにインポートするこ
とはできません。そのようなアイテムを現在のStudioで使用するには、アップグレード操作を実行する必要が
あります。詳細は、「古いバージョンからのプロジェクトアイテムのアップグレード」を参照してください。

前提条件:データプロファイリングアイテムが作成されたStudioの別のバージョンのルートディレク
トリにアクセスできる必要があります。

1つ以上のデータプロファイリングアイテムをインポートするには、次を実⾏します。

1. Profiling (プロファイリング)パースペクティブで、次のいずれかを実⾏します。

• [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューの任意の場所を右クリックして、[Import
Items] (アイテムのインポート)を選択します。

• ツールバーの アイコンをクリックして、[Import Items] (アイテムのインポート)を選択し
ます。

[Import Item] (アイテムのインポート)ウィザードが表⽰されます。
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2. インポートするデータプロファイリングアイテムがStudioディレクトリのworkspaceファイル
内にあるか既にzipファイルにエクスポートされているかによって、ルートディレクトリまたは
アーカイブファイルオプションを選択します。

• ルートディレクトリオプションを選択する場合、[Browse] (参照)をクリックして、Studio
ディレクトリのworkspaceファイル内のインポート対象のアイテムを含むプロジェクトフォル
ダーのパスを設定します。

ダイアログボックスには、現在のStudioに存在しないすべてのアイテムとその依存関係がデ
フォルトで選択されています。

• アーカイブファイルオプションを選択する場合、[Browse] (参照)をクリックして、インポー
トするデータプロファイリングアイテムが含まれるアーカイブファイルのパスを設定します。
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ダイアログボックスには、現在のStudioに存在しないすべてのアイテムとその依存関係がデ
フォルトで選択されています。

3. [Error and Warning] (エラーおよび警告)エリアにエラーおよび警告メッセージがリストされた
場合、[Overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする)チェックボックスをオンにし
ます。

これは、同じ名前のアイテムが現在のStudioに既に存在していることになります。

既存のアイテムはインポートされたアイテムに置き換えられます。

Studioのあるバージョンで変更されたシステムインジケーターをインポートする場合、現在の
Studioのインジケーターは上書きされません。古いバージョンのすべての変更は、現在のStudio
のシステムインジケーターに統合されます。

インポートするデータベース接続にカタログ、スキーマ、またはテーブルが⼤量にある場合、デー
タベース構造をリロードする際に問題が発⽣しないように、現在のStudioのEMF (Eclipse Modeling
Framework)⽐較機能に正しい値が設定されていることを確認してください。詳細は、「カタログリスト
とスキーマリストの同期とリロードを行う方法」を参照してください。

4. 必要に応じて、データプロファイリングアイテムをインポートするかどうかをチェックボックス
で切り替えてください。

デフォルトでは、選択されたアイテムのすべての依存関係はオンになっています。アイテムの
チェックボックスをオフにすると、そのアイテムの依存関係のチェックボックスも⾃動的にオフ
になります。また、選択されたアイテムのいずれかの依存関係のチェックボックスをオフにする
と、ダイアログボックスの上にエラーメッセージが表⽰されます。

5. [Finish] (終了)をクリックして操作を確定します。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの対応するフォルダーの下にインポートされた
アイテムが表⽰されます。

Studioのログインウィンドウからローカルプロジェクトフォルダーをインポートすることもでき
ます。詳細は、「 Studioの起動」を参照してください。

初めてデータベース接続をインポートする場合、接続名に警告を⽰す⾚いアイコンが付きま
す。Talend Studioでは、特定のサードパーティのJavaライブラリまたはデータベースドライバー(.jar
ファイル)をソースおよびターゲットに接続するようにインストールする必要があるためです。外部
モジュールと呼ばれるこれらのライブラリまたはドライバーは⼀部の接続ウィザードで必要とされる
場合があります。ライセンスの制限により、Talendは特定の外部モジュールをStudioに同梱できな
い場合があります。

外部モジュールの確認とインストールについての詳細は、『Talend インストレーションガイド』を
参照してください。

SQL Server (2005または2008)接続を現在のStudioにインポートする場合、[DB connections]
(DB接続)フォルダー内の接続名に警告を⽰す⾚いアイコンが付きます。これは、これらの接続の
ドライバーパスが空であることを⽰します。接続ウィザードを開いて、接続を⼿動で定義し直
し、MicrosoftダウンロードセンターからダウンロードできるJDBCドライバーのパスを設定する必要
があります。
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データベース接続の編集の詳細は、「データベース接続を開くまたは編集する方法」を参照してくだ
さい。

JDBCドライバーのパスは、1つずつではなく、データベース接続のグループで同時に設定することも
できます。詳細は、「接続のグループの移行」を参照してください。

10.3. データプロファイリングアイテムのエクス
ポート
分析、データベース接続、パターン、インジケーターなどのデータプロファイリングアイテム
を、Studioの現在のインスタンスから別のStudioのルートディレクトリまたはアーカイブファイルに
エクスポートすることができます。

前提条件:Studioの

データプロファイリングアイテムをエクスポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. • [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの任意の場所を右クリックして、[Export
Items] (アイテムのエクスポート)を選択します。

• ツールバーの アイコンをクリックして、[Export Items] (アイテムのエクスポート)を選択
します。

[Export Item] (アイテムのエクスポート)ウィザードが表⽰されます。
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2. ルートディレクトリまたはアーカイブファイルオプションを選択してから[Browse...] (参照...)を
クリックして、データプロファイリングアイテムをエクスポートするディレクトリ/アーカイブ
を参照します。

3. エクスポートするデータプロファイリングアイテムのチェックボックスをオンにします。ま
た、[Select All] (すべて選択)または[Deselect All] (すべて選択解除)タブを使⽤することもでき
ます。

分析チェックボックスをオンにすると、メタデータ接続やこの分析で使⽤されるパターンやインジケー
ターなどのすべての分析依存関係もデフォルトで選択されます。依存関係を選択せずに、ダイアログ
ボックスの上に依存関係がないことを⽰すエラーメッセージが表⽰されたら、[Include dependencies]
(依存関係を含める)タブをクリックすると、選択されたデータプロファイリング分析に必要なすべてのア
イテムのチェックボックスが⾃動的に選択されます。

4. 必要に応じて、[Browse] (参照)チェックボックスをオンにして、エクスポートリストに選択さ
れたデータプロファイリングアイテムのみを含めることができます。

5. [Finish] (終了)をクリックして操作を確定します。
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エクスポート操作の進⾏状況を⽰すバーが表⽰され、データプロファイリングアイテムは、指定
された場所にエクスポートされます。

10.4. 接続のグループの移⾏
Studioのさまざまなプロジェクトまたはさまざまなバージョンからデータベース接続をインポートす
ることができます。

移⾏されたJDBC接続は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[DB connections] (DB接
続)フォルダーで、その名前に警告アイコンが付いている場合があります。これは、その接続のドラ
イバーパスが移⾏後に空になったことを⽰します。

それぞれの接続のドライバーパスを⼿動で設定する場合、とりわけその数が⼤量にあると、⼿間のか
かる作業になることがあります。Studioのを使⽤して、すべてのドライバーパスを⼀度に設定するこ
とができます。そのようなドライバーは、Microsoftダウンロードセンターなどからダウンロードす
ることができます。

前提条件:「データプロファイリングアイテムのインポート」で説明されているように、古いバー
ジョンのStudioからデータベース接続が既に移⾏されていること。

接続のグループを同時に移⾏するには、次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順に選択
し、[Preferences] (環境設定)ウィンドウを開きます。

2. 検索フィールドで、jdbcと⼊⼒してから[JDBC Driver Setting] (JDBCドライバー設定)を選択す
ると、対応するビューが開きます。

3. 該当のフィールドでJDBCパラメーターを設定してから、[Apply to connections...] (接続に適
⽤...)をクリックします。

ダイアログボックスが表⽰され、移⾏後に必要なJDBCドライバーを持たないJDBC接続がすべて
リストされます。
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4. ドライバー設定を適⽤する接続のチェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。

確認のメッセージが表⽰されます。

5. [OK]をクリックして、確認メッセージを閉じます。

6. [Preferences] (環境設定)ウィンドウで、[OK]をクリックします。

確認のメッセージが表⽰されます。

7. [OK]をクリックして、メッセージと[Preferences] (環境設定)ウィンドウを閉じます。

10.5. 古いバージョンからのプロジェクトアイテ
ムのアップグレード

以下の手順は、4.0.0より前のバージョンからのデータプロファイリングアイテムの移行についてのみ説明し
ます。バージョン4.0.0以降からデータプロファイリングアイテムを移行する場合は、現在のStudioにそれをイ
ンポートするか、詳細は、「データプロファイリングアイテムのインポート」、を参照してください。

4.0.0より古いバージョンで作成されたデータプロファイリングアイテム(分析、データベース接続、
パターン、インジケーターなど)を移⾏するには、次の操作を実⾏します。

1. 古いバージョンのStudioのフォルダーから、ワークスペースファイルをコピーして、それを現在
のStudioのフォルダーに貼り付けます。現在のワークスペースファイルを古いファイルに置き換
えることを受け⼊れます。

2. このワークスペースに接続するStudioを起動します。

Studioが起動に成功すると、アップグレード処理は完了します。これですべてのデータプロファイリ
ングアイテムにアクセスできるはずです。

移行時のシステムインジケーターについて、次の点に注意してください。

• 4.2以前のバージョンから4.2にリポジトリアイテムをアップグレードする場合、移行処理によりシステムイ
ンジケーターに加えたあらゆる変更が上書きされます。

• バージョン4.2～バージョン5.0以降からリポジトリアイテムをアップグレードする場合、システムインジ
ケーターに加えた変更は失われず、変更内容はマージされます。
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11.分析の管理
この章には、Talend StudioのProfilingパースペクティブで作成されたすべての分析を対象に基本管理
⼿順を実⾏するために必要な情報が記載されています。
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11.1. すべての分析タイプの⼿順
以下の⼿順では、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Analyses] (分析)フォルダーの
下にリストされている、すべての分析タイプの基本管理オプションについて詳細に説明します。

選択した分析のコンテキストメニューから、その分析を開いたり、実⾏、複製、削除することができ
ます。また、選択した分析にタスクを追加することもできます。

11.1.1. 分析を開く
前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つの分析が作成さ
れていること。

分析を開くには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
> [Analyses] (分析)の順に展開します。

2. 次のいずれかを⾏います。

• 開く分析をダブルクリックします。または、

• 開く分析を右クリックして、コンテキストメニューで[Open] (開く)を選択します。

対応する分析エディターが表⽰されます。

3. 必要に応じて、エディターの右側にある[Refresh the graphics] (グラフの更新)をクリックし
て、分析の結果を表⽰します。

4. 必要に応じて、エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)をクリックし、分析結果
のより詳細なビューを開きます。

11.1.2. 分析エディターを開かずに分析を実⾏
前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つの分析が作成さ
れていること。

分析エディターを開かずに分析を実⾏するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
> [Analyses] (分析)の順に展開します。

2. 実⾏する分析を右クリックして、コンテキストメニューで[Run] (実⾏)を選択します。

ステータスバーに実⾏の進⾏状況を⽰すメッセージが表⽰され、分析はStudioで分析エディター
を開くことなく実⾏されます。

分析を複数選択し、選択を右クリックして[Run] (実⾏)をクリックすると、それらの分析を同時に実⾏で
きます。

11.1.3. 分析の複製
分析を最初から作成するのではなく、[Analyses] (分析)フォルダーに存在する分析を複製し、メタ
データを変更することで新しい分析を作成できます。
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前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つの分析が作成さ
れていること。

分析を複製するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
> [Analyses] (分析)の順に展開します。

2. 複製する分析を右クリックして、コンテキストメニューで[Duplicate...] (複製...)を選択しま
す。

複製された分析は、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの分析リストに表⽰されま
す。これで、複製された分析を開き、必要に応じてそのメタデータを変更できます。

11.1.4. 分析へのタスクの追加
分析にタスクを追加し、後で解決する必要がある問題などを⽰すことができます。

詳細は、「タスクの管理」を参照してください。

11.1.5. 分析の削除または復元
前提条件: StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つの分析が作成
されていること。

分析を削除するには、次の操作を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Data Profiling] (データプロファイリング)
> [Analyses] (分析)の順に展開します。

2. 削除する分析を右クリックして、コンテキストメニューで[Delete] (削除)を選択します。

分析は、[Recycle Bin] (ごみ箱)に移動します。

また、[Recycle Bin] (ごみ箱)を空にして分析を完全に削除することもできます。[Recycle Bin] (ごみ
箱)を空にするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Recycle Bin] (ごみ箱)を右クリックして[Empty recycle bin] (ごみ箱を空にする)を選択しま
す。

確認ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Yes] (はい)をクリックして、ごみ箱を空にします。

[Recycle Bin] (ごみ箱)から分析を復元するには、次の操作を実⾏します。

• [Recycle Bin] (ごみ箱)で、分析を右クリックして[Restore] (復元)を選択します。

分析は、[Data profiling] (データプロファイリング)ノードに戻ります。

11.2. タスクの管理
Studioのでは、タスクを異なるアイテムに追加したり、タスクリストを表⽰したり、タスクリストか
ら完了したタスクを削除することができます。



データベース接続のカラムへのタスクの追加

352 Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

次のようなさまざまなアイテムにタスクに追加できます。

• [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、接続、カタログ、スキーマ、テーブル、カラ
ム、および作成した分析に追加できます。

• 現在の分析エディターでカラム、またはカラムに設定されたパターンおよびインジケーターに直接
追加できます。

たとえば、[DQ Repository] (DQリポジトリ)の[Metadata] (メタデータ)ノードで、データベース
接続の任意のアイテムに⼀般的なタスクを追加することができます。[Analyses] (分析)ノードを通
じて、分析のコンテキストで定義された同じアイテムに、別の特定のタスクを追加することができ
ます。さらに、現在の分析エディターで、分析コンテキストのカラムに(このカラムに設定されたパ
ターンまたはインジケーターにも)直接タスクを追加することができます。

これらの任意のアイテムにタスクを追加する⼿順は、全く同じです。そのようなアイテムにタスクを
追加すると、[Window] (ウィンドウ) > [Show view...] (ビューの表⽰...)の組み合わせでアクセスで
きる[Tasks] (タスク)リストにこれらのタスクがリストされます。後で、[Tasks] (タスク)リストの適
切なタスクをダブルクリックして、エディターで対応する関連アイテムを開くことができます。

異なるアイテムにタスクを追加する⽅法の例は、以下のセクションを参照してください。

11.2.1. データベース接続のカラムへのタスクの追加
前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つのデータベース
接続が作成されていること。詳細は、「データベースへの接続」を参照してください。

データベース接続のカラムにタスクを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

2. タスクを追加するカラムに移動します(この例では、account_id)。

3. [account_id]を右クリックして、コンテキストメニューから[Add task...] (タスクの追加...)を選
択します。
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[Properties] (プロパティ)ダイアログボックスが開き、選択したカラムのメタデータが表⽰され
ます。

4. [Description] (説明)フィールドに、選択したアイテムで実⾏するタスクの短い説明を⼊⼒しま
す。

5. [Priority] (優先度)リストで優先度レベルを選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを
閉じます。

作成されたタスクは、[Tasks] (タスク)リストに追加されます。タスクリストへのアクセス⽅法
についての詳細は、「タスクリストの表示」を参照してください。
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タスクのリストから、次の操作を実⾏できます。

• タスクをダブルクリックすると、このタスクが設定された状態でエディターが開きます。

• タスクが完了すると、それを削除できるようにタスクチェックボックスを選択できます。

• 必要に応じて、[Tasks] (ビュー)の右上のドロップダウン⽮印からアクセスできるメニューのオプ
ションを使⽤して、タスクビューをフィルター処理できます。タスクリストのフィルター処理につ
いての詳細は、「タスクリストのフィルター処理」を参照してください。

11.2.2. 特定の分析のアイテムへのタスクの追加
以下の⼿順では、分析の列にタスクを追加する例を⽰します。同じ⼿順に従って、作成した分析の他
のモジュールにタスクを追加することもできます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、分析が作成されていること。

分析のアイテムにタスクを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Analyses] (分析)を展開します。

2. 分析を展開し、タスクを追加するアイテムに移動します(この例では、account_id)。

3. [account_id]を右クリックして、コンテキストメニューから[Add task...] (タスクの追加...)を選
択します。
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4. 「データベース接続のカラムへのタスクの追加」で説明されている⼿順に従って、選択した分析
の[account_id]にタスクを追加します。

タスクリストへのアクセス⽅法についての詳細は、「タスクリストの表示」を参照してください。

11.2.3. カラム分析のインジケーターへのタスクの追加
開いている分析エディターで、カラムに設定されたインジケーターにタスクを追加できます。これを
リマインダーなどとして使⽤し、インジケーターを変更したり、後で解決する必要がある問題にフラ
グを⽴てることができます。

前提条件:

• StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの分析エディターでカラム分析が開いて
いること。

• 少なくとも1つのインジケーターが分析対象のカラムに設定されていること。

インジケーターにタスクを追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 開いている分析エディターで、[Analyzed columns] (分析対象カラム)をクリックして関連の
ビューを開きます。

2. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)リストでインジケーター名を右クリックして、コンテキ
ストメニューから[Add task...] (タスクの追加...)を選択します。
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[Properties] (プロパティ)ダイアログボックスが開き、選択したインジケーターのメタデータが
表⽰されます。

3. [Description] (説明)フィールドに、選択したインジケーターに追加するタスクの短い説明を⼊
⼒します。

4. [Priority] (優先度)リストで優先度を選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。作成されたタスクは、[Tasks] (タスク)リストに追加されます。

タスクリストへのアクセス⽅法についての詳細は、「タスクリストの表示」を参照してください。
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11.2.4. タスクリストの表⽰
アイテムにタスクを追加すると、[Tasks] (タスク)リストにこれらのタスクがリストされます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つのタスクがアイ
テムに追加されていること。

[Tasks] (タスク)リストにアクセスするには、次の⼿順を実⾏します。

1. Talend Studioのメニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Show view...] (ビューの表⽰...)を
選択します。

[Show View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. まずフィルターフィールドにタスクを⼊⼒し、リストから[Tasks] (タスク)を選択します。

3. [OK] をクリックします。

StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブに[Tasks] (タスク)ビューが開き、追加
したタスクがリストされます。

4. 必要に応じて、[Tasks] (タスク)リストのいずれかのタスクをダブルクリックして、タスクを追
加するアイテムに対応するエディターを開きます。

タスクリストのコンテンツに別のフィルターを作成することができます。詳細は、「タスクリストのフィル
ター処理」を参照してください。
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11.2.5. タスクリストのフィルター処理
StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブの[Tasks] (タスク)ビューでは、Studioで作
成したすべてのタスク、

タスクビューにリストするタスクを決定するフィルターを作成することができます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つのタスクがアイ
テムに追加されていること。

[Tasks] (タスク)ビューでタスクをフィルター処理するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「タスクリストの表示」で説明されている⼿順を実⾏し、タスクリストを開きます。

[Tasks] (タスク)ビューが表⽰されます。

2. ビューの右上にあるドロップダウン⽮印をクリックして、[Configure contents...] (コンテンツ
の設定...)を選択します。

[Configure contents...] (コンテンツの設定...)ダイアログボックスが開き、デフォルトの設定が
表⽰されます。
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3. [New] (新規)をクリックしてダイアログボックスを開き、新しいフィルターの名前を⼊⼒しま
す。

4. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

新しいフィルターが[Configurations] (設定)リストに表⽰されます。
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5. 新しいフィルターには次のように異なるオプションを設定します。

• [Scope] (スコープ)リストから、フィルタースコープオプションを選択し、[Select...] (選択...)
をクリックしてダイアログボックスを開き、そこでフィルターを実⾏させるための設定を選択
します。

• 完了したタスクを表⽰するか未完了のタスクを表⽰するか、あるいはその両⽅を表⽰するかを
選択します。

• 優先度に応じて、あるいはそのタスクのテキストに応じて、表⽰するタスクを選択します。

• 最後に、リストするタスクタイプのチェックボックスをオンにします。

6. [OK]をクリックして、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

タスクリストには、新しいフィルターオプションに確定されたタスクのみが表⽰されます。
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11.2.6. 完了したタスクの削除
タスクの⽬標を達成したら、そのタスクを完了済みとラベル付けした後に[Tasks] (タスク)リストか
ら削除できます。

前提条件:StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、少なくとも1つのタスクがアイ
テムに追加されていること。

完了したタスクを削除するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「タスクリストの表示」で説明されている⼿順を実⾏し、[Tasks] (タスク)リストにアクセスし
ます。

2. それぞれのタスクの横にあるチェックボックスを選択して、リストの任意の場所を右クリックし
ます。

3. コンテキストメニューから[Delete Completed Tasks](完了したタスクの削除)を選択します。
操作を確定するための確認メッセージが表⽰されます。

4. [OK]をクリックして、確認メッセージを閉じます。

完了済みとマークされたすべてのタスクが[Tasks] (タスク)リストから削除されます。
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付録A スタジオGUI
この章では、スタジオのGUIについて解説します。
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A.1. メインウィンドウ
スタジオのメインウィンドウは、プロファイリングパースペクティブによるデータプロファイリング
へのインタフェースとなります。他のパースペクティブの有効性は使⽤中のライセンスに依存しま
す。

メインウィンドウは、以下で分割されます：

• メニューバー、

• ツールバー、

• ツリービューエリア、

• 詳細ビュー、

• ワークスペース

• タブパネル（カラム分析エディターのみ）、

• チートシートビュー。

以下の図はメインウィンドウと展開されるビューです。

次の章では、各ビューの詳細について説明します。
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A.2. メニューバー
メニューバーのヘッダーとサブメニューはエンタープライズデータへのオペレーションを⽀援しま
す。

テーブル１では、メニューとメニュー内容を説明します。

Table A.1. テーブル１—管理メニュー
メニュー メニュー項⽬ 説明
File（ファイル） Close（閉じる） ワークスペースで現在開いているビューを閉じます。

Close All（全て閉じる） ワークスペースで開いているビューをすべて閉じます。
Save（保存） 使⽤できないオプションです。
Save All（全て保存） 使⽤できないオプションです。
Exit（終了） Studioメインウィンドウを閉じます。
Open File（ファイルを開く）... Studioの中からファイルを開きます。

ウィンドウ パースペクティブ プロファイリング： Opens the Profilingパースペクティブ

データエクスプローラー： Opens the Data Explorerパース
ペクティブ

その他...：その他選択可能なパースペクティブ
Show View...（ビューの表⽰） Studioのさまざまなビューを表⽰でき[Show View]（ビュー

の表⽰）ダイアログボックスが表⽰されます。
Preferences（環境設定） 環境設定を⾏う[Preferences]（環境設定）ダイアログボッ

クスが開きます。
Reset Perspective...（パースペ
クティブのリセット）

開いているパースペクティブをその初期状態に戻します。

Help（ヘルプ） Welcome（ウェルカム） Talendドキュメンテーションやその他の実⽤的なサイトへ
のリンクが掲載されたウェルカムページが開きます。

Help Contents（ヘルプコンテン
ツ）

Eclipseヘルプシステムのドキュメンテーションを開きま
す。

About（Talend Studioについ
て）   Talend Studio

以下の情報が表⽰されます：

- 使⽤しているソフトウェアのバージョン

- 問題が発⽣した際に有⽤になるソフトウェア構成の詳細情
報

- プラグインに関する詳細情報

- Talend Studioフィーチャーに関する詳細情報
Cheat Sheets...（参照シート） 参照シートを選択して開くダイアログボックスが表⽰されま

す。
 Export logs（ログのエクスポー

ト）
Studioで⽣成されたすべてのログおよびシステム構成情報を
アーカイブファイルにエクスポートするウィザードが起動し
ます。

View bookmarks（ブックマーク
の表⽰）

有⽤な情報が含まれるブックマークパネルを開きます。スタ
ジオの使⽤⽅法やデータベースマネジメントに有効な情報へ
容易にアクセス可能です。

A.3. Talend Studioツールバー
ツールバーには、Talend Studioメインウィンドウから実⾏できる、よく使⽤する操作に素早くアク
セスできるアイコンが含まれています。
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次の表で、ツールバーアイコンとその機能について説明します。

表A.2 テーブル2　ツールバーの管理

アイコン 説明
変更を保存します。

データクオリティアイテムをインポートします。

データクオリティアイテムをエクスポートします。

データエクスプローラーへ切換えます。

A.4. DQリポジトリツリービュー
Studioのの[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューには、データプロファイリング分析、パ
ターン、およびメタデータのフォルダーが表⽰されます。

ツリービューの[Data profiling] (データプロファイリング)フォルダーを展開すると、作成された分
析(実⾏済みまたは未実⾏)が表⽰されます。

ツリービューリストの[Libraries] (ライブラリ)フォルダーを展開すると、事前定義済みのパターンお
よびSQLパターンのリストが表⽰されます。インポートされたパターンおよびユーザーが作成したパ
ターンは、[Patterns] (パターン)フォルダーの下にも表⽰されます。

[Libraries] (ライブラリ)の下にも、作成されたすべてのSQLビジネスルール、、およびTalend
Exchangeからインポートされたすべてのパターンが含まれます。

ツリービューリストの[Metadata] (メタデータ)フォルダーを展開すると、作成されたすべてのDB接
続のリストが表⽰されます。

下の図は、展開された[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの例を⽰します。

ローカルツールバーアイコンを使⽤して、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの表⽰を
管理できます。
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A.5. 詳細ビュー
このビューは、Studioのの[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの下にあります。ここに
は、ツリービューエリアで選択されたモジュールに関する詳細情報が表⽰されます。

次の図は、選択したDB接続の詳細ビューの例を⽰します。

ローカルツールバーアイコンを使⽤して、詳細ビューの表⽰を管理できます。

A.6. プロファイリングワークスペース
このエリアには以下が含まれます。

• データ品質アイテムが開いている場合は何もなし。

• 開いているアイテム(分析、データベース接続など)のパラメーター値。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューでデータ品質アイテムを開くと、プロファイリング
ワークスペースで対応するエディターが開きます。

ローカルツールバーアイコンを使⽤して、ワークスペースの表⽰を管理できます。
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A.7. 分析エディターのタブパネル
この管理タブパネルは、分析エディターの下部にあります。この中には次の2つのタブが含まれま
す。

• Analysis Settings (分析設定)

• Analysis Results (分析結果)

[Analysis Settings] (分析設定)タブには、現在のエディターの現在の分析の設定がリストされます。

次の図は、カラム分析のパラメーターの例です。

 

[Analysis Results] (分析結果)タブには以下の項⽬がリストされます。

• [Analysis Summary] (分析要約)ビューには、実⾏された分析の要約が表⽰されます。ここでは、
現在の分析の接続、データベース、およびテーブルの名前が⽰されます。

• [Analysis Results] (分析結果)ビューには、実⾏した分析結果、グラフ、およびテーブルが表⽰さ
れます。

次の図は、カラム分析の結果の例です。
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[Analysis Results] (分析結果)ビューで、次の処理を実⾏できます。

• カラム名の横にある⽮印をクリックして、そのカラムに実⾏した分析のタイプを表⽰します。

• 分析のタイプを選択して、対応する⽣成グラフおよびテーブルを表⽰します。

A.8. Studioからのタスクの選択
Talend Studioメインウィンドウからタスクを選択するには、いくつかの⽅法があります。たとえば、
以下を使⽤できます。

• メニューとサブメニューの組み合わせ

• ツールバーアイコン

• 右クリックのリスト

• ショートカットキー

例 1:Talend Studioメインウィンドウでビューを表⽰するには、次のいずれかを実⾏します。

• [Window] (ウィンドウ) > [Show View...] (ビューの表⽰...)のメニューとサブメニューの組み合わ
せを使⽤します。

• Alt+Shift+Q、Qショートカットキーを使⽤します。

例 2:ジョブ、ルート、または分析を実⾏するには、次のいずれかを実⾏します。

• ツールバーの実⾏アイコンを使⽤します。
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• 実⾏するジョブ、ルート、または分析を右クリックして、コンテキストメニューで実⾏オプション
を選択します。

• F6ショートカットキーを使⽤します。
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付録B データエクスプローラーGUI
スタジオに含まれるデータエクスプローラーは、DB内のデータを参照したりクエリーを発⾏するこ
とが可能です。

この章では、データエクスプローラーGUIを紹介します。データエクスプローラーの元となるSQL
Explorerのドキュメントは、次のURLを参照して下さい。 http://www.sqlexplorer.org/.
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B.1. データエクスプローラーのメインウィンド
ウ
データエクスプローラーのメインウィンドウは、データベースを管理するためのインターフェイスで
す。を参照してください。

データエクスプローラーのメインウィンドウは次のコンポーネントで構成されます。

• メニューバー

• ツールバー

• 接続ビュー

• SQL履歴ビュー

• SQLエディタービュー

• データベース詳細ビュー

• データベース構造ビュー

次の図は、データエクスプローラーのメインウィンドウとそのコンポーネントの例です。

次のセクションでは、上記のそれぞれのコンポーネントについて詳細に説明します。
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B.2. データエクスプローラーメニューバー
メニューバーのヘッダーとサブメニューはエンタープライズデータへのオペレーションを⽀援しま
す。

Table A.1, “テーブル１—管理メニュー”付録Aでは、メニューとメニュー項⽬について説明していま
す。

B.3. データエクスプローラーのツールバー
ツールバーには、⼀般的に使⽤されるオペレーション機能へのアイコンが含まれています。

表A.2「テーブル2　ツールバーの管理」付録Aではツールバーアイコンとそれらの機能について説明
しています。

B.4. 接続ビュー
[Connections] (接続)ビューは、セットアップされているすべての接続プロファイルを表⽰します。

次の図は、接続ビューの例を⽰します。

ローカルツールバーアイコンを使⽤して、[Connections] (接続)ビューの表⽰を管理できます。

B.5. SQL履歴ビュー
このビューは、[Connections] (接続)ビューエリアの下に表⽰されます。正常に実⾏されたステート
メントは、SQL履歴ビューにログ記録されます。

このビューでは、ステートメント、ステートメントが最後に実⾏された⽇付と時間、どの接続を使⽤
したか、およびこのステートメントが何回実⾏されたかを⽰します。[SQL Editor] (SQLエディター)
を使うと、SQLステートメントをフィルタリング、ソート、削除、および開くことができ、または付
加することができます。

次の図は、SQL履歴ビューの例を⽰します。
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ローカルツールバーアイコンを使⽤して、SQL履歴ビューの表⽰を管理できます。

B.6. SQLエディタービュー
[SQL Editor] (SQLエディター)がオープンされていない場合には、このエリアには何も表⽰されませ
ん。[SQL Editor] (SQLエディター)には次の機能があります:

• Ctrl-Enterの組み合わせを使ったクエリの実⾏、

• 基本的な構⽂のカラーコーディング

• 基本的なコンテンツの⽀援

• 結果の制約のオーバーライド

• ワードラップ(環境設定で有効にしている場合)

• セッション/カタログ/スキーマの切替え

• SQLスクリプトのロード/保存

• コミット/ロールバックボタン(セッションが⾃動コミットモードでない場合)

• 最後に実⾏したクエリのクエリ実⾏時間の表⽰

次の図は、[SQL Editor] (SQLエディター)ビューの例を⽰します。
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[SQL Editor] (SQLエディター)ビューの下部は[Messages] (メッセージ)領域で、データ調査アクショ
ンの詳細が⽰されます。SQLクエリエディターでクエリを実⾏すると、[Messages] (メッセージ)領
域にクエリ結果が表⽰されます。

データエクスプローラーで実⾏するクエリはすべて、Studioの[Profiling]パースペクティブにおける[DQ
Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Libraries] (ライブラリ) > [Source Files] (ソースファイル)の下
に保存できます。

下の図は、[Messages] (メッセージ)領域の例を⽰しています。

B.7. データベース構造ビュー
[Database Structure] (データベース構造)ビューを使⽤して、複数のデータベースを同時に調べる
ことができます。

[Database Structure] (データベース構造)ビューでノードを選択すると、[Database Detail] (データ
ベース詳細)ビューに対応する詳細が表⽰されます。詳細は、「データベース詳細ビュー」を参照し
てください。詳細なビューがアクティブでない場合は、ノードをダブルクリックすると詳細ビューが
前⾯に表⽰されます。
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B.8. データベース詳細ビュー
[Database Detail] (データベース詳細)ビューは、[Database Structure] (データベース構造)ビュー
でダブルクリックされたノードの詳細を⽰します。表⽰される内容は、使⽤しているデータベースタ
イプによって異なります。

[Database Structure] (データベース構造)ビューでデータベースノードを選択すると、下の図に⽰
すように[Database Detail] (データベース詳細)ビューに接続情報が表⽰されます。

[Database Structure] (データベース構造)ビューでデータベース接続内の特定のテーブルを選択す
ると、[Database Detail] (データベース詳細)ビューには、[Exported Keys] (エクスポートされた
キー)および[Imported Keys] (インポートされたキー)を含め、選択されたテーブルに関する詳細が
表⽰されます。

[Imported Keys] (インポートされたキー)カラムは、テーブルが主キーと外部キーの定義に基づいて
どのように別のテーブルを参照したかを⽰しています。

[Exported Keys] (エクスポートされたキー)カラムは、他のテーブルが主キーと外部キーの定義に基
づいてどのように選択されたテーブルを参照したかを⽰しています。
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付録C 理論の実践:データのプロファイリング
この章では、データ品質製品を完全にコントロールできるようにするために、実際の使⽤例を知りた
いTalend Data Qualityユーザーを対象にしています。

Talend StudioのProfilingパースペクティブを使⽤してデータをプロファイリングする⽅法。
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C.1. 顧客データのプロファイリング
プロジェクトの開始時点またプロジェクト計画全体を通して、適切なデータ品質ツールをビジネスプ
ロセスに組み込むことは、データの品質を確認し、解決する問題の種類と⽅法を決定するために極め
て重要です。

たとえば、営業マーケティング部⾨で販売促進キャンペーンを実施する際、または請求と⽀払いの
件でお客様に連絡する必要が⽣じた際に、主な連絡⼿段が電⼦メールと郵送という場合があります。
キャンペーンを実施する場合など、対象となるすべてのお客様にもれなく到達するためには、⼀貫性
のある正しい住所や電⼦メールアドレスのデータが不可⽋です。

このセクションでは、⽶国の顧客電⼦メールと郵便⽤住所のプロファイリングの例を⽰します。

C.1.1. データの異常の特定
この例の最初の⼿順は、MySQLデータベースで顧客の連絡先情報をプロファイリングすることで
す。プロファイリングの結果から、各カラムの値に関する統計が得られます。

C.1.1.1. アドレスカラムをプロファイリングする⽅法

Studioの (プロファイリング)パースペクティブを使って、emailとpostalを含む、少数の顧客のカラム
を分析します。これらのカラムに独創的なインジケーターとパターンを使って、⼀致したアドレス
データおよび⼀致しないアドレスデータ、個別のパターンと⾏に関して最頻出するレコードの数、各
カラムの重複数と空⽩数を分析結果に表⽰できます。

カラム分析の定義

1. StudioのProfiling (プロファイリング)パースペクティブで、顧客データを格納するMysqlデータ
ベースへの接続を作成します。

2. [DQ Repository] (DQ リポジトリ) ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (DB接続)の順に展開します。

3. 分析するカラムが格納されるテーブルを参照して探し、右クリックします。
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4. [Column analysis] (カラム分析) > [Analysis] (分析)の順に選択します。

5. 開いたダイアログボックスで分析の名前を設定し、[Finish] (終了)をクリックします。

分析エディターが開き、選択されたカラムがリストされます。
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システムインジケーターの設定

1. [Select indicators for each column] (各カラムにインジケーターを選択)をクリック
し、[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスを開きます。
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2. カラムのインジケーターのパラメーターを設定し、[OK]をクリックします。

データがどの程度⼀貫しているかを調べるために、すべてのカラムの⾏数、空⽩数、重複数を
確認します。emailとpostalのカラムにPattern frequency table (パターン頻度テーブル)インジ
ケーターを使って、個別のパターンまたは値に関して最も頻出するレコードの数を計算します。

3. Blank Count (空⽩数)インジケーターの横にある オプションアイコンをクリックし、[Upper
threshold] (上限しきい値)フィールドを「0」に設定します。

インジケーターのしきい値を定義すると、分析結果のnull値の数が⾚⾊で⽰されるため⼤変便利
です。
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パターンの設定

ここでは、emailカラムの内容が標準の電⼦メール形式に⼀致するように、postalカラムが⽶国の標準
の郵便番号形式に⼀致するようにします。これにより、電⼦メールと郵便番号の内容、構造、品質が
定義され、標準の形式に⼀致するデータと⼀致しないデータの割合がわかります。

1. emailの横にある アイコンをクリックします。
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2. [Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスで、[Regex] (正規表現)を展開
し、[internet] フォルダーで[Email Address]を選択し、[OK]をクリックします。

3. Email Address (電⼦メール)インジケーターの横にある オプションアイコンをクリック
し、[Lower threshold (%)] (下限しきい値(%))フィールドを「98.0」に設定します。

パターンに⼀致するレコードの数が98%を下回ると、分析結果の値が⾚⾊で⽰されます。

4. 同じ⼿順を繰り返して、postalカラムに[address]フォルダーから[US Zipcode Validation (⽶国
の郵便番号検証)パターンを追加します。

分析の実⾏とプロファイリング結果の表⽰
1. 分析エディターでカラムの分析を保存し、F6を押してカラム分析を実⾏します。

分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表⽰され、パター
ンマッチングの結果を含む、カラム分析の結果が⽰されます。

2. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、詳細結果ビュー
にアクセスできます。

これらの結果には、分析されたカラムに関して⽣成されたグラフ、統計結果の詳細を含むテーブ
ル、パターンパッチングの結果が⽰されます。

emailカラムの結果は次の図のようになります。
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パターンマッチングの結果は、電⼦メールのレコードの約10%が標準の電⼦メールパターンでは
ないことを⽰しています。単純統計の結果は、電⼦メールのレコードの約8%が空⽩であり、約
5%が重複していることを⽰しています。パターン頻度の結果は、それぞれの個別のパターンに
関して最も頻出するレコードの数を⽰しています。これは、データに⼀貫性がないことを⽰して
おり、キャンペーンを始める前に、電⼦メールデータの訂正とクレンジングが必要なことを⽰し
ています。

postalカラムの結果は次の図のようになります。
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postalカラムの結果セットは、⽶国の標準の郵便番号形式に⼀致するレコードと⼀致しないレ
コードの数を⽰してます。結果セットは、空⽩数と重複数、およびそれぞれの個別のパターンに
関して最も頻出するレコードの数も⽰しています。これらの結果は、データにあまり⼀貫性がな
いことを⽰しています。

そのため⼀部の顧客は電⼦メールでも郵便でも連絡が取れません。これらの結果は、データにあ
まり⼀貫性がないため、訂正が必要なことを明確に⽰しています。

C.1.1.2. 分析されたデータを確認する⽅法
SQLエンジンを使って、分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューからカラム分析を実
⾏したら、統計結果テーブル/表のいずれかの⾏またはバーを右クリックし、分析された実際のデー
タのビューにアクセスできます。これは、たとえば無効な⾏を確認し、そのようなデータをクレンジ
ングするために必要な措置を分析するために⼤変役⽴ちます。

分析されたデータの表⽰とエクスポートを⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、分析結果の詳細
ビューを開きます。
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2. emailカラムの統計結果でデータ⾏を右クリックし、たとえば[View invalid rows] (無効な⾏を
表⽰)を選択します。

Data Explorer (データエクスプローラー)パースペクティブが開いて、emailカラムに無効な⾏が表⽰
されます。



Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド

付録D SQL Serverの正規表現
この付録では、SQL Serverデータベースで正規表現関数を作成する⽅法を詳しく説明します。
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D.1. 主な概念
正規表現関数は、あらゆる種類のデータベース環境に組み込まれているわけではありません。このた
め、使⽤しているデータベースによっては、データベースサーバーの機能を拡張するためにユーザー
定義関数を作成する必要があります。

たとえば、MySQL、PostgreSQL、Oracle 10g、Ingresなどのデータベースはネイティブで正規表現
をサポートしていますが、Microsoft SQLサーバーはサポートしていません。

正規表現関数を作成した後、Studioを使⽤して、特定のデータベースでその関数を定義してから、分
析されたカラムで正規表現を使⽤することができます。

Studioでの正規表現関数の定義⽅法の詳細は、「特定のデータベースに対してクエリテンプレートを
定義する方法」および「特定のデータベースにユーザー定義関数を定義する方法」を参照してくださ
い。

D.2. SQL Serverでの正規表現関数の作成⽅法
前提条件:Visual Studio 2005または2008を使⽤する必要があります。Visual Studioメインウィンドウ
を開きます。

SQL Serverで正規表現関数を作成するには、以降のセクションで説明されている⼿順に従います。

D.2.1. Visual Studioでのプロジェクトの作成⽅法
最初に、SQL Serverデータベースプロジェクトを作成する必要があります。次の⼿順で⾏います。

1. メニューバーで、[File] (ファイル) > [New] (新規作成) > [Project] (プロジェクト)を選択
し、[New Project] (新しいプロジェクト)ウィンドウを開きます。



SQL Serverへの正規表現関数のデプロイ⽅法

Talend Open Studio for Data Quality ユーザーガイド 389

2. [Project types] (プロジェクトの種類)ツリービューで、[Visual C#]を展開し、[Database]
(データベース)を選択します。

3. 右側の[Templates] (テンプレート)エリアで、[SQL Server Project] (SQL Serverプロジェクト)
を選択し、[Name] (名前)フィールドに作成するプロジェクトの名前を⼊⼒します。この例で
は、UDF function (UDF関数)です。

4. [OK] をクリックして変更を確認し、ウィンドウを閉じます。

[Add Database Reference] (データベース参照の追加)ダイアログボックスが表⽰されます。

5. [Available References] (使⽤可能な参照)リストプロジェクトを作成するデータベースを選択
し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

プロジェクトを作成するデータベースがリストされていない場合は、[Add New Reference] (新規参照
の追加)タブを介して、対象のデータベースを[Available Reference] (使⽤可能な参照)リストに追加でき
ます。

プロジェクトが作成され、Visual Studioメインウィンドウの右側のData Explorer (データエク
スプローラー)パネルにリストされます。

D.2.2. SQL Serverへの正規表現関数のデプロイ⽅法
ここで、作成したプロジェクトに新しい正規表現関数を追加してから、その関数をSQL Serverにデプ
ロイする必要があります。次の⼿順で⾏います。
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1. [Solution Explorer] (ソリューションエクスプローラー)パネルのプロジェクトリストで、作成
したプロジェクトのノードを展開し、[Test Scripts] (テストスクリプト)ノードを右クリックし
ます。

2. コンテキストメニューから[Add] (追加) > [New Item...] (新しいアイテム)を選択します。

[Add New Item] (新しいアイテムの追加)ダイアログボックスが表⽰されます。

3. 右側の[Templates] (テンプレート)リストで、[Class] (クラス)を選択し、[Name] (名前)
フィールドにプロジェクトへ追加するユーザー定義関数の名前を⼊⼒します。この例で
は、RegExMatchです。

追加した関数は、右側の[Solution Explorer] (ソリューションエクスプローラー)パネル内の作
成したプロジェクトノードの下にリストされます。

4. [Add] (追加)をクリックして、変更を確認し、ダイアログボックスを閉じます。
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5. 左側のコード⽤のスペースで、作成したプロジェクトに追加済みの正規表現関数に応じた命令を
⼊⼒します。

以下は、この例で使⽤した正規表現関数のコードです。

Using System;
Using Microsoft.SqlServer.Server;
Using System.Text.RegularExpressions;
Public partial class RegExBase
{
     [SqlFunction(IsDeterministic = true, IsPrecise = true)]
     Public static int RegExMatch( string matchString , string pattern)
     {
            Regex r1 = new Regex(pattern.TrimEnd(null));
            if (r1.Match(matchString.TrimEnd(null)).Success == true) 
            {
                 return 1 ;
            }
            else
            {
                 return 0 ;
            }
Using
     }
};

6. Ctrl+Sを押して変更を保存し、メニューバーで[Build] (ビルド)をクリックし、コンテキストメ
ニューで、作成したプロジェクトをビルドするための該当するアイテムを選択します。この例で
は、[Build UDF function] (UDF関数のビルド)です。
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ウィンドウの下部ペインに、「ビルド」操作が正常に完了したかどうかを確認するメッセージが
表⽰されます。

7. メニューバーで[Build] (ビルド)をクリックし、コンテキストメニューで、作成したプロジェク
トをデプロイするための該当するアイテムを選択します。この例では、[Deploy UDF function]
(UDF関数のデプロイ)です。

ウィンドウの下部ペインに、「デプロイ」操作が正常に完了したかどうかを確認するメッセージ
が表⽰されます。

必要な場合は、

1. SQL Serverを起動して、作成した関数が関数リストに存在するか確認し、

2. 関数が正常に動作するかどうか確認します。詳細は、「作成した関数をSQL Serverエディ
ターでテストする方法」を参照してください。

D.2.3. Studioの設定⽅法
データベースの分析されたカラムで正規表現を作成できるようにするには、事前に、作成した正規表
現関数(この例では、RegExMatch)を、Studioのを介して、指定したデータベース内で定義する必要
があります。次の⼿順で⾏います。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Indicators] (イ
ンジケーター)の順に展開します。

2. [System Indicators] (システムインジケータ) > [[Pattern Matching] (パターンマッチング)の順
に展開します。

3. [Regular Expression Matching] (正規表現マッチング)をダブルクリックするか、右クリックし
てコンテキストメニューから[Open] (開く)を選択します。

対応するビューが開きインジケータメタデータとその定義が表⽰されます。
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ここで、クエリテンプレートを定義するデータベースをデータベースのリストに追加する必要が
あります。このクエリテンプレートは正規表現マッチングを計算します。

4. [Indicator Definition] (インジケータ定義)ビューの下にある[+]ボタンをクリックして新しいテ
ンプレート⽤のフィールドを追加します。

5. 新しいフィールドで、⽮印をクリックしてテンプレートを定義するデータベースとし
てMicrosoft SQL Serverを選択します。

6. 他のデータベースのいずれかからインジケータ定義をコピーします。

7. 新しいフィールドの横にある[Edit...] (編集...)ボタンをクリックします。

[Edit expression] (式の編集)ダイアログボックスが表⽰されます。
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8. インジケータ定義(テンプレート)を[Expression] (式)ボックスに貼り付け、テンプレートを選択
したデータベースに適合させるためWHENの後のテキストを編集します。

9. [OK]をクリックして、次の⼿順に進みます。新しいテンプレートがフィールドに表⽰されま
す。

10. エディターの上部にある保存アイコンをクリックして変更を保存します。

Studioでの正規表現関数の定義⽅法の詳細は、「特定のデータベースに対してクエリテンプレートを
定義する方法」および「特定のデータベースにユーザー定義関数を定義する方法」を参照してくださ
い。

D.3. 作成した関数をSQL Serverエディターでテ
ストする⽅法
• 作成した関数をSQL Serverエディターでテストするには、次のコードをコピーして実⾏します。

create table Contacts (
FirstName nvarchar(30),
 LastName nvarchar(30),
EmailAddress nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)
 +(com|org|edu|nz)',
EmailAddress)=1),
USPhoneNo nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('\([1-9][0-9][0-9]\) [0-9][0-9][0-9]
\-[0-9][0-9][0-9][0-9]',
UsPhoneNo)=1))

INSERT INTO [talend].[dbo].[Contacts]
                        ([FirstName]
                       , [LastName]
                       , [EmailAddress]
                       , [USPhoneNo])
       VALUES
                     ('Hallam'
                    , 'Amine'
                    , 'mhallam@talend.com'
                    , '0129-2090-1092')
                    , ( 'encoremoi'
                     , ‘nimportequoi'
                     , 'amine@zichji.org'
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                     , '(122) 190-9090')
GO

• ⼀致する式を検索するには、次のコードを使⽤します。

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 1 

• ⼀致しない式を検索するには、次のコードを使⽤します。

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 0 
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