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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=dq_job_examples&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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顧客データのプロファイリング

プロジェクトの開始時点からプロジェクト計画全体を通して、適切なデータクオリティツールを
ビジネスプロセスに組み込むことは、データのクオリティをチェックし、どのデータにどのよう
な修正を加えればいいのか判断するのに極めて重要です。

たとえば、営業マーケティング部門で販売促進キャンペーンを実施する際、または請求と支払い
の件でお客様に連絡する必要が生じた際に、主な連絡手段が電子メールと郵送という場合があり
ます。キャンペーンを実施する場合など、対象となるすべてのお客様にもれなく到達するために
は、一貫性のある正しい住所や電子メールアドレスのデータが不可欠です。

このセクションでは、米国の顧客の電子メールアドレスと郵便用住所のプロファイリングの例を
示します。

データの異常を特定する
この例では、最初の手順として、MySQLデータベース上の顧客の連絡先情報をプロファイリング
します。プロファイリングの結果から、各カラムの値に関する統計が得られます。

アドレスカラムをプロファイリングする方法

Talend Studioを使って、emailとpostalを含む、少数の顧客カラムを分析します。

これらのカラムに対して、すぐに使えるインジケーターとパターンを使って、一致したアドレス
データおよび一致しないアドレスデータ、個別のパターンと行において最も頻度の高いレコード
の数、各カラムの重複数と空白数といった分析結果を表示することができます。

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[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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2. 検索フィールドにBasic column analysisと入力し、表示されるリストから[Basic Column
Analysis] (カラム分析)を選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

3. [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。

4. 該当する各フィールドで、カラム分析メタデータ(目的、説明、作成者名)を設定し、[Next] (次
へ)をクリックします。

アドレスカラムを選択し、サンプルデータを設定する

手順

1. [DB Connections] (DB接続)を展開し、分析するアドレスカラムを参照します。
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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。



 | 顧客データのプロファイリング | 8

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 Data] (データの選択)ボタンをそれぞれ使用して、
データソースと選択したカラムを変更できます。

4. [Limit] (制限)フィールドを50に設定します。これは、テーブルに表示し、データサンプルとし
て使用するデータレコード数です。

5. 選択済みカラムから、50のランダムレコードをリスト表示するように、[n random rows] (nラ
ンダム行)を選択します。

システムインジケーターの設定

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。
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2. インジケーター名の横のセル内をクリックし、分析対象カラム用のインジケーターパラメータ
ーを設定し、[OK]をクリックします。
データの一貫性を調べるために、すべてのカラムの行数、空白数、重複数を確認します。em
ailカラムとpostalカラムにPattern Frequency Table (パターン頻度テーブル)インジケーターを
使って、個別のパターンまたは値について最も頻度の高いレコードの数を計算します。

それによって、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビュー内のカラムにインジケーターが付
加されます。
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3. Blank Count (空白数)インジケーターの横にある オプションアイコンをクリックし、[Upper
threshold] (上限のスレッショルド)フィールドを0に設定します。

インジケーターのスレッショルドを定義すると、分析結果のnull値の数が赤色で示されるため
大変便利です。

パターンを設定する

ここでは、emailカラムの内容が標準の電子メール形式に一致するように、postalカラムが米国の
標準の郵便番号形式に一致するようにします。

これにより、電子メールと郵便番号の内容、構造、品質が定義され、標準形式に一致するデータ
と一致しないデータの割合がわかります。
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手順

1. [Analyzed Columns] (分析対象カラム)ビューで、emailの横にある アイコンをクリックしま
す。

2. [Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスで、[Regex] (正規表現)を展開
し、[internet] (インターネット)フォルダーで[Email Address] (電子メールアドレス)を選択
し、[OK]をクリックします。

3. Email Address (電子メール)インジケーターの横にある オプションアイコンをクリック
し、[Lower threshold (%)] (下限のスレッショルド(%))フィールドを98.0に設定します。
パターンに一致するレコードの数が98%を下回ると、分析結果の値が赤色で示されます。

4. 同じ手順を繰り返して、postalカラムに[address]フォルダーから[US Zipcode Validation] (米国
の郵便番号検証)パターンを追加します。

データ分析に利用するパターンのタイプとその利用方法については、Talend Studioユーザーガ
イド(https://help.talend.com)を参照して下さい。

https://help.talend.com


 | 顧客データのプロファイリング | 12

分析を実行してプロファイリング結果を表示する

手順

1. 分析エディターでカラムの分析を保存し、F6を押してカラム分析を実行します。
分析エディターの右にある[Graphics] (グラフ)パネルに、いくつかのグラフが表示され、パ
ターンマッチングの結果を含む、カラム分析の結果が示されます。

2. 分析エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)タブをクリックし、より詳細な結果
ビューにアクセスできます。
これらの結果には、分析されたカラムに関して生成されたグラフ、統計結果の詳細を含むテー
ブル、パターンパッチングの結果が示されます。

タスクの結果



 | 顧客データのプロファイリング | 13

パターンマッチングの結果は、電子メールのレコードの約10%が標準の電子メールパターンで
はないことを示しています。単純統計の結果は、電子メールのレコードの約8%が空白であり、
約5%が重複していることを示しています。パターン頻度の結果は、それぞれの個別のパターンに
ついて最も頻度の高いレコードの数を示しています。これは、データに一貫性がないことを示し
ており、キャンペーンを始める前に、電子メールデータの訂正とクレンジングが必要なことを示
しています。

postalカラムの結果は次の図のようになります。

postalカラムの結果セットは、米国の標準郵便番号形式に一致するレコードと一致しないレコード
の数を示しています。結果セットは、空白数と重複数、およびそれぞれの個別のパターンについ
て最も頻度が高いレコードの数も示しています。これらの結果は、データにあまり一貫性がない
ことを示しています。
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そのため一部の顧客とは電子メールでも郵便でも連絡が取れません。これらの結果は、データに
あまり一貫性がないため、訂正が必要なことを明確に示しています。

分析されたデータを表示する方法

SQLエンジンを使って、分析エディターの[Analysis Results] (分析結果)ビューからカラム分析を実
行したら、統計結果テーブル/グラフのいずれかの行またはバーを右クリックし、分析された実際
のデータのビューにアクセスできます。

この機能は、たとえば無効な行を確認して、そのようなデータをクレンジングするために必要な
措置を分析する場合に大変役立ちます。

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、分析結果の詳細
ビューを開きます。

2. emailカラムの統計結果でデータ行を右クリックし、たとえば[View rows] (行を表示)を選択し
ます。

タスクの結果

Data Explorerパースペクティブが開いて、emailカラム内の無効な行がリスト表示されます。
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