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Copyleft

7.1.1に対応しています。以前のリリースの更新版となります。

公開日:2019年10月15日

このドキュメントの内容は公開の時点で正確なものです。

ただし、オンライン(Talend Help Center)で最新の更新バージョンが入手できる場合があります。

このドキュメントは、クリエイティブコモンズ公共ライセンス(CCPL)の条件の下で提供されていま
す。

CCPLに準拠した許可事項および禁止事項の詳細は、http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.0/を参照してください。

商標について

TalendはTalend, Inc.の商標です。

すべてのブランド、商品名、会社名、商標、およびサービスマークは各所有者に帰属します。

ライセンス契約

このドキュメントに記述されているソフトウェアは、Apache License、バージョン2.0 (以下「本
ライセンス」という)の下でライセンスされています。本ライセンスを遵守せずに、このソフト
ウェアを使用することはできません。ライセンスのコピーは、http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.htmlで取得できます。当該の法律による要求または書面での同意がない限り、本ライ
センスの下で配布されるソフトウェアは、「現状有姿」で、明示または暗示にかかわらず、あら
ゆる保証あるいは条件なしで提供されます。ライセンスの下で許可および制限を適用する特定の
言語のライセンスを参照してください。

この製品には、ASMで開発されたソフトウェア、AntlR、Apache ActiveMQ、Apache Ant、Apache
Axiom、Apache Axis、Apache Axis 2、Apache Chemistry、Apache Common Http Client、Apache
Common Http Core、Apache Commons、Apache Commons Bcel、Apache Commons Lang、Apache
Datafu、Apache Derby Database Engine and Embedded JDBC Driver、Apache Geronimo、Apach
e HCatalog、Apache Hadoop、Apache Hbase、Apache Hive、Apache HttpClient、Apache
HttpComponents Client、Apache JAMES、Apache Log4j、Apache Neethi、Apache POI、Apache
Pig、Apache Thrift、Apache Tomcat、Apache Xml-RPC、Apache Zookeeper、CSV Tools、DataNucl
eus、Doug Lea、Ezmorph、Google's phone number handling library、Guavaが含まれています:
Java、H2 Embedded Database、およびJDBCドライバー用のGoogle Coreライブラリ、HighScale
Lib、HsqlDB、JSON、JUnit、Jackson Java JSON-processor、Java API for RESTful Services、Java
Universal Network Graph、Jaxb、Jaxen、Jetty、Joda-Time、Json Simple、MapDB、MetaStuff、Parac
cel JDBC Driver、PostgreSQL JDBC Driver、Protocol Buffers - Google's data interchange
format、Resty: Java用の単純なHTTP RESTクライアント、SL4J、SL4J: Simple Logging Facade for
Java、SQLite JDBC Driver、The Castor Project、The Legion of the Bouncy Castle、Woden、Xalan-
J、Xerces2、XmlBeans、XmlSchema Core、atinject。各ライセンスの下でライセンスされていま
す。

https://help.talend.com/access/sources/DITA_71/map?pageid=tosdq_ug&afs:lang=ja
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Talend Studioとは

Talendでは広範なオープンソースとサブスクリプションのStudioを各種提供しており、プロジェク
トを作成し、あらゆるタイプやボリュームのデータを管理するために使用できます。

何百もの既成のコンポーネントやコネクターとGUI、そしてドラッグ&ドロップのインタフェース
を使用し、ネイティブコードを生成して、ジョブをデザインすることができます。



 | プロジェクトの操作 | 5

プロジェクトの操作

プロジェクトの作成
プロジェクトは、さまざまなタイプのアイテムを全て保管する物理的な構造の最上位に位置しま
す。Talend Studioを起動したら、ビジネスモデル図、データ統合ジョブ、ルート、またはその他
のタスクを開始する前に、まずプロジェクトを作成またはインポートする必要があります。

Studioの初回起動時にプロジェクトを作成する

手順

1. Talend Studioを起動し、ローカルリポジトリーに接続します。
2. ログインウィンドウで[Create a new project] (新規プロジェクトの作成)オプションを選択し、

フィールドにプロジェクト名を入力します。

注 :  以下のことを考慮しておきます:

• プロジェクト名は大文字と小文字を区別します
• プロジェクト名は英字で始まり、文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含むこ

とができます。
• ハイフン(-)文字はアンダースコア(_)と見なされます。

3. [Finish] (終了)をクリックしてプロジェクトを作成し、Studio内で開きます。

Studioの初回起動時にプロジェクトを新規作成する

このタスクについて

Studioの初回起動後に新規のローカルプロジェクトを作成するには、以下のようにします:
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手順

1. ログインウィンドウで[Create a new project] (新規プロジェクトの作成)オプションを選択し、
フィールドにプロジェクト名を入力します。

2. [Create] (作成)をクリックしてプロジェクトを作成します。新たに作成したプロジェクトが既
存のプロジェクトのリストに表示されます。

3. リストからプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてプロジェクトをStudio内に開
きます。
後で、プロジェクトを別のプロジェクトに切り替える場合、Studioのメニューバーで、[File]
(ファイル) > [Switch Project or Workspace] (プロジェクトまたはワークスペースの切り替え)を
選択します。
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デモプロジェクトのインポート
TalendではTalend Studioにインポートできるさまざまなデモプロジェクトが用意されています。
利用可能なデモはに応じて異なります。また、既製ジョブも含まれている場合があります。それ
らは、さまざまなTalendコンポーネントの機能を理解するのに役立ちます。

デモプロジェクトは、Studioのログインウィンドウから別のプロジェクトとしてインポートする
か、 Integration パースペクティブを使用して現在のプロジェクトにインポートできます。

デモプロジェクトを別のプロジェクトとしてインポートする

手順

1. Talend Studioを起動し、ログインウィンドウから[Import a demo project] (デモプロジェクトの
インポート)を選択し、[Select] (選択)をクリックします。

2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。

注 :  ダイアログボックスで選択可能なデモプロジェクトは、使用しているによって異なる場
合があります。

3. ダイアログボックスが開いたら、インポートするデモプロジェクトの名前を入力し、[Finish]
(終了)をクリックします。
操作の進行状況を示すバーが表示されます。

4. ログインウィンドウで、インポートしたデモプロジェクトをプロジェクトリストから選択し、
[Finish] (終了)をクリックしてデモプロジェクトをStudio内に開きます。
デモプロジェクトのすべてのサンプルが、デモサンプルの実行に必要な入力ファイルやメタデ
ータ接続を含め、Studioのリポジトリツリービュー内のさまざまなフォルダーの下にインポー
トされます。

デモプロジェクトを現在のプロジェクトにインポートする

手順

1.
Studioを起動し、Integrationパースペクティブで、ツールバーの アイコンをクリックしま
す。

2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。
操作の進行状況を示すバーが表示され、続いて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。

プロジェクトのインポート
Talend Studioでは、以前のリリースのStudioで作成した1つ以上のプロジェクトをインポートでき
ます。



 | プロジェクトの操作 | 8

このタスクについて

シングルプロジェクトのインポート

手順

1. Studioのログインウィンドウから[Import an existing project] (既存のプロジェクトをインポー
ト)を選択し、[Select] (選択)をクリックして[Import] (インポート)ウィザードを開きます。

2. 新しいプロジェクトの名前を[Project Name] (プロジェクト名)フィールドに入力します。

警告 :  入力したプロジェクト名が一意であることを確認し、以下の点に注意します:

• プロジェクト名では大文字と小文字が区別されます
• プロジェクト名は英字で始まり、文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を

含むことができます。
• ハイフン(-)文字はアンダースコア(_)と見なされます。
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3. インポート元のソースに応じて、[Select root directory] (ルートディレクトリーに選択)また
は[Select archive file] (圧縮ファイルの選択)をクリックします。

4. [Browse...] (参照...)をクリックして、特定のプロジェクトフォルダーからワークスペースディ
レクトリーまたは圧縮ファイルを選択します。デフォルトで、選択可能なワークスペースは現
在のリリースのものです。インポートするプロジェクトが含まれる、以前のリリースのワーク
スペースまたは圧縮ファイルに移動します。

5. [Finish] (終了)をクリックして操作を確定し、ログインウィンドウに戻ります。

タスクの結果

プロジェクトが正しくインポートされると、インポートされたプロジェクトの名前がログイン
ウィンドウの[Project] (プロジェクト)リストに表示されます。

これで、インポートしたプロジェクトを選択して、Talend Studioで開くことができるようになり
ました。[Finish] (終了)をクリックして、Studioを起動します。

注 :  アプリケーションを起動すると、生成初期化ウィンドウが開く場合があります。初期化が
完了するまで待ちます。

複数プロジェクトのインポート

手順

1. Studioのログインウィンドウから[Import an existing project] (既存のプロジェクトをインポー
ト)を選択し、[Select] (選択)をクリックして[Import] (インポート)ウィザードを開きます。

2. [Import several projects] (複数のプロジェクトをインポート)をクリックします。
3. インポート元のソースに応じて、[Select root directory] (ルートディレクトリーに選択)また

は[Select archive file] (圧縮ファイルの選択)をクリックします。
4. [Browse...] (参照...)をクリックして、特定のプロジェクトフォルダーからワークスペースディ

レクトリーまたは圧縮ファイルを選択します。
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デフォルトで、選択可能なワークスペースは現在のリリースのものです。インポートするプロ
ジェクトが含まれる、以前のリリースのワークスペースまたは圧縮ファイルに移動します。

5. [Copy projects into workspace] (プロジェクトをワークスペースにコピー)チェックボックスを選
択し、インポートするプロジェクトを移動しないで、そのコピーを作成します。
このオプションはルートディレクトリーから複数のプロジェクトをインポートする場合にのみ
使用できます。

注 :  インポート元のTalend Studioワークスペースディレクトリーから元のプロジェクトフォ
ルダーを削除する場合は、このチェックボックスを選択解除します。バックアップのため
に、このオプションを選択したままにしておくことを強く推奨します。

6. 既存のプロジェクトが[Projects] (プロジェクト)リストに表示されないようにするには、[Hide
projects that already exist in the workspace] (ワークスペース内の既存のプロジェクトを非表示
にする) チェックボックスを選択します。このオプションは複数のプロジェクトをインポート
する場合にのみ使用できます。

7. [Projects] (プロジェクト)リストでインポートするプロジェクトを選択し、[Finish] (終了) をク
リックして操作を有効にします。
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タスクの結果

プロジェクトが正しくインポートされると、インポートされたプロジェクトの名前がログイン
ウィンドウの[Project] (プロジェクト) リストに表示されます。

これで、インポートしたプロジェクトを選択して、Talend Studioで開くことができるようになり
ました。[Finish] (終了)をクリックして、Studioを起動します。

注 :  アプリケーションを起動すると、生成初期化ウィンドウが開く場合があります。初期化が
完了するまで待ちます。

プロジェクトのエクスポート
Talend Studioを使用すると、Talend Studioの現在のインスタンスで作成またはインポートされた
プロジェクトをエクスポートできます。

手順

1. Studioのメインウィンドウで、ツールバーの ボタンをクリックし、[Export Talend projects
in archive file] (圧縮ファイルにTalendプロジェクトをエクスポート)を開きます。
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2. エクスポートするプロジェクトのチェックボックスをオンにします。必要に応じて(上級ユー
ザーのみ)、[Filter Types...] (フィルターのタイプ)リンクを使用して、プロジェクトの一部のみ
を選択できます。

3. [To archive file] (エクスポート先のアーカイブファイル)フィールドに、選択したプロジェクト
のエクスポート先であるアーカイブファイルの名前を入力するか、参照して探します。

4. [Option] (オプション)エリアで、圧縮形式と構造のタイプを選択します。
5. [Finish] (終了)をクリックして、変更を確定します。

タスクの結果

エクスポートファイルが含まれたアーカイブファイルが、定義した場所に作成されます。
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データのプロファイリング

データプロファイリングコンセプトと基本方針
バージョン情報 Talend Data Quality

以降のセクションでは、Talend Data Qualityの概要を説明し、主な機能をリストします。

Talend Data Qualityとは

Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。Data Qualityデータマートを自身の
レポートツールに接続することはできません。

このデータプロファイリングツールを使用することで、データ統合などのデータ量の多いプロ
ジェクトを開始する前に、潜在する問題を特定できます。

データプロファイラーは、次を含む複数の要素を一元化します。

• データプロファイラー、
• データエクスプローラー、
• パターンマネージャー。パターンマネージャーの詳細は、パターンおよびインジケー

ター（13ページ）を参照して下さい。
• メタデータマネージャー。メタデータマネージャーの詳細は、メタデータリポジト

リ（13ページ）を参照してください。

コア機能

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機能について説
明します。

メタデータリポジトリ

Talend Data Qualityを使用して、データソース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、データソースへの接続の作成（292ページ）を参照して下さい。

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。
Talend StudioのProfiling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（200ページ）を参照して下さい。

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。Talend StudioのProfiling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。
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インジケーターの詳細については、インジケーター（231ページ）を参照して下さい。

論理機能アーキテクチャ

Talend Studioの論理機能アーキテクチャは、Talend Studioの機能、インタラクションおよび対応
するITニーズを特定するアーキテクチャモデルです。アーキテクチャ全体は、特定の機能を機能
ブロックに分離することで説明されています。

下の図は、Studio内で見られる主なアーキテクチャ機能ブロックを示しています。

機能ブロックのタイプは、以下のとおりです。

• 事前定義またはカスタマイズされたパターンとインジケーターを使用して、さまざまなデータ
ソースに保存されたデータを分析することができるProfilingパースペクティブ。

• データに対して実行されたプロファイリング分析の結果を参照し、クエリすることができ
るData Explorerパースペクティブ。

Talend Data Quality入門ガイド
データクオリティの動作原理

Talend StudioのProfiling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。

Talend 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、データベース、区切
り記号付きファイルなどのデータソースに接続する。詳細は、データソースへの接続の作
成（292ページ）を参照して下さい。

2. 利用可能なデータクオリティ分析を定義する。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、冗長性分析、コリレーション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、および極めて複雑なデータ構造のクオリティ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。
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注 :  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のデータ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。

データクオリティデモプロジェクトのインポート

TalendではTalend Studioにインポートできるさまざまなデモプロジェクトが用意されています。
利用可能なデモはに応じて異なります。また、既製ジョブも含まれている場合があります。それ
らは、さまざまなTalendコンポーネントの機能を理解するのに役立ちます。

データクオリティデモプロジェクトをインポートする場合:

• デモジョブと分析を実行するために必要な入力ファイルとデータベースは、Studioの
Integration パースペクティブの[Documentation] (ドキュメンテーション)フォルダーの下にイ
ンポートされます。

• プロファイリング分析が、 Profiling パースペクティブの[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツ
リービューにインポートされます。これらの分析は、データクオリティチュートリアルの説明
のとおり、最初にインストールしたデータベースとファイルで実行されます。

• データクオリティジョブが、 Integration パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビューにインポートされます。これらのジョブでは、たとえばデータの標準化、複製、一致な
どのために異なるデータクオリティコンポーネントを使用します。
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これらのジョブのほとんどは、前提条件なしに実行できます。ただし、いくつかのジョブで
は、tbi、tutorials、cif、crmの各データベースをMysql内に復元し、一部のファイルを
ローカルにダウンロードする必要があります。データベースとファイルは、 Integration パー
スペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内の[Documentation] (ドキュメンテー
ション)フォルダーに含まれています。

注 :  デモジョブの一部はデータクオリティチュートリアルと共通なため、それぞれの名前の
前にA、B、Cなどのアルファベットや1、2、3などの数字が付いていることもあります。こ
れらのジョブは指定された順番に実行する必要があります。

デモプロジェクトは、Studioのログインウィンドウから別のプロジェクトとしてインポートする
か、 Integration パースペクティブを使用して現在のプロジェクトにインポートできます。

デモプロジェクトを別のプロジェクトとしてインポートする

手順

1. Talend Studioを起動し、ログインウィンドウから[Import a demo project] (デモプロジェクトの
インポート)を選択し、[Select] (選択)をクリックします。
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2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。

注 :  ダイアログボックスで選択可能なデモプロジェクトは、使用しているによって異なる場
合があります。

3. ダイアログボックスが開いたら、インポートするデモプロジェクトの名前を入力し、[Finish]
(終了)をクリックします。
操作の進行状況を示すバーが表示されます。

4. ログインウィンドウで、インポートしたデモプロジェクトをプロジェクトリストから選択し、
[Finish] (終了)をクリックしてデモプロジェクトをStudio内に開きます。
デモプロジェクトのすべてのサンプルが、デモサンプルの実行に必要な入力ファイルやメタデ
ータ接続を含め、Studioのリポジトリツリービュー内のさまざまなフォルダーの下にインポー
トされます。

デモプロジェクトを現在のプロジェクトにインポートする

手順

1.
Studioを起動し、Integrationパースペクティブで、ツールバーの アイコンをクリックしま
す。

2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。
操作の進行状況を示すバーが表示され、続いて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。

重要な機能と設定オプション

このセクションでは、Talend Studioに組み込まれた分析エディター、[Error log] (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。

最大メモリサイズスレッショルドの定義

Talend Studioから、Javaエンジンを使用して2種類の分析を実行する場合のメモリ使用量を制御で
きます: カラム分析と一連のカラム分析を作成。

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スレッショルドを定義することで、メモリの制限サイズ
に到達するとTalend 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。

始める前に

手順

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. 次のいずれかの手順を実行します。
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• 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。

タスクの結果
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。Talend 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。

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。全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。

手順

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。
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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。

注 :  [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。
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タスクの結果
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。

デフォルト頻度テーブルパラメーターの設定

Profilingパースペクティブで分析結果を表示するときに、デフォルトでは頻度テーブルに10件の結
果が表示されます。Talend Studioの[Preferences] (環境設定)ウィンドウで、頻度と低頻度テーブル
のデフォルト値を編集することができます。

以下の頻度テーブルパラメーターを更新することはできません。

• ロックされた分析、
• 開いている分析、
• 現在のデフォルト値を使用する頻度インジケーターによる分析

手順

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、[Indicator settings] (インジケーターの設
定)を選択します。

3. [Number of result shown] (表示する結果数)フィールドで、[Frequency table] (頻度テーブ
ル)と[Low frequency table] (低頻度テーブル)のデフォルト値を設定します。

4. [Apply to analyses] (分析に適用)をクリックし、パラメーターを既存の分析に適用します。
5. [Set the Frequency Table Parameters] (頻度テーブルパラメーターの設定)ダイアログボックス

で、新しい頻度テーブルパラメーターを適用する分析を選択し、[OK]をクリックします。
6. [OK]をクリックして変更を保存します。

Talend Studioでヘルプの内容を表示または非表示にする

Talend 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、Talend 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、インジケーターのスレッショルドを設定したりすることもできま
す。

参照シートの表示
Talend Studioを初めて開くと、デフォルトでProfilingパースペクティブに[Cheat Sheets] (参照シー
ト)ビューが表示されます。

Talend Studioの  Profiling パースペクティブの[Cheat Sheets] (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。

手順

参照シートを表示するには、次のいずれかの手順に従います。
1. [Alt]+[Shift]+[Q]を押し、次に[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)の順に選択します。
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[Show View] (ビューの表示)ダイアログボックスが開きます。

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
4. メニューバーから、[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。

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

Talend 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。



 | データのプロファイリング | 22

ヘルプパネルを非表示にする
Talend 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、管
理できます。このヘルプパネルは、デフォルトで全てのウィザードに表示されます。
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手順

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ブラウザー)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。
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これで、Talend 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。

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を円滑に実行するために既に存在するモ
ジュール、または必要なモジュールが確認できます。

手順

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。

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。

Talend Studioで[Module] (モジュール)ビューが開きます。
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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。

[Icon] (アイコン) 内容

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。

Talend 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 Installation Guide』を参照して下さい。

エラーログビューの表示とログファイルの管理

Talend 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。

[Error Log] (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。

手順

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)の順に選択します。
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[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。

Talend Studioで[Error Log] (エラーログ)ビューが開きます。

注 :  ビューの上部の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。
たとえば、フィールドにテキストを入力し始めると、フィルターに一致するログのみがリス
トに表示されます。
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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。
リスト内の各エラーログの前には、ログの重大度を示すアイコンが付いています: エラーに
は  、警告には  、情報のみの場合は  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。

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ます。

新規エディターを開く

Profiling パースペクティブおよび Data Explorer パースペクティブで、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。

始める前に
Talend Studioで Data Explorer を使用可能にするには、データクオリティに必要な特定のSQL
Explorerライブラリをインストールする必要があります。これらのライブラリをインストールして
いない場合、 Data Explorer パースペクティブがTalend Studioに表示されず、多くの機能が使用で
きなくなります。

外部モジュールの識別とインストールの詳細は、『Talendインストレーションおよびアップグレー
ドガイド』を参照して下さい。
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手順

空白の新規分析エディターを開くには、以下のようにします:

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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。
Data Explorer 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、次の手順に従いま
す。
3. Data Explorer 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。

4. [New SQL Editor] (新規SQLエディター)を選択します。
Data Explorer パースペクティブに空の新規SQLエディターが開きます。

次のタスク

Talend StudioのProfilingパースペクティブで空のSQLエディターを開くには、SQLクエリの作成お
よび保存（269ページ）で説明されている手順を参照して下さい。

DQリポジトリの分析名に付加されるアイコン

Talend Studioで分析を作成すると、[DQ Repository] (DQリポジトリ)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。

注 :  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。
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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、スレッショルド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。

データベースコンテンツのプロファイリング
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ストラクチャー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。

データベースコンテンツの分析

Talend Studioの Profiling パースペクティブでは、データベースの内容を検証する分析を作成でき
ます。

前提条件: Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

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。

[Statistical information](統計情報)ビューでは、次のことができます。

• カタログまたはスキーマをクリックすると、カタログに含まれるすべてのテーブルとその内容
の概要が一覧表示されます: (行数、キー数、ユーザー定義インデックス数)

選択したカタログまたはスキーマは青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。

• 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。選択したテーブルのキーとインデックスを表示すること
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もできます。詳細は、データベーステーブルのキーとインデックスの表示（37ページ）を
参照して下さい。

• 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されます。

分析の定義

手順

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で、connection overview analysisの最初の数文字を入力して、
表示されるリストから[Connection Overview Analysis] (接続概要の分析)を選択し、[Next] (次
へ)をクリックします。



 | データのプロファイリング | 31

データベースコンテンツの分析をショートカットプロシージャで作成するには、[Metadata]
(メタデータ)> [DB connections] (DB接続)の下でデータベースを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Overview analysis] (概要分析)を選択します。

4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を入力します。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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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分析するデータベース接続の選択

手順

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)をクリックします。

3. SQL言語を使い、必要に応じて、分析する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。
デフォルトでは、データベースの全てのテーブルとビューが分析の対象となります。

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[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。
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注 :  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（18ページ）を参
照して下さい。

5. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)をクリックし、次の手順に従います。
a) [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
接続数に基づいて設定します。

b) 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。

c) 概要分析を実行する際に、サーバー接続の全てのデータベースをリロードする場合
は、[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。

6. [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行する
ために使用するコンテキスト環境を選択します。
このビューのテーブルには、分析エディターの[Contexts] (コンテキスト)ビューで定義するす
べてのコンテキスト環境とその値が一覧表示されます。詳細は、分析でのコンテキスト変数の
使用方法（272ページ）を参照して下さい。

7. F6を押して分析を実行します。
エディターの下部に操作が進行中であることを確認するメッセージが表示され、分析結果
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに開きます。
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カタログまたはスキーマの分析の作成

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、Talend Studioの Profiling パースペク
ティブを使って、データベースの特定の1つのカタログまたは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。

始める前に

「カタログ」または「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。詳細は、データベースへの接続（292ペー
ジ）を参照して下さい。

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[DB connections] (DB接続)の下で、コンテ
ンツの分析を作成するカタログまたはスキーマを右クリックし、コンテキストメニューか
ら[Overview analysis] (概要分析)を選択します。
この例では、スキーマ分析の作成方法を示します。

2. ウィザードが開いたら、現在の分析の名前を入力します。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

4. SQL言語を使い、必要に応じて、分析する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。
デフォルトでは、カタログの全てのテーブルとビューが分析の対象となります。

5. [Finish] (終了)をクリックします。
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。

6. F6を押して分析を実行します。
エディターの下部に操作が進行中であることを確認するメッセージが表示され、分析結果
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに開きます。
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[Statistical information](統計情報)ビューでは、次のことができます。

• スキーマをクリックすると、カタログに含まれるすべてのテーブルとその内容の概要が一
覧表示されます: (行数、キー数、ユーザー定義インデックス数)

選択したスキーマは青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。

• スキーマを右クリックし、[Overview analysis] (概要分析)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。選択したテーブルのキーとインデックス
を表示することもできます。詳細は、データベーステーブルのキーとインデックスの表
示（37ページ）を参照して下さい。

• 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
順にソートされます。

SQLエディターでのデータのプレビュー

データベースへの接続を作成した後、Talend Studioでビューを開いて、データベース内の実際の
データを表示できます。

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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. 特定のデータベース接続のテーブルを参照し、右クリックして、[Preview] (プレビュー)を選択
します。
Talend StudioでSQLエディターが開き、選択したテーブルのデータが一覧表示されます。
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3. オプション: 必要な場合は、クエリを変更して、保存します。

タスクの結果
[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が一覧表示されます。

データベーステーブルのキーとインデックスの表示

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。

始める前に
Talend StudioのProfilingパースペクティブ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（29ページ）を参照して下さい。

手順

1. 分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューで、[Statistical Information] (統計情報)の
下の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全てのテーブルが、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。(行数、キー数、ユーザー定義インデッ
クス数)
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2. テーブルリストでテーブルを右クリックし、[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] (データベースストラクチャー)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ストラクチャー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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3. オプション: 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。

4. テーブルリストでテーブルを右クリックし、[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] (データベースストラクチャー)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ストラクチャー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。

5. 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。

メタデータ接続とデータベース構造の同期

ソースデータベースでデータを変更または更新すると、Talend Studioの関連する接続構造も変更
または更新する必要があります。それを行わないと、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。

[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューに表示される接続ストラクチャーと、データベース
のストラクチャーを同期して、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
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• カラム: カラムリストの更新

カタログリストとスキーマリストの同期とリロード

[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。

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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。

データベースストラクチャーに変更を加えると、Talend 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。
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タスクの結果
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。

テーブルリストの同期とリロード

[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。

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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。

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、Talend 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。

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。

カラムリストの同期とリロード

[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。
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始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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。

データベース構造に変更を加えると、Talend 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。

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。

タスクの結果
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。

カラム分析
最初にすべきこと

Talend Studioでは、データベースカラムおよび区切り記号付きファイル内で使用可能なデータに
関して検証し、統計と情報を収集することができます。

Profiling パースペクティブから、次のことができます。

• カラム分析を最初からデザインし、分析設定を手動で定義する。
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• 選択したタイプに適したインジケーターを使用して自動的に設定されたのカラム分析を作成す
る。

手順

1. カラム分析を作成するには、次の手順に従います。
a) [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。
b) [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。
c) [Column Analysis] (カラム分析)フォルダーから、以下を選択します。

[Option] (オプション) To...

基本カラム分析 は空のカラム分析を生成し、そこで分析するカラムを選択し、各カラ
ムにインジケーターを手動で割り当てることができます。

詳細は、データベースカラムでの基本分析の作成（44ページ）を
参照して下さい。

離散データ分析 は、[Bin Frequency] (Bin頻度)インジケーターおよびシンプル統計イ
ンジケーターで設定済みの数値データに対するカラム分析を作成しま
す。必要に応じて連続データを離散Bin (範囲)に変換するために、分析
をさらに設定するか、または変更することができます。

詳細は、離散データの分析（88ページ）を参照して下さい。

名義値分析 は、名義データに適したインジケーターで設定済みの名義データに対
するカラム分析を作成します。すなわち、[Value Frequency] (値の頻
度)、[Simple Statistics] (単純統計)、[Text Statistics] (テキスト統計)の
インジケーターです。

これらの統計の結果のサンプルについては、カラム分析の確定と実
行（54ページ）を参照して下さい。

パターン頻度分析 は、[Pattern Frequency] (パターン頻度)、[Pattern Low Frequency] (パ
ターン低頻度)、および行とNull値カウントインジケーターで設定済み
のカラム分析を作成します。

この分析では、データ内のパターンを見出すことができます。頻度の
高いパターンと低いパターンが示されるため、品質の問題をより容易
に特定することができます。

これらの統計の結果のサンプルについては、カラム分析の確定と実
行（54ページ）を参照して下さい。

パターン頻度統計インジケーターでサポートされているデータ
ベースおよびエンジンの詳細は、  Talend Help Center (https://help.t
alend.com) (https://help.talend.com)のドキュメントを参照して下さ
い。

集計統計分析 は、[Summary Statistics] (集計統計)インジケーター、行カウントおよ
びNull値カウントインジケーターで設定済みの数値データに対するカ
ラム分析を作成します。

これにより、範囲、四分位範囲、および平均値と中央値を計算するこ
とで、数値データのシェイプを把握することができます。

集計統計のユースケースは、システムまたはユーザー定義イン
ジケーターの設定（50ページ）およびカラム分析の確定と実
行（54ページ）を参照して下さい。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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2. 通常、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。
a) データソースに接続します。詳細は、データソースへの接続の作成（292ページ）を参照

して下さい。
b) カラムに含まれるデータの内容、ストラクチャー、クオリティ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。
c) 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。

d) データの内容、ストラクチャー、クオリティ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（65ページ）を参照して
下さい。

次のタスク

データベースカラムでの基本分析の作成（44ページ）セクションでは、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。

ファイルに対する基本的なカラム分析の作成（76ページ）セクションでは、区切り記号付き
ファイルのカラムを分析する手順を説明します。

データベースカラムでの基本分析の作成

このタスクについて

JavaエンジンまたはSQLエンジンを使って、分析を最初からビルドし、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（59ページ）を参照
して下さい。

注 :  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
ズスレッショルドの定義（17ページ）を参照して下さい。

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（95ページ）を参照して
下さい。

カラム分析の作成は、次の手順で行います。

手順

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（45ページ）を参照して下さい。
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2. カラムに対して定義済み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。

詳細は、カラムにインジケーターを設定する（50ページ）を参照して下さい。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（231ページ）を参照してください。

3. データの内容、ストラクチャー、クオリティ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（65ページ）を参照して下さい。

パターンのタイプおよび管理の詳細は、パターン（200ページ）を参照してください。

分析するカラムの定義とインジケーターの設定

分析するカラムを定義する
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 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（292ページ）を参照して下さい。

Dateカラムを分析し、Javaエンジンを使用して分析を実行することを選んだ場合、日付情報
はStudioに通常の日付/時刻として保存されます。日付/タイムスタンプの形式はYYYY-MM-DD

HH:mm:ss.SSSで、時間の形式はHH:mm:ss.SSSです。SQLエンジンで分析を実行する場合、日
付と時刻の形式は僅かに異なります。

分析の定義

手順

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] (新しい分析を作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルターフィールドで、basic column analysisの最初の数文字を入力して、[Basic
Column Analysis] (カラム分析)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、現在のカラム分析の名前を入力します。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

データベースカラムの選択とサンプルデータの設定

手順

1. [DB connections] (DB接続)を展開し、目的のデータベースで、分析を行うカラムに移動しま
す。
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注 :  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。

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、分析メタデータが表示されます。
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この例では、フルネーム、電子メールアドレス、売上額を分析します。
3. [Data preview] (データプレビュー)ビューで、[Refresh Data] (データの更新)をクリックしま

す。
選択したカラム内のデータがテーブルに表示されます。

4. [Data preview] (データプレビュー)ビューで、以下を選択します。

オプション 内容...

[New Connection] (新規接続) ウィザードを開き、エディター内からデータソースへの接続を作成します。

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（292ページ）およびファイルへの接続（302ページ）を参照して下
さい。

このセクションの上にある[Connection] (接続)フィールドには、Studioで作成
したすべての接続がリストされています。
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[Select Columns] (カラムの選
択)

[Column Selection] (カラム選択)ダイアログボックスを開くと、テーブル内に
リストされているカラムを選択し、その選択を分析または変更することがで
きます。

開いたダイアログボックスから、[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)フィールドをそれぞれ使用して、
テーブルまたはカラムのリストをフィルター処理することができます。

[Select Indicators] (インジケー
ターの選択)

[Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスを開き、カラ
ムのプロファイリングに使用するインジケーターを選択することができま
す。

詳細は、カラムにインジケーターを設定する（50ページ）を参照して下
さい。

[n first rows] (最初のn行)

または

[n random rows] (ランダム
なn行)

選択したカラムから最初のNデータレコードをテーブルにリスト、または選
択したカラムからランダムなNレコードをリストします。

[Refresh Data] (データの更新) 設定した条件に従って、選択したカラムにデータを表示します。

[Run with sample data] (サン
プルデータで実行)

[Limit] (制限)フィールドでサンプルデータセットにのみ分析を実行します。

5. [Limit] (制限)フィールドで、テーブルに表示してサンプルデータとして使用するデータレコー
ドの数を設定します。

6. 分析するカラム数が多い場合は、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで右上の矢印を
使用して、ビュー内に複数のページを開きます。
分析するカラムを[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからこのビューの[Analyzed
Columns] (分析対象カラム)リストに直接ドラッグすることもできます。
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（93ページ）を
参照して下さい。

7. 必要に応じて、[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)を選択します。[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。

カラムにインジケーターを設定する
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。
システムまたはユーザー定義インジケーターの設定

このタスクについて

前提条件: StudioのProfiling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（45ページ）を参照して下さい。
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手順

1. 分析エディターの[Data preview] (データプレビュー)ビューで[Select indicators] (インジケー
ターの選択)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。

2. [Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスから、次の手順に従います。
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注 :  SQLエンジンで分析を実行する場合、データベースの日付型のカラムに対してパター
ン頻度統計を使用することはあまり役に立ちません。すべての日付が1種類の形式で表示さ
れるため、このインジケーターによってデータクオリティ問題が検出されることはありま
せん。Oracleの日付カラムのプロファイリングの詳細は、Talend Help Center (https://help.t
alend.com)(https://help.talend.com)のドキュメントを参照して下さい。分析の日付カラム
に[Date Pattern Frequency] (日付パターン頻度)を付けると、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] (日付パターン頻度テーブル)から正規表現
を生成する（218ページ）を参照して下さい。

3. [OK]をクリックします。
[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビュー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。
この例の分析により、以下が提供され、計算されます。

• すべてのカラムのシンプル統計。これらのインジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シ
ンプル統計)（239ページ）を参照してください。

• テキストフィールドの特性と、[fullname] (フルネーム)カラム内の個別の各レコー
ドに対する最も頻度の高い値の数。詳細は、それぞれ[Text statistics] (テキスト統
計)（240ページ）および[Advanced statistics] (詳細統計)（232ページ）を参照してくだ
さい。

• 頻度の高いパターンと低いパターンを示す[email] (電子メール)カラム内のパターン。こ
れは、品質に関する問題の特定を容易にするためのものです。これらのインジケーターの
詳細は、[Pattern frequency statistics] (パターン頻度統計)（234ページ）を参照してくださ
い。

• total_salesカラム内の数値データの範囲、四分位範囲、平均および中央値。これらの
インジケーターの詳細は、[Summary statistics] (集計統計)（240ページ）を参照してくだ
さい。

• 売上額における桁1から9の頻度。これは、不正を検出するためです。詳細は、不正の検
出（232ページ）を参照して下さい。

システムまたはユーザー定義インジケーターのオプション設定

このタスクについて

インジケーターの値に関する想定スレッショルドを定義できます。定義するしきい値は、データ
の品質測定のために使用されます。インジケーターの値が定義したしきい値外にある場合、デー
タの品質がよくありません。しきい値は定義しなくても構いませんが、複数定義することはでき
ません。これらのしきい値は、行カウントに対する割合または値で設定できます。

前提条件: StudioのProfiling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（45ページ）を参照して下さい。

インジケーターの設定の詳細は、システムまたはユーザー定義インジケーターの設定（50ペー
ジ）を参照してください。

手順

1. 分析エディターの[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、インジケーターの横のオプ
ションアイコン をクリックします。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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2. 開いたダイアログボックスで、インジケーターにパラメーターを設定します。
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] (上限スレッショルド)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（266ページ）を参照して下さい。

3. [Finish] (完了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
4. 分析を保存します。

分析エディターからユーザー定義インジケーターを設定する

このタスクについて

前提条件:

• Studioの Profiling 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（45ページ）を参照して下さい。

• Studioの Profiling 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の作成（245ページ）を参照して下さい。

分析するカラムに分析エディターからユーザー定義インジケーターを設定するには、次の手順に
従います。

手順

1. 以下のいずれかを行います:

a) 分析エディターで[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューから、インジケーターを定義
するカラム名のとなりの アイコンをクリックします。
[UDI selector] (UDIセレクター)ダイアログボックスが開きます。



 | データのプロファイリング | 54

b) ユーザー定義インジケーターを選択し、[OK]をクリックします。
2. Or:

a) [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。

b) [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。

c) 必要に応じて、ユーザー定義インジケーターにしきい値を設定します。
詳細は、システムまたはユーザー定義インジケーターのオプション設定（52ページ）を
参照して下さい。

d) 分析を保存します。

カラム分析の確定と実行

分析するカラムの定義とインジケーターの設定（45ページ）で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。

始める前に

• Studioの Profiling 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（45ページ）を参照して下さい。

• 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、カラムにインジケーターを設定する（50ページ）を参照して下さい。

• Data Qualityに必要なSQLエクスプローラーライブラリーがStudioにインストール済みであるこ
と。
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手順

1. [Data Filter] (データフィルター)ビューで、必要に応じて、SQL WHERE句を入力し、分析を実
行するデータをフィルター処理します。

2. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビューで、次の手順に従います。

a) [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
接続数に基づいて設定します。

注 :  SQLite データベースまたはSpark上のHiveデータベースへの接続を使用する場合、
接続の同時実行はサポートされません。Hive2サーバーへの接続を使用する場合、接続
コンカレンシーはサポートされます。

b) [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。
Javaエンジンを選択した場合は、以下のようにします:

• [Analysis Results] (分析結果)ビューで、[Allow drill down] (ドリルダウン許可)を選択す
ると、[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。

• [Max number of rows 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、ドリルダウンするデータ行数を入力します。

これらのエンジンの詳細については、JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用（59ペー
ジ）を参照して下さい。

3. 分析エディターの[Contexts] (コンテキスト)ビューでコンテキスト変数を定義した場合は、次
の手順に従います。
a) [Data Filter] (データフィルター)ビューおよび[Analysis Parameter] (分析パラメー

ター)ビューを使用して、データをフィルター処理するためのコンテキスト変数を設定/選
択し、それぞれの分析ごとの同時接続数を決定します。

b) [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行
するために使用するコンテキスト環境を選択します。

コンテキストと変数の詳細は、分析でのコンテキスト変数の使用方法（272ページ）を参照
して下さい。

4. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。
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SQLエンジンを使用している場合は、分析では複数のインジケーターが並列して実行され、分
析が進行中でも、チャート内の結果は更新されます。
以下は、[fullname] (フルネーム)カラムの頻度とテキスト統計を表すグラフィックです。

頻度とテキスト統計の詳細は、それぞれ[Advanced statistics] (詳細統計)（232ページ）およ
び[Text statistics] (テキスト統計)（240ページ）を参照して下さい。
以下は、[email] (電子メール)カラムのパターン頻度とパターン低頻度統計を表すグラフィッ
クです。
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テーブル内のパターンでは、電子メールの値を表すのにaとAを使用します。各パターンには
30文字まで使用できます。文字の合計数が30を超えると、パターンは次のように表されます:
aaaaaAAAAAaaaaaAAAAAaaaaaAAAAA...<文字の合計数>。テーブル内のパターン上にマウ
スポインターを置くと、元の値が表示されます。
これらのインジケーターの詳細は、[Pattern frequency statistics] (パターン頻度統
計)（234ページ）を参照して下さい。
以下は、total_salesカラムの集計統計を表すグラフィックです。

これらのインジケーターの詳細は、[Summary statistics] (集計統計)（240ページ）を参照して
下さい。
また、以下はtotal_salesカラムの指標およびベンフォードの法則度数統計を表すグラフ
ィックです。
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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
、不正の検出（232ページ）を参照してください。

タスクの結果
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。

注 :  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メソッドを使用)、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。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（59ページ）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（59ページ）を
参照して下さい。

JavaエンジンまたはSQLエンジンの使用

このタスクについて

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、集計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ファンクションを使用します。

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

• カラム分析で使用されるインジケーターごとにSQLクエリが生成され、分析では複数のインジ
ケーターが並列して実行され、分析が進行中でもチャート内の結果は更新されます。

• 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、システムのパフォーマンスは確実に向上します。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（62ページ）を参照して下さい。

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全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。
• 監視された全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全て保管すること
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エンジンを使用してカラム分析を実行する場合は、各データベースに固有の異なるクエリテ
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エンジンを使用して分析を実行すると、全てのデータが取得され、ローカルに保
存されたときにディスク容量が使用されます。一部の容量を開放するために、Talend-Studio>

workspace>project_name>Work_MapDBのメインのStudioディレクトリー内に保存されたデー
タを削除できます。

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、以下のよ
うにします:

手順

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。

タスクの結果

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（62ページ）を参照して下さ
い。

データベースカラム分析の詳細ビューへのアクセス

このタスクについて

前提条件: Studioで Profiling 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（45ページ）およびカラム分析の確定と実
行（54ページ）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、以下の
ようにします:
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手順

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。

注 :  [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（18ページ）を参照して下さい。

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、分析された[email] (電子メール)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 (シンプル統
計)グラフ、それらのグラフに付随するテーブルです。

[Simple Statistics] (シンプル統計)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スレッショルドに違反していることを意
味します。データのスレッショルドの詳細は、システムまたはユーザー定義インジケーターの
オプション設定（52ページ）を参照して下さい。
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
表示される指標と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。
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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
、不正の検出（232ページ）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（62ページ）を参照して下さい。

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で Profiling 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。

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 オペレーション

[View rows] (行を表示) 分析対象カラムの全データ行を示すリストビューが開きます。

注 :  [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) 分析対象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（65ページ）およびパターンを基にして
データを分析し表示する（69ページ）を参照して下さい。

SQLエンジンを使用すると、 Data Explorer 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。

 Data Explorer パースペクティブがStudioに存在しない場合は、データクオリティを正しく機能さ
せるために必要な特定のSQL Explorerライブラリをインストールする必要があります。インストー
ルしていないと、エラーメッセージが表示される場合があります。

外部モジュールの識別とインストールの詳細は、 『Talend Installation and Upgrade Guide』を参照
して下さい。
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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。

警告 :  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 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。

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（59ページ）を参照して下さい。

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。これを設定するには、以
下のようにします:
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1. ビューの右上にある 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...)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。

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（13ページ）およびデータ
ベーステーブルの分析手順（95ページ）を参照して下さい。

カラム分析に正規表現またはSQLパターンを追加する

このタスクについて

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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警告 :  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は、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（201ページ）を参照して下さい。

前提条件: Studioで Profiling 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、以下のようにします:

手順

1. 分析するカラムを定義する（45ページ）での説明に従って、カラム分析を作成します。
2. 分析エディターの[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、正規表現またはSQLパター

ンを追加するカラム名(このサンプルではemailカラム)の横の 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開きます。

3. [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。

4. 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。
5. [OK]をクリックして、次の手順に進みます。
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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。

6. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
エディターが[Analysis results] (分析結果)ビューに切り替わります。カラム分析の結果には、
パターンマッチングの結果も含まれます。

タスクの結果
カラム分析のパターンを編集する

このタスクについて

前提条件: Studioで Profiling 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。

手順

1. 分析エディターの[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、編集するパターンを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit pattern] (パターンの編集)を選択します。
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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。
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2. [Pattern Definition] (パターン定義)ビューで、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。
全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は、Studioのリポジトリーで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全ての分析に適した編集であることを
確認します。

3. 変更を保存します。

パターンを基にしてデータを分析し表示する

このタスクについて

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 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で Profiling パースペクティブを選択していること。
• Data Qualityに必要なSQLエクスプローラーライブラリーがStudioにインストール済みであるこ

と。

これらのライブラリーをインストールしていない場合、 Data Explorer パースペクティブがStudi
oに表示されず、多くの機能が使用できなくなります。外部モジュールの識別とインストールの詳
細は、『Talendインストレーションおよびアップグレードガイド』を参照して下さい。

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、以下のようにします:

手順

1. 分析するカラムを定義する（45ページ）およびカラム分析に正規表現またはSQLパターンを
追加する（65ページ）で説明されている手順を実行し、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。
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。

3. 分析対象カラムの名前の下の[Pattern Matching] (パターンマッチング)に移動します。
パターンマッチングの生成グラフと、一致結果の詳細を示すテーブルが表示されます。
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4. [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 内容...

[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
全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
全ての行を含むビューが開きます。

タスクの結果

SQLエンジンを使用すると、 Data Explorer 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。
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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 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。

Javaエンジンを使用すると、Studioの Profiling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（59ページ）を参照して下
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リポジトリー)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（72ペー
ジ）を参照して下さい。

インジケーターで実行したクエリの保存

このタスクについて

Studioの Data Explorer 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で Profiling 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、以下のように
します:

手順

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。
Data Explorer パースペクティブがStudioに存在しない場合は、データクオリティを正しく機能
させるために必要な特定のSQL Explorerライブラリをインストールする必要があります。イン
ストールしていないと、エラーメッセージが表示される場合があります。
外部モジュールの識別とインストールの詳細は、『Talendインストレーションおよびアップグ
レードガイド』を参照して下さい。

注 :  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、実行し
たクエリを Data Explorer 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する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。

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 リポジトリー) 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。

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。
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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、次の手順に
従います。

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、以下のように選択します:

アイテム 内容...

[Match Analysis] (マッチ分析) 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（139ページ）を参照して下さい。

[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。

シンプル統計インジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シンプル統
計)（239ページ）を参照してください。

[Column Analysis] (カラム分
析)

シンプル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。

シンプル統計インジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シンプル統
計)（239ページ）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カウントインジケーターとNULL値カ
ウント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)（234ページ）を参照してください。

パターン頻度統計インジケーターでサポートされているデータベースおよび
エンジンの詳細は、 Talend Help Center (https://help.talend.com)(https://help.t
alend.com)のドキュメンテーションを参照して下さい。

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（45ページ）で説明されている
手順の代わりになります。これで、カラム分析の確定と実行（54ページ）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、次の手順に従います。

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ているテーブルに移動し、右クリックします。
3. コンテキストメニューから、以下のように選択します:

アイテム 内容...

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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[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、カラムにインジケーターを設定す
る（50ページ）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、カラム分析の確定と実行（54ページ）を参照してください。

[Nominal Value Analysis] (名義
分析)

名義データに適したインジケーターで設定済みの名義データに対するカ
ラム分析を作成します。すなわち、[Value Frequency] (値の頻度)、[Simple
Statistics] (シンプル統計)、[Text Statistics] (テキスト統計)のインジケーター
です。

[Simple Analysis] (単純分析) シンプル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。

シンプル統計インジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シンプル統
計)（239ページ）を参照してください。

[Pattern Frequency Analysis]
(パターン頻度分析)

行カウントインジケーターとNULL値カウント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)（234ページ）を参照してください。

パターン頻度統計インジケーターでサポートされているデータベースおよび
エンジンの詳細は、 Talend Help Center (https://help.talend.com)(https://help.t
alend.com)のドキュメンテーションを参照して下さい。

[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、単純なテーブル分析の作成(カラムセット分析)（95ページ）を参
照して下さい。

[Analyze Correlation] (相関分
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
ラムの間のカラムコリレーション分析を実行します。

詳細は、数値コリレーション分析（178ページ）を参照して下さい。

[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（139ページ）を参照して下さい。

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（45ページ）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、カラム分析の確定と実
行（54ページ）での説明に従って、次に進むことができます。

ファイルに対する基本的なカラム分析の作成

このタスクについて

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、区切り記号付きファイル内のテー
ブルの分析（131ページ）を参照して下さい。

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。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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手順

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（45ページ）を参照して下さい。
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、カラムにインジケーターを設定する（50ページ）を参照して下さい。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（231ページ）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。

パターンのタイプおよび管理の詳細は、パターン（200ページ）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既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の定義（251ページ）を参照して下さい。

ファイル内で分析するカラムを定義する

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。

Dateカラムを分析し、Javaエンジンを使用して分析を実行することを選んだ場合、日付情報
はStudioに通常の日付/時刻として保存されます。日付/タイムスタンプの形式はYYYY-MM-DD

HH:mm:ss.SSSで、時間の形式はHH:mm:ss.SSSです。SQLエンジンで分析を実行する場合、日
付と時刻の形式は僅かに異なります。

前提条件: Studioの Profiling 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、ファイルへの接続（302ページ）を参照して下さい。

カラム分析を定義する

手順

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] (新しい分析を作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルターフィールドで、basic column analysisの最初の数文字を入力して、[Basic
Column Analysis] (カラム分析)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、現在のカラム分析の名前を入力します。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

ファイルカラムの選択とサンプルデータの設定

手順

1. [FileDelimited connections] (FileDelimited接続)を展開し、目的のファイルで、分析を行うカラ
ムに移動します。
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。

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、分析メタデータが表示されます。
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3. [Data preview] (データプレビュー)ビューで、[Refresh Data] (データの更新)をクリックしま
す。
選択したカラム内のデータがテーブルに表示されます。
[New Connection] (新規接続)ボタンと[Select Columns] (カラムの選択)ボタンを使用して、デー
タソースと選択したカラムをそれぞれ変更することができます。

4. [Limit] (制限)フィールドで、テーブルに表示してサンプルデータとして使用するデータレコー
ドの数を設定します。
たとえば、50レコードの場合は次の手順に従います。

5. [n first rows] (最初のn行)を選択し、選択したカラムから最初の50レコードをリストします。
6. 分析するカラム数が多い場合は、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで右上の矢印を

使用して、ビュー内に複数のページを開きます。

分析するカラムを[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューからこのビューの[Analyzed
Columns] (分析対象カラム)リストに直接ドラッグすることもできます。

7. [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。
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8. 必要に応じて、[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)を選択します。[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。

システムおよびユーザー定義インジケーターの設定

このタスクについて

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。

注 :  Javaのユーザー定義インジケーターが既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の定義（251ページ）を参照して下さい。

前提条件: 区切り記号付きファイルの分析が、Studioの Profiling 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（45ページ）を参照して下さ
い。

手順

1. 分析するカラムを定義する（45ページ）で説明されている手順に従います。
2. 分析エディターの[Data preview] (データプレビュー)ビューで[Select indicators] (インジケー

ターの選択)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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3. [Indicator Selection] (インジケーター選択)ダイアログボックスから、次の手順に従います。
このサンプルでは、[Simple Statistics] (シンプル統計)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] (Soundex頻度テーブル)にも設定します。

注 :  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)ビュー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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4. 分析を保存します。

システムインジケーターのオプション設定

このタスクについて

前提条件: 区切り記号付きファイルの分析が、Studioの Profiling 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（45ページ）およびカラムにイ
ンジケーターを設定する（50ページ）を参照して下さい。

手順

1. 分析するカラムを定義する（45ページ）およびカラムにインジケーターを設定す
る（50ページ）で説明されている手順を実行します。

2. 分析エディターの[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、インジケーターの横のオプ
ションアイコン をクリックします。

3. 開いたダイアログボックスで、インジケーターにパラメーターを設定します。

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（266ページ）を参照して下さい。

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

正規表現を設定して分析を完了する

このタスクについて

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 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（45ページ）、カラムにインジ
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ケーターを設定する（50ページ）およびシステムインジケーターのオプション設定（83ペー
ジ）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、次の手順に従います。

手順

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（209ページ）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全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（65ページ）を参照して下さい。
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3. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
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、ファイル内で分析するカラムを定義する（77ページ）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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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

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、次の手順に従います。

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、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。
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オプション オペレーション

[View rows] (行を表示) 分析対象カラムの全データ行を示すリストビューが開きます。

注 :  [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) 分析対象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 オペレーション

[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全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。これを設定するには、以
下のようにします:

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

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

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) > FileDelimitedフォ
ルダーの下にあるカラム名から始めるだけです。

詳細は、テーブル名またはカラム名から分析の作成（74ページ）を参照して下さい。

離散データの分析

この分析では、数値データを分析することができます。この分析で作成するカラム分析では、数
値データに適したインジケーターがデフォルトでカラムに割り当てられています。

離散データは特定の値のみ取ることができますが、値の数に制限はありません。連続データは離
散データの反対で、定義済みの個別値に限定されず、連続する範囲にまたがる任意の値を取るこ
とができます。
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この分析では[Bin Frequency] (Bin頻度)インジケーターを使用しますが、必要に応じて連続データ
を離散Bin (範囲)に変換するためには、このインジケーターをさらに設定する必要があります。

前提条件: Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

離散データの分析を定義する

手順

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、分析を行う
数値カラムに移動します。

2. 数値カラムを右クリックし、[Column Analysis] (カラム分析)> [Discrete data Analysis] (離散デー
タ分析)の順に選択します。
この例では、顧客年齢をいくつかの離散Binまたは年齢値の範囲に変換します。
[New Analysis] (新規分析)ウィザードが開きます。

3. [Name] (名前)フィールドに、分析の名前を入力します。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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. 分析メタデータを設定し、[Finish] (終了)をクリックします。
分析エディター内に分析が開き、[Simple Statistics] (シンプル統計)および[Bin Frequency]
(Bin頻度)インジケーターが数値カラムに自動的に割り当てられます。
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5. [Bin Frequency] (Bin頻度)インジケーターをダブルクリックし、[Indicator settings] (インジケー
ターの設定)ダイアログボックスを開きます。
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6. Binの最小値と最大値、対応するフィールド内のBinの数を設定します。
Binの数を0に設定すると、Binは作成されません。インジケーターはカラムの各値の頻度を計
算します。

7. [Set ranges manually] (範囲を手動で設定)チェックボックスをオンにします。
[Create Bins] (Binの作成)ダイアログボックスの下部にある4つの読み取り専用フィールドに
は、TableauがBinのサイズの推奨に使用するデータが表示されます。Binのサイズを手動で設
定する場合に、これらの値を参考にすることもできます。
連続数値データが離散Binに集約されます。テーブルには4つの範囲が、推奨するBinサイズ
とともにリストされます。最小値は最初のBinの先頭で、最大値は最後のBinの末尾です。
各Binのサイズは、最小値と最大値の差をBinの数で除することで決定されます。
Binのサイズを手動で設定する場合、これらの値はいつでも変更できます。範囲の数が更新さ
れると、[number of bins] (Binの数)フィールドの値は自動的に更新されます。

分析の実行と詳細な分析結果へのアクセス

手順

1. 分析を実行します。
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。
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分析により、無制限で連続する範囲の年齢値から、限定された可能な離散値のセットによる年
齢範囲が作成されます。

2. 結果テーブルまたはチャートのいずれかのデータ行(この例では最初の年齢範囲)を右クリック
し、[View rows] (行の表示)を選択して、分析されたデータのビューにアクセスします。
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SQLエディターが開き、28歳から39歳までの顧客全員がリストされます。

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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全てのインジケーター(またはメトリクス)が全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。

使用できるデータマイニングタイプは、[Nominal] (名義)、[Interval] (間隔)、[Unstructured Text]
(非構造テキスト)、[Other] (その他)です。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。

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、測定し
たり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。

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。

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。

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。
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テーブル分析
データベーステーブルの分析手順

このタスクについて

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。

手順

1. テーブルに含まれるデータの内容、構造、クオリティ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. カラムの機能依存性分析を作成し、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性の異常を検出する。

次のタスク
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（95ページ）を参照してください。

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。

Talend 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クオリティ
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。

詳細は、単純なテーブル分析の作成(カラムセット分析)（95ページ）を参照して下さい。
• データクオリティ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。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（104ページ）を参照して下さい。
• カラム依存性での異常を検出する。詳細は、カラム内の異常の検出(機能的な依存性の分

析)（126ページ）を参照して下さい。
• ブロッキングキーやマッチングキーまたはサバイバーシップルール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する。

詳細は、重複値の分析（139ページ）を参照して下さい。

単純な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
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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、選択された全
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（98ページ）を参照して下さい。

注 :  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スレッショルド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、最大メモリサイズス
レッショルドの定義（17ページ）を参照して下さい。

パターンを使ってカラムセット分析を作成する

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シ
ンプル統計が得られます。シンプル統計インジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シンプル統
計)（239ページ）を参照して下さい。

この分析ではパターンを使って全てのパターンを基に完全レコードを検証するため、"全て"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

前提条件: Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

分析の定義

手順

該当するフィールドでカラム分析のメタデータ([Purpose] (目的)、[Description] (説
明)、[Author] (作成者))を設定し、[Next] (次へ)をクリックして次の手順に進みます。

分析するカラムのセットの選択

手順

1. [DB connections] (DB接続)を展開します。
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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。
この例では、[customer] (顧客)テーブルの 6カラムのセットを分析します: 口座番号
(account_num), 教育 (education), email (email), first name (fname), second name (Iname)
and gender (gender). 分析結果に表示される統計は、行カウント、重複を除いたカウント、ユ
ニークカウント、重複カウントで、いずれもレコード(カラムセットの値)に適用されます。
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、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。

サンプルデータが[Data Preview] (データプレビュー)セクションに表示され、選択したカラム
が分析エディターの[Analyzed Column] (分析対象カラム)セクションに表示されます。

この例では、[customer] (顧客)テーブルの 6カラムのセットを分析します: 口座番号
(account_num), 教育 (education), email (email), first name (fname), second name (Iname) and
gender (gender). 分析結果に表示される統計は、行カウント、重複を除いたカウント、ユニー
クカウント、重複カウントで、いずれもレコード(カラムセットの値)に適用されます。
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3. [Data preview] (データプレビュー)セクションで、以下を選択します。

オプション 内容...

[New Connection] (新規接続) ウィザードを開き、エディター内からデー
タソースへの接続を作成するか、または変
更します。

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（292ページ）およびファイルへの接
続（302ページ）を参照して下さい。

このセクションの上にある[Connection] (接
続)フィールドには、Studioで作成したすべ
ての接続がリストされています。

[Select Columns] (カラムの選択) [Column Selection] (カラム選択)ダイアログ
ボックスを開くと、テーブル内にリストさ
れているカラムを選択し、その選択を分析
または変更することができます。

開いたダイアログボックスから、[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
ルドをそれぞれ使用して、テーブルまたは
カラムのリストをフィルター処理すること
ができます。

[n first rows] (最初のn行)または[n random
rows] (ランダムなn行)

選択したカラムから最初のNデータレコード
をテーブルにリスト、または選択したカラ
ムからランダムなNレコードをリストしま
す。

[Refresh Data] (データの更新) 設定した条件に従って、選択したカラムに
データを表示します。

[Run with sample data] (サンプルデータで実
行)

[Limit] (制限)フィールドでサンプルデータ
セットにのみ分析を実行します。

4. [Limit] (制限)フィールドで、テーブルに表示してサンプルデータとして使用するデータレコー
ドの数を設定します。

分析対象カラムにパターンを追加する

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。
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警告 :  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。

始める前に
Talend Studioの Profiling パースペクティブ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（96ページ）を参照して下さい。

手順

選択したカラムに追加する式のチェックボックスをオンにして、[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)ビューの分析カラムの下に表
示され、[All Match] (全て一致)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。

カラムセット分析を完了させて実行する

このカラムセット分析を実行する前に、インジケーターの設定、データフィルター、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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始める前に
Talend Studioの Profiling 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（96ページ）および分析対象カラムにパターンを追
加する（98ページ）を参照して下さい。

手順

1. [Analysis Parameters] (分析パラメーター)ビューで、次を実行します。

• [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
接続数に基づいて設定します。

• [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。

• Javaエンジンを選択した場合、[Store data] (データの格納)チェックボックスはデフォル
トでオンになっており、オフにすることはできません。分析が実行されると、いつで
もプロファイリング結果をローカルで使用できるため、[Analysis Results] (分析結果) >
[Data] (データ)ビューを通じて結果をドリルダウンできます。詳細は、パターンを基に
データをフィルタリングする（101ページ）を参照して下さい。

Javaエンジンを使用して分析を実行すると、全てのデータが取得され、ローカルに保存
されたときにディスク容量が使用されます。一部の容量を開放するために、Talend-

Studio/workspace/project_name/Work_MapDBのメインのTalend Studioディレ
クトリ内に保存されたデータを削除できます。

• SQLエンジンを選択した場合は、[Store data] (データの格納)チェックボックスを使用し
て、分析されたデータをローカルに格納し、[Analysis Results] (分析結果) > [Data] (デー
タ)ビューでアクセスするかどうかを決定できます。

注 :  分析しているデータが非常に大きい場合は、分析計算の最後に結果を保管しな
いように、[Store data] (データの保管)チェックボックスを選択解除しておくことを
お勧めします。

2. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
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分析エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わり、分析結果がテーブルとグ
ラフィックで表示されます。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シンプル統計が得られます。

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。

3. [Simple Statistics] (シンプル統計)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)を選択します。

• Javaエンジンを使用して分析を実行する場合、分析対象データのリストが Profiling パース
ペクティブで開きます。

• SQLエンジンを使用して分析を実行する場合、分析対象データのリストが Data Explorer
パースペクティブで開きます。

4. [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
ターンに基づいて有効な値および無効な値をフィルタリングします。
Javaエンジンを使用して分析を実行する場合のみデータをフィルター処理できます。詳細
は、パターンを基にデータをフィルタリングする（101ページ）を参照して下さい。

パターンを基にデータをフィルタリングする
パターン群を基にカラムのセットを分析し、"全て"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。
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始める前に

Talend Studioの Profiling パースペクティブ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。

Javaエンジンを使用して分析を実行していること。

詳細は、分析するカラムのセットを定義する（96ページ）および分析対象カラムにパターンを
追加する（98ページ）を参照して下さい。

手順

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。

2. [Data] (データ)をクリックし、該当するビューを開きます。
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一覧表示されます。

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全てリスト表示されま
す。

4. データをフィルター処理するパターンのチェックボックスをオンにします。
5. 次のように表示オプションを選択します。
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以下を選択します 内容..

[All data] (全てのデータ) 全ての分析されたデータを表示します。

[matches] (一致) 選択されたパターンに一致するデータのみ
を表示します。

[non-matches] (不一致) 選択されたパターンに一致しないデータを
表示します。

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

タスクの結果
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全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。

ページを先へ進めたり戻ったりするには、テーブルの下にある[Next] (次へ)と[Previous] (前へ)のボ
タンを使用します。

テーブルの下にある番号のボタンをクリックすると、各ページに直接アクセスできます。

• 分析実行後初めて[Data] (データ)ビューを開いたとき、
• [Filter Data] (データのフィルタリング)ダイアログボックスでパターンを選択しなかった場合、

または
• [Filter Data] (データのフィルタリング)ダイアログボックスで、表示オプションとして[All data]

(全てのデータ)を選択した場合。

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。

始める前に

Talend Studioの Profiling 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。
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手順

1. [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。

2. データベースカラムでの基本分析の作成（44ページ）の手順に従い、カラム分析の作成を
続けます。

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、期待されるスレッ
ショルド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。

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（114ページ）を参照して下さい。

注 :  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スレッショルド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、最大メモリサイズス
レッショルドの定義（17ページ）を参照して下さい。

SQLビジネスルールを作成する

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（109ページ）を参照して下さい。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（114ページ）を参照して
下さい。
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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場合の詳細は、SQLビジネス
ルールを持つテーブル分析を作成する方法（104ページ）を参照して下さい。

ビジネスルールの作成

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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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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
成する例を考えてみます。年齢レコードを全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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

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。
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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リポジトリー)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。

注 :  SQLビジネスルールエディターでは、[Data quality rule] (データクオリティルール)
ビューで直接WHERE句を変更するか、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

このタスクについて

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。

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（109ページ）を参照して下さい。結合条件を持つビジネスルールによるテーブル分析の
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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（114ページ）を参照して
下さい。

手順

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。

注 :  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（114ページ）を参照して下さい。

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いずれかを選択するよう求められま
す:TableAもしくはTableB。

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。

警告 :  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。

SQLビジネスルールの編集

このタスクについて

SQLビジネスルールを編集するには、以下のようにします:
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手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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。

単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する

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:

• Studioの Profiling 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（104ページ）を参照してください。

• Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。
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この例では、SQLビジネスルールを作成する（104ページ）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。

テーブル分析の定義

手順

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. フィルターフィールドで、business rule analysisの最初の数文字を入力し
て、[Business Rule Analysis] (ビジネスルールの分析)を選択し、[Next] (次へ)をクリックしま
す。

3. 該当するフィールドでカラム分析のメタデータ([Purpose] (目的)、[Description] (説
明)、[Author] (作成者))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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分析するテーブルの選択

手順

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

す。

注 :  [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クオリティ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] (分析対象テーブル)ビューの後の段階で選択することもできま
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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3. 必要に応じて、次の手順に従います。

• [Select Tables] (テーブルの選択)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、分析する新しいテーブルを選択します。

[Table filter] (テーブルフィルター)フィールドや[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。

• [Connection] (接続)リストから別の接続を選択し、別のデータベースに接続します。このリ
ストには、Talend Studioで作成したすべての接続が含まれています。[Analyzed Tables] (分
析対象テーブル)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、オペレーションを続行またはキャンセルできま
す。
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4. [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

手順

1. SQLビジネスルールを追加するテーブルの名前の横の アイコンをクリックします。
[Business Rule Selector] (ビジネスルールセレクター)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。
選択されたビジネスルールが、[Analyzed Tables] (分析対象テーブル)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。
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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確認できます。また、分析エディター
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。

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、分析対象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)を示します。

6. 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。
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（124ページ）を参照して下さい。

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

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。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。
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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 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（104ページ）を参照してください。

• Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

この例では、SQLビジネスルールを作成する（104ページ）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。

1. 単純なSQLビジネスルールでテーブル分析を作成する（109ページ）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] (分析対象テーブル)ビューにリスト表示されます。
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2. テーブル名のとなりの アイコンをクリックすると、ビジネスルールが結合条件とともに、選
択したテーブルに追加されます。

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（104ページ）を参照してください。

3. 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確認できます。また、分析エディター
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。
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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、分析対象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)を示します。

注 :  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（114ページ）を参照して下さい。

4. 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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5. 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。

次の図は、分析対象テーブルの無効な行のリストです。

6. 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
ブラリー) > [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（72ページ）を参照して下さい。

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、次の手順に従います。

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
`my_person_joins`.`person` Person JOIN `my_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. エディターの左上で 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. 分析エディターに戻り、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、分析対象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、分析対象テーブルの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、分析対象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。
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[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分析を生成できます。

重複を分析できるよう結合結果で分析を生成する
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、分析対象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（114ページ）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。

始める前に

Studioの Profiling 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ます。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（114ページ）を
参照して下さい。

手順

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（114ページ）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。
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[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。

2つのカラム分析が生成され、[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、分析エディター内に開きます。
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4. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
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。
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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 内容...

[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] (値の表示) 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。

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

このタスクについて

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 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 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。

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（104ページ）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、以下のようにしま
す:

手順

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、分析するテーブルに移動します。

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]をクリックして、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] (分析対象テーブ
ル)ビューにリスト表示されます。

6. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
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情報メッセージが開き、操作が進行中であることが確認できます。また、分析エディター
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。

カラム内の異常の検出(機能的な依存性の分析)

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、カラムの依存性に存在する異常を検出できます。この分
析はデータベーステーブルにのみ対応しています。

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性を分析する場
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つのカラムに関数従属性分析を
実行すると、この関数依存性で違反が存在するかどうかが表示されます。

カラム内の異常を検出するための分析を定義する

始める前に

Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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. フィルターフィールドで、functional dependency analysisの最初の数文字を入力し
て、リストから[Functional Dependency Analysis] (機能的な依存性の分析)を選択し、[Next] (次
へ)をクリックします。
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3. 該当するフィールドでカラム分析のメタデータ([Purpose] (目的)、[Description] (説
明)、[Author] (作成者))を設定し、[Next] (次へ)をクリックして次の手順に進みます。

「決定要素」または「依存」のいずれかとしてカラムを選択

手順

1. [DB connections] (DB接続)を展開し、分析するデータベースに移動して選択し、[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。
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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[Data Preview] (データプレビュー)セクションにすべてのテーブルカラムのサンプルデータが
表示されます。

2. [Left Column] (左カラム)パネルで[A Columns Set] (Aセットのカラム)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リポジトリー)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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3. [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表示されます。

4. 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。
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5. 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。
[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。

6. [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。
[Data Preview] (データプレビュー)セクションで[Connection] (接続)リストから別の接続を選択
し、別のデータベースに選択することもできます。このリストには、Studioで作成した全ての
接続が表示されます。[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。

関数依存分析の確定と実行

手順

1. 必要に応じて、[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
数に基づいて設定します。

2. 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確認できます。また、分析エディター
が[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わります。

この関数従属性分析は、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] (%一致)に返された結果は、各決定要素カラムの機能的な依存性
の強さを示します。一致しないレコードは、赤で表示されます。
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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、ここでの関数依存性は部分的なもので、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つの数値が等しい場合、関数依存性が「厳格」になり
ます。たとえば、各都市は各州で1回のみ表示されるようになります。

注 :  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、「依存性の強さ」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。

3. [Analysis Results] (分析結果)で、いずれかの依存性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 内容...

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

関数従属性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。

[View valid/invalid values] (有
効な値/無効な値を表示)

関数従属性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)

関数従属性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することができます。詳細は、インジ
ケーターで実行したクエリの保存（72ページ）を参照して下さい。

区切り記号付きファイル内のテーブルの分析

Profiling パースペクティブを使用すると、次のいずれかの操作によって、区切り記号付きファイ
ル内のテーブルに含まれているデータのクオリティをさらに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。

詳細は、パターンを使って区切り記号付きファイルでカラムセット分析を作成（131ペー
ジ）を参照して下さい。

• ブロッキングキーやマッチングキーまたはサバイバーシップルール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する。

詳細は、重複値の分析（139ページ）を参照して下さい。

パターンを使って区切り記号付き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)でシンプル統計が行われます。これらのイン
ジケーターの詳細は、[Simple statistics] (シンプル統計)（239ページ）を参照して下さい。
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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。

区切り記号付きファイル内で分析するカラムのセットを定義する

区切り記号付き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。

前提条件: Studioの Profiling 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、データベースへの接続（292ページ）を参照して下さい。

警告 :  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。

カラムセット分析の定義

手順

該当するフィールドでカラム分析のメタデータ([Purpose] (目的)、[Description] (説
明)、[Author] (作成者))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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区切り記号付きファイル内で分析するカラムセットの選択

手順

1. [FileDelimited]接続を展開し、分析するカラムのセットを参照します。
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。

サンプルデータが[Data Preview] (データプレビュー)セクションに表示され、選択したカラム
が分析エディターの[Analyzed Column] (分析対象カラム)セクションに表示されます。

3. 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記号付きファイル接続が[Connection] (接続)ボッ
クスに表示されます。
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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します。

注 :  [Table filter] (テーブルフィルター)フィールドや[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. 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カラムのセットを分析します: このサンプルでは、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), ラストネーム(lname)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。
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区切り記号付きファイル内の分析対象カラムにパターンを追加する

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。

警告 :  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。

始める前に
Talend Studioの Profiling パースペクティブ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（96ページ）を参照して下さい。

手順

選択したカラムに追加する式のチェックボックスをオンにして、[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)ビューの分析カラムの下に表
示され、[All Match] (全て一致)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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区切り記号付きファイルでカラムセット分析を完了させて実行する

このカラムセット分析を実行する前に、インジケーターの設定、データフィルター、分析パラ
メーターを定義する作業が残っています。

始める前に
Talend StudioのProfiling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、区切り記号付きファイル内で分析するカラムのセットを定義する（132ページ）および区
切り記号付きファイル内の分析対象カラムにパターンを追加する（135ページ）を参照して下さ
い。

手順

1. [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。
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2. [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。

注 :  [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。

3. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。

タスクの結果
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わり、定義されたカラムセットの分析に
使用したシンプル統計インジケーターに対応するグラフ結果が表示されます。

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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パターンを基に分析データをフィルタリングする

区切り記号付き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（101ページ）を参照して下さ
い。

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。

始める前に
Talend StudioのProfiling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。

手順

1. [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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2. ファイルに対する基本的なカラム分析の作成（76ページ）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。

重複値の分析

Talend Studioの Profiling パースペクティブで一致分析を使用して、データベースまたは区切り記
号付きファイルのカラムを比較し、VSRまたはT-Swooshアルゴリズムを使って類似レコードのグ
ループを作成することができます。

この分析を使うと、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、結果
をエディターに直接表示できます。

また、 Profiling 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Talend
Studioリポジトリに保存することもできます。詳細は、一致ルールの作成（156ページ）を参照
して下さい。

一致分析の作成

マッチング分析では、ブロッキングキーやマッチングキーまたはサバイバーシップルールを使っ
てデータベース内または区切り記号付きファイル内の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。

このタスクについて

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、重複値の数を評価できます。現
在、同じテーブル内のカラムに対してのみ、一致ルールをテストできます。

前提条件: 1つ以上のデータベースまたはファイル接続が[Metadata] (メタデータ)ノードの下で定義
されていること。詳細は、データベースへの接続（292ページ）を参照して下さい。

マッチング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。
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手順

1. Studioのツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダーの下で定義されている接続がない
場合は、エディター内からデータソースへの接続を作成する。
詳細は、一致分析の設定（144ページ）を参照して下さい。

2. 一致プロセスを使用して、類似するレコードを検索したいテーブルまたはカラムのグループを
定義する。
詳細は、分析フォルダーから一致分析を定義する（140ページ）またはメタデータフォル
ダーから一致分析を定義する（143ページ）を参照して下さい。

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す。
詳細は、一致ルールの定義（146ページ）を参照して下さい。

4. グループ化する類似のレコードに基づいて、一致キーと一致メソッドを定義する。詳細は、一
致ルールの定義（146ページ）を参照して下さい。

5. マッチング分析エディターから一致ルールをエクスポートして、Studioリポジトリーで一元管
理する。
詳細は、一致ルールのインポートまたはエクスポート（153ページ）を参照して下さい。

分析フォルダーから一致分析を定義する

手順

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] (新しい分析を作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルターフィールドにmatchの最初の数文字を入力して、[Match Analysis] (一致分析)を選択
して[Next] (次へ)をクリックし、ウィザードを開きます。

4. 分析名とメタデータを設定して[Next] (次へ)をクリックします。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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. 一致させるカラムがデータベース内か区切り記号付き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。
選択するカラムは同じテーブル内に属している必要があります。現在、一致分析は異なるテー
ブル内のカラムに対して機能しません。
マッチング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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一致させるテーブルまたはカラムから開始してマッチング分析を定義することもできます。詳
細は、メタデータフォルダーから一致分析を定義する（143ページ）を参照して下さい。

7. マッチング分析エディター内のパラメーターを必要に応じて変更します。
詳細は、一致分析の設定（144ページ）を参照して下さい。

メタデータフォルダーから一致分析を定義する

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)を展開します。
2. 次のいずれかの手順に従います。

• データベースまたはファイル接続で、一致させるテーブルまで移動し、そのテーブルを右
クリックし、[Match Analysis] (一致分析)を選択する。または、

• データベースまたはファイル接続で、一致させるカラムまで移動し、そのカラムを右ク
リックし、[Analyze matches] (一致の分析)を選択する。

選択するカラムは同じテーブル内に属している必要があります。現在、一致分析は異なるテー
ブル内のカラムに対して機能しません。
マッチング分析エディターが開き、テーブル内のすべてのカラム、または選択したカラムのグ
ループがリストされます。

3. 分析名とメタデータを設定し、[Next] (次へ)をクリックして分析エディターを開きます。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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. マッチング分析エディター内のパラメーターを必要に応じて変更します。
詳細は、一致分析の設定（144ページ）を参照して下さい。

一致分析の設定

手順

1. マッチング分析エディターの[Limit] (制限)フィールドで、データサンプルとして使用するデー
タレコードの数を設定します。
データが[Data Preview] (データプレビュー)テーブルに表示されます。

2. 必要に応じて、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。

3. マッチング分析エディターで以下を選択します。

オプション 内容...

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。
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[New Connection] (新規接続) マッチング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（292ページ）およびファイルへの接続（302ページ）を参照して下
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。

[n first rows] (最初のn行)

または

[n random rows] (ランダム
なn行)

選択したカラムから最初のNデータレコードをテーブルにリスト、または選
択したカラムからランダムなNレコードをリストします。

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、一致ルールの定義（146ページ）を参照して下さい。

[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、一致ルールの定義（146ページ）を参照して下さい。

タスクの結果

[Data Preview] (データプレビュー)テーブルには、一致データの結果を表示するカラムが追加され
ます。これらのカラムの意味は次のとおりです。

カラム [Description] (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 マッチング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で識別されます。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
ループに含められます。

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 一致するスコアと適用されたルールでキー属性として使用されるカラムの名前が一
覧表示されます。
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一致ルールの定義

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

• マッチングキーおよびサバイバーシップルール - 入力フローからのカラムに適用する一致アル
ゴリズム

ブロッキングキーの定義

このタスクについて

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。

手順

1. [Data] (データ)セクションで[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。

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。
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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カラムにある各単語の先
頭の文字が取得され、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、望んでいる結果に基づいてブロッキン
グパラメーターを適用させることができます。

VSRアルゴリズムを使ったマッチングキーの定義

手順

1. [Record Linkage algorithm] (レコード連鎖アルゴリズム)セクションで、デフォルトで選択され
ていない場合は、[Simple VSR Matcher] (単純VSRマッチャー)を選択します。

2. [Data] (データ)セクションで[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。

3. 使用する一致アルゴリズムを[Matching Function] (マッチング機能)カラムから、そしてNULL演
算子を[Handle Null] (NULLの扱い)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] (カスタムマッチャー)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。

T-Swooshアルゴリズムを使ったマッチングキーの定義

手順

最初に必ず、[Select Matching Key] (マッチングキーの選択)タブを使用して[Data] (データ)セク
ションから、または[Matching Key] (マッチングキー)テーブルから直接、一致アルゴリズムを
適用するカラムを選択します。

一致キーの作成

手順

1. [Record linkage algorithm] (レコード連鎖アルゴリズム)セクションで[T-Swoosh]を選択しま
す。
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2. [Match and Survivor] (一致およびサバイバー)セクションで、データレコードをマッチングする
際に使用する条件を定義します。[+]ボタンをクリックし、新しいルールを追加して、次の条
件を設定します。

• Match Key Name (マッチキー名): マッチキーの任意の名前を入力します。
• Matching Function (マッチング機能): ドロップダウンリストから、実行するマッチング

のタイプを選択します。外部のユーザー定義マッチングアルゴリズムを使用する場合
は、[Custom] (カスタム)を選択します。

• [Custom Matcher] (カスタムマッチャー):このアイテムは、必ず[Custom] (カスタム)マッチン
グ機能と一緒に使用します。ユーザー定義アルゴリズムのJarファイルを参照して選択しま
す。

• Threshold (しきい値): 2つの値についてマッチスコア(0から1)を指定してどの値から上が
マッチとみなされるか指定します。

• Confidence Weight (信頼度の重み): マッチキーとして使用する列に数値の重み(1から10)を
設定します。この値を使用すると、マッチを実行するときに特定の列の重要度が高くなり
ます。

• Handle Null (Nullの処理): Null値を含むデータレコードの処理方法を指定します。

• nullMatchNull: 両方のレコードにNull値が含まれている場合、マッチとみなします。
• [nullMatch None] (nullMatchなし): 片方のレコードにNULL値が含まれる場合は、一致し

ているとみなされません。
• [nullMatch All] (nullMatchすべて): 片方のレコードにNULL値が含まれる場合は、一致し

ているとみなされます。
• Survivorship Function (サバイバーシップ関数): ドロップダウンリストから2つの類似するレ

コードをマージする方法を選択します。

• Concatenate (連結): 最初のレコードの内容と2番目のレコードの内容を合わせて追加し
ます。たとえば、BillとWilliamは結合されてBillWilliamとなります。[Parameter] (パラ
メーター)フィールドで、値の区切りに使用する区切りを指定できます。

• Prefer True (Trueを優先: ブール値の場合): ソースレコードのすべてのブール値
がFalseでない限り、結合されたレコードでは常にブール値をTrueに設定します。

• [Prefer False (for booleans)] (ブール値ではFalse優先): ソースレコードの全てのブール
値がTrueの場合を除き、マージされたレコードのブール値は常にFalseに設定されま
す。

• Most common (最も一般的): 重複グループの中で最も頻繁に出現するフィールド値を有
効にします。

• Most recent, Most ancient (最も新しい、最も古い): 重複グループの中で前者は最も
古い日付を有効にし、後者は最も新しい日付を有効にします。当該の参照カラム
は、[Date] (日付)タイプにする必要があります。

• Longest, Shortest (最長、最短):重複グループの中で前者は最も長いフィールド値を有効
にし、後者は最も短いフィールド値を有効にします。

• Largest, Smallest (最大、最小): 重複グループの中で前者は最大の数値を有効にし、後者
は最小の数値を有効にします。

警告 :  一致キーが数値タイプのときには、サバイバーシップ機能に[Largest]
(最大)または[Smallest] (最小)を必ず選択してください。
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• Most trusted source (最も信頼できるソース): 最も信頼できるとして定義されているソー
スに由来するデータを採用します。最も信頼できるデータソースは、[Parameter] (パラ
メーター)フィールドで設定されます。

• [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ
バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用
するデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用するセパレーターを指定します。

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。

確率がこの値を超えると、2つのデータレコードはマッチとみなされます。

[Confident match threshold] (信頼できる一致スレッショルド)フィールドで、現在の[Match
threshold] (一致スレッショルド)と1の間に数値を設定します。

4. [Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションで、特定のカラ
ムについてデータレコードを存続させる方法を定義します。[+]ボタンをクリックし、新しい
ルールを追加して、次の条件を設定します。

• [Input Column] (入力カラム): サバイバーシップルールを適用するカラムを入力します。
• Survivorship Function (サバイバーシップ関数): ドロップダウンリストから2つの類似するレ

コードをマージする方法を選択します。
• [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ

バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用す
るデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用する区切りを指定します。

[Match And Survivor] (一致およびサバイバー)セクションで一致キーのサバイバーシップ機能を
指定し、[Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションでも、
入力カラムとして一致キーのサバイバーシップ機能を指定した場合は、[Match And Survivor]
(一致およびサバイバー)セクションで選択したサバイバーシップ機能がカラムに適用されま
す。

5. [Default Survivorship Rules] (デフォルトサバイバーシップルール)セクションでは、特定のデー
タ型のサバイブマッチの方法を定義します: Boolean、Date、Number、String。
a) [+]ボタンをクリックして、各データ型の他の新しい行を追加します。
b) [Data Type] (データ型)列で、ドロップダウンリストから当該のデータ型を選択します。
c) [Survivorship Function] (サバイバーシップ関数)で、ドロップダウンリストから2つの類似レ

コードをマージする方法を選択します。データ型によっては、特定の選択肢のみが該当す
る場合があることに注意してください。

警告 :  一致キーが数値タイプのときには、サバイバーシップ機能に[Largest] (最
大)または[Smallest] (最小)を必ず選択してください。

d) [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ
バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用
するデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用するセパレーターを指定します。

[Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションでカラムのサ
バイバーシップ機能を指定し、[Default Survivorship Rules] (デフォルトサバイバーシップルー
ル)セクションでもカラムのデータ型のサバイバーシップ機能を指定した場合は、[Survivorship
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Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)で選択したサバイバーシップ機能がカ
ラムに適用されます。

動作を指定しないデータ型が1つでもあった場合は、デフォルトの動作([Most common] (最も一
般的)なサバイバーシップ機能)が適用されます。すなわち、各重複グループで最も頻度の高い
フィールド値が検証されます。

6. 変更を保存します。

編集ルールとサンプル結果の表示

手順

1. 2番目の一致ルールを定義するには、[Matching Key] (マッチングキー)テーブルの右上にカーソ
ルを置き、[+]ボタンをクリックして新規ルールを作成します。
一致ルールの定義（146ページ）で説明されている手順に従い、マッチングキーを定義しま
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一致オペレーションが実
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。

2.
ボタン([Matching Key] (マッチングキー)または[Match and Survivor] (一致およびサバイ

バー)セクションの右上)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。

マッチング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。

3. [OK]をクリックします。
ルールに名前が付けられ、それに基づいてセクション内に並べられます。

4. [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。
確率がこの値を超えると、2つのデータレコードはマッチとみなされます。
[Confident match threshold] (信頼できる一致スレッショルド)フィールドで、現在の[Match
threshold] (一致スレッショルド)と1の間に数値を設定します。
一致分析によって計算されたGRP-QUALITYが[Confident match threshold] (信頼できる一致ス
レッショルド)以上の場合は、グループの品質について信頼できます。
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5. [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づ
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)パラメーターは、デフォルトでは、2に設定されています。
このパラメーターを使用して、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。
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に設定してユニークなアイテムを除外した結果、

• 49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。

• 7グループで3アイテムが重複しており、最後のグループで4アイテムが重複しています。

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
チャートの色に基づいてグループが色分けされます。

一致結果を表示する方法

このタスクについて

定義する一致タイプ(この例では[Levenshtein]と[Jaro-Winkler])に基づいて入力フローから重複値を
収集するには、次の手順に従います。

手順

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。
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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(一致したレコード
)、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。重複レコードは
、良好なスコア(信頼スレッショルドを越えている)と一致したレコードを表します。一致した
ペアの1つのレコードが破棄すべき重複で、もう1つがサバイバーレコードです。
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
。テーブルのカラムヘッダーをクリックすると、クリックしたヘッダーに従って結果がソート
されます。

一致ルールのインポートまたはエクスポート

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
リーに保存することもできます。

Studioリポジトリーに保管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。

一致ルールをリポジトリーからインポートする方法

手順

1. 一致エディターで、エディター上部の  アイコンをクリックします。
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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。入力カラムは後でマッチング分析エディターで
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またはサバイバーシップ
ルールが、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

手順

1. 一致エディターで、エディター上部の  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。

一致ルールの作成

データの品質管理においては、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やサバイバーシップ機能を使用して類似レコードのグループを作成しま
す。

Studioから、VSRまたはT-Swooshアルゴリズムを使用して一致ルールを作成し、Studioリポジトリ
に保存することができます。リポジトリーで一元管理された一致ルールは、マッチング分析エデ
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。
マッチング分析の詳細については、一致分析の作成（139ページ）を参照して下さい。

2つのアルゴリズムは、次の2つの理由から異なる一致結果を生成します。

• 第1に、VSRアルゴリズムの最初の入力レコードとして、単純にマスターレコードが選択され
ます。そのため、一致グループのリストが入力レコードの順番によって異なる場合がありま
す。

• 第2に、出力レコードはVSRアルゴリズムでは変更されませんが、T-Swooshアルゴリズムでは
新しいレコードが作成されます。

ルールの定義

このタスクについて
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手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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。
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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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] (ライブラリー) > [Rule] (ルール) > [Match] (一致)の下にリスト表示され
ます。
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[Record Linkage algorithm] (レコード連鎖アルゴリズム)ビューでは、[Simple VSR Matcher] (単
純VSRマッチャ)アルゴリズムがデフォルトで選択されています。

5. VSRアルゴリズムを使ったルール（158ページ）およびT-Swooshアルゴリズムを使ったルー
ル（161ページ）の説明に従い、一致ルールアイテムの定義を開始します。

ルールの複製

このタスクについて

新しい一致ルールを最初から作成するのではなく、既存の一致ルールを複製してメタデータと定
義を作成し、新しいルールを生成できます。

ルールを複製するには、以下のようにします:

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [Rules] (ルール) >
[Match] (一致)の順に展開します。

2. 一致ルールリストを参照して、複製するルールに移動します。
3. その名前を右クリックして、[Duplicate] (複製)を選択します。

複製されたルールが[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューのMatchフォルダーの下に作
成されます。

4. 複製されたルールをダブルクリックして開き、必要に応じてそのメタデータまたは定義を変更
します。

VSRアルゴリズムを使ったルール

VSRアルゴリズムはレコードのセットを入力とみなし、定義されたマッチルールに基づいて、検
出された類似の重複値をグループ化します。このアルゴリズムは、レコードのペアを比較して
グループに割り当てます。各グループで最初に処理されたレコードがそのグループのマスターレ
コードとなります。そのため、レコードの順序が重要であり、マスターレコードの作成プロセス
に影響を及ぼす可能性があります。

VSRアルゴリズムは各レコードを各グループのマスターレコードと比較し、計算されたマスターレ
コードからの距離を使ってそのグループの割当先を決定します。

一致分析の場合、VSRアルゴリズムの一致結果は入力レコードの順序によって異なります。可能な
場合は、より信頼できるレコードを入力フローの先頭に配置すると、アルゴリズムの精度が向上
します。

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
致ルールのインポートまたはエクスポート（153ページ）を参照して下さい。

ブロッキングキーを一致分析から定義する

このタスクについて

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、推奨されます。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、検証されるレコード数が減少します。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。
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手順

1. ルールエディターおよび[Generation of Blocking Key] (ブロッキングキーの生成)セクション
で、[+]ボタンをクリックしてテーブルに行を追加します。

2. 次のようにブロッキングキーのパラメーターを設定します。

• [Blocking Key Name] (ブロッキングキーの名前): 比較する必要のある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ます。

• [Pre-algorithm] (プリアルゴリズム): ドロップダウンリストからアルゴリズムを選択し、必
要な値を設定します。

プリアルゴリズムの定義は必須ではありません。このアルゴリズムは、一致アルゴリズム
で処理される前にデータをクリーン化または標準化するために使用されるため、データ一
致の結果が改善されます。

• [Algorithm] (アルゴリズム): ドロップダウンリストから使用する一致アルゴリズムを選択し
、必要な値を設定します。

• [Post-algorithm] (ポストアルゴリズム): ドロップダウンリストからアルゴリズムを選択し、
必要な値を設定します。

ポストアルゴリズムの定義は必須ではありません。このアルゴリズムは、一致アルゴリズ
ムで処理された後にデータをクリーン化または標準化するために使用されるため、データ
一致の結果が改善されます。

3. 必要な場合は、同じ手順に従い必要な数だけブロッキングキーを追加します。
マッチング分析エディターに多数のブロッキングキーを使ったルールをインポートすると、1
つのブロッキングキーのみが生成され、[Data] (データ)テーブルのBLOCK_KEYカラムに一覧表
示されます。

マッチングキーの定義

手順

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. 次のようにマッチングキーのパラメーターを設定します。

• Match Key Name (マッチキー名): マッチキーの任意の名前を入力します。
• Matching Function (マッチング機能): ドロップダウンリストから、実行するマッチング

のタイプを選択します。外部のユーザー定義マッチングアルゴリズムを使用する場合
は、[Custom] (カスタム)を選択します。

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。

• [Custom Matcher] (カスタムマッチャー):このアイテムは、必ず[Custom] (カスタム)マッチン
グ機能と一緒に使用します。ユーザー定義アルゴリズムのJarファイルを参照して選択しま
す。

• Confidence Weight (信頼度の重み): マッチキーとして使用する列に数値の重み(1から10)を
設定します。この値を使用すると、マッチを実行するときに特定の列の重要度が高くなり
ます。

• Handle Null (Nullの処理): Null値を含むデータレコードの処理方法を指定します。
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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。確率
がこの値を超えると、2つのデータレコードはマッチとみなされます。
[Confident match threshold] (信頼できる一致スレッショルド)フィールドで、現在の[Match
threshold] (一致スレッショルド)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頼できます。

4. 2番目の一致ルールを定義するには、[Matching Key] (マッチングキー)テーブルの右上にカーソ
ルを置き、[+]ボタンをクリックします。
手順に従って一致ルールを作成します。

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一致オペレーションが実
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
ールでは評価されません。

5.
必要に応じて、テーブルの右上にカーソルを置き、  ボタンをクリックし、ルールのデ
フォルト名を好みの名前に置き換えます。
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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]をクリックします。
ルールに名前が付けられ、それに基づいて[Matching Key] (マッチングキー)テーブルに並べら
れます。

7. 一致ルール設定を保存します。
一致ルールは、[DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューの[Libraries] (ライブラリー) >
[Rule] (ルール) > [Match] (一致)の下に保存され一元管理されます。

T-Swooshアルゴリズムを使ったルール
T-Swooshアルゴリズムを使用して重複を検出したり、サバイバーシップ機能を使用して類似のレ
コードをマージしてマスターレコードを作成する方法を定義したりすることができます。このよ
うな新しくマージされたレコードは、新たな重複を検出するために使用されます。

T-SwooshアルゴリズムとVSRアルゴリズムの違いは以下のとおりです。

• T-Swooshアルゴリズムを使用する場合、マスターレコードは一般に、入力レコードのリスト
に存在しない新しいレコードとなります。

• T-Swooshアルゴリズムを使用する場合は、各カラムにマスターレコードを作成するためのサ
バイバーシップ機能を定義できます。

一致キーの作成

手順

1. [Record linkage algorithm] (レコード連鎖アルゴリズム)セクションで[T-Swoosh]を選択しま
す。

2. [Match and Survivor] (一致およびサバイバー)セクションで、データレコードをマッチングする
際に使用する条件を定義します。[+]ボタンをクリックし、新しいルールを追加して、次の条
件を設定します。

• Match Key Name (マッチキー名): マッチキーの任意の名前を入力します。
• Matching Function (マッチング機能): ドロップダウンリストから、実行するマッチング

のタイプを選択します。外部のユーザー定義マッチングアルゴリズムを使用する場合
は、[Custom] (カスタム)を選択します。
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• [Custom Matcher] (カスタムマッチャー):このアイテムは、必ず[Custom] (カスタム)マッチン
グ機能と一緒に使用します。ユーザー定義アルゴリズムのJarファイルを参照して選択しま
す。

• Threshold (しきい値): 2つの値についてマッチスコア(0から1)を指定してどの値から上が
マッチとみなされるか指定します。

• Confidence Weight (信頼度の重み): マッチキーとして使用する列に数値の重み(1から10)を
設定します。この値を使用すると、マッチを実行するときに特定の列の重要度が高くなり
ます。

• Handle Null (Nullの処理): Null値を含むデータレコードの処理方法を指定します。

• nullMatchNull: 両方のレコードにNull値が含まれている場合、マッチとみなします。
• [nullMatch None] (nullMatchなし): 片方のレコードにNULL値が含まれる場合は、一致し

ているとみなされません。
• [nullMatch All] (nullMatchすべて): 片方のレコードにNULL値が含まれる場合は、一致し

ているとみなされます。
• Survivorship Function (サバイバーシップ関数): ドロップダウンリストから2つの類似するレ

コードをマージする方法を選択します。

• Concatenate (連結): 最初のレコードの内容と2番目のレコードの内容を合わせて追加し
ます。たとえば、BillとWilliamは結合されてBillWilliamとなります。[Parameter] (パラ
メーター)フィールドで、値の区切りに使用する区切りを指定できます。

• Prefer True (Trueを優先: ブール値の場合): ソースレコードのすべてのブール値
がFalseでない限り、結合されたレコードでは常にブール値をTrueに設定します。

• [Prefer False (for booleans)] (ブール値ではFalse優先): ソースレコードの全てのブール
値がTrueの場合を除き、マージされたレコードのブール値は常にFalseに設定されま
す。

• Most common (最も一般的): 重複グループの中で最も頻繁に出現するフィールド値を有
効にします。

• Most recent, Most ancient (最も新しい、最も古い): 重複グループの中で前者は最も
古い日付を有効にし、後者は最も新しい日付を有効にします。当該の参照カラム
は、[Date] (日付)タイプにする必要があります。

• Longest, Shortest (最長、最短):重複グループの中で前者は最も長いフィールド値を有効
にし、後者は最も短いフィールド値を有効にします。

• Largest, Smallest (最大、最小): 重複グループの中で前者は最大の数値を有効にし、後者
は最小の数値を有効にします。

警告 :  一致キーが数値タイプのときには、サバイバーシップ機能に[Largest]
(最大)または[Smallest] (最小)を必ず選択してください。

• Most trusted source (最も信頼できるソース): 最も信頼できるとして定義されているソー
スに由来するデータを採用します。最も信頼できるデータソースは、[Parameter] (パラ
メーター)フィールドで設定されます。

• [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ
バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用
するデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用するセパレーターを指定します。

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。
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確率がこの値を超えると、2つのデータレコードはマッチとみなされます。

[Confident match threshold] (信頼できる一致スレッショルド)フィールドで、現在の[Match
threshold] (一致スレッショルド)と1の間に数値を設定します。

4. [Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションで、特定のカラ
ムについてデータレコードを存続させる方法を定義します。[+]ボタンをクリックし、新しい
ルールを追加して、次の条件を設定します。

• [Input Column] (入力カラム): サバイバーシップルールを適用するカラムを入力します。
• Survivorship Function (サバイバーシップ関数): ドロップダウンリストから2つの類似するレ

コードをマージする方法を選択します。
• [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ

バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用す
るデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用する区切りを指定します。

[Match And Survivor] (一致およびサバイバー)セクションで一致キーのサバイバーシップ機能を
指定し、[Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションでも、
入力カラムとして一致キーのサバイバーシップ機能を指定した場合は、[Match And Survivor]
(一致およびサバイバー)セクションで選択したサバイバーシップ機能がカラムに適用されま
す。

5. [Default Survivorship Rules] (デフォルトサバイバーシップルール)セクションでは、特定のデー
タ型のサバイブマッチの方法を定義します: Boolean、Date、Number、String。
a) [+]ボタンをクリックして、各データ型の他の新しい行を追加します。
b) [Data Type] (データ型)列で、ドロップダウンリストから当該のデータ型を選択します。
c) [Survivorship Function] (サバイバーシップ関数)で、ドロップダウンリストから2つの類似レ

コードをマージする方法を選択します。データ型によっては、特定の選択肢のみが該当す
る場合があることに注意してください。

警告 :  一致キーが数値タイプのときには、サバイバーシップ機能に[Largest] (最
大)または[Smallest] (最小)を必ず選択してください。

d) [Parameter] (パラメーター): [Most trusted source] (最も信頼できるソース)サバイ
バーシップ機能では、このアイテムを使用して、マスターレコードのベースとして使用
するデータソースの名前を設定します。[Concatenate] (連結)サバイバーシップ機能で
は、このアイテムを使用して、データの連結に使用するセパレーターを指定します。

[Survivorship Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)セクションでカラムのサ
バイバーシップ機能を指定し、[Default Survivorship Rules] (デフォルトサバイバーシップルー
ル)セクションでもカラムのデータ型のサバイバーシップ機能を指定した場合は、[Survivorship
Rules For Columns] (カラムのサバイバーシップルール)で選択したサバイバーシップ機能がカ
ラムに適用されます。

動作を指定しないデータ型が1つでもあった場合は、デフォルトの動作([Most common] (最も一
般的)なサバイバーシップ機能)が適用されます。すなわち、各重複グループで最も頻度の高い
フィールド値が検証されます。

6. 変更を保存します。
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冗長性分析
冗長性分析とは?

冗長性分析とは、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)

冗長性分析はデータベーステーブルにのみ対応しています。

異なるテーブルにある同一カラムの比較

Talend Studioでは、2つの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。この冗長性分析はデータベーステーブルにのみ対応しています。

前提条件: Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

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 内容...

[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全ての行のリストにアクセスします。

警告 :  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 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全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することができます。詳細は、インジケーターで実
行したクエリの保存（72ページ）を参照して下さい。

次の表は、2つの同一カラムセットで一致しない全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。

分析の定義

手順

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。



 | データのプロファイリング | 166

[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で、redundancy analysisの最初の数文字を入力して、リストか
ら[Redundancy Analysis] (冗長性分析)を選択し、[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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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、[Next] (次へ)をクリッ
クします。
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比較する同一カラムの選択

手順

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。

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（18ページ）を参照して下
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
定するか、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。
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3. [Connection] (接続)リストで、接続するデータベースに対して適切なデータベース接続を選択
します。
Studioリポジトリで作成し、一元管理するすべてのデータベース接続が、このリストに含まれ
ています。

4. [A column Set] (Aセットのカラム)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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5. データベース接続内のカタログ/スキーマを参照して、分析するカラムが含まれているテーブ
ルに移動します。
[Table filter] (テーブルフィルター)フィールドや[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全て[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。

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。

8. [B Column Set] (Bセットのカラム)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。
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分析の確定と実行

手順

1. [Data Filter] (データフィルター)ビューで、必要に応じて、SQL WHERE句を入力し、分析を実
行するデータをフィルター処理します。

2. 必要に応じて、[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
数に基づいて設定します。

3. 分析エディターの[Contexts] (コンテキスト)ビューでコンテキスト変数を定義した場合は、次
の手順に従います。
a) [Data Filter] (データフィルター)ビューおよび[Analysis Parameter] (分析パラメー

ター)ビューを使用して、データをフィルター処理するためのコンテキスト変数を設定/選
択し、それぞれの分析ごとの同時接続数を決定します。

b) [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行す
るために使用するコンテキスト環境を選択します。

コンテキストと変数の詳細は、分析でのコンテキスト変数の使用方法（272ページ）を参照
して下さい。

4. 分析を保存し、[F6]を押して実行します。
確認のメッセージが表示されます。

5. オペレーションを続行する場合は[OK]をクリックします。

タスクの結果
[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。

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。この冗長性分析はデータベーステーブルにのみ対応しています。
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前提条件
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

実際の分析対象データにアクセスする

テーブルで主キーを外部キーと一致させるには、次の手順に従います。

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 内容...

[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全ての行のリストにアクセスします。

警告 :  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全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することができます。詳細は、インジケーターで実
行したクエリの保存（72ページ）を参照して下さい。

テーブルで主キーと外部キーを一致させるための分析の定義

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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] (新しい分析を作成)ウィザードが開きます。
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3. フィルターフィールドで、redundancy analysisの最初の数文字を入力して、[Redundancy
Analysis] (冗長性分析)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。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

プライマリキーと外部キーの選択

手順

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、テーブルのcus
tomer_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。
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2. [Connection] (接続)リストで、接続するデータベースに対して適切なデータベース接続を選択
します。
Talend Studioリポジトリで作成し、一元管理する全ての接続が、このリストに含まれていま
す。

3. [A column Set] (Aセットのカラム)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。
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
の主キーを含んでいるカラムを選択します。
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4. データベース接続内のカタログ/スキーマを参照して、一致させるカラムが含まれているテー
ブルに移動します。
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] (テーブルフィルター)フィールドや[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します。

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. [B Column Set] (Bセットのカラム)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] (データフィルター)をクリックしてビューを表示し、各分析対象
カラムにフィルターを設定します。

9. F6を押してこのキー一致分析を実行します。
確認のメッセージが表示されます。

10. 操作を続行する場合は、メッセージ内の[OK]をクリックします。
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。

タスクの結果

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



 | データのプロファイリング | 178

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。

コリレーション分析
カラムコリレーション分析とは?

Talend Studioでは、複数のカラム間にある関係やコリレーションを調べることができます。その
ような関係やコリレーションにより、さまざまな位置からデータ値のコリレーション関係を説明
することで新たなデータ解釈が可能になります。

注 :  現在のところ、カラムコリレーション分析はデータベースのカラムでのみ実行できます。
これらの分析はファイル接続では使用できません。

カラムコリレーション分析はその他のタイプのデータクオリティ分析と区別して考えることが非
常に大切です。通常、カラムコリレーション分析はデータ内の関係やコリレーションを調べるた
めに使用されるものであり、データクオリティに関する統計を提供するためのものではありませ
ん。

実行できるカラムコリレーション分析には、いくつかタイプがあります。詳細は、数値コリレー
ション分析の作成（179ページ）、時間コリレーション分析の作成（187ページ）および名義コ
リレーション分析の作成（194ページ）を参照してください。

Talend 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（93ページ）を参照して下さい。

数値コリレーション分析

このタイプの分析では、名義カラムと間隔カラム間のコリレーションを分析し、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カラム間のコリレーションが表示され、結果はバブルチャートに



 | データのプロファイリング | 179

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頼性が低くなります。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
頼できません。データクオリティ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、データクオリティ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。

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。

数値コリレーション分析の作成

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

このタスクについて
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コ
リレーション分析を作成します。分析には次の3つのデータベースカラムが使用されています:
STATE, AGE と COMPANY.

注 :  現在のところ、数値コリレーション分析はデータベースカラムでのみ可能です。この分析
は、ファイル接続では使用できません。

分析の定義

手順

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numerical correlation analysisの最初の数文字を入力し
て、[Numerical Correlation Analysis] (数値コリレーション分析)を選択し、[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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。

タスクの結果
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ーが表示されます。
分析するカラムの選択と分析パラメーターの設定

手順

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。
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現在のところ、数値コリレーション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、オペ
レーションを続行またはキャンセルできます。

2. [Select Columns ] (カラムの選択)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] (テーブルフィルター)フィールドや[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全て[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。

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。
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。
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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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
ジケーターのスレッショルドを設定します。

シンプル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
。

7. [Data Filter] (データフィルター)ビューで、必要に応じて、SQL WHERE句を入力し、分析を実
行するデータをフィルター処理します。

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、必要に応じて、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
数に基づいて設定します。

9. 分析エディターの[Contexts] (コンテキスト)ビューでコンテキスト変数を定義した場合は、次
の手順に従います。
a) [Data Filter] (データフィルター)ビューおよび[Analysis Parameter] (分析パラメー

ター)ビューを使用して、データをフィルター処理するためのコンテキスト変数を設定/選
択し、それぞれの分析ごとの同時接続数を決定します。

b) [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行す
るために使用するコンテキスト環境を選択します。
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コンテキストと変数については、分析でのコンテキスト変数の使用方法（272ページ）を参
照して下さい。

10. F6を押して分析を実行します。

タスクの結果
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わり、結果が表示されます。

分析結果は、数値コリレーション分析結果の検討（185ページ）を参照して下さい。

数値コリレーション分析結果の検討

始める前に
数値コリレーション分析がTalend Studioの Profiling パースペクティブで定義され、実行されてい
ること。

手順

1. 分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューで、[Graphics] (グラフィック)、[Simple
Statistics] (シンプル統計)、[Data](データ)のいずれかをクリックすると、生成されたグラ
フィック、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。

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頼性が低くなりま
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
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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頼できません
。データクオリティ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、データクオリティ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たりすることが挙げられます。

2. 生成されたグラフィックから以下のアクションを実行できます。

• 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選択解除する。
• いずれかのバブルにポインターを置いて、その位置のコリレーションデータを表示させ

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 内容...

[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、分析された全ての行にアクセスします。

タスクの結果
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。

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することができます。詳細は、インジケーターで実
行したクエリの保存（72ページ）を参照して下さい。

[Simple Statistics] (シンプル統計)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。

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。

時間コリレーション分析

このタイプの分析では、名義カラムと日付カラム間のコリレーションを分析し、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。

時間コリレーション分析の作成

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

このタスクについて
次の例では、名義コリレーション分析を作成し、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。分析にはという2つのカラムを使用しま
す: birthdate (生年月日)とcountry (国)。
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注 :  現在のところ、時間コリレーション分析はデータベースカラムでのみ可能です。この分析
は、ファイル接続では使用できません。

時間コリレーション分析の定義

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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time correlation analysisの最初の数文字を入力して、[Time
Correlation Analysis] (時間コリレーション分析)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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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、分析メタデータの分析エディターが表示されます。

時間コリレーション分析を行うカラムの選択と分析パラメーターの設定

手順

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。
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現在のところ、時間コリレーション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、オペ
レーションを続行またはキャンセルできます。

2. [Select Columns] (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、各インジケータのスレッショルドを設定します。
シンプル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. [Data Filter] (データフィルター)ビューで、必要に応じて、SQL WHERE句を入力し、分析を実
行するデータをフィルター処理します。
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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、必要に応じて、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
数に基づいて設定します。

6. 分析エディターでコンテキスト変数を定義した場合は、次の手順に従います。
a) [Data Filter] (データフィルター)ビューおよび[Analysis Parameter] (分析パラメー

ター)ビューを使用して、データをフィルター処理するためのコンテキスト変数を設定/選
択し、それぞれの分析ごとの同時接続数を決定します。

b) [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行
するために使用するコンテキスト環境を選択します。

コンテキストと変数の詳細は、分析でのコンテキスト変数の使用方法（272ページ）を参照
して下さい。

7. F6を押してカラム比較分析を実行します。
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わり、結果が表示されます。

分析結果の詳細な説明については、時間コリレーション分析結果の検討（191ページ）を参
照して下さい。

時間コリレーション分析結果の検討

始める前に

前提条件: 時間コリレーション分析がStudioの Profiling パースペクティブで定義され、実行されて
いること。

分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューで、次の手順に従います。

手順

[Graphics] (グラフ)、[Simple Statistics] (シンプル統計)、[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。
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次のタスク

[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。

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。

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選択解除する。
• いずれかの範囲棒グラフにポインターを置いて、その位置のコリレーションデータを表示させ

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 内容...

[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、分析された全ての行にアクセスします。

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することができます。詳細は、インジケーターで実
行したクエリの保存（72ページ）を参照して下さい。

[Simple Statistics] (シンプル統計)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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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。

名義コリレーション分析

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コリレーションを分析し、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。名義値の間のコリレーションは線で表示さ
れます。線が太くなるほど、コリレーションが低いと言えます。太い線によって特別な注意を必
要とする問題やコリレーションを特定することができます。しかし、線の重みを逆にして、コリ
レーションが高い方の線を太くすることができます。そのためには、名義コリレーション図の下
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。

図の相関関係は常にペアワイズ相関です: カラムのペア間の関連付けを表示します。

名義コリレーション分析の作成

始める前に
Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

このタスクについて
次の例では、名義コリレーション分析を作成し、選択された名義カラム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。分析にはという2つのカラムを使用します:
birthdate (生年月日)とcountry (国)。

注 :  現在のところ、名義コリレーション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、ファイル接続では使用できません。

名義コリレーション分析の定義

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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 correlation analysisの最初の数文字を入力し
て、[Nominal Correlation Analysis] (名義相関分析)を選択し、[Next] (次へ)をクリックします。



 | データのプロファイリング | 196

4. [Name] (名前)フィールドに、現在の分析の名前を入力します。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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、分析メタデータの分析エディターが表示されます。

分析するカラムの選択

手順

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。
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現在のところ、名義コリレーション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、オペレーションを続行またはキャンセルできます。

2. [Select Columns] (カラムの選択)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、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。
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ります。
[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、各インジケータのスレッショルドを設定します。
シンプル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. [Data Filter] (データフィルター)ビューで、必要に応じて、SQL WHERE句を入力し、分析を実
行するデータをフィルター処理します。
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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、必要に応じて、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
数に基づいて設定します。

6. 分析エディターでコンテキスト変数を定義した場合は、次の手順に従います。
a) [Data Filter] (データフィルター)ビューおよび[Analysis Parameter] (分析パラメー

ター)ビューを使用して、データをフィルター処理するためのコンテキスト変数を設定/選
択し、それぞれの分析ごとの同時接続数を決定します。

b) [Context Group Settings] (コンテキストグループ設定)ビューで、リストから、分析を実行
するために使用するコンテキスト環境を選択します。

コンテキストと変数の詳細は、分析でのコンテキスト変数の使用方法（272ページ）を参照
して下さい。

7. F6を押して分析を実行します。
エディターが[Analysis Results] (分析結果)ビューに切り替わり、結果が表示されます。

分析結果の詳細な説明については、名義コリレーション分析結果の検討（198ページ）を参
照して下さい。

名義コリレーション分析結果の検討

このタスクについて

前提条件: 名義コリレーション分析がStudioの Profiling パースペクティブで定義され、実行されて
いること。

分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューで、次の手順に従います。
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手順

[Graphics] (グラフ)、[Simple Statistics] (シンプル統計)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。

タスクの結果

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。

名義コリレーション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。

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
調べるために名義コリレーション分析を実行しました。コリレーションは線で表示されており、
線が太くなるほど、コリレーションが高いと言えます([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)。

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。
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ボタン 説明

[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、コリレーションが低いと言えます。

このチェックボックスを選択することで現在の線の重みを逆にして、コリレーションが
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選択すると、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] (シンプル統計)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。

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。

パターンとインジケーター
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。

パターンの種類

[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。
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ジョブ内でパターンを選択するときには、現在のデータベースタイプ用の正規表現が使用されま
す。

• このデータベースタイプに対する正規表現が存在しない場合は、選択したパターン内のデフォ
ルトの正規表現が使用されます。

• ジョブで使用されているパターン内で、このデータベースタイプの正規表現を削除すると、ジ
ョブは、選択したパターン内のデフォルトの正規表現で更新されます。

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を参照して下さい。

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
られるさまざま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
カラムでの基本分析の作成（44ページ）およびパターンを使ってカラムセット分析を作成す
る（96ページ）を参照して下さい。

Talend 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。

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（208ページ）を参照して下さい。

注 :  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（201ページ）を参照して下さい。

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は、MySQL、Po
stgreSQL、Oracle 10g、Ingresです。他方、Microsoft SQL ServerやNetezzaなどはネイティブサポー
トしません。

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。

Talend StudioのProfilingパースペクティブから、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宣言する（202ページ）を参照して下さ
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するクエリテンプレートを定義する（202ページ）を参照して下さい。

Teradataでの正規表現の使い方の詳細は、 Talend Help Center (https://help.talend.com) (https://
help.talend.com)のドキュメントを参照して下さい。

Netezzaでの正規表現の使用については、一部のデータベースについて必要な知識（298ペー
ジ）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
https://help.talend.com
https://help.talend.com


 | データのプロファイリング | 202

特定のデータベースにユーザー定義関数を宣言する

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。Talend
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、

以下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主な概念（317ページ）を参照して下さい。

2. Talend 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
に対するクエリテンプレートを定義する（202ページ）を参照して下さい。

Or:

1. 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（59ページ）』を参照して下さい。

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
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。

Talend 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
• この表現が全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、主な概念（317ペー
ジ）を参照して下さい。

始める前に

手順

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の[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、選択したデータ
ベースにテンプレートを合わせるためにWHENの後のテキストを修正します。このサンプルで
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。
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タスクの結果

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。

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パターンの編
集（220ページ）を参照してください。

クエリテンプレートの編集
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。

始める前に

手順

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となりにある  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。
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クエリテンプレートの削除
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。

始める前に

手順

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削除するデータベースのとなりにある ボタンをクリックします。

タスクの結果

選択したクエリテンプレートが[Indicator definition] (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。

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全てをこれ
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（65ページ）を参照して下さい。

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（67ページ）を参照して下さい。

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/無効なデータ全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（69ページ）を参照して下さい。

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
オペレーションが含まれます。

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。
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新しい正規表現またはSQLパターンを作成する
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。

始める前に

手順

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] (正規表現)を右クリックします。

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
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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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。
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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。

注 :

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パラメーター
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] (ビューの
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] (完了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
[DQ Repository] (DQリポジトリー)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。
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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。

注 :  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。
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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。

注 :  パターンエディターで、正規表現の横の[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（213ページ）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（215ページ）を参照して下さい。

パターンテストビューで正規表現をテストする
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。

始める前に

Talend Studioの Profiling 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。

手順

1. 新しい正規表現またはSQLパターンを作成する（209ページ）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の[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。

注 :  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一致するか、一致し
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（215ページ）を参照して下さい。
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[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
[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。

手順

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] (正規表現)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。
Talend 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となりの[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（213ページ）を参照して下さい。

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。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。
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。

注 :

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パラメーター
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] (ビューの
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、ウィザードを閉じます。



 | データのプロファイリング | 218

タスクの結果

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。

[Date Pattern Frequency] (日付パターン頻度テーブル)から正規表現を生成する
日付カラムに[Date Pattern Frequency] (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。

始める前に

Talend StudioのProfilingパースペクティブで、[Date Pattern Frequency] (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。

注 :  日付カラムに[Date Pattern Frequency] (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（59ページ）を参照してください。

カラム分析の作成方法の詳細は、データベースカラムでの基本分析の作成（44ページ）を参照
してください。

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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。
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3. [F6]を押して分析を実行し、分析結果をエディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューに表
示します。

このサンプルでは、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。

4. 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。

5. [Next] (次へ)をクリックします。
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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。
6. [Finish] (終了)をクリックして、次の手順に進みます。

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] (正規表現)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。

7. オプション: 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（213ページ）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。

正規表現またはSQLパターンの編集
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、または定義を編集し
て、特定のタイプのデータベースタイプや用途に合わせることができます。
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始める前に

手順

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。

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、次の操作を実行できます: パターン定義を編集し、選択データベースを変更
し [+]ボタンを使って利用可能データベース特有の他のパターンを追加することができます。
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注 :

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パラメーター
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] (ビューの
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パターンが全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（213ページ）を参照して下さ
い。

注 :  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下さい。

正規表現またはSQLパターンのエクスポート

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Talend 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
ターンのインポート（228ページ）を参照して下さい。

注 :  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
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ー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Talend Studioのリポジトリーにインポートすると、これらのパターン
は元のリポジトリー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。
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このタスクについて

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。

手順

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] (正規表現)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. 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。
[Browse] (参照)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. をhttps://exchange.talend.com/のTalend Exchangeに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下さい。

https://exchange.talend.com/
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注 :  ユーザーがこれらの.xmiファイルをTalend Exchangeから各自のTalend 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ーサブ
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パターンのファミリーをTalend Exchangeにエクスポートする
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ー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Talend Studioのリポジトリーにインポートすると、これらのパターン
は元のリポジトリー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。

このタスクについて

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。

手順

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。

2. 右クリックしてコンテキストメニューから[Export for ] (Talend Exchangeにエクスポー
ト)Talend Exchangeを選択します。
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[Export for Talend Exchange] (Talend Exchangeにエクスポート)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。
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。

4. [Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。
5. をhttps://exchange.talend.com/のTalend Exchangeに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下さい。

注 :  ユーザーがこれらの.xmiファイルをTalend Exchangeから各自のTalend 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ーサブ
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

始める前に

正規表現をcsvファイルにエクスポートするには、以下のようにします:

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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。

[Export Patterns] (パターンのエクスポート)ウィザードが開きます。

https://exchange.talend.com/
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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、ウィザードを閉じます。

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。
エクスポートされた全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。

次のタスク

1つの正規表現ファミリーをcsvファイルにエクスポートするには、次の手順に従います。

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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ーを見つけます。
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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。
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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。

4. [Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。

エクスポートされた全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のリポジトリーにインポートする
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、新しいリポジトリー
でも元のリポジトリーのときと同じパスになります。

正規表現またはSQLパターンのインポート

Talend Exchangeから正規表現またはSQLパターンをTalend 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
全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。

[Column name] (カラム名) 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)

説明 パターンの説明(任意)

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 全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
現在ご利用のTalend Studioのリポジトリーに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Talend 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。

このタスクについて

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、次の手順で行います:

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ) ツリービューで、[Libraries] (ライブラリ) > [Exchange]の順に
展開します。
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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。

3. [Import in DQ Repository] (DQリポジトリーにインポート)を選択します。
現在ご利用の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。Talend Studio

[Import From Talend Exchange] (Talend Exchangeからインポート)ウィザードが開きます。

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] (既存アイテムの上書き)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にすでに存在していることを意味しています。イ
ンポートされるパターンがTalend Studioにあるものに置き換わります。
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5. [Finish] (終了)をクリックします。
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]フォルダーの下に一覧表示されます。
Studioにインポートするパターンは元のリポジトリーにあったときと同じストラクチャーでイ
ンポートされます。これらのパターンは元のリポジトリー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

手順

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 説明

[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。
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オプション 説明

[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。
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全て[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。

タスクの結果
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。

注 :  ツリービューで、インポートされた正規表現またはSQLパターン名のとなりに警告アイコ
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。

インジケーター

インジケーターはコンテンツ、構造、データクオリティを定義するために使用されるさまざまな
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、その他のさまざま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。

インジケーターの種類

[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、分析エディターからユーザー定義インジケーターを設定する（53ペー
ジ）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)フォルダー内でさまざまなカテゴリーに分
類されています。システムインジケーターの各カテゴリーはそれぞれ対応する分析タイプで使用
されます。

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
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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の編集（242ページ）を参照して下さい。

変更可能なシステムインジケーターのみが[DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービュー
のSystem Indicatorsフォルダーの下にリストされています。ただし、[Indicator Selection] (インジ
ケーター選択)ダイアログボックスには、[Date pattern frequency] (日付パターン頻度)など、変更で
きないシステムインジケーターを含む全てのインジケーターがリストされています。

システムおよびユーザー定義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（245ページ）およびシステムインジケーターの管理（242ページ）を参照して下さい。

以下のセクションでは、カラム分析にのみ使用するシステムインジケーターについて説明してい
ます。これらのシステムインジケーターは、シンプル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。

[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:

• 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Bin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。

• 値の頻度: 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」、「Bin」で日付と数値データを集約

する全ての値の頻度インジケーターが利用できます。
• 低頻度の値個別のレコードから頻度の低いレコードの数を計算します。
• 他にも「日付」、「週」、「月」、「四半期」、「年」、「Bin」で日付と数値データを集約

する値の低頻度インジケーターが全て利用できます。「Bin」とは一定間隔で数値データを集
約したものです。

不正の検出

ベンフォードの法則インジケーター(第1桁の法則)は、数値データの数字1から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1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、架空の取引および正
当な取引全て(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1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1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。
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• 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1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、#unique_206を参照して下さい。

ベンフォードの法則インジケーターの結果図では、1から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1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1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インジケーターを使用した分析の結果と、total_sales (総売上)カラム
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。

最初の図は分析したデータに5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5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20%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。
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以下は、ベンフォードの法則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のバーは、0で始まるデータの割合を示しています。どちらも
、[Benford Law] (ベンフォードの法則)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、データベースカラムでの基本分析の作成（44ページ）を参照
して下さい。

[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。
パターン頻度インジケーター
パターン頻度インジケーターにはパターン頻度とパターン低頻度が含まれます。

インジケーター [Purpose] (目的)

パターン頻度 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。

パターン低頻度 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。

上記の2つのインジケーターは、英字をa、数値を9に変換することでパターンを生成します。

東アジアパターン頻度インジケーター
東アジアパターン頻度インジケーターには東アジアパターン頻度と東アジアパターン低頻度が含
まれます。

インジケーター [Purpose] (目的)

東アジアパターン頻度 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。

東アジアパターン低頻度 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。
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上記の2つのインジケーターにはLatin文字のみ使用できます。また、Javaエンジンでのみ使用でき
ます。アジア系のデータのパターンを特定するときに有用です。

上記の2つのインジケーターは、アジア系の文字を下記のテーブルで説明するルールに従って
H,K,CやGなどの文字に変換することでパターンを生成します。

文字タイプ 使用方法

ラテン数字 すべてのASCII数字が9に置き換わります

Latin小文字 すべてのASCII Latin文字がaに置き換わります

Latin大文字 すべての大文字のLatin文字がAに置き換わります

全角ラテン数字 すべてのASCII数字が9に置き換わります

全角Latin小文字 すべてのASCII Latin文字がaに置き換わります

全角Latin大文字 すべての大文字のLatin文字がAに置き換わります

ひらがな 全てのひらがな文字がHに置き換わります

半角カタカナ すべての半角カタカナ文字がkに置き換わります

全角カタカナ すべての全角カタカナ文字がKに置き換わります

片仮名 すべてのカタカナ文字がKに置き換わります

漢字 漢字がCに置き換わります

ハングル ハングル文字がGに置き換わります

カラム分析でサポートされるアジア系の文字タイプと関連するUnicode範囲については、Talend
Help Center (https://help.talend.com)のドキュメンテーションを参照して下さい。

以下は、[East Asia Pattern Frequency] (東アジアパターン頻度)インジケーターおよび[East Asia
Pattern Low Frequency] (東アジアパターン低頻度)インジケーターを[address] (住所)カラムに使
用したカラム分析の例です。

https://help.talend.com
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[East Asia Pattern Low Frequency] (東アジアパターン低頻度)インジケーターの分析結果は次のよう
になります。
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これらの結果には、個別の各パターンの最も頻度の低いレコードの数が示されます。文字と数字
によるパターンもあれば、文字だけのパターンもあります。パターンは長さも異なります。すな
わち、住所は一貫しておらず、訂正とクリーン化が必要になる場合があります。

単語ベースのパターンインジケーター
単語ベースのパターンインジケーターには、大文字小文字が区別されるインジケーターと大文字
小文字が区別されないインジケーターが含まれます。

単語ベースのパターンインジケーターは、個別の各パターンのレコード数をカウントし、Javaエン
ジンでのみ使用できます。

大文字小文字が区別されるインジケーター

インジケーター [Purpose] (目的)

CSワードパターン頻度 最も頻度の高いワードパターンを評価します。

CSワードパターン低頻度 最も頻度の低いワードパターンを評価します。

パターンは単語にフォーカスし、大文字小文字が区別されます:

[Pattern] (パターン) [Description] (説明)

[Word] 大文字で始まり、小文字で構成される単語

[WORD] 大文字の単語

[word] 小文字の単語

[Char] 単一の大文字

[char] 単一の小文字

[Ideogram] CJK統合漢字の1つ

[IdeogramSeq] 連続する表意文字

[hiraSeq] 日本語の連続するひらがな文字

[kataSeq] 日本語の連続するカタカナ文字

[hangulSeq] 各国語の連続するハングル文字

[digit] アラビア数字の1つ: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

[number] 連続する数字

CSワードパターン頻度インジケーターとCSワードパターン低頻度インジケーターを使用すると、
以下の文字列が以下のパターンに置換されます:

String [Pattern] (パターン)

1文字と1単語は異なります [char] [word] [word] [word] [char] [word]
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String [Pattern] (パターン)

someWordsINwORDS [word][Word][WORD][char][WORD]

Example123@domain.com [Word][number]@[word].[word]

anotherExample8@domain.com [word][Word][digit]@[word].[word]

袁 花木蘭88 [Ideogram] [IdeogramSeq][number]

Latin2中文 [word][digit][IdeogramSeq]

Latin3フランス [word][digit][kataSeq]

Latin4とうきょう [Word][digit][hiraSeq]

Latin5## ## ##### [Word][digit][hangulSeq]

大文字小文字が区別されないインジケーター

インジケーター [Purpose] (目的)

CIワードパターン頻度 最も頻度の高いワードパターンを評価します。

CIワードパターン低頻度 最も頻度の低いワードパターンを評価します。

パターンは単語にフォーカスし、大文字小文字が区別されません:

パターン 説明

[word] 小文字の単語

[char] 単一の小文字

[Ideogram] CJK統合漢字の1つ

[IdeogramSeq] 連続する表意文字

[hiraSeq] 日本語の連続するひらがな文字

[kataSeq] 日本語の連続するカタカナ文字

[hangulSeq] 各国語の連続するハングル文字

[digit] アラビア数字の1つ: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

[number] 連続する数字

[alnum] 文字とアラビア数字で構成される英数字の値

CIワードパターン頻度インジケーターとCIワードパターン低頻度インジケーターを使用すると、以
下の文字列が以下のパターンに置換されます:
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String [Pattern] (パターン)

1文字と1単語は異なります [char] [word] [word] [word] [char] [word]

someWordsINwORDS [Word] (単語)

Example123@domain.com [alnum]@[word].[word]

anotherExample8@domain.com [alnum]@[word].[word]

袁 花木蘭88 [Ideogram] [IdeogramSeq][number]

Latin2中文 [word][digit][IdeogramSeq]

Latin3フランス [word][digit][kataSeq]

Latin4とうきょう [word][digit][hiraSeq]

Latin5## ## ##### [word][digit][hangulSeq]

[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。

• 有効な電話番号数: 有効な電話番号を計算します。
• 可能な電話番号数: 有効な電話番号の数を推測します。
• 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。
• 国内電話番号の形式に適応している電話番号数: 適切にフォーマットされた国の電話番号を計

算します。
• 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)。
• 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)。
• 電話番号の頻度をフォーマット: 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。

[Simple statistics] (シンプル統計)

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)に対してシンプル統計を行います。

• [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値を区別しません。

• [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

係があります: 重複カウント + ユニークなカウント = 重複を除いたカウント。たとえ
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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。
• 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。

[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低頻度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。

注 :  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。詳細は、Talend Help Center(https://
help.talend.com)のこのTeradataエラーに関するドキュメントを参照してください。

[Summary statistics] (集計統計)

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。
• [Lower quartile (First quartile)] (下位四分位数(第1四分位数)): データの第1四分位数、すなわち

データの低い方から25%を計算します。
• [Upper quartile (Third quartile)] (上位四分位数(第3四分位数)): データの第3四分位数、すなわち

データの高い方から25%を計算します。
• [Range] (範囲): 最大値と最小値の差を計算します。

集計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。

[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カラムを分析できます。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（93ページ）を参照して下さ
い。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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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。

• 最小長: Null以外で空でないテキストフィールドの最小文字数を計算します。
• 最大長: Null以外で空でないテキストフィールドの最大文字数を計算します。
• 平均長: Null以外で空でないテキストフィールドの平均文字数を計算します。

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値のデータ長は0としてカウントされます。つまり、null値の最小文字数は0です。すなわ
ち、[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、長さが0のテキストと見なされるnull値を含めたテキストフィールドの最
小/最大長を計算します。

空白値の標準データ長は0としてカウントされます。つまり、空白値の最小文字数は0です。すな
わち、[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/最大長を計算します。

全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。

たとえば、テキスト統計インジケーターのあらゆる異なるタイプを使用して、以下の値を含むカ
ラム内のテキストフィールドの長さを計算します:

値 文字数

"Brayan" 6

"Ava" 3

"_" 1

"" 0

<null> <null>

"__________" 10

注 :  "_"はスペース文字を表します。

結果は次のとおりです:
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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（231ページ）を参
照して下さい。

システムインジケーターの編集
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。

注 :  インジケーターを編集すると[DQ Repository] (DQ リポジトリー)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。

手順

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。
インジケーターが全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。
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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

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、カラムにインジケーターを
設定する（50ページ）およびシステムまたはユーザー定義インジケーターのオプション設
定（52ページ）を参照して下さい。

システムインジケーターのエクスポートまたはインポート

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オペレーションは互換性
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（277ページ）およびデータプロファイリングアイテムのインポート （274ペー
ジ）を参照して下さい。

システムインジケーターの複製
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。

手順

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。

タスクの結果

インジケーターがユーザー定義のインジケーターとして複製され、[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。
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次のタスク

複製された[Fraud Detection] (不正の検出)および[Soundex]インジケーターのインジケーターカテゴ
リは、[User Defined Frequency] (ユーザー定義頻度)です。したがって、複製されたこれらのインジ
ケーターを使用する分析の結果セットには、2つのカラムが想定されます。他方、元のシステムイ
ンジケーターを使用する場合は4つのカラムが想定されます。

複製された[Fraud Detection] (不正検出)と[Soundex]インジケーターをデータプロファイリング分
析で使用できるようにするには、インジケーターの定義を編集するか、インジケーターを新規に
作成する必要があります。ユーザー定義インジケーターの編集については、ユーザー定義インジ
ケーターの編集（264ページ）を参照して下さい。

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。

ユーザー定義のインジケータに使用できる管理オプションは次のとおりです: 作成、エクスポー
ト、インポート、編集、複製。

SQLユーザー定義インジケーターの作成

Studio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。

注 :  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

手順

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。
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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。

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。
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注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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. オプション: 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。

タスクの結果

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。

インジケーター定義とカテゴリの設定

手順

1. [Indicator Category] (インジケーターカテゴリー)をクリックし、リストからインジケーターの
カテゴリーを選択します。
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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、各カテゴリーを説明します。

インジケーターカテゴリ [Description] (説明) 予想されるクエリー結果

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カラムになりま
す。1つ目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]
(ユーザー定義の頻度)

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カラム
になります。1つ目のカラムには値
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カラ
ムになります。

[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、行カウント
を返します。

結果セットは行カウントを含む1行
と1カラムになります。

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。
インジケーターが全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。

a) [SQL Template] (SQLテンプレート)フィールドの横の[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。
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b) [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。

例

上のスクリーンショットのようにカラムの値の最大長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)という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。

c) [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。

d) [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。

e) [+]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。

注 :  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の定義（251ペー
ジ）を参照して下さい。

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。

タスクの結果

インジケーターが、[DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューの[User Defined Indicators]
(ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下に一覧表示されます。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。
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Javaユーザー定義インジケーターの定義

Talend Studio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]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からインジケーターをインポートする方法については、#unique_206を参照して下さい。

Javaユーザー定義インジケーターの作成
カスタムインジケーターの定義

手順

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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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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カスタムインジケーターの定義およびカテゴリーの設定

手順

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。
カテゴリーによって、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、各カテゴリーを説明します。

インジケーターカテゴリ [Description] (説明) 予想されるクエリー結果

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カラムになりま
す。1つ目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]
(ユーザー定義の頻度)

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カラム
になります。1つ目のカラムには値
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カラ
ムになります。

[User Defined Count] (ユー
ザー定義のカウント)

レコードの数を分析し、行カウント
を返します。

結果セットは行カウントを含む1行
と1カラムになります。

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。
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3. [Database] (データベース)リストから[Java]を選択します。
4. [Java Class] (Javaクラス)フィールドにJavaクラスを入力します。

注 :  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下さい。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セレクター)ダイアログボックスが開きます。

• [Select libraries] (ライブラリの選択)ビューで、Javaクラスが含まれているアーカイブの
チェックボックスを選択し、ウィザードの下部のパネルでクラスを選択します。

• [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] (ライブラリー管理)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（256ページ）を参照して下さい。

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。



 | データのプロファイリング | 255

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。このサンプルではパラメータ
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 = indicatorValid
Domain.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におけるパラメーターの詳細な使用サンプルは、https://
github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dat
aquality/indicator/userdefine/emailを確認して下さい。

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するか、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リポジトリー)ツリービューの[User Defined Indicators]
(ユーザー定義インジケーター)フォルダーの下に一覧表示されます。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。

https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email
https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email
https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email
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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
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。

手順

1. ターゲットプラットフォームを定義します。
a) Eclipseで、[Preferences] (環境設定)を選択して[Preferences] (環境設定)ウィンドウを表示し

ます。

b) [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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c) [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。

d) [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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e) [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。

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

a) Eclipseでhttps://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudiにアクセス
し、GITからプロジェクトを確認します。

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。

https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi
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どのJavaクラスもUserDefIndicatorImplインジケーターを拡張します。下の図
は、MyAvgLength Javaクラスを使ったサンプルを示したものです。

package test.udi;

import org.talend.dataquality.indicators.sql.impl.UserDefIndicatorImpl;

/**
 * @author mzhao
 * 
 * A very simple example of a java implementation of a user defined indicator.
 This indicator returns a user defined
 * real value. It implements the minimum number of required methods.
 */
public class MyAvgLength extends UserDefIndicatorImpl {

    private double length = 0;

    @Override
    public boolean reset() {
        super.reset();
        length = 0;
        return true;
    }

    @Override
    public boolean handle(Object data) {
        super.handle(data);
        // an indicator which computes the average text length on data which are
 more than 2 characters (this means that
        // text values with less than 2 characters are not taken into account).
        int dataLength = (data != null) ? data.toString().length() : 0;
        if (dataLength > 2) {
            length += dataLength;
        }
        return true;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see org.talend.dataquality.indicators.impl.IndicatorImpl#fin
alizeComputation()
     */
    @Override
    public boolean finalizeComputation() {
        value = String.valueOf(this.length / (this.getCount() - this.getNullCo
unt()));
        return super.finalizeComputation();
    }

}

b) 必要に応じて、各@Overrideに続くメソッドのコードを編集してください。
c) オプション: 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。

メソッド 説明

ndicatorParameters IndicatorParametersオブジェクトを返しま
す

omain ドメインオブジェクトを返します

JavaUDIIndicatorParameter パラメーターを定義するキー/値の各ペアを保存
するJavaUDIIndicatorParameterのリスト
を返します。
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d) 変更を保存します。
e) 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。

タスクの結果

Talend Studioの Profiling 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
イブを添付できるようになりました。

ユーザー定義インジケーターのエクスポート

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。

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

Studioのツールバーにある[Export Item] (アイテムのエクスポート)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（277ページ）を参照して下さい。

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
現在のTalend 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。

始める前に

Talend Studioの Profiling パースペクティブでユーザー定義インジケーターが少なくとも1つ作成さ
れていること。

手順

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。
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3. インジケーターを保存するフォルダーを参照します。
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。

[Browse] (参照)チェックボックスをオンに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. zipファイルをhttps://exchange.talend.com/のTalend Exchangeに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。

ユーザー定義インジケーターのインポート

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

Studioのツールバーにある[Import Item] (アイテムのインポート)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 （274ページ）を参照して下さい。

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(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。

https://exchange.talend.com/
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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。

始める前に

Talend StudioでProfiling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。

手順

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。

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リポジトリー)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
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オプション 目的

(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。

タスクの結果

注 :  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。

ユーザー定義インジケーターの編集
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。

注 :  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全ての
分析に対して、その変更が適切であることを確認して下さい。

始める前に

Talend Studioの Profiling パースペクティブでユーザー定義インジケーターが少なくとも1つ作成さ
れていること。

手順

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) > [User Defined Indicators] (ユーザー定義インジケーター)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。
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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。
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。

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] (ユーザー定義の頻
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。
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インジケーターカテゴリ 説明

[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] (ユーザー定義のカウン
ト)

行カウントを返すユーザー定義インジケー
ターを使用します。

インジケーターカテゴリを変更する場合、既存のインジケーターの定義を保持することも、J
avaの定義を除く全てのデータベースのインジケーター定義を削除することもできます。

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。
インジケーターが全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。

インジケーターパラメーター

このセクションではさまざまな[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] (Binデザイナー)

可能な値 説明

[Minimal value] (最小値) 最初のBinの開始。

[Maximal value] (最大値) 最後のBinの終了。
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可能な値 説明

[Number of bins] (Binの数) Binの数。

[Blank Options] (空白オプション)

可能な値 説明

[Aggregate nulls with blanks] (nullを空白
に集約)

選択すると、nullデータは長さが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。

注 :  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] (データスレッショルド)

可能な値 説明

[Lower threshold] (下限スレッショルド) これより値の低いデータを除く。

[Upper threshold] (上限スレッショルド) これより値の高いデータを除く。

[Value Frequency Parameters] (値の頻度パラメーター)

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] (インジケータースレッショルド)

可能な値 説明

[Lower threshold] (下限スレッショルド) 一致するインジケーター値の下限スレッショルド。

[Upper threshold] (上限スレッショルド) 一致するインジケーター値の上限スレッショルド。

[Lower threshold(%)] (下限スレッショル
ド%)

一致するインジケーター値の下限スレッショルドを合計行カウントとの相
対的割合で示したもの。

[Upper threshold(%)] (上限スレッショル
ド%)

一致するインジケーター値の上限スレッショルドを合計行カウントとの相
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。



 | データのプロファイリング | 268

[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。

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。

注 :  1つ目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つ目のフィールドの値
が"abc0123ABC,;.:"で、2番目のフィールドが"aaa9999AAApppp"である場
合、"a"、"b"、"c"は全て"a"に置換され、"0"、"1"、"2"、"3"は全て"9"に置
換されます。

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。

[Text Length] (テキスト長)

可能な値 説明

[Count nulls] (nullを数える) 選択すると、nullデータは長さが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: " ")は長さが0のテキストフィールドとして数
えられます。

その他の管理手順
データクオリティ参照プロジェクトの操作

参照プロジェクトの追加は、プロジェクトが別のプロジェクトから参照できるようにTalend
Studioで設定できるプロパティです。

プロジェクト間の接続を確立する方法は、『プロジェクト参照の定義』を参照してください。
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SQLクエリの作成および保存

Talend Studio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。

始める前に

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー) 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[New SQL File]
(新規SQLファイル)を選択します。[New SQL File] (新規SQLファイル)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。
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[Connections] (接続)ビューが開かない場合は、[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。

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。
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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。

オプション 内容...

[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
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オプション 内容...

[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

注 :  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。

注 :

• 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下さい。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。

分析でのコンテキスト変数の使用方法

分析エディターでコンテキスト変数を使用して、分析を実行するデータをフィルター処理した
り、分析で許可されるデータベースへの同時接続数を決定したりできます。

Talend Studioの Profiling パースペクティブでは、プロファイリング分析用に複数のコンテキス
トを定義し、分析を実行するために使用する特定のコンテキスト値を選択できます。分析エディ
ターでコンテキストパラメーターを定義して、次のことを実行できます。

• WHERE句とともにコンテキスト変数を使用してデータをフィルター処理し、分析を実行する
データまたはテーブル/カラムを決定します。

• 分析で許可される同時接続数を決定します。

通常、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
時接続の数に基づいて設定します。

注 :  コンテキスト変数は、データベースをプロファイリングする場合のみ使用できます。ファ
イルのプロファイリングでは、コンテキスト変数は使用できません。
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同じ分析に対する複数のコンテキストの作成

1つのデータベース分析に対して複数のコンテキストを作成し、分析を実行するために使用する特
定のコンテキスト値を選択できます。コンテキスト変数を分析に定義すると、同じ接続を使用し
てさまざまなデータに対して分析を実行できます。
コンテキストの定義

始める前に

Talend StudioのProfilingパースペクティブでデータベース分析が作成されていること。

手順

1. データベース分析をダブルクリックして、分析エディターを開きます。
2. [Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表示) > Profiling > [Contexts] (コンテキスト)の

順に選択し、Profiling パースペクティブでコンテキストビューを開きます。
3. デフォルトコンテキストを選択し、[Edit] (編集)をクリックして名前を変更します。この例で

はProdです。[OK]をクリックします。

変数の定義

始める前に

Talend StudioのProfilingパースペクティブでデータベース分析が作成されていること。

手順

1. [Contexts] (コンテキスト)ビューの下部の[+]ボタンをクリックして、テーブルに行を追加しま
す。
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postal_codeカラムのプロファイリングを行い、開発環境では15、本番環境では75で始まる
郵便番号を分析すると仮定します。さらに、2つの環境で、分析ごとに異なる同時接続を許可
するとします。

2. [Name] (名前)フィールドをクリックして、作成する変数の名前を入力します。
この例では、最初の変数をwhere_clauseとします。

3. 前述の手順を繰り返し、異なるコンテキストにすべての変数を定義します。
このサンプルでは、Testコンテキスト内のwhere_clause変数の値をpostal_code like

'15%'に、Prodコンテキスト内の値をpostal_code like '75%'に設定します。また、分
析ごとに同時接続の値を開発環境と本番環境でそれぞれ3と5に設定します。

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、その他を含め、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またはさまざまなバージョンのTalend Studioから現在
のTalend 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を含めなければインポートすることができません。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、そのすべての依存性が選択され、分析とともにインポート
されます。

警告 :  4.0.0よりも古いバージョンで作成したデータプロファイリングアイテムを最新
のTalend Studioにインポートすることはできません。それらを最新のTalend Studioで使
用するには、アップグレード処理が必要です。詳細は、古いバージョンからのプロジェ
クト項目のアップグレード（280ページ）を参照して下さい。

始める前に

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
クセスできること。

このタスクについて

手順

1. Profiling パースペクティブで、次のいずれかの手順に従います。

• [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。
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•
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。

Studio内で開いているすべてのエディターが自動的に閉じます。[Import Item] (アイテムのイン
ポート)ウィザードが表示されます。

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は、[Browse] (参照)をクリックし
て、Talend 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。
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ダイアログボックスには、現在のTalend Studioに存在しないすべてのアイテムとその依存
性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。

ダイアログボックスには、現在のTalend Studioに存在しないすべてのアイテムとその依存
性がデフォルトで選択されています。

3. [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] (既存アイテムの上書き)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Talend 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Talend Studioのシステムインジケーターに統合されます。

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
スで切り替えて下さい。
デフォルトでは、選択されたアイテムの全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性のチェックボックスを選択解除す
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リポジトリー)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。
Talend 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、『入門ガイド』を参照して下さい。

6. の各アイテムが正常に動作するように、次を実行します。
a) Javaを実行エンジンとして使用して、分析を実行します。分析に使用されたインジケータ

ーの結果が計算され、ローカルに保存されます。
現在のTalend Studioでは、データが旧Talend Studioからインポートされていないため、最
初に分析を実行しないと、[Analysis Results] (分析結果)ビューでインジケーターの結果リ
ストを開くことはできません。

b) 不足している他社のJavaライブラリまたはデータベースドライバーをインストールしてく
ださい。
初めてデータベース接続をインポートする場合は、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ライブラリーまたはデータベー
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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
はまた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社は特定の外部モジュールをTalend Studioに同梱できない場合があります。
外部モジュールの識別とインストールの詳細は、『Talendインストレーションおよびアッ
プグレードガイド』を参照して下さい。

c) SQL Server (2005または2008)のドライバーのパスを設定します。
SQL Server (2005または2008)接続を現在のTalend Studioにインポートすると、[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。
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（303ペー
ジ）を参照して下さい。
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（279ページ）を参照して下さい。

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ー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。

始める前に

Talend Studioで、少なくとも1つのデータプロファイリングアイテムが作成されていること。

手順

1. 次のいずれかの手順を実行します:

• [DQ Repository] (DQリポジトリー)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。または、

•
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選択します。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選択すると、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性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選択して、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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エクスポートオペレーション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。

接続のグループの移行

Talend 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。

始める前に

データプロファイリングアイテムのインポート （274ページ）で説明されているように、古い
バージョンのTalend Studioからデータベース接続が既に移行されていること。

このタスクについて

移行されたJDBC接続は、[DQ Repository] (DQリポジトリー)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。Talend Studioを使用して、全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。

手順

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。
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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接続が全て
リストされます。

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、確認の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。

古いバージョンからのプロジェクト項目のアップグレード

以下の手順は、4.0.0よりも古いバージョンからデータプロファイリングアイテムを移行する場合
にのみ使用します。4.0.0以降のバージョン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Talend Studioにインポートするだけの処理になります。詳細は、データプロファイリ
ングアイテムのインポート （274ページ）を参照して下さい。

手順

1. 古いバージョンのTalend 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Talend 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Talend Studioを起動します。
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タスクの結果

Talend Studioが完全に起動すると、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ます。

移行時のシステムインジケーターについて、次の点に注意して下さい。

• 4.2以前のバージョンから4.2にリポジトリーアイテムをアップグレードする場合は、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ー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。

[Tasks] (タスク)

タスクを使った作業

Studio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。

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、まったく同じです。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。

データベース接続のカラムへのタスクの追加

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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。このサンプルではaccount_idとなります。
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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。

[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。
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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（285ページ）を参照してください。

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（287ページ）を参照して
ください。

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、分析のカラム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
分析の他のエレメントにタスクを追加することもできます。

始める前に

分析がTalend Studioの Profiling パースペクティブで作成されていること。

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)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。このサンプルではaccount_idとな

ります。
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。



 | データのプロファイリング | 284

4. データベース接続のカラムへのタスクの追加（281ページ）で説明されている手順に従い、
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（285ページ）を参
照してください。

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するか、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。

始める前に

• Talend Studioの Profiling 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。

手順

1. [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。

2. [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。

3. [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（285ページ）を参
照してください。

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。
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始める前に

Talend StudioのProfiling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。

手順

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. フィルターフィールドにtaskの最初の数文字を入力して、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。
Talend Studioの Profiling 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（287ページ）を参照して下さい。
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タスクリストのフィルター処理

Talend Studioの Profiling パースペクティブの[Tasks] (タスク)ビューでは、Talend Studioで作成し
た全てのタスクがリストされます。

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。

始める前に

Talend Studioの Profiling 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。

手順

1. タスクリストの表示（285ページ）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。
a) [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。

b) 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。

c) 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。

d) 最後に、リストするタスクタイプのチェックボックスを選択します。
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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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。

始める前に

Talend Studioの Profiling 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。

手順

1. タスクリストの表示（285ページ）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の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。
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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。オ
ペレーション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、確認の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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Studioでのメタデータ管理

データソースへの接続の作成
Talend Studioの Profiling パースペクティブでは、これらの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への接続を作成できます。

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。Talend Studioの Profiling 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。

Studioで分析できるデータベースには、HiveおよびAmazon Redshiftが含まれます。プロファイリ
ングが可能なデータベースについては、『Talendインストレーションおよびアップグレードガイド
』のサポートされるデータベースのセクションを参照して下さい。

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リポジトリー)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（301ページ）を参照して下さい。

接続の作成

始める前に

手順

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。

注 :

アイテムの名前には次の特殊文字は使用しないで下さい。

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

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。
サポートされているデータベースの詳細は、『Talend Installation Guide』を参照して下さい。

注 :  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メソッドを使用)、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（45ページ）を参照して下さい。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（59ページ）を参照して下さい。

5. [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。
サポートされているデータベースの詳細は、『Talendインストレーションおよびアップグレー
ドガイド 』を参照して下さい。
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メソッドを使用)、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
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ケーターの設定（45ページ）を参照して下さい。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（59ページ）を参照して下さい。

6. [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。

7. 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。
8. [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

続で全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。

9. 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。
外部モジュールの識別とインストールの詳細は、『Talendインストレーションおよびアップグ
レードガイド』 『』を参照するか、またはウィザードの「ドライバーリンクをインストール
する方法」を参照して下さい。
[Module] (モジュール)ビューの詳細は、モジュールビューの表示（24ページ）を参照して下さ
い。

10. [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)ツリービューに表
示されます。接続エディターが開き、Talend Studioで定義されたメタデータが示されます。
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接続が作成されると、Talend Studio内で特定のデータベーステーブルのデータのプレビューを
開くことができます。詳細は、SQLエディターでのデータのプレビュー（36ページ）を参照し
て下さい。

タスクの結果

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（302ページ）を参照して下さ
い。

カタログまたはスキーマから接続を作成する

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。

始める前に

Talend Studioの Profiling 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（292ページ）を参照して下さい。

このタスクについて

手順

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。
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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。

タスクの結果

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。

カスタムデータベースへの接続を作成する

Talend 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、Talend 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。

手順

1. 接続ウィザードでデータベースタイプに[ JDBC]を選択します。
2. 接続パラメーターを入力します。

次のタスク

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
インジケーターの編集（242ページ）およびユーザー定義インジケーターの編集（264ページ）を
参照して下さい。

注 :  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ー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 Talend Communityフォーラムにこの問題を提起するか質問をして下さ
い: https://community.talend.com/

https://community.talend.com/
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一部のデータベースについて必要な知識

MySQL

JDBCを使用してMySQLへの接続を作成する場合、データベース名をJDBC URLに含めることは必須
ではありません。[JDBC URL]フィールドで指定したデータベース接続URLにデータベース名が含ま
れているかどうかに関係なく、すべてのデータベースが取得されます。

たとえば、jdbc:mysql://192.168.33.41:3306/tbi?noDatetimeStringSync=true

(tbiはデータベース名)、またはjdbc:mysql://192.168.33.41:3306/?noDatetime
StringSync=trueを指定した場合、全ててのデータベースが取得されます。

代理ペアをサポートするには、MySQLサーバー設定ファイルの以下のプロパティを編集する必要
があります。

[client]
default-character-set=utf8mb4
[mysql]
default-character-set=utf8mb4
character-set-server=utf8mb4

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2012以降がサポートされています。

Windows認証モードでMicrosoft SQL Serverデータベースに接続する場合は、[Db Version] (Dbバー
ジョン)リストから[Microsoft]または[JTDS open source] (JTDSオープンソース)を選択します。

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、Talend StudioにTeradataのインジケーター定義を追加します。Te
radataでの正規表現の使い方の詳細は、  Talend Help Center (https://help.talend.com) (https://help.t
alend.com)のドキュメントを参照して下さい。

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。

• Talend 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するクエリテンプレートを定義す
る（202ページ）を参照してください。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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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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。

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/を参照して下さい。

http://hadoop.apache.org/
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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でのユーザー認証情報の使
用については、Talend Help Center (https://help.talend.com) (https://help.talend.com)のドキュメン
テーションを参照して下さい。

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。

1. [Hadoop Properties] (Hadoopプロパティ)の横のボタンをクリックし、開いたダイアログボック
スで[+]ボタンをクリックし、テーブルに2つの行を追加します。

2. パラメーター名にmapred.job.map.memory.mbおよびmapred.job.red

uce.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[Hadoop Properties] (Hadoopプロパティ)テーブルで設定する必要があります。

• パラメーターは

                     yarn.application.classpath
                  

• 値は次のとおりです。

                     /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/
                  

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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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

パターン(低)頻度

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

ユニーク値のインジケーター、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] (一致する行の表示)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（62ページ）を参照して下さい。

ユニーク値のインジケーター、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] (一致する行の表示)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（164ページ）を参照して下さい。

関数従属性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、カラム内の異常の検出(機能的な依存性の
分析)（126ページ）を参照してください。

Hiveに対応していない唯一の分析
は、[Time Correlation Analysis] (時
間コリレーション分析)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、時間コリレーション分
析（187ページ）を参照してくださ
い。

Oracle

代理ペアをサポートするには、データベースのNLS_CHARACTERSETパラメーターをUTF8また
はAL32UTF8に設定する必要があります。

デフォルトのNLS_CHARACTERSETパラメーターは次のとおりです。

• NLS_CHARACTERSET=WE8ISO8859P15
• NLS_NCHAR_CHARACTERSET=AL16UTF16

注 :

データベースパラメーターをチェックするには、次のSQLクエリを実行します。

SQL> SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS;

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)は、全ての
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 [Version] (バージョン) カタログ スキーマ

Oracle 不可 可

MySQL 可 不可
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データベース名 [Version] (バージョン) カタログ スキーマ

SQLServer 2000/2005/2008 可 可

DB2 不可 可

DB2 ZOS 不可 可

Sybase 可 可

Informix 可 可

PointBase 不可 可

PostgreSQL 可 可

AS/400 V5R4 可 可

Ingres 不可 可

Teradata 不可 可

Netezza 可 可

SQLite 不可 不可

ファイルへの接続

始める前に

区切り記号付きファイルのデータ分析を行う前に、このファイルへの接続を設定する必要があり
ます。

手順

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、ファイルに対する基本的なカラム分析の作成（76ページ）を参照して下さい。
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（292ページ）を参
照してください。

タスクの結果

データソースへの接続の管理
Talend 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。

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。

データベース接続を開く、または編集する

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

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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

2. 以下のいずれかを行います:

• 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。
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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ストラクチャーをリロードする場合
は、[reload] (リロード)オプションを選択します。

注 :  [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は、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全ての分析が表示されます。データベース
の新規ストラクチャーをリロードすると、接続を使用するすべての分析が使用できなくなり、
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警告が表示されます。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ストラクチャー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。
複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、新規接続のストラクチャーをリロードします。

データベース接続のフィルタリング

Studioで特定のデータベースの接続を設定すると、[DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービュー
に全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。

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB Connection]
(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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4. フィルターを解除するには、次の手順に従います。
a) [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。
b) [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 リポジトリー)ツリービューで、選択したデータベース接続の下に、全
てのデータベースが表示されます。

データベース接続の複製

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。

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

1. [DQ Repository] (DQ リポジトリー)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [DB
Connections] (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。
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タスクの結果

[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。

データベース接続またはそのエレメントにタスクを追加する

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。

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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。
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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。
作成されたタスクは、[Tasks] (タスク)リストに追加されます。

タスクの結果

作成されたタスクは、[Tasks] (タスク)リストに追加されます。

次のタスク

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（281ページ）を参照して下さい。

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（285ページ）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をフィルタリングする

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。

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。
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手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [Metadata] (メタ
データ)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。

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。

タスクの結果

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 リポジトリー) ツリー
ビューに表示されます。
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データベース接続の削除

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。

始める前に

Talend Studio内にデータベース接続が作成されます。詳細は、データベースへの接続（292ペー
ジ）を参照して下さい。

手順

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
ィターの接続名のとなりに警告メッセージが表示されます。
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3. データベース接続を[Recycle Bin] (ごみ箱)から削除するには、以下のようにします:

a) [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。

b) 削除の確認を求めるダイアログボックスが開いたら、[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、Talend Studioから削除されます。

Talend 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。

• 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。または、

• [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)ノードから依存性のある分析をすべて削除するには、[Force to delete all the
dependencies] (全ての依存性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。
4. [Recycle Bin] (ごみ箱)を空にするには、以下のようにします:

a) [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。

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。

b) [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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c) 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。

データベース接続の復元

削除されたデータベース接続をTalend Studioごみ箱から復元することができます。

手順

[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。

タスクの結果

これで、データベース接続が[Metadata] (メタデータ)に戻ります。

ファイル接続の管理

ファイル接続には、接続の編集または削除、接続へのタスクの追加、接続のインポートおよびエ
クスポートなど、いくつかの管理オプションがあります。

特定のファイルへの接続を編集でき、接続メタデータや接続情報を変更できます。

始める前に

Talend StudioのProfiling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（292ページ）を参照して下さい。

手順

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. ファイル接続をダブルクリックして開きます。
選択した接続の接続エディターが表示されます。
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3. 必要に応じて、接続メタデータを変更し、[Next] (次へ)をクリックします。
4. ウィザードの手順を実行し、必要に応じて、ファイル接続の設定を変更します。
5. [Finish] (終了)をクリックして変更を有効にします。

ファイル接続のその他の管理手順は、データベースの場合と同様です。

ファイル接続にタスクを追加する方法の詳細については、データベース接続またはそのエレメ
ントにタスクを追加する（310ページ）を参照してください。

ファイル接続を削除または復元する方法の詳細については、データベース接続の削
除（313ページ）を参照して下さい。

ファイル接続をインポートまたはエクスポートする方法の詳細については、データプロファイ
リングアイテムのインポート （274ページ）を参照して下さい。
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付録: SQLServerでの正規表現

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、次のデータベースは正規表現をネイティブにサポートしています: MySQL, PostgreSQL,
Oracle 10g, Ingresです。他方Microsoft SQL Serverはネイティブサポートしません。

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するクエリテンプレート
を定義する（202ページ）および特定のデータベースにユーザー定義関数を宣言する（202ペー
ジ）を参照して下さい。

SQL Serverで正規表現関数を作成する
前提条件: Visual Studio 2008が必要です。このドキュメンテーションの例を実行するのに使用した
バージョンです。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。

Visual Studioでプロジェクトを作成する

このタスクについて

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。これを設定するには、
以下のようにします:

手順

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。
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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。このサンプル
では、UDF function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。

注 :  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。
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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 パネルにリス
トされます。

SQL Serverに正規表現関数をデプロイする

このタスクについて

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。これを設定するには、以下のようにします:

手順

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。
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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ファンクションの名前を入力します。このサンプル
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。

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。
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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
サンプルでは、[Build] (ビルド) UDF functionです。

ウィンドウの下部ペインに、「ビルド」オペレーション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」オペレーション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。
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必要に応じて、次の手順に従います。

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（325ページ）を参照して下さい。

Studioのセットアップ

このタスクについて

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。これを設定するには、以下のようにします:

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリー)ツリービューで、[Libraries] (ライブラリー) > [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ー定義をコピーします。
7. 新しいフィールドの横の[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. インジケーター定義(テンプレート)を[Expression] (式)ボックスに貼り付け、選択したデータ
ベースにテンプレートを合わせるためにWHENの後のテキストを修正します。

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。

タスクの結果

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するクエリテンプレート
を定義する（202ページ）および特定のデータベースにユーザー定義関数を宣言する（202ペー
ジ）を参照して下さい。
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作成した関数をSQL Serverエディターでテストする
手順

1. 下記のコードをコピーし、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'
                     , '(122) 190-9090')
GO

2. 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 

3. 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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