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 Copyright

7.2.1に対応しており、以前のリリースの更新版となります。

公開日: 2019年6月20日

Copyright © 2019 Talend. All rights reserved.

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。

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。

エンドユーザーライセンス契約

このドキュメンテーションに記述されているソフトウェアは、 Talend の商用製品向けエンドユー
ザーソフトウェアおよびサブスクリプション契約(以下「本契約」)の下で提供されます。ソフト
ウェアを使用することで、本契約のすべての条項および規約を十分に理解し無条件に受け入れて
いるものとみなされます。

本契約はhttp://www.talend.com/legal-terms/us-eula?utm_medium=help&utm_source=help_contentか
ら今すぐご覧いただけます。
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顧客データのプロファイリング

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。

具体的には、アドレスカラムの異常を特定する方法、Talendジョブを使って重複および一致しな
いアドレスを取り出す方法、そして最後に定期的な進展レポートを生成し、データの進展を監視
し続け、その統計をビジネスユーザーに提供する方法を示します。

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のProfilingパースペクティブを使って、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、[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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顧客データのプロファイリング

[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、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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顧客データのプロファイリング

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。

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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顧客データのプロファイリング

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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顧客データのプロファイリング

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

このカラム分析では、標準のインジケーターを使用して、電子メールと電話番号カラムの行、空
白、重複カウントなどのシンプル統計を示します。

始める前に

• StudioでProfilingパースペクティブを開いていること。
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顧客データのプロファイリング

• カラム分析が作成済みで、データベースへの接続が定義済みであること。詳細は、それぞれカ
ラム分析の定義およびデータベース接続の作成を参照してください。

手順

1. 分析エディターの[Data Preview] (データプレビュー)セクションで[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. [Simple Statistics] (シンプル統計)を展開し、[Row Count] (行カウント)、[Blank Count] (空白カ
ウント)、[Duplicate Count] (重複カウント)を選択します。[OK]をクリックしてウィザードを閉
じます。

データの一貫性を調べるために、EmailカラムとPhoneカラムの行カウント、空白カウント、
重複カウントを確認します。

それによって、[Analyzed Columns] (分析対象カラム)セクション内のカラムにインジケーター
が付加されます。
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顧客データのプロファイリング

3. [Duplicate Count] (重複カウント)および[Blank Count] (空白カウント)インジケーターのとなり

の アイコンをクリックし、[Upper threshold] (上限しきい値)フィールドを0に設定します。

EmailカラムとPhoneカラムのしきい値を定義すると、分析結果の重複値と空白値のカウント
が赤で書き込まれるため、大変便利です。

パターンを設定する

このカラム分析では、事前定義されたパターンを使用して、電子メールおよび電話番号のカラ
ムの内容をそれぞれ、標準の電子メールおよび米国の電話番号パターンと照合します。これによ
り、電子メールと電話番号の内容、ストラクチャー、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。

始める前に

• StudioでProfilingパースペクティブを開いていること。
• カラム分析が作成済みで、データベースへの接続が定義済みであること。詳細は、それぞれカ

ラム分析の定義およびデータベース接続の作成を参照してください。

手順

1. 分析エディターの[Data Preview] (データプレビュー)セクションで、Emailカラムの横にあ

る アイコンをクリックし、[Pattern Selector] (パターン選択)ダイアログボックスを開きます
。

2. [Regex] (正規表現) > [internet] (インターネット)の順に展開し、[Email Address] (電子メール
アドレス)チェックボックスをオンにして、[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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顧客データのプロファイリング

パターンが[Analyzed Columns] (分析対象カラム)セクションのカラムに追加されます。
3. Phoneカラムの横にある アイコンをクリックし、[Pattern Selector] (パターン選択)ダイアロ

グボックスを開きます。
4. [Regex] (正規表現) > [phone] (電話)の順に展開し、[US phone numbers] (米国の電話番号)チェッ

クボックスをオンにして、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

パターンが[Analyzed Columns] (分析対象カラム)セクションのカラムに追加されます。
5. [Email Address] (電子メールアドレス)と[US phone numbers] (米国の電話番号)パターンのとな

りの アイコンをクリックし、[Lower threshold (%)] (下限しきい値(%))フィールドを98.0に
設定します。

パターンに一致するレコードの数が98%を下回ると、分析結果の値が赤色で示されます。

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。
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顧客データのプロファイリング

タスクの結果

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。
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顧客データのプロファイリング

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。

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。
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顧客データのプロファイリング

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。

分析結果の共有: レポート
Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。

電子メールと郵便番号のカラムをプロファイリングし、アドレスデータの構造と一貫性に関する
詳細な結果を得たら、他のビジネスユーザーとこの結果を共有する必要があります。

まず、Talend Studioで分析結果に関するレポートファイルを生成し、データクオリティデータ
マートにレポートを保存します。
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顧客データのプロファイリング

これによって、ビジネスユーザーはTalend DQポータルからレポートにアクセスできます。こ
れは、Studioで生成され、データクオリティデータマートに保存された分析結果を共有でき
るWebベースのプラットフォームです。

Talend Studioからレポートファイルを生成する

Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。

手順

1. [DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューで分析名を右クリックし、[New Report] (新規レ
ポート)を選択します。

レポートエディターが開き、選択した分析が[Analysis List] (分析リスト)に表示されます。

2. [Analysis list] (分析リスト)ビューおよび[Template type] (テンプレートタイプ)リストで、生成
するレポートのタイプとして[Evolution] (進展)を選択します。
この例では進展レポートを生成します。このレポートは、emailカラムとpostalカラムに使用さ
れるインジケーターの時間の経過に伴う進展に関する情報を提供します。このレポートを使用
して、現在と履歴の統計を比較し、アドレスデータのクオリティの向上または劣化を判断でき
ます。適切なタイミングでデータに介入して問題を解決したり、継続的にデータクオリティを
監視するためには、このような情報が極めて重要です。

3. レポートを生成する前に、[Refresh All] (全て更新)チェックボックスを選択して表示された分
析を更新します。

4. [Generated Report Settings] (生成レポートの設定)ビューの[File Type] (ファイルタイプ)リスト
から、PDFレポートファイルの生成を選択します。

5. [Database Connection Settings] (データベース接続設定)ビューで、レポート結果を保存する
データマートへの接続パラメーターを設定します。
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顧客データのプロファイリング

6. 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。
データベースが存在するかどうか、接続が正常に行われたかどうかを示すメッセージが表示さ
れます。

7. データベース構造が存在しない場合、メッセージの[OK]をクリックし、Talend Studioで自動作
成します。

8. [OK]をクリックして、確認のメッセージを閉じます。
9. レポートを保存し、エディターのツールバーにある をクリックしてレポートファイルを生成

します。

タスクの結果

レポートファイルが生成され、[DQ Repository] (DQリポジトリ)ツリービューの[Reports] (レポー
ト)ノードの下に表示されます。このレポートは、emailカラムとpostalカラムに使用される単純統
計用のインジケーターとパターンの時間の経過に伴う進展を示します。

次に示すのは、emailカラムの結果です。
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顧客データのプロファイリング

このグラフは現在電子メールアドレスの89.80%が有効なことを示しています。
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顧客データのプロファイリング

すべての進展レポートには、2つのグラフがあります: 1つは統計の変化を示し、もう1つはその変
化の割合を示します。

このレポートを繰り返し生成すると、データに変化がない場合、水平な線が示されます。データ
が修正されるとこの線は右上がりになり、データの正確さと一貫性が失われるとこの線は右下が
りになります。

レポートの詳細は、https://help.talend.comのユーザーガイドTalend Studioの[Reports] (レポート)の
章を参照して下さい。

Talend Studioでこのレポートを生成した後、ビジネスユーザーはこのレポートにTalend DQポータ
ルからアクセスできます。

Talend DQポータルから進展レポートを生成する

Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。
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顧客データのプロファイリング

手順

1. ユーザー名にtdq_user、パスワードにtdqを使って、Talend DQポータルにアクセスしま
す。

2. [User menu] (ユーザー名)をクリックして、[Reports] (レポート) > [Column Report] (カラムのレ
ポート) > [Column Report] (カラムのレポート)の順に選択します。

3. [Report] (レポート)エクスプローラーアイコンをクリックします。

ダイアログボックスが開き、Profilingパースペクティブに、カラム分析に対して生成されたす
べての進展レポートがリスト表示されます。このリストには、最初にレポートの名前、次にカ
ラム分析の名前が表示されます。

4. 生成する進展レポートのチェックボックスをオンにし、ダイアログボックスの右下にあ
る[Confirm] (確認)をクリックします。

5. [Parameters] (パラメーター)パネルの上部にある[Execute] (実行)をクリックします。

タスクの結果

ロードインジケーターが表示され、そのページにレポートが開きます。

Talend DQポータルにもTalend Studioで生成したプロファイリングの同じ結果が表示されます。
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データのクレンジング

データのクレンジング

顧客データをプロファイリングし、問題を特定したら、次にデータをクレンジングする必要があ
ります。まずTalend次の2つのジョブを生成します: 1つはemailカラムから重複を除去し、もう1つ
はemailパターンに一致しない値を除去するといったことができます。

これにより、解決すべき問題を見極めることができ、その問題を解決するために使用するツール
を決定することができます。

重複値の削除
単純統計インジケーターを使ってemailカラムとpostalカラムを分析したら、分析結果にカラム内
の重複レコード数が示されます。分析結果から既製ジョブを生成できます。このジョブにより、
選択したカラムから重複値が除去されます。

同じ手順を使って、電子メールまたは電話番号のカラムからも重複値を除去できます。

手順

1. Profilingパースペクティブで、エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)をクリッ
クします。

2. emailカラムの[Simple Statistics] (シンプル統計)結果に示されるグラフで、重複数バーを右ク
リックし、[Remove duplicates] (重複値の除去)をクリックします。

この例では、電子メールカラムに使用されているシンプル統計の結果を使用します。

Integrationパースペクティブが開き、生成されたジョブが示されます。

データベース入力コンポーネントとtUniqueRowコンポーネントは、接続と、分析中のカラム
に従って設定されています。

3. ジョブを保存し、[F6]を押して実行します。

タスクの結果

重複値は、指定した出力ファイルに書き込まれます。

21



データのクレンジング

次のタスク

同じ手順を使って、postalカラムからも重複値を除去できます。

破損、不完全、または不正確なデータを特定して削除するためのプロファイリングProfilingパー
スペクティブの使用方法の詳細については、Talend Studioのユーザーガイドhttps://
help.talend.comの[Data Cleansing] (データクレンジング)の章を参照して下さい。

一致しない値の除去
emailカラムで使用した電子メールパターンでは、一部のレコードが標準の電子メール形式に準拠
していないことが示されました。既製ジョブを生成して、カラムから一致しない行を取り出すこ
とができます。

手順

1. Profilingパースペクティブで、エディターの下部にある[Analysis Results] (分析結果)をクリッ
クします。

2. emailカラムのPattern Matching (パターンマッチング)結果に示されるグラフのバーまたは数値
結果を右クリックし、[Generate Job] (ジョブの生成)をクリックします。

Integrationパースペクティブが開き、生成されたジョブが示されます。

このジョブはExtract Transform Load (抽出、変換、ロード)プロセスを使用して、2つの個別の
出力ファイルに、パターンと一致する/一致しない有効/無効な電子メール行を書き込みます。

3. ジョブを保存し、[F6]を押して実行します。

タスクの結果

emailカラムの有効な行および無効な行が、定義した出力ファイルに書き込まれます。

出力ファイルを別のTalendコンポーネントに置き換えて、有効な電子メール行または無効な電子
メール行を取り出し、データベースに書き込むこともできます。

Profilingパースペクティブを使用して破損、不完全、または不正確なデータを特定して削除する方
法の詳細は、https://help.talend.comにあるTalend Studioユーザーガイドの[Data Cleansing] (データ
クレンジング)の章を参照して下さい。
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データの変化の監視

データの変化の監視

Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。

最初にプロファイリングしたアドレスデータのクオリティを追跡するには、Talend Studioを使っ
て、カラム分析で作成した進展レポートを起動するジョブを生成します。次に、このジョブ
をTalend Administration Centerにデプロイして、たとえばこのジョブを毎月起動するようにスケ
ジューリングできます。

こうすることで、Talend Studioで生成されるレポートはTalend Administration Centerからリモート
で起動できるようになり、ビジネスユーザーはTalend DQポータルから結果にアクセスすることが
可能になります。この結果情報は、データ内の修正が必要な個所を見極めるのに役立ちます。

データの変化を監視するための前提条件
手順

1. Talend Administration Center Webアプリケーションでデータクオリティプロジェク
ト(dq_projなど)を作成します。

Talend Administration Center Webアプリケーションでプロジェクトを作成する方法の詳細は、
『Talend Administration Centerユーザーガイド』(https://help.talend.com)を参照して下さい。

注 :  プロジェクトの作成または管理に必要な権限がない場合、Webアプリケーションの管理
者にお問い合わせ下さい。

2. Talend Studioから上記のプロジェクトを保存するリモートSVNリポジトリへの接続を確立しま
す。

リモートリポジトリに接続する方法の詳細は、入門ガイド (https://help.talend.com)を参照して
下さい。

3. この新規接続と新規データクオリティプロジェクトを使ってTalend Studioを起動します。

レポートを起動するジョブを生成する
このセクションでは、カラム分析で作成したレポートを起動する既製ジョブを生成する方法を説
明します。

手順

1. Talend Studioの Profiling パースペクティブで、[Report]ノードの下のprofile_customersレポー
トを右クリックし、[Generate Jobs] (ジョブの生成) > [Launch a report] (レポートの起動)の順に
選択します。

これにより、レポートを起動するジョブが生成され、Integrationパースペクティブでそのジョ
ブが開きます。
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データの変化の監視

[Report filenames] (レポートファイル名)フィールドはレポートの技術的なパスを示
し、[Output folder] (出力フォルダー)フィールドは、レポートファイルを保存する出力フォル
ダーのパスを示しています。

2. F6を押して、Talend Studioからジョブを実行してテストします。

タスクの結果

Talend Studioのコンソールに、レポートのID、名前、実行時間などを含む、レポート情報が表示
されます。
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データの変化の監視

実行タスクを作成してスケジューリングする

このセクションでは、Talend Studioで作成したレポート起動ジョブを実行するために、Talend
Administration Centerで実行タスクを作成する方法を説明します。さらに、1か月に一度タスクを
実行するトリガーを定義する方法についても説明します。

手順

1. Talend Administration Center Web アプリケーションに接続します。
2. Webアプリケーションの[Menu] (メニュー)ツリービューで、[Job Conductor] (ジョブコンダク

ター)を展開し、[Job Conductor] (ジョブコンダクター)をクリックして、実行タスクリストを表
示します。

3. [Job Conductor] (ジョブコンダクター)ページのツールバーで、[Add] (追加)をクリック
し、[Execution task] (実行タスク)設定パネルの内容を消去します。
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データの変化の監視

4. この設定パネルで、次のように、レポート起動ジョブの実行に必要なパラメーターを設定しま
す。
a) [Label] (ラベル)フィールドに、タスク名を入力します。
b) [Project] (プロジェクト)フィールドで、レポート起動ジョブを作成したデータクオリティ

プロジェクトを選択します。
c) [Branch] (ブランチ)フィールドで、このプロジェクトのブランチとして、trunkを選択しま

す。
d) [Name] (名前)リストで、使用するレポート起動ジョブを選択します。
e) [Version] (バージョン)リストで、起動するジョブのバージョンを選択し、[Context] (コンテ

キスト)フィールドで、実行するジョブのコンテキストを選択します。
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f) [Execution server] (実行サーバー)リストで、このタスクの実行に使用するサーバーを選択
します。

5. [Save] (保存)をクリックして、この実行タスクの設定を有効にします。

新規タスクが[Job Conductor] (ジョブコンダクター)ページのデータクオリティプロジェクトの
下に表示されます。

6. タスクのリストから、追加したばかりのタスクを選択し、[Triggers] (トリガー)をクリックしま
す。

7. [Add trigger] (トリガーの追加) > [Add CRON trigger] (CRONトリガーの追加)の順にクリックしま
す。

8. [CRON Trigger] (CRONトリガー)設定パネルで、トリガーの名前を入力し、[Open UI configurer]
(UI設定機能を開く)をクリックします。

9. タスクを実行する時間(時と分)および日付を選択し、[Apply modifications] (変更の適用)をク
リックします。

選択した日付がトリガー設定パネルに表示されます。
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このトリガーは、毎月1日の3:15pmに進展レポートが再生成されることを意味します。
10. [Save] (保存)をクリックします。

サーバーにタスクをデプロイする
Talend DQポータルはTalend 7.1以降、非推奨となっています。

手順

1. [Job Conductor] (ジョブコンダクター)ページで、タスクを選択し、ツールバーの[Generate] (生
成)をクリックします。

2. このタスクのステータスが、タスクリストで[Ready to send] (送信準備完了)になった
ら、タスクを再度選択し、ツールバーの[Deploy] (デプロイ)をクリックします。
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3. このタスクのステータスが、タスクリストで[Ready to run] (実行準備完了)になった
ら、タスクを再度選択し、ツールバーの[Run] (実行)をクリックします。

このタスクにより、Talend Administration Center Webアプリケーションからレポート起動ジョ
ブが毎月自動的に実行されます。進展レポートに表示されるカラム分析が実行され、その結果
がデータクオリティデータマートに保存されます。レポートファイルはtDqReportRunの基本設
定で定義した出力フォルダーに保存されます。

この進展レポートを繰り返し生成すると、アドレスカラムの最初のプロファイリングからのデ
ータの変化を追跡できます。レポートの線はデータが修正されると右上がりになり、データの
正確さと一貫性が失われると右下がりになります。

ビジネスユーザーは誰でもTalend DQポータルからこのレポートにアクセスし、アドレスデー
タの時間の経過に伴う進展を観察できます。

次に示すのは、Talend DQポータルからアクセスできる進展レポートの例です。

このレポートは、2012年10月から2013年6月までのemailカラムのデータの変化を示していま
す。2013年2月に電子メールのデータが向上し、その後にデータの劣化が見られ、2013年6月
までデータクオリティに全く変化がありません。
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