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はじめに

このリファレンス・ガイドでは、Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Governance 
Studio の基本的な機能を説明します。

提示された拡張機能をすべて理解するには、このリファレンス・ガイドとともに、vi ページの
「関連ドキュメント」に示す Oracle Enterprise Data Quality for Product Data の各ドキュメント
を使用する必要があります。

このマニュアルを使用する前に、次の Oracle Enterprise Data Quality for Product Data ドキュ
メントをお読みください。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Knowledge Studio リファレンス・ガイド

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Application Studio リファレンス・ガイド
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ドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サ
イト http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してく
ださい。

Oracle サポートへのアクセス

Oracle のお客様は、My Oracle Support にアクセスして電子サポートを受けることができます。 
詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたは
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs（聴覚障害者向け）を
参照してください。

関連ドキュメント
詳細は、ドキュメント・セットに含まれる次のドキュメントを参照してください。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle DataLens Server インストレーショ
ン・ガイドには、Oracle DataLens Server のインストール手順の詳細が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle DataLens Server 管理者ガイドには、
Oracle DataLens Server のインストールと管理に関する情報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data COM インタフェース・ガイドには、
Oracle DataLens Server の COM API のインストールと使用に関する情報が記載されていま
す。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Java インタフェース・ガイドには、Oracle 
DataLens Server の Java API のインストールと使用に関する情報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Application Studio リファレンス・ガイド
には、Data Service Applications（DSA）の作成と保守に関する情報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data AutoBuild リファレンス・ガイドには、既
存の製品情報およびデータ・レンズ・ナレッジに基づいた初期データ・レンズの作成に関
する情報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Knowledge Studio リファレンス・ガイド
には、データ・レンズの作成と保守に関する情報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data 用語集には、Enterprise DQ for Product テ
クノロジで一般的に使用する用語の定義が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Services for Excel リファレンス・ガイドに
は、Microsoft Excel スプレッドシートに含まれるデータに基づいた DSA の作成に関する情
報が記載されています。

■ Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Task Manager リファレンス・ガイドには、
Task Manager または Governance Studio アプリケーションで作成されたタスクの管理に関
する情報が記載されています。

このドキュメントおよびすべての関連ドキュメントの 新版は、次に示す Oracle Enterprise 
Data Quality for Product Data ドキュメントの Web サイトから入手できます。

http://download.oracle.com/docs/cd/E20593_01/index.htm



vii

表記規則
このマニュアルでは、次の表記規則を使用します。

規則 意味

太字 太字は、操作に関連する Graphical User Interface 要素、または本文中で定

義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体 イタリックは、マニュアルのタイトル、強調、またはユーザーが特定の値
を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント 固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面

に表示されるテキスト、入力するテキスト、ファイル、ディレクトリまた
はパス名を示します。

固定幅フォント 太字の固定幅フォントは、入力するコマンドまたはテキストを示します。
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概要 1-1 

1
概要

Oracle DataLens Server は、様々なソースおよびシステムの製品データを標準化、照合、補完お
よび修正する業界 先端のDataLens™ テクノロジを基に構築されています。 DataLens の中核テ
クノロジには、製品データ特有の極端な多様性を処理するために、一から設計された特許取得
済セマンティック・テクノロジが使用されています。

Oracle Enterprise Data Quality for Product Data（以前の Oracle Product Data Quality）には、
DataLens の中核テクノロジ・モジュールである Governance Studio、Knowledge Studio および
Application Studio が使用されます。 次の図は、これらのモジュールのプロセス・フローを示し
ています。

Enterprise DQ for Product（EDQP）Governance Studio は、レポート化およびグラフ化のアプ
リケーションで、Application Studio の Data Service Applications（DSA）のジョブ実行結果の
分析を合理化します。 Governance Studio プロジェクトを作成すると、データ品質のレポート作
成、変換済データの分析、同僚へのレコードの電子メール送付、およびファイルへの結果の出
力などを行うことができます。 Governance Studio の AutoSuggest 機能を使用すると、ボタン
をクリックするだけで、欠落している属性を識別できます。
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Governance Studio へようこそ
Governance Studio は、データ解析のニーズに合った分析ツールを設計するための柔軟なフ
レームワークを提供します。 このツール（プロジェクト）は、入力データの処理用に設計した
DSA に全面的に依存し、 低 1 つのテキスト出力があります。

このガイドでは、Governance Studio が提供する特性および機能について説明し、ユーザーが
プロジェクトを構築するための使用例を示します。 これらの例は、Governance Studio の機能を
示すための一連の使用事例に基づいています。 Governance Studio のジョブは基礎となる DSA
を反映するため、個別のプロジェクトの様々なニーズにあわせて多様なジョブを作成すること
が可能です。 

利便性
Governance Studio は、ジョブの起動、プロセス管理、結果のレポート、および Application 
Studio のジョブからの出力分析、さらにすべての作成済出力データの分析を実行するための簡
便で使いやすいインタフェースを用意しています。 ジョブを同期的または非同期的にスケ
ジュール設定して実行したり、レポートを生成したり、傾向分析を実行したり、欠落している
属性を容易に識別して差異を同僚にレポートできます。

柔軟性
Governance Studio の柔軟でユーザーフレンドリなインタフェースを使用して、次のことを実
行できます。

■ DSA の実行

■ DSA 結果の出力

■ DSA 結果の操作

■ AutoSuggest を使用した属性の自動推奨

■ 出力データの保存

利点
次の各項で、Governance Studio の利点を説明します。

ビジネス・コミュニケーションの改善
データ・レンズ・レポートは、事業目標を達成する手助けとなります。 データ・レンズを使用
して次のことができます。

■ 価値と利益（投資利益率）を迅速に、効果的に示すことができます。

■ 結果を視覚化し、容易に点を繋いで全体像を見せることができます。

レポートの価値の増加
Governance Studio を使用すると、データの質を反映する高品質なグラフィック・イメージを
使用して、非常に効果的なレポートをリアル・タイムで提示できます。また、効果的なダウン
ストリーム処理またはデータに関する通信を実現するために、ユーザーが自らパラメータの
セットを定義できます。

Governance Studio は、DSA テンプレートの出力結果を視覚的に表現し、ビジネス・プロセス
と 1 対 1 で対応するよう DSA テンプレートを作成して利用できます。次のようなことができま
す。

■ 汎用製品データ評価

■ 属性の抽出

■ 既存およびレガシー・データ・ソース間でのデータ・レコードの照合

■ 検索基準に基づいた代替案の提示
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効率性およびスケーラビリティの最大化
Governance Studio では、Java Web Start を活用することにより、次のことが可能になります。

■ Web ページのリンクからの Governance Studio アプリケーションの起動

■ 現行バージョンへのソフトウェアの自動更新

■ Windows または Linux オペレーティング・システム（OS）とのシームレスな統合

■ DSA データベース・インタフェースの利用

ソフトウェアの起動
Enterprise DQ for Product を起動するには、次のようにして、デスクトップのショートカット
を使用するか、または Windows の「スタート」メニューを使用します。

■ デスクトップのショートカットをダブルクリックします。

■ 「スタート」、「プログラム」、「Oracle Enterprise Data Quality for Product Data」をクリッ
クし、「Oracle Enterprise Data Quality for Product Data」を選択します。

「Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Login」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。

ユーザー名およびパスワードを入力します。 「Remember Password」チェック・ボックスを選
択すると、ログインするたびにパスワードを入力せずにすみます。 

注意 : Enterprise DQ for Product がインストールされていない場合は、72
ページの「クライアントのインストール」の手順に従ってインストールしま
す。
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Oracle DataLens Server を変更するか、HTTP Secure（HTTPS）を使用する場合は、「Change 
Server」をクリックします。 HTTPS オプションは、アプリケーション・サーバーとして
WebLogic を使用する Oracle DataLens Server で実行する場合のみ動作保証されています。

Oracle DataLens Server を変更するには、Oracle DataLens Administration Server のホスト名ま
たは IP アドレスとそのポート番号を入力します。

HTTPS を使用して Oracle DataLens Server に接続するには、「Use HTTPS」チェック・ボック
スを選択します。

すべての情報が正しければ、「OK」をクリックします。

Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Launch Pad が表示されます。

注意 : Oracle DataLens Server が WebLogic アプリケーション・サーバーを
使用している場合、このポート番号は、WebLogic ドメイン・サーバーのポー
ト番号と一致している必要があります。

注意 : Oracle DataLens Server（および EDQP トポロジ内の他のすべての
サーバー）が HTTPS を使用するよう構成されている必要があります。 HTTPS
の構成および使用方法の詳細は、Oracle Enterprise Data Quality for Product 
Data Oracle DataLens Server 管理者ガイドを参照してください。
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Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Launch Pad を使用すると、ボタンをクリッ
クすることによって、いずれかの Oracle DataLens Server アプリケーションをすばやく起動で
きます。 「Close All」ボタンを使用すると、オープンしているすべての Enterprise DQ for 
Product アプリケーションをクローズすることができます。

アプリケーションを起動するには、「Oracle DataLens Governance Studio」ボタンをクリック
します。

クライアント・ワークスペースの理解
Governance Studio の Graphical User Interface（GUI）では、データ・レンズの作成および管理
に使用するクライアント・ワークスペースが提供されます。

この項では、クライアント・ワークスペースの次の分野について説明します。

■ 1-6 ページの「フレーム機能」

■ 1-7 ページの「メニュー・コマンドおよびツールバー」

■ 1-12 ページの「タブ」

■ 1-17 ページの「タスク・ペイン」



クライアント・ワークスペースの理解

1-6 Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Governance Studio リファレンス・ガイド

フレーム機能
Governance Studio のクライアント・ワークスペース・フレームには、次のような有用な情報
および対話機能が含まれています。

タイトル・バー

現在のアプリケーションおよびオープンしているプロジェクトを示します。

ステータス・フィールド

プロジェクトのステータスを 1 行ずつ示します。 このフィールドのサイズは変更できませんが、
右側にあるスクロール矢印を使用すると、使用可能なステータス情報をすべて表示できます。 
ステータス・データは選択したタブに基づいて変わることはなく、すべてのデータを編集した
ものです。

ロードされている DSA
プロジェクト・データの変換に使用されている、現在ロード中の DSA を示します。

選択インジケータ

現在選択中の行数と、選択可能な行の合計数を示します。

アプリケーション・スイッチ

前回使用した Enterprise DQ for Product アプリケーションに戻ります。

Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Launch Pad
このボタンを使用すると、Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Launch Pad が開き、
他のアプリケーションを選択できます。

時間と日付

このフィールドにカーソルを合せると時間が表示されます。

メモリー・キャッシュ

現在使用されているメモリー・キャッシュの量、および使用可能な合計量を示します。 この対
話フィールドのゴミ箱アイコンをクリックすると、メモリー・キャッシュをダンプできます。

注意 : この機能はシステム診断用にのみ使用し、Oracle サポートから要求
されないかぎり使用しないでください。
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メニュー・コマンドおよびツールバー
Governance Studio のメニューおよびツールバーを使用すると、 も頻繁に使用する
Governance Studio の機能に簡単にアクセスできます。 ツールバー・ボタンのセットは、UI 操
作時は同じままですが、インタフェースの現在の状態および設定したオプションによって使用
可能または使用不可になります。 グレー・スケールで表示されるボタンは使用不可です。 色付き
で表示されているボタンは使用可能です。 ツールバー・ボタンはすべて標準のプッシュ・ボタ
ンで、マウスを 1 回クリックするとアクティブ化されます。

次に、ツールバーのボタンを左から右に簡単に説明します。

Governance Studio の GUI メニューから、ほとんどの機能にアクセスできます。 ツールバーの
すべてのボタンには対応するメニュー・コマンドがあり、各メニューでは、コマンドの横に表
示されるボタン・アイコンとして示されます。 メニュー・コマンドのセットは、GUI 操作時は
同じままです。

メニュー・コマンドは、データ・レンズの現在の状態に基づいて使用可能または使用不可にな
り、グレー表示されたコマンドは使用できません。 一部のメニュー・コマンドはより複雑な機
能を実行し、省略記号（...）で示されます。 これらのコマンドでは、要求された機能の完了に必
要な情報を収集するダイアログ・ボックスが開きます。 機能を切り替えるメニュー・コマンド
の前には、チェック・マーク（・ j が付きます。

次の項では、各 Governance Studio メニュー・コマンドと対応するボタンについて簡単に説明
します。

「File」メニュー

ヒント : マウス・ポインタをメニュー項目、ボタン、タブ、アイコンまたは
同様のコンテンツにあわせると、ツールヒントが表示されます。

New Project

エンタープライズ・データに関するレポートを作成するための新規
Governance Studio プロジェクトを作成します。 これらのプロジェク

ト・ファイルは、次のいずれかのディレクトリに格納されます。

C:¥Documents and 
Settings¥Username¥Applications¥DataLens¥data¥projec
t

または

C:¥Users¥Username¥AppData¥DataLens¥export

New Project From...

既存のプロジェクト・ファイルを基礎として使用して新規プロジェ
クトを作成し、オープンしているプロジェクトがあればクローズし
ます。

Open Project

既存のプロジェクト・ファイルを開き、オープンしているプロジェ
クト・ファイルがあればクローズします。
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Open Project From...

既存のプロジェクト・ファイルを開き、同じベース・プロジェクト名に一意の接尾辞（V2 など）を

追加して名前を変更できます。

Open Project - No Results

既存のプロジェクト・ファイルを開きますが、データ処理の結果を「Output」タブに表示しませ

ん。 この機能を使用すると、 大メモリー割当てを超過したために以前オープンできなかったプロ

ジェクトをオープンできます。 詳細は、2-11 ページの「結果を表示しないプロジェクトのオープン」

を参照してください。

Recent Projects

近オープンしたプロジェクトのリストが表示されるので、プロジェクトをすばやく選択してオー
プンできます。

Open Input File

現在のプロジェクトのデータ・ファイルを選択できます。 詳細は、2-8 ページの「入力データの取

得」を参照してください。

Close Project

オープンしているプロジェクト・ファイルをクローズします。

Save Current Project

すべてのプロジェクトの変更をディスクに保存します。

Save Rows

保存するのはチェック済の行のみで、選択した行を保存するわけではありません。 チェック済の行

は、プロジェクトが常駐するデータレンズ・ディレクトリに Microsoft Excel スプレッドシートとし

て自動的に保存されます。 ファイル名は、タブの名前に基づき、プロジェクトが常駐するデータレ

ンズ・ディレクトリに保存されます。 表示されるダイアログでファイル名または保存場所を変更で

きます。 すべてのファイルは、.xls拡張子を付加して保存されます。

Clear Results & Refresh

変更済の DSA をソース・データにリフレッシュまたは再マッピングして、DSA のすべての変更を

確実に現在のプロジェクトに反映させます。

プロジェクトをオープンしてリフレッシュしなかった場合、一貫性を確保するためにリフレッシュ
するよう、Governance Studio によってプロンプトが表示されます。

Delete Project

オープンしているプロジェクトを削除します。 このプロジェクトは編集できなくなります。プロ

ジェクトを編集できなくても、「New Project From...」オプションを使用して新規プロジェクトを作

成するためのモデルに使用できます。

Export Project

プロジェクトをエクスポートします。 詳細は、3-8 ページの「プロジェクトのエクスポートおよびイ

ンポート」を参照してください。

Import Project

プロジェクトをインポートします。 詳細は、3-8 ページの「プロジェクトのエクスポートおよびイン

ポート」を参照してください。

Exit

Governance Studio アプリケーションを終了します。変更がある場合は保存するよう、プロンプトが

表示されます。
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「Edit」メニュー

「View」メニュー

Find

検索文字列を正規表現を使用して指定して、検索を実行できます。

Find Next

「Find」操作で定義した前回の検索を繰り返します。

Replace

検索文字列および置換文字列を指定し、「Source」タブからテキストを置換します。

Check All Rows

アクティブなタブの表のすべての行を選択します。 選択されたタブにチェック・マーク列がある表

が含まれている場合のみ、アクティブです。

View Job Status

すべてのジョブのステータスを表示できます。 

View My Tasks

実行をスケジュールしたタスクまたは実行したタスクを表示できま
す。 詳細は、5-12 ページの「View My Tasks」を参照してください。

Filter

テキストまたはテキスト・パターンに基づいて、表示されている
データをフィルタリングできます。 フィルタ操作は、現在選択中の

タブのみに適用できます。 「Filter」ダイアログに入力されたテキス

トに一致する行のみが表に表示されます。

Un-Filter

選択中のタブに適用されたフィルタを削除し、すべてのデータを表
示します。

View Statistics

選択内容に関する統計情報を表示します。 詳細は、5-6 ページの「照合結果タブ」を参照してくださ

い。

View Information

プロジェクト名、Transform Server、DSA 名、およびデータ・ファイルの場所を含む情報メッセー

ジが表示されます。

Previous / Next

矢印ボタンを使用して、行アイテムの代替定義を表示できます。 選択されているタブにより、動作

が異なります。

Quick Lookup

N グラムの照合結果をすばやく探し、表示できます。 関連付けられた DSA に N グラム照合が含ま

れていない場合、このオプションは非アクティブです。 詳細は、3-5 ページの「クイック参照の適

用」を参照してください。

Show Trend

出力データのグラフィカルな傾向分析を表示します。 詳細は、5-11 ページの「Trend Analysis」を参

照してください。
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「Run」メニュー

Transform Data

出力データをリアルタイムで処理します。 詳細は、3-2 ページの

「Governance Studio プロジェクトの実行」を参照してください。

Transform Data with Overrides

DSA での構成設定を上書きする設定を実行時に指定して、出力

データを処理できます。 「Ngram Match」または「Attribute 
Match 2」（「Semantic Key 2 に関連付けられている）処理のしき

い値およびあいまい一致設定を上書きできます。 関連付けられた

DSA にこれらの照合プロセスが含まれていない場合、このオプ

ションは非アクティブです。

Submit Job

出力データをバックグラウンドで処理します。 詳細は、3-2 ペー

ジの「Governance Studio プロジェクトの実行」を参照してくだ

さい。

Create Task from Checked Rows

選択内容を使用して新規ジョブを作成します。 詳細は、5-11 ページの「Create Task from Checked 
Rows」を参照してください。

Email Checked Rows

選択されている行を電子メールで送信します。 詳細は、3-8 ページの「選択した行の電子メール送

信」を参照してください。

Apply Checked Rows

選択した行の出力データを処理します。 詳細は、3-3 ページの「一般的な処理」を参照してくださ

い。

Re-Run Checked Rows

選択した行の出力データを再度処理します。 詳細は、3-3 ページの「一般的な処理」を参照してくだ

さい。

Complete Project

プロジェクトをクローズ・アウトします。 詳細は、3-4 ページの「プロジェクトの完了」を参照して

ください。

AutoSuggest

Governance Studio からデータ処理の推奨を取得します。 詳細は、5-4 ページの「AutoSuggest 機能」

を参照してください。

Apply Augmentations

ロードされている DSA にナレッジを追加するか拡張させます。 詳細は、5-5 ページの「拡張の適用

機能」を参照してください。
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「Tools」メニュー

「Help」メニュー

Open Oracle DataLens Task Manager...

EDQP Task Manager を起動します。 Oracle Enterprise Data 
Quality for Product Data Task Manager リファレンス・ガイド

を参照してください。

Open Oracle DataLens Application Studio...

EDQP Application Studio を起動します。 Oracle Enterprise 
Data Quality for Product Data Application Studio リファレン

ス・ガイドを参照してください。

Open Oracle DataLens Knowledge Studio...

EDQP Knowledge Studio を起動します。 Oracle Enterprise 
Data Quality for Product Data Knowledge Studio リファレン

ス・ガイドを参照してください。

Open Oracle Enterprise Data Quality for Product Data...

Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Launch Pad を起動します。

Set Transform Server

データの変換に使用する Oracle DataLens Server を識別します。 詳細は、2-5 ページの「Transform 
Server の設定」を参照してください。

Project Options

オープンしているプロジェクトのオプションを設定できます。 詳細は、2-11 ページの「構成オプ

ション」を参照してください。

Options

Governance Studio でグローバルに使用するオプションを設定できます。 詳細は、2-11 ページの

「構成オプション」を参照してください。

Change Password

EDQP のパスワードを変更できます。

Product Guide

選択用の Enterprise DQ for Product ドキュメント・リスト

をブラウザで開きます。

Help About

バージョン番号などの製品に関する情報や、サード・パー
ティ製品のライセンスを表示するリンクを表示します。

Application Help

Governance Studio のオンライン・ヘルプをブラウザで開きます。

Colors

Governance Studio で使用されているデータ表の色を説明します。
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キーボード・ショートカット
次の表に、Governance Studio の使用を容易にするキーボード・ショートカットを示します。

タブ
タブは、関連する情報を読みやすく、アクセスしやすい領域にグループ化します。タブにはグ
ラフ、ペインおよびテキスト入力ボックスなどが表示されます。 タブはツールバーのすぐ下の
クライアント・ワークスペースに表示され、任意の順序でアクティブ化できます。 いつでもす
べてのタブが有効なわけではありません。 たとえば、新規 Governance Studio プロジェクトを
作成すると、出力がまだ生成されていないため、出力タブはアクティブではありません。

標準タブ
標準データ・タブは、プロジェクトの品質および生産性メトリック全体を表示します。 グラ
フィカルな出力タブは様々な構成が可能で、バーをダブルクリックすると、その基礎となる出
力に移動できます。 これらのタブを使用して、様々な領域の業務目標を達成できます。

■ ソースごとのデータ品質管理

■ データ・ソースの品質の決定

■ ソースのクローズドループ管理の許可

■ プロセスの有効性の監視

■ プロセスの起動頻度および成功頻度の判断

■ プロセスの改善機会の識別

■ ユーザーによる作業キューの可視性および生産性メトリックの評価

「Source」タブ  「Source」タブは、Governance Studio プロジェクトが、入力ファイルのロード
または手動入力を基礎としている場合に作成されます。 プロジェクトが外部ファイルを指定し
ている場合、基礎となる DSA がデータベース入力に基づいている場合、またはプロジェクトが
スケジュール設定済のジョブに接続している場合は、「Source」タブは表示されません。

機能 ショートカット・キー

新規プロジェクト [Ctrl]+[N]

プロジェクトのオープン [Ctrl]+[O]

プロジェクトの保存 [Ctrl]+[S]

元に戻す [Ctrl]+[Z]

検索 [Ctrl]+[F]

次を検索 [F3]

置換 [Ctrl]+[H]

すべての行を選択 [Ctrl]+[A]

データの変換 [Ctrl]+[R]

選択されている行からタスクを作成 [Ctrl]+[T]

行を電子メールで送信 [Ctrl]+[E]

選択された行に適用 [Ctrl]+[Y]
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「Graph Summary」タブ  「Graph Summary」タブには、グラフィック出力対象として DSA で構
成されている「Transformed Data」タブの要約が表示されます。 表示するグラフが 2 つ以上あ
る場合、このタブが作成されます。

「Data Summary」タブ  「Data Summary」タブには、それぞれの「Transformed Data」タブに関
連付けられている変換済の行数のグラフが表示されます。
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出力タブ
出力タブから、品目レベルの検証、承認、編集およびルーティングを実行できます。 出力は、
上部ペインに単一の表として表示されます。

Governance Studio の出力タブには数種類あります。 それぞれのタイプには、作成を管理する異
なるルールや、各タブに表示される出力で実行可能なアクションを指定する様々なプロパティ
があります。 Governance Studio の出力タブは、Data Service Application の出力ステップに対
応します。

出力タブには、次のものを含むすべての例外プロセスについて、タスク固有のユーザー・イン
タフェース（UI）があります。

■ 解析結果のレビューおよび承認

■ 一致候補のレビューおよび承認

■ 低品質項目の異なるワークフローやプロセスへの再割当て

■ 低品質項目の編集や更新の指示

■ プロセスの整合性および効率性を保持しながら手動介入を許可

次に照合選択プロセスの例を示します。行を選択すると、照合結果について、下部ペインに親
子関係ビューが表示されます。 このような分割画面のタスク・ペインにより、使いやすい対話
型コンソールで、重複、一致および機能的等価のレビュー、承認または拒否に関連するタスク
を実行できます。
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出力タブの作成  新規プロジェクトの場合、 初は出力タブは Governance Studio プロジェクト
に表示されません。 「Source」タブのデータを「Transform」ボタンを使用して変換すると、出
力タブが表示されます。 データの変換中またはデータベース問合せからのソース・データの取
得中は、タブ中央の「Job-In-Progress」アイコンによって実行が進行中であることが示されま
す。

既存のジョブの場合、ジョブを実行するたびに出力タブが再作成されます。

出力タブがすでに存在する場合、Governance Studio によって新規データの列ヘッダーがすべ
ての既存出力タブのデータの列ヘッダーと比較されます。 データの一致が検出された場合（列
が同一である場合）、既存の出力タブが使用されます。 そうでない場合は、Governance Studio
によって不一致のエラー・メッセージが表示されますが、関連する出力タブが自動的に作成さ
れます。

タブのスクロール矢印およびタブ・リストの表示ボタン
プロジェクト・データを変換した後、DSA の出力ステップで Governance Studio の出力を指定
しているかどうかにより、1 つ以上の出力タブが表示されます。 Governance Studio コンソール
の出力タブが 1 ページに収まらない場合は、右にある左向きおよび右向きの「Scroll Arrows」
をクリックして、左右にスクロールできます。 また、次の図にあるような「Show Tab List」ボ
タンをクリックして出力タブのリストを表示し、個別に選択できます。
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データのフィルタリング
Governance Studio の表が含まれているタブでは、特定の情報を表示するためにフィルタリン
グし、表に表示する行数を削減できます。 表をフィルタリングするには、ツールバーの

「Filter」ボタンをクリックするか、「View」メニューから「Filter」を選択します。

選択されているタブが AutoSuggest タブの場合、「Attributes with Suggestions」チェック・
ボックスがアクティブになり（5-4 ページの「AutoSuggest 機能」を参照）、推奨されたデータ
を使用して検索できます。 

フィルタリングするデータに大 / 小文字の区別がある場合、適切にフィルタリングされるよう
「Case Sensitive」チェック・ボックスを選択します。

データのフィルタリングに使用する正規表現またはテキスト文字列を入力します。

それぞれのデータの列をフィルタリングするには、「Filter by Column」チェック・ボックスを
選択します。
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選択中のタブのそれぞれの列が表示されます。 1 つ以上の列について正規表現を入力するか、
「All Values」列をクリックして、自動移入されたリストからフィルタ値を選択します。 
「Regular Expression」および「All Values」列は相互に排他的なので、一方の列に入力または
選択すると、もう一方の列がリセットされます。 「All Values」列にリスト表示される値は、現
在表に表示されている値から導出されるため、繰り返しフィルタリングを実行すると選択内容
が徐々に狭まります。 これにより、表示内容に基づいてフィルタリングの精度を上げられます。 
フィルタリングしようとしている値が表示されない場合は、データのフィルタリングを解除し、
再度フィルタリングを実行します。

「Clear All Filters」をクリックすると、すばやくすべてのフィルタ・エントリをクリアできま
す。 個別のフィルタ・エントリを削除するには、エントリを選択して [Delete] キーを押します。

フィルタがアクティブなときは「Filter」ボタンが緑色になるため、表示されていないすべての
データを簡単に識別できます。 ツールバーの「Un-Filter」ボタンを使用するか、「View」メ
ニューから「Un-Filter」を選択してフィルタを削除すると、すべてのデータが表示されます。

タスク・ペイン
Governance Studio には 2 つの対話型タスク・ペインがあります。「Governance Console」で
は、データが Microsoft Excel スプレッドシートと同様の表形式で表示され、「Governance 
Dashboard」には出力データをグラフ表示したものが表示されます。

左側にあるペインの間の小さい上矢印と下矢印を使用すると、ペインのサイズを変更できます。 
さらに、矢印をクリックするとそのペインが非アクティブになり、いずれかのペインを完全に
展開してより詳細なデータを表示できます。 非アクティブのペインを再表示するには、逆向き
の矢印をクリックするとペインが再表示されます。

様々なコンテキスト依存（ショートカット）メニューがあり、これらは、ペイン内のデータを
右クリックすると Governance Studio に表示されます。 これらのメニューの内容についてはこ
のリファレンス全体で説明します。
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2
構成および管理

この章では、Governance Studio を構成および管理する方法を説明します。
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Governance Studio の DSA の構成
Governance Studio を使用するには、正しく構成された DSA を使用する必要があります。 構成
時には、適切な出力タイプを選択する必要があります。 この項では、各出力タイプについての
Governance Studio オプションの機能を説明しています。

さらに、この項では、Governance Studio プロジェクトの DSA テンプレートを作成するために
必要な情報の概要も示しています。 DSA の設計の詳細は、Oracle Enterprise Data Quality for 
Product Data Application Studio リファレンス・ガイドを参照するか、Enterprise DQ for 
Product 管理者に連絡してください。

DSA の出力ステップへのアクセス
Application Studio で DSA をオープンし、任意のテキスト出力ノードをダブルクリックしま
す。

Governance Studio の出力構成オプションを表示するには、「Oracle DataLens Governance 
Studio」タブをクリックします。

Governance Studio の出力タイプ・オプション
前の図で示されているように、Application Studio の「Output Step」ダイアログを使用して、
次のいずれかの出力タイプを選択し、データが Governance Studio で表示される状態を指定で
きます。

Not shown (will not appear in application)
結果は Governance Studio コンソールの出力タブに表示されません。 データベース出力ステッ
プのように、Governance Studio 要件に準拠しない結果にこの出力タイプを使用します。

Review, Approve and Route
指定した出力条件に完全に一致するデータ・レコードが結果として表示されます。 ユーザーが
処理を続行する必要のある DSA プロセスの結果を表示する場合、この出力タイプを使用しま
す。

Review, Approve and Route with AutoSuggest
指定した出力条件に完全に一致するデータ・レコードが結果として表示されます。 レコードが
品質のしきい値より低く、補完が必要な DSA プロセスの結果を表示する場合、この出力タイプ
を使用します。 この場合、ユーザーは AutoSuggest 機能を起動し、属性値が欠落しているレ
コードを補完する推奨のセットを表示できます。

注意 : Governance Studio プロジェクトでは、テキストベースの出力につい
てのみレポートされるため、DSA には結果を返すテキスト出力ステップが 1
つ以上存在する必要があります。 出力タイプをこの項で説明しているように

「Not Shown (will not appear in application)」に設定している場合、データ
ベース出力など、これ以外の出力は無視されます。
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Match Results (Single Selection Review, Approve, and Route)
一致または重複条件に合致するデータ・レコードの候補が、出力スプレッドシートの分割画面
下部に表示されます。 照合品目のリストから 1 つのデータ・レコードのみ選択できます。レ
コードはダウンストリーム処理が可能です。 照合プロセスを実行する DSA テンプレートの結果
を表示する場合、この出力タイプを使用します。

Match Results (Multiple Selection Review, Approve, and Route)
一致または重複条件に合致するデータ・レコードが、出力スプレッドシートの分割画面下部に
表示されます。 照合品目のリストから複数のデータ・レコードを選択できます。レコードはダ
ウンストリーム処理が可能です。 照合プロセスを実行する DSA テンプレートの結果を表示する
場合、このタイプを使用します。

Summary Data for Graphing
要約情報がグラフで表示されます。このオプションではレコードを選択できません。 グラフの
バーはボタンのように機能し、クリックすると、選択したバーで示されているデータの出力タ
ブにジャンプします。

Summary Data for Graphing - No Tab, only appears in Graph Summary
個別のタブは作成されず、データは「Graph Summary」タブのみに表示されます。

Other (Display Only)
結果の情報はスプレッドシート形式で表示され、ユーザーによる対話処理はできません。

Show Message Dialog
エラーおよび警告を含めた情報メッセージがユーザーに表示されます。

Governance Studio のグラフ・オプション
Application Studio の「Output Step」ダイアログ内のこのセクションは、前の項で説明されて
いるように、「Summary Data for Graphing」オプションのうちのいずれかが選択されている場
合のみ、アクティブになります。

出力タイプには、4 つのグラフ・オプションがあります。 グラフに関する 2 セットのオプション
の混合と組合せが可能で、次のように、X 軸と Y 軸に対するラベルを作成できます。

■ 棒の向き

■ 水平

■ 垂直棒

■ 棒の色

■ 多色の棒

■ 単色の棒

次の図に示すように、Governance Studio でのグラフの表示方法を構成するために、次のグラ
フ・オプションから選択できます。

定義された出力タブ全体のデータ値は、次のタイプのグラフで比較および表示できます。
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Bar Chart（棒グラフ）

データを棒形式で表示する 3-D の色付けされた視覚効果。 棒の向きは、「Horizontal Graph 
Bars」オプションまたは「Vertical Graph Bars」オプションのいずれを選択するかによって決
定されます。 このタイプのグラフでの色の使用方法は、「Multi-Color Graph Bars」（出力タブ
ごとに異なる色）または「Single-Color Graph Bars」（すべての出力タブで 1 つの色）を使用
して定義します。

Line Chart（折れ線グラフ）

簡素化された方法で様々な出力データ・ポイントを接続する線。

Scatter Chart（散布グラフ）

データの関係を示す接続された一連のマーカー。

Pie Chart（円グラフ）

各タブが合計に占める割合で描画される 3D の色付けされた表現。

Stacked Chart（積上げグラフ）

各タブが合計に占める割合で描画される 3D の色付けされた表現。

累積グラフ・データ

新しいデータが追加されても元のデータは保持され、すべてのグラフで反映されます。

置換グラフ・データ

グラフを作成する前に、すべてのデータが新しいデータで置換されます。 グラフの値が正確で
あるように、DSA によって毎回結果が再計算されます。

X and Y-Axis Labels
X 軸および Y 軸でグラフ化されたデータに意味のあるラベルを追加するか、空白のままにして
デフォルトのラベルを使用できます。

「Help」ボタン

「Help」ボタンを使用して、様々なグラフ・オプションの情報を表示できます。

注意 : Governance Studio プロジェクトの基礎となる DSA の出力ステップ
を変更した場合、DSA の変更をチェック・インし、Governance Studio プロ
ジェクトをリフレッシュする必要があります。
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Governance Studio の起動
DSA に出力ステップを追加し、Governance Studio の出力の構成をした後、Governance Studio
でプロジェクトを作成できます。 この項では、Application Studio で作成された DSA で
Governance Studio プロジェクトを作成および実行する手順を説明します。

Governance Studio を初めて起動する場合は次の図のように空白のクライアント・ワークス
ペースが表示されます。そうでない場合は、前回のジョブ実行結果が表示されます。

Transform Server の設定
Governance Studio GUI を初めて使用する際は、メッセージが表示され、Governance Studio プ
ロジェクトを実行する Oracle DataLens Server の場所を Transform Server で設定するよう要求
されます。

1. 「OK」をクリックします。
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データ変換に使用する特定のサーバーまたはサーバーのグループを選択できます。

2. 「Server Group」または「Specific Server」オプションのいずれかを選択します。

3. 下向きの矢印をクリックしてサーバー・オプションを表示し、適切なサーバーを選択しま
す。

サーバーのグループを選択する場合、「Administrator」、「Development」、「Production」
または「Quality Assurance」サーバー・グループから選択できます。 デフォルトは

「Administrator」グループです。

4. 「OK」をクリックします。

変換サーバーに通知され、このサーバーがすべてのデータ変換に使用されます。 「Tools」
メニューの「Set Transform Server」オプションを使用して、Transform Server およびホス
ト・ポートをいつでも変更できます。

Governance Studio アプリケーションの起動画面が表示されます。
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Governance Studio プロジェクトの作成および実行
新規 Governance Studio プロジェクトを作成するには、「File」メニューから「New Project」
を選択します。 次の図に示すような「Create Project」ダイアログ・ボックスが表示されます。

「Create Project」ダイアログで新しい Governance Studio プロジェクトを作成します。 次に、構
成可能な Governance Studio プロジェクトのパラメータを示します。

Project Name
Governance Studio プロジェクトの名前。

Description
プロジェクトの説明。 説明を指定する必要があります。

Data Service Application
Governance Studio プロジェクトで実行される DSA、および入力データの受信方法を指定しま
す。 Governance Studio では、結果を返す 1 つ以上のテキスト出力ステップが必要であるため、
テキスト出力のない DSA はリストに表示されず、新規プロジェクトの作成に使用できません。

Input File
入力データのタイプを指定します。
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入力データの取得
プロジェクト名を指定し、説明を入力した後、Oracle DataLens Server にチェック・インされた
DSA のリストから DSA を選択する必要があります（DSA の作成方法の詳細は、Oracle 
Enterprise Data Quality for Product Data Application Studio リファレンス・ガイドを参照して
ください）。 指定する入力データは、以前に作成した DSA の仕様と互換性がある必要がありま
す。 詳細は、2-2 ページの「Governance Studio の DSA の構成」を参照してください。

プロジェクトに入力データをロードするには、まずリスト内からデータ・モードを 1 つ選択し、
次に色付き表示されたオプションの中の 1 つを使用して対応する入力データ・ファイル・タイ
プを選択する必要があります。 オプションにカーソルを合せると色が変化し、クリックすると
選択したオプションが緑色で表示されます。

DSA の入力データの受信オプションは次のとおりです。

■ Load from File: すべてのデータがロードされます。

■ Run from Local File Path: データはディスクからストリームされます。

■ Manual (Test) Input: データは手動エントリによって入力されます。

■ Input from Database: データはデータベースから取得されます。

「Create Project」ダイアログ・ボックスの入力データ・タイプ・オプションは、選択したデー
タ・モードに基づいて異なります。 たとえば、入力データがデータベースから取得される場合、

「Input from Database」の選択肢のみがアクティブで、デフォルトで選択されます。

サポートされている入力データ・タイプは次のとおりです。

■ タブ区切り

■ Excel ファイル

■ カンマ区切りファイル

■ カスタム・セパレータ

次の項では、入力データ・ファイルを開いてデータを取得し、ロードする例を説明します。

Excel 入力ファイルを開く
1. 「Load from File」オプションを選択します。

2. 「Excel File」オプションを選択して Excel ファイルを指定します。

3. 「Open...」をクリックします。

「MS Excel File」ダイアログ・ボックスが表示されます。

注意 : 計数データは整数形式でないとエラーが発生します。



Governance Studio プロジェクトの作成および実行 

構成および管理 2-9 

4. 「Browse」をクリックし、データ・ファイルを選択し、ダブルクリックします。

5. データが含まれているワークシートが表示されていない場合は、「Worksheet Name」リス
トから選択します。

6. 左ペインに表示されている入力ファイルのフィールドから、右ペインに表示されている
DSA Transformation Map のフィールドに一致するものを選択し、矢印ボタンを使用して
移動させます。

一重矢印ボタンは 1 つのフィールドを移動させ、二重矢印ボタンはすべてのフィールドを
左または右に移動させます。 上矢印および下矢印を使用して、DSA によるフィールド処理
の順序を変更できます。 上または下に線が表示されている矢印は、選択されているフィー
ルドをそれぞれ一番上または一番下に移動させます。

DSA の入力データに関連付けられている出力フィールドが存在しない場合は、「-BLANK 
DATA-」を使用できます。

7. 「OK」をクリックして変更を受け入れます。

「Create Project」ダイアログ・ボックスに戻ります。

8. 「OK」をクリックします。

9. 「Transform Data」ボタンをクリックするとデータが処理され、正常に実行されると
「Summary」タブおよび出力タブに移入されます。

Governance Studio プロジェクトが作成され、次の図に示されているように、Governance 
Studio コンソールの「Source」タブに入力データが表示されます。
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情報をロードしたデータ・ファイルおよびファイルへのパスが、ステータス・バーに表示され
ます。 ファイル情報の下には、入力データの処理に使用される DSA 名が表示されます。

プロジェクト・テンプレート
DSA で一貫性を確保するためには、特定のテンプレートからプロジェクトを作成してオープン
する機能が役立ちます。 さらに、特権ユーザーは同じテンプレートを再利用して複数のバッチ
を処理できます。

プロジェクト・テンプレートの作成
1. 既存の DSA テンプレートから新規プロジェクトを作成するには、「File」メニューから

「New Project From...」をクリックします。 次の図に示されているように、プロジェクト ID
の入力を求められます。

2. このプロジェクトを識別する一意の ID テキスト文字列を入力し、「OK」をクリックしま
す。

一意のテキスト文字列が現在の DSA 名に付加されるため、テンプレートの作成に使用され
た DSA が明確になります。

たとえば、DSA 名が 'SCS_MAIN_PROCESSING' で '1000999' と入力すると、テンプレート
名は 'SCS_MAIN_PROCESSING_1000999' となります。

プロジェクト・テンプレートのオープン
作成したテンプレートを取得するには、「New Project From...」機能を使用します。

1. 「File」メニューから、「Open Project From...」をクリックします。

2. 使用するテンプレートを検索して選択し、「OK」をクリックします。

プロジェクトがオープンし、データが変換されて、プロジェクトが使用できるようになり
ます。

注意 : Governance Studio の入力データ行の制限は、Excel 2003 で 64K、
Excel 2007 で 1M です。これよりも大きい入力データ・ファイルをロードす
ると、ファイル入力エラーが発生します。 この場合、複数の小さな入力デー
タ・ファイルを作成し、別々に処理します。
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結果を表示しないプロジェクトのオープン
既存のプロジェクト・ファイルをオープンする際、データ結果を処理したり、出力タブに表示
したりしないようにできます。 データ結果を表示せずにプロジェクトをオープンするには、

「File」メニューから「Open Project - No Results」をクリックし、オープンするプロジェクト
を選択して、「OK」をクリックします。

この機能は、 大メモリー割当てを超過したために以前オープンできなかったプロジェクトを
オープンする際に役立ちます（クライアント・ワークスペース・フレームにある「Memory 
Cache」で、使用量が動的に更新されるところを監視できます）。 このような場合、前述のよう
にこの機能を使用してプロジェクトをオープンし、「Conserve Memory」および「Limits on 
Rows Retrieved」プロジェクト・オプションを適切に設定してデータを処理できるようにしま
す。 詳細は、2-14 ページの「「Memory」タブ」を参照してください。 

プロジェクトが前回実行された際、非同期式に実行された場合はこのオプションは使用できま
せんが、「File」メニューの「Open Project」コマンドを使用して結果を取得した後は使用でき
ます。

構成オプション
グラフやタブの表示方法を含めたプロジェクト・オプションを、「Tools」メニューの 2 つのオ
プション・メニューの選択肢を使用して構成できます。

オープンしているプロジェクトのみのオプションを設定する場合は、「Tools」メニューから
「Project Options」を選択します。

Governance Studio のすべてのプロジェクトのグローバル・オプションを設定する場合は、
「Tools」メニューから「Options」を選択します。

注意 : プロジェクトをバージョン 5.5 以降で作成した場合、データの要約が
プロジェクトとともに保存されるため、「Data Summary」タブにデータの要
約が移入されます。 

注意 : 割当てメモリーの超過を回避するためには、クライアントの EDQP 
Java Web Start メモリー設定を調整する必要がある場合があります。 詳細は、
Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle DataLens Server 管理
者ガイドを参照してください。
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「Graphs」タブ
このタブは、「Governance Studio Options」および「Project Options」の両方で使用できま
す。 「Graph Summary」および「Data Summary」タブでのグラフの表示方法を指定できま
す。

「Governance Studio Options」グラフ設定はグローバルで、新規プロジェクトを作成したとき
のデフォルト設定になります。 ただし、プロジェクトについて定義する「Project Options」グ
ラフ設定はそのプロジェクトのみに使用され、プロジェクトとともにエクスポートされるため、
別のユーザーがインポートすると同じ設定が維持されます。

次のオプションを構成できます。

「Data Summary Tab」の選択肢

「Show Data Summary Tab」チェック・ボックスを選択すると、「Data Summary」タブが表示
されます。

「Graph Summary Tab」の選択肢

リストを使用して、「Graph Summary」タブに表示されるグラフの 大数を設定します。

次のオプションの中から 1 つを選択して、タブの要約が表示される場所を設定します。

■  it appears on all tabs（すべてのタブに表示する）

■  it appears only on the first tab（ 初のタブにのみ表示する）

■  no graph summaries appear on any tabs（どのタブにもグラフの要約を表示しない）

「Maximum in Graphs」セクション

リストを使用して、横向きまたは縦向き（もしくはその両方）の棒の 大数を設定します。

レコードの合計数が棒の 大数を超えた場合、どのレコードを表示するかを設定します。
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「Tabs」タブ
これは「Options」のタブです。 次のように、タブの表示方法を変更するよう、次のいずれか、
または両方を指定できます。

Show all Tabs
1-17 ページの「タスク・ペイン」で説明されているように、すべてのタブが非表示ではなく、
表示されます。

Show Tab Icons
タブの名前の隣に、タブのタイプのアイコンが表示されるため、タブの機能を容易に識別でき
ます。 たとえば、すべての出力タブには緑色のチェック・マークまたは黄色の疑問符アイコン
が表示され、すべての「Data Summary」タブには棒グラフ・アイコンが表示されます。

「General」タブ
これは「Options」のタブです。 次の一般オプションを使用します。

Finish Job before Retrieval
設定すると、以下の例のように、各出力タブでジョブを完了し、データを取得および表示する
までの時間が「Status Field」に表示され、確認できます。

Results Retrieved for job 212. Run=57 seconds. Retrieval=5 seconds.

このオプションを選択すると、ジョブの完了前に結果を取得および表示する通常の Governance 
Studio の動作は一時的に停止されます。

Validate local Data Service Application
Oracle DataLens Server に常駐する同じ DSA ではなく、ローカル・ドライブに常駐する DSA
を検証できます。 ローカル DSA は、変更のためにチェックアウトしたものであるため、このオ
プションにより、DSA を Oracle DataLens Server にチェックインする前に検証できます。

さらに、Governance Studio により、データ処理に使用された Oracle DataLens Server の DSA
機能をローカル DSA が反映していることが確認されます。

Default Row Warning Count
Governance Studio によって警告メッセージが表示されるソース・データ行数のデフォルト値
を設定できます。この行数を超えた場合の警告メッセージで、ユーザーがすべての行を取得す
るか、または指定されたデフォルト数の行を取得するかを選択できます。 警告メッセージは、
指定された警告行数より変換済行数（結果の行数）が大きいそれぞれのタブに表示されます。 

デフォルトの行数は 5000 です。ゼロ（0）に設定すると、警告メッセージは表示されません。 
プロジェクトによって大きいデータ・セットが返される場合、適切なデフォルト値を設定する
ことにより、発生しがちなメモリーの問題を回避できます。

この Governance Studio の全体的な警告行数オプションは各出力タブで上書きできます。これ
には、次の項で説明するように、「Project Options」の「Memory」タブを使用して個別の制限
を設定します。
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「Memory」タブ
これは「Project Options」のタブです。 次のようにして、Governance Studio で使用可能なメモ
リーがどのように使用されるか、オプションを設定します。

Conserve Memory
このオプションを設定すると、出力タブはタブの選択時のみ移入されるため、メモリーを節約
できます。 ジョブの実行時（またはディスクからのロード時）にデータが取得され、それぞれ
の出力タブについて保存されますが、選択されるまで表示されません。 このオプションが選択
されていると、プロジェクトがオープンしても、出力タブをクリックするまで結果は表示され
ません。

このオプションを使用する際、「Keep Lines Cutoff」オプションが有効になり、別の出力タブ
の選択時にも、選択済出力タブにデータが保持されるよう指定できます。

Keep Lines Cutoff
別のタブの選択時に出力タブに保持するデータの量を設定します。このオプションは、

「Conserve Memory」チェック・ボックスが選択されるとアクティブになります。 

設定した値による動作は次のとおりです。

■ ゼロ（デフォルト）: 別のタブが選択されても、タブのすべてのデータが確実に保持されま
す。 

■ > ゼロ : データの行数が指定された数を超えると、データがタブから削除されます。 たとえ
ば、値を 1000 行に設定し、1200 行存在すると、別のタブの選択時にデータが削除されま
す。 逆に、900 行のみ存在している場合は、設定されている 1000 行の制限を超えていない
ため、データが保持されます。

Limits on Rows Retrieved
それぞれの出力タブで取得される行の 大数に個別の値を設定します。 たとえば、特定の出力
タブについて 50,000 行生成される場合、ジョブの処理にかかる時間を削減するために、 大
5000 行を取得するよう選択できます。 

表の使用方法は次のとおりです。

■ 「Tab」列 : それぞれのタブが表示されます。

■ 「Limit」列 : 1 つ以上のタブについて取得する行数の 大数を入力します。 この値の設定に
よって「Warn」列が上書きされ、編集されないようロックされ、 大値に達しても警告
メッセージが表示されません。 

注意 : このオプションの設定時には「Re-run」ボタンを使用してデータを再
処理できません（3-4 ページの「セカンダリ DSA の再実行」を参照）。これ
は、再実行操作によってデータが必要に応じてデータに追加できるよう、す
べての出力タブが完全に移入されている必要があるためです。
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■ 「Warn」列 : 表示されるデフォルトの警告メッセージ値を使用するか、Governance Studio
によって警告メッセージが表示されるソース・データ行の数を入力します。この行数を超
えた場合の警告メッセージで、ユーザーがすべての行を取得するか、または指定されたデ
フォルト数の行を取得するかを選択できます。 この値を設定した後に、そのタブについて

「Limit」値を入力すると、「Warn」の値は上書きする「Limit」値によって無視されるた
め、Governance Studio のデフォルト値に再設定されます。 この値を再設定するには、
Governance Studio のデフォルト警告数を山カッコで囲んで入力します。 たとえば、デフォ
ルトの警告数を変更しない場合、'<5000>' と入力します。

これらの指定された「Limit」および「Warn」値は、2-13 ページの「「General」タブ」で説明
されている「Default Row Warning Count」値セットを上書きします。

ヒント : 生成された行の合計数は、そのタブのツールチップを表示すれば、
選択しなくても見ることができます。

注意 : 割当てメモリーの超過を回避するためには、クライアントの EDQP 
Java Web Start メモリー設定を調整する必要がある場合があります。 詳細は、
Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle DataLens Server 管理
者ガイドを参照してください。
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3
プロジェクトの実行およびレビュー

この章では、Governance Studio プロジェクトを実行し、それを利用してソース・データをレ
ビューする方法を説明します。
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Governance Studio プロジェクトの実行
Governance Studio ジョブは、同期的または非同期的に実行できます。 同期的実行は、
Governance Studio のクライアント・ワークスペースのフォアグラウンドで実行され、ジョブ
の実行ボタンをクリックして開始されます。 同期的ジョブの実行中は、完了するまでプログラ
ムの対話は中断されます。 非同期的実行はバックグラウンドで実行され、Governance Studio ア
プリケーションが動作を続けられるように解放します。 大きなジョブは非同期的に実行する必
要がありますが、小さいジョブは同期的に実行できます。

同期的実行
Governance Studio ジョブをリアルタイムで（同期的に）実行するには、ツールバーの「Run 
Synchronously」ボタンをクリックするか、「Run」メニューから「Transform Data」を選択し
ます。

非同期的実行
Governance Studio ジョブをバックグラウンドで（非同期的に）実行するには、ツールバーの

「Submit Job」ボタンをクリックするか、「Run」メニューから「Submit Job」を選択します。 
これにより、ジョブが発行され、プロジェクトが閉じられます。

データの上書き実行
Governance Studio プロジェクトの DSA に「Ngram Match」または「Attribute Match 2」

（「Semantic Key 2 に関連付けられている）が含まれている場合、DSA で設定されている照合し
きい値を変更して、データ変換に指定する設定を使用できます。

照合上書きを有効にして Governance Studio を実行する場合、「Run」メニューから
「Transform Data with Overrides」を選択します。

「Runtime Overrides」ダイアログ・ボックスを使用して全体の照合しきい値やあいまい検索設
定の実行時のみの設定を構成し、「OK」をクリックします。 データが実行時設定を使用して即
時変換され、結果が表示されます。

しきい値の設定の詳細は、Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Application Studio
リファレンス・ガイドを参照してください。

データ変換が完了すると、次のように Governance Studio フレームに「Override」ボタンが表
示されます。

注意 : 関連付けられた DSA にこれらの照合プロセスが含まれていない場合、
このオプションは非アクティブです。
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「Override」をクリックすると、上書き照合しきい値設定がレビュー用に表示され、変更できま
せん。

プロジェクト出力のレビュー
Governance Studio プロジェクトを実行した後、出力をレビューして、出力の一部または全体
をダウンストリーム処理用に準備できます。 これには、Web 検索インタフェースに代替を送信
して抱合せ販売や高額商品の販売を可能にしたり、例外をナレッジ・エンジニアに送信して
データ・レンズを適切に変更し、データのナレッジや分類を改善できるようにすることが含ま
れます。

また、AutoSuggest 機能を使用して、スペルミスや短縮形のために欠落した属性が Governance 
Studio で自動的に推奨されるようにすることができます。 その後、自動推奨されたデータを出
力タブ表に転送してさらに処理できます。

この項では、属性を抽出し、分類統計および推奨を提供する Governance Studio の出力例を示
します。

基礎となる DSA で構成された出力のタイプにより、結果に基づいて他のアクションをさらに実
行できます。 各出力タイプは、Governance Studio プロジェクトのタブによって示されます。

一般的な処理
出力タブで選択された行を「チェック」（選択）し、基礎となる DSA 出力ステップで指定され
た次のアクションに基づき、処理を続行できます。

アクション ツールバー・ボタン

処理（適用 DSA） 

再処理（再実行 DSA） 

完了（完了 DSA） 

クイック参照（参照 DSA） 
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ソース・データの処理に使用されているプライマリ DSA が「Status Field」に表示されます。 
データの処理にセカンダリ DSA が使用される場合、その処理ボタンのツールチップに括弧付き
で表示されるため、データ処理の前に確認できます。

セカンダリ DSA の適用
データをレビューした後、データのセットを別の DSA に送信し、処理およびテキスト出力の生
成を続行できます。 このテキスト出力は、データベースに挿入したり、電子メールで送信した
り、ファイルとして保存できます。

1. セカンダリ DSA をデータのセットに適用するには、出力タブのチェック・マーク列を使用
して行のセットを選択します。

2. 「Run」メニューから「Apply Checked Rows」を選択するか、ツールバーの「Apply」ボ
タンをクリックします。

セカンダリ DSA の再実行
レビュー済データのセットの処理にセカンダリ DSA を適用する場合と同様に、再実行機能は
DSA を適用するだけでなく、結果を現在のプロジェクトに自動的に返し、既存の出力データに
マージします。 結果をマージした後、処理対象として選択されたデータはメイン DSA 出力から
削除されます。

1. セカンダリ DSA をデータのセットに適用するには、出力タブのチェック・マーク列を使用
して行のセットを選択します。

2. 「Run」メニューから「Re-run Checked Rows」をクリックするか、ツールバーの
「Re-run」ボタンをクリックします。

プロジェクトの完了
現行の DSA を完了 DSA に関連付けて、特定のプロジェクト実行を完了ステータスに設定でき
ます。 完了 DSA には、プロジェクト・クローズ・タスクおよびプロジェクトの 終クローズア
ウトに必要な機能を含めることが可能です。

プロジェクトが完了（クローズ）した後、プロジェクトは読取り専用状態に設定され、変更で
きなくなります。 このプロジェクトは、「New Project From...」オプションを使用して新規プロ
ジェクトを作成するために使用できますが、データの変更または操作に使用されるすべての他
のアプリケーション機能は非アクティブになります（グレー表示されます）。

1. プロジェクトをクローズするには、「Release Batch」タブをクリックします。

2. クローズする解放バッチ ID を検索し、隣のチェック・ボックスをクリックします。

3. 「Run」メニューから「Complete Project」をクリックするか、ツールバーの「Complete 
Project」ボタンをクリックします。

次の図に示すような確認ダイアログが表示されます。

注意 : 再実行対象として選択されたすべてのデータが再実行操作に組み込ま
れるため、すべての上部タスク・ペインのソース・データおよび下部タス
ク・ペインの照合結果が再処理されます。

注意 : 「Conserve Memory」オプションが選択されている場合、再実行は有
効ではありません（グレー表示されます）。 詳細は、2-11 ページの「構成オプ
ション」を参照してください。
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4. プロジェクトをクローズする場合は「Yes」をクリックし、そうでない場合は「No」をク
リックして処理を取り消します。

クイック参照の適用
クイック参照 DSA は N グラム照合 DSA を使用する出力ステップに割り当てられており、元の
記述のコンテキストでのバリアントを表示します。 結果は、次のタブのサンプルに示すように、
Governance Studio の N グラム出力ステップの出力タブに表示されます。

出力タブには、ユニグラム、バイグラムまたはトライグラムのバリアントのセットとともに、
入力データでそのバリアントが出現した回数（頻度）が表示されます。

1. 特定の N グラムに関連付けられた入力データ情報を参照するには、N グラムを選択し、
ツールバーの「Quick Lookup」ボタンをクリックします。

次の例では、'BATTERY' ユニグラムの 'BATT' バリアントが選択されており、入力データに
おけるこのバリアントのクイック参照が実行されています。

「Quick Lookup」ダイアログ・ボックスに 'BATT' バリアントの 62 個のインスタンスが表
示されています。
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2. 選択されている N グラムについて「Input Data」フィールドに別のバリアントを参照対象
として入力し、「Lookup」をクリックできます。 さらに、クイック参照機能を使用する対
象として別の DSA 出力ステップを選択できます。 これらのオプションを繰り返し実行し
て、結果データを検索できます。

3. 「Close」をクリックして「Quick Lookup」ダイアログ・ボックスを閉じます。

その他の機能
この項では、プロジェクトのデータのレビューに使用できる他の機能を説明します。

ジョブ・ステータスの表示
「View」メニューの「View Job Status」オプションを使用して、DSA に関連付けられているす
べてのジョブのステータスを同時に表示できます。

保留中または失敗したものも含め、Governance Studio または Oracle DataLens Server で作成さ
れたすべてのジョブが表示されます。 デフォルトで、現在のユーザーのジョブのみがリストに
表示されます。 

このビューは、「User」、「Status」、「Server」および「Since」リストを使用して変更できます。 
これらのコントロールにより、表示データが選択内容に基づいてフィルタリングされます。 た
とえば、「Since」リストを使用して、データ取得の開始日に設定する日付を変更できます。 ま
たは、「Status」から「Failed」を選択することにより、取得したデータからすべての失敗した
ジョブがフィルタリングされます。

ジョブが実行中の場合は、選択して「Cancel」をクリックして停止できます。 結果ファイルを
出力するジョブについては、リストからジョブを選択し、「Get Job Results」をクリックすると
結果を取得できます。次の項でこの説明をします。
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ジョブ結果の取得
Oracle DataLens Server から実行され、出力が Governance Studio に表示されるよう設定されて
いるジョブは、いずれも、新規プロジェクトの作成に使用できます。

ジョブの実行結果を表示し、それに基づいて新規プロジェクトを作成するには、次の手順を実
行します。

1. 前の項で説明されているように、「View」メニューから「View Job Status」を選択します。

使用可能なジョブのリストが表示されます。

2. 「Status」リストから、「Results Available」を選択します。 「Results Available」ステータ
スは完了したジョブのみに該当します。

3. 結果を取得するジョブを選択します。

結果が取得可能なジョブを選択すると、「Get Job Results」ボタンがアクティブになりま
す。

4. 「Get Job Results」をクリックします。

プロジェクト名の入力を求められます。 現在の名前を使用するか、別の名前を入力します。 
デフォルトで、ジョブ ID および DSA 名に基づいた新規プロジェクト名が「Input」ダイ
アログ・ボックスに表示されます。

5. 新規プロジェクトに別の名前を入力するか、表示されているデフォルト名を使用して、
「OK」をクリックします。

新規プロジェクトが作成され、データが変換されます。

注意 : DSA が処理ジョブ（同期的または非同期的）の結果を返す場合、
データを即時取得または削除する必要があります（特に大量のデータを返す
ジョブの場合）。 この処理に失敗すると、サーバー・メモリーを使い果たした
ときに Oracle DataLens Server がクラッシュする可能性があります。 メモリー
は、取得されない多数の小さいジョブによって使い果たされる可能性があり、
これは、サーバーに対して設定された DSA の 大メモリーまたはチャンク・
サイズより小さい各 DSA ジョブは、そのジョブが取得されるか、またはサー
バーが再起動されるまでメモリー内に保持されるためです。 これらの値の設
定の詳細は、Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle 
DataLens Server 管理者ガイドを参照してください。

注意 : プロジェクトがオープンのときにジョブ結果を表示すると、新規プロ
ジェクトの作成前に閉じられ、変更を保存するようプロンプトが表示されま
す。
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選択した行の電子メール送信
この機能を使用すると、チェック・マークで選択された行のみが電子メールで送信されますが、
選択された行は保存されません。 たとえば、「Source」タブに適用されない行などです。 選択さ
れた行は、プロジェクトが常駐する DataLens ディレクトリに Excel スプレッドシートとして自
動的に保存されます。ファイル名はタブ名を使用して作成されます。 表示されるダイアログで
ファイル名または保存場所を変更できます。

プロジェクトのエクスポートおよびインポート
関連するソース入力データ、DSA および変更がすべて含まれているプロジェクトのエクスポー
ト機能は、非常に強力なツールです。 完全で整合性のあるプロジェクトを他のユーザーと共有
できます。これを Governance Studio にインポートすることにより、同等の表示およびレポー
トが複数のユーザーによって達成できます。

プロジェクトのエクスポート
1. エクスポートするプロジェクトをオープンします。

2. プロジェクトのすべての調整が完了しており、すべてのデータが適切に変換されているこ
とを確認します。

3. 「File」メニューから、「Export Project」を選択します。

ファイルの保存ダイアログが表示され、ファイル名として現在のプロジェクト名に .ams
ファイル拡張子が付加されて表示されます。

4. 表示されているファイル名およびファイルの保存先ディレクトリを使用するか、これらを
入力し、「OK」をクリックします。

プロジェクトおよびそのデータが指定されたファイル名およびディレクトリにエクスポートさ
れ、他のユーザーと共有できるようになります。

プロジェクトのインポート
1. 「File」メニューから、「Import Project」を選択します。

ファイルのオープン・ダイアログが表示されます。

2. インポートするプロジェクト・ファイルを検索し、選択します。 ファイル拡張子は .amsで
ある必要があります。

3. 「OK」をクリックします。

オープンしているプロジェクト・ファイルがあれば閉じられ、選択されたプロジェクトが開き
ます。
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4
基本タブ

この章では、Governance Studio で表示されるタブの基本的なタイプを説明します。
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「Source」タブ
既存の Governance Studio プロジェクトの「Source」タブには、処理可能な入力データが表示
されます。

「Source」タブから 1 行または複数の行を選択し、DSA を使用して処理できます。 次の方法で
行を選択できます。

表のすべての行

[Ctrl] キーを押しながら [a] キーを押します。

連続していない行

[Ctrl] キーを押さえたまま、選択するそれぞれの行をクリックします。

連続した行のグループ

[Shift] キーを押さえたまま、選択するグループの 初の行をクリックし、次に 後の行をク
リックします。

詳細は、3-2 ページの「Governance Studio プロジェクトの実行」を参照してください。

表内のフィールドは、一意の ID 列のフィールドを除き、編集可能です。 フィールドをダブルク
リックして編集し、その後 [Enter] キーを押すか、編集したフィールドの外をクリックします。 
変更済のフィールドは緑色でハイライト表示されるため、処理前に容易に識別できます。 編集
済のデータをさらに処理することも可能です。

ヒント :  行を選択した際、[Ctrl] キーを押しながら [c] キーを押してクリッ
プボードにコピーできます。その後、Excel などの他の Windows アプリケー
ションで、オープンしているファイルに [Ctrl] キーと [v] キーを使用してデー
タを貼り付けられます。
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「Graph Summary」タブ
「Graph Summary」タブは、DSA の出力ステップで、「Summary Data for Graphing」が定義
されている DGS 出力タイプがある場合のみ、タブのリストに表示されます。 DSA によっては、
グラフの数が多すぎて Governance Studio で 1 ページに収まらない場合があります。

表示するグラフの数を定義できます（2-2 ページの「Governance Studio の DSA の構成」を参
照）。すべてのグラフが表示されるまで、残りのグラフについて「Graph Summary」タブが作
成されます。

このタブのバーにカーソルを合わせると、そのバーに表示されている情報がツールチップで示
されます。 グラフ内のバーをダブルクリックすると、グラフ化されたデータに対応する出力タ
ブがアクティブになります（そのグラフ・データに関連付けられたタブがある場合）。
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「Data Summary」タブ
「Data Summary」タブには、それぞれの出力データ・タブに含まれている行数の棒グラフが表
示されます。 「Graph Summary」タブと異なり、「Data Summary」タブは 1 つしかありませ
ん。 オプションを無効にした場合を除き、このタブはデフォルトで表示されます（2-2 ページの

「Governance Studio の DSA の構成」を参照）。「Data Summary」タブにより、各出力タブの表
にあるデータの行数が一目でわかります。 たとえば、1 つの出力タブ表に例外データが含まれて
おり、他の出力ステップと比較してその数が非常に大きい場合、この問題を容易に識別できま
す。 グラフのバーをダブルクリックすると、バーの左に示されている出力タブ表が即時アク
ティブになります。
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5
DSA 出力タブ

この章では、データのレビューに使用できる、DSA によって作成される出力タブの使用方法を
説明します。



「Review」、「Approve」および「Route」出力タブ

5-2 Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Governance Studio リファレンス・ガイド

「Review」、「Approve」および「Route」出力タブ
「Review」、「Approve」および「Route」出力タブは、緑色のチェック・マーク・アイコンで示
されます。 これらのタイプのタブには出力データの表が含まれ、出力タイプが「Review」、

「Approve」および「Route」である DSA 出力ステップに対応します。 これらのタブのデータを
選択し、ファイルに出力したり、編集したり、他のユーザーに電子メールで送信したり、また
は同期ジョブの入力として実行できます。 次の図に、「Review」、「Approve」および「Route」
出力タブの例を示します。

出力タブの機能
次の各項では、出力タブの使用方法を説明します。

行の選択
次のいずれかの方法を使用して、さらに処理を実行する行を 1 行または複数行選択できます。

表のすべての行

[Ctrl] キーを押しながら [a] キーを押します。

連続していない行

[Ctrl] キーを押さえたまま、選択するそれぞれの行をクリックします。

連続した行のグループ

[Shift] キーを押さえたまま、選択するグループの 初の行をクリックし、次に 後の行をク
リックします。
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データのコピー
Governance Studio 表の任意の行を右クリックし、カーソルをあわせているセルのデータをク
リップボードにコピーできます。 クリップボードにコピーしたデータは、別のアプリケーショ
ンか、Governance Studio の別の出力タブ表に貼り付けられます。

タスク・ペインのコンテキスト依存メニューの詳細は、5-7 ページの「上部ペインの機能」を参
照してください。

セルの内容の変更
セルが DSA 出力タブで読取り専用セルとして指定されていない場合、任意の出力タブ表でセル
をダブルクリックすると、次のいずれかのアクションが可能になります。

■ セルを編集できます。 テキスト挿入カーソルが表示され、セルの背景が白に変わり、セル
にテキストを入力するか、テキストを変更できます。

■ リストが表示され、DSA で事前設定されているいずれかの値を選択できます。 値
"<empty>" を使用すると、リストから選択された値を無効化（または NULL に）できま
す。

■ AutoSuggest 表の場合、推奨が無効になり、色がピンク色に変更されます。 再度ダブルク
リックすると、推奨が再度有効になり、ハイライトが緑色に戻ります。 使用する推奨と破
棄する推奨を選択できます。 詳細は、5-2 ページの「「Review」、「Approve」および

「Route」出力タブ」を参照してください。

注意 : フィールドが編集可能かどうかは、Application Studio の DSA で構
成されます。 編集不可のフィールドを編集する場合、その出力ステップの

「Edit Value」出力列に感嘆符を 2 つ（!!）追加することにより、動作を変更
できます。
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「Review」、「Approve」および「Route」の AutoSuggest 出力タブ
AutoSuggest 出力のある「Review」、「Approve」および「Route」タブは、電球アイコンで示
されます。 これらのタブのデータは Governance Studio の AutoSuggest 機能にアクセスできま
す。この機能では、スペルミス、短縮形または不完全な文法のために欠落した属性を自動的に
予測します。 このタブが空でなく、欠落した属性の提案値が存在する場合、電球アイコンがア
クティブです。 推奨がない場合はこのボタンは非アクティブです（グレー表示されます）。 次の
図に、AutoSuggest 表で推奨ボタンが使用可能な例を示します。

AutoSuggest 出力タブをクリックした後、DSA の対応する出力ステップで出力対象として指定
されたデータの表が表示されます。 推奨を表示するには、「AutoSuggest」電球ボタンをクリッ
クするか、「Run」メニューから「AutoSuggest」を選択します。 次の図に示されているように、
推奨が緑色でハイライト表示されます。

AutoSuggest 機能
AutoSuggest 表では、データをさらに処理して編集、移動、コピーまたは推奨の受入れを容易
にするために使用できる操作がいくつかあります。 出力タブ表で使用できる通常の表機能に加
え、AutoSuggest 表では、推奨の受入れまたは拒否をするために、拒否するセルをダブルク
リックすることができます。

次の図では、「Maturity」列で提案されたセルをダブルクリックした結果を示しています。 セル
はピンク色でハイライト表示され、属性が拒否されたことを示しています。セルを受入れに戻
すには、そのセルを再度ダブルクリックします。

推奨を分析して、不要のものを拒否し、採用するものを保持した後、補完処理を実行する行を
選択するには、行の左側のチェック・ボックスをクリックします。 補完するすべての行を選択
した後、「Re-run」ボタンをクリックして、選択した行をセカンダリ DSA プロセスに送信して
処理を完了します。 補完された属性や記述への追加によって、行の補完が必要なくなるまで QI
が増加すると、選択された行は AutoSuggest タブから移動されます。
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拡張の適用機能
この機能を使用して、データ・レンズのナレッジを追加または拡張できます。 AutoSuggest 機
能を使用してデータの一致テキストをさらに識別した後、これらの一致内容をデータ・レンズ
に追加して、その後の処理で自動的に認識されるようにできます。 たとえば、'STRL' が 'Sterile'
の別の表記である場合、このバリアント形式を追加することにより、データ・レンズのナレッ
ジが増加され、それによって品質指標も向上します。

拡張の適用機能を使用すると、欠落している属性の推奨が作成され、その後、このナレッジが
Excel ファイルに書き出されます。 「Apply Augmentations」ボタン（鉛筆と紙が描かれてい
る）は、AutoSuggest の使用後のみアクティブなり、そうでない場合は非アクティブです（グ
レー表示されます）。 

このナレッジをレビューおよび変更した後、Excel ファイル内のデータを Knowledge Studio の
データ・レンズにインポートできます。

データ・レンズを属性バリアントで拡張するには、次の手順を実行します。

1. AutoSuggest 出力タブを選択します。

2. 「AutoSuggest」ボタンをクリックしてバリアントを識別します。

3. 「All」または属性バリアント・ナレッジを追加する単独の品目定義を選択します。 単独の
品目定義を選択した場合、その品目定義に関連するナレッジのみが作成されます。「All」
を選択すると、推奨が存在するすべての品目定義についてナレッジが作成されます。

4. 追加するバリアントが含まれている行を選択します。 

5. 「Apply Augmentations」ボタンをクリックするか、「Run」メニューから「Apply 
Augmentations」を選択します。

6. Excel ファイルを保存するディレクトリに移動し、「Save」をクリックします。 ファイルは、
自動的に次の命名規則を使用して名前が決定されます。

 Autosuggest-JobID-DataLensName-ItemDefinition.xls

7. Excel ファイルを開き、新しいナレッジをレビューおよび変更（必要な場合）します。

注意 : 行の処理を続行するために拡張の適用およびセカンダリ DSA の再実
行の両方を使用する場合、拡張の適用を 初に実行する必要があります。

先に再実行を処理すると、行およびそこに含まれている拡張はタブから削除
され、拡張を処理できなくなります。
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8. 前の手順で作成されたファイル名の一部として識別される、対応するデータ・レンズを
Knowledge Studio でオープンします。

9. 「File」メニューから、「Import Phrases and Terms」を選択します。

10. AutoSuggest ファイルを検索して選択し、「Open」をクリックします。

影響を受けた属性をレビューします。拡張は階層ツリーに電球アイコンで示されます。

照合結果タブ
照合アプリケーションは、2 つの DSA のセットで、事前指定済条件に一致するデータ・レコー
ドの検索に使用します。 照合プロセスは、データ・レンズ（またはデータ・レンズのセット）
を元に構築され、品目を属性によって認識し、属性を重要度の高い順序にランク付けするため
に使用されます。

照合プロセスの出力は DSA 出力ステップで使用されます。 DSA で作成できる照合結果出力タイ
プには 2 種類あります。

■ 単一選択の「Review」、「Approve」および「Route」

■ 複数選択の「Review」、「Approve」および「Route」

DSA で照合結果出力ステップを作成した場合、対応するタブが Governance Studio プロジェク
トに表示されます。 次の図に、サンプルの照合結果セットを含むプロジェクトを示します。

重複データが含まれている出力タブには、照合結果の親子ビューが表示されます。 新規品目の
導入事例では、新規品目を品目マスターの任意の既存品目と照合できます。 インバウンド行が
分類され、キー属性が抽出および標準化され、セマンティック・キーが作成されます。 セマン
ティック・キーは、品目マスターに重複行が存在する場合にそれを検出します。 入力行の一致
が品目マスターで検出された場合、その行は重複候補の出力タブにルーティングされ、新規レ
コードの親子ビューが上部ペインに表示され、一致の候補が下部ペインに表示されます。

注意 : 照合機能は、追加で購入してライセンスを取得する Enterprise DQ 
for Product のコンポーネントです。 照合結果出力タブの表示が予期されるの
に表示されない場合は、この機能がアクティブ化されていない可能性があり
ます。 詳細は、Oracle Enterprise Data Quality for Product Data Oracle 
DataLens Server 管理者ガイドを参照してください。 この追加コンポーネント
を購入する場合は、Oracle 営業担当者にお問い合せください。
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分割画面機能は、照合結果出力タブにのみ使用されます。 次の図のように、行が上部ペインで
選択されると、その行の対応する一致候補が下部ペインでハイライト表示されます。

Governance Studio の出力は色付けされており、照合に関与するキー属性を強調しています。 さ
らに、その属性に対してトリガーされた照合ルールのタイプに基づいて色分けされています。 
属性は次のように色分けされています。

緑色の属性

親の行と一致し、品目固有の照合ルールによって必須と設定されたもの。

青色の属性

親の行と一致し、関与すると設定されたが、品目固有の照合ルールで必須ではないもの。

空白でハイライト表示なし

照合された行にはその属性に関する値が含まれていないため、属性は照合スコアに関与しな
かったことを示します。

値が移入されているがハイライト表示なし

照合された行にその属性の値が含まれているが、その照合された行の属性値は親の行の属性値
に一致しなかったことを示します。

上部ペインの機能
コンテキスト依存メニューはデータ・レコードを右クリックすると使用でき、次のオプション
を使用できます。

Jump to Source

選択されたものと同じ出力データを使用して「Source」タブ

をアクティブ化します。 たとえば、ID が出力に含まれていな

かった場合に表示することができます。

Copy Cell

セルをコピーして、データ・レンズまたは別のワークシートやファイルでのダウンストーム処理に
使用できます。

View Statistics

レコード当たりの選択肢の数を表示します。次の図のように、照合レコードのある行を分析したグ
ラフを照合プロセスの結果から生成するためにこのオプションを使用します。
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下部ペインの機能
上部ペインの機能と同様に、照合された行を右クリックして、次のコンテキスト依存メ
ニュー・オプションを追加で使用できます。

Filter

テキストまたはテキスト・パターンに基づいて、表示されて
いるデータをフィルタリングできます。 フィルタ操作は、現

在選択中のタブのみに適用できます。 「Filter」ダイアログに

入力されたテキストに一致する行のみが表に表示されます。 
フィルタリングの詳細は、1-16 ページの「データのフィル
タリング」を参照してください。

Un-Filter

選択中のタブに適用されたフィルタを削除し、すべてのデー
タを表示します。

Create Override Row

この機能については、「サバイバーシップ・プロセス」の項で詳細に説明します。

View Attributes

次の図に示すように、選択された行の属性を表形式で示します。
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照合セットの作業
Governance Studio では、次のものに基づいて結果セットを解析し、照合結果タブに値を移入
します。

■ 照合セットと設定された DSA オプション、および

■ 属性の命名、順序および構造の正確性。

定義済の使用事例に基づき、行をレビューして一致する行を判断します。次の項で例を示しま
す。

見積の要求
見積を要求した各品目について 1 つの照合品目を選択すると、Governance Studio により、
データ・レンズおよび他の業界関連条件の情報に基づいて、見積で使用するのに 適なレコー
ドが識別されます。

次の図では、選択された Dup_Id は 6222 で、これについて見積可能な品目が品目マスターに 2
つ存在しています。 見積要求プロセスを処理するには、システムが提供する情報およびその他
の条件（仕入先またはマージンなど）に基づいて 適な一致を選択し、見積を続行する単独の
行を選択します。 この場合は、Governance Studio では Dup_Id 6222 の 適な見積可能品目を
レコード 156 であると決定しました。

見積のレコードを選択した後、前述のオプションを使用して、レコードをダウンストリーム処
理に移動できます。

機能的類似品の相互参照
2 番目によく使用される使用事例は、Web ベースの購買アプリケーションに使用される機能的
類似品の相互参照です。 この場合、Oracle DataLens Server によって品目マスターで検出された
Dup_Id 6222 に対応するすべての機能的類似品の相互参照が作成されます。 次の図の場合、
Match_Id 156 および 181 がレコード 12 の 2 つの機能的類似品レコードとして選択されていま
す。

レコードを選択した後、前述のオプションを使用して、選択した行を処理できます。

Dup_Id/Match_Id 関係は相互参照として使用でき、さらに PIM などのダウンストリーム処理
によって相互参照の作成に使用できます。
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サバイバーシップ・プロセス
この拡張オプションは、上書き行を作成することによって品目サバイバーシップ・プロセスを
補助します。後にこれを操作してすべての重複候補を融合したレコードを作成できます。 これ
は、システム統合プロセス中に使用されます。

1. 上書き行の作成を開始するには、まず重複タブを選択します。

2. 上部ペインで、マージする重複を選択し、隣のチェック・ボックスをクリックします。

3. 下部ペインで、マージする重複行を右クリックし、「Create Override Row」を選択します。

選択された上書き行がオレンジ色でハイライト表示され、「Match Status」列に「MO」（手動上
書き）と表示されます。 上書き行を選択した後、上書きセルをコンテキスト依存メニューから
設定するか、または上書き行の選択を削除できます。

次の例では、3 行目が上書き行として選択され、1 行目の「Maturity」列（属性）の内容が上書
きセルとして選択されています。

結果の融合されたレコードには、size 属性を除く上書き行のすべての情報と、上書きセルから
抽出された size 属性の情報が含まれます。 融合レコードを作成する際、選択できる上書きセル
の数には制限がありません。 複合レコードのルールが作成された後、行が選択されます。

すべての追加オプションにより、融合レコードについて新規行が作成され、照合後の「Match 
Status」フィールドに「MO」（手動上書き）のタグが付加されます。 これにより、ダウンスト
リームのサバイバーシップ・プロセスに、この行が上書きであり、融合レコード情報が含まれ
ていることが通知されます。

ヒント : 正規表現を使用してデータをフィルタリングし、データのサブセッ
トの作業と、上書き行として使用する行の検索を容易にできます。 たとえば、
データに省略記号（...）が含まれている場合、検索するテキストとともにこ
れを正規表現の一部として使用して、データをフィルタリングできます

（...abc など）。 フィルタリングされた結果は、その条件に合致する行のみ返し
ます。 その結果、セット全体のかわりに、フィルタリングされたデータの選
択済行のみが処理されるため、上書き行を容易に作成できます。 データの
セットから上書き行を削除するには、まずフィルタを削除する必要がありま
す。 フィルタリングの詳細は、1-16 ページの「データのフィルタリング」を
参照してください。
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Trend Analysis
傾向分析は、特定の出力ステップについて今までに実行した様々なジョブ実行の出力データ行
数を表示する Governance Studio の機能です。 この機能を使用するには、任意のタブで「Trend 
Analysis」ボタンをクリックするか、「View」メニューから「Show Trend」を選択します。

グラフのビューを、選択された出力タブで「Graph Type」オプションを使用して割合または行
数に切り替えることができます。

この機能はすべてのタブで使用できますが、傾向データが存在しない場合は、そのことを通知
するメッセージが表示されます。

Create Task from Checked Rows
1 行または複数の行を選択して、別のユーザーがデータ・レンズを更新できるようにタスクを
作成できます。 この機能はすべての出力タブで使用できます。

1. 「Run」メニューから、「Create Task from Checked Rows」を選択します。

注意 : 出力タブが分割画面である場合、詳細および選択済の行の合計の両方
を含む行の合計数を使用するかどうか、選択する必要があります。
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2. このタスクを割り当てるユーザーを選択します。

3. 必要であれば、自動的に移入された「Description」フィールドを編集します。 移入される
内容は、DSA 名、タスクの作成元である出力タブ、およびタスクの一意のジョブ ID です

（ただしこれは推奨されていません）。

4. タスクを完了するために必要なすべての手順を「Details」フィールドに追加します。

5. オプションを使用して、タスクに添付する、選択内容を含めるファイルのタイプを選択し
ます。

6. 「OK」をクリックします。

タスクが作成され、そのタスクの詳細が記載された電子メールが割り当てたユーザーに送信さ
れます。 添付ファイルは、割り当てられたユーザーが「View My Tasks」項の説明に従ってダウ
ンロードできます。

View My Tasks
この機能で使用するように割り当てられたタスクがあるかどうかを確認できます。

「View」メニューから、「View My Tasks」を選択します。

上部ペインにすべての割当済タスクが表示され、下部ペインには、選択したタスクの詳細が表
示されます。

上部ペインのコンテキスト依存メニューは、添付アイコンを右クリックするとアクティブ化さ
れ、次のように使用されます。

注意 : 下部ペインに表示されるフィールドは編集可能ですが、変更内容は保
存されません。

Change Task Status

5-13 ページの「Changing the Task Status」を参照してくださ

い。

Download Attachments

タスクの作成時に保存されたファイルをダウンロードして、タスクの完了に使用できます。 ファイ

ルの保存先ディレクトリを選択するための、ファイルの保存ダイアログが表示されます。

Create Tasks

5-13 ページの「Creating a Task」を参照してください。
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Changing the Task Status
このオプションを選択すると、タスクのステータスを変更したり、タスクを他のユーザーに再
割当てできます。

1. 新しいステータスまたはタスクを再割当てするユーザー（あるいはその両方）をリストか
ら選択します。

2. 将来の参考のために、変更を行った理由、または、タスクの新しい担当者への通知として、
担当者に選択された理由を、コメントで入力します。

3. 「OK」をクリックします。

Creating a Task
このオプションを選択すると、完全に新しいレビュー・タスクを作成できます。

1. このタスクを完了するユーザーを選択します。

2. 変更する DSA および DSA ステップを選択します。

3. 変更を適用するデータ・レンズを選択します。

4. タスクの実行方法に関する説明および特別な指示を入力します。

ヒント : このタスクのレビュー担当者が未定のため後で適切な担当者を割り
当てる場合は、「Unassigned Tasks」ユーザーを使用できます。
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5. 他に添付するデータ・ファイルまたは情報がある場合は、「Add Attachment」をクリック
し、ファイルを検索して「OK」をクリックします。

すべての必要なファイルが添付されるまで、この手順を繰り返します。

6. 「OK」をクリックします。

タスクが作成され、そのタスクの詳細が記載された電子メールが割り当てたユーザーに送信さ
れます。
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A
クライアント・ソフトウェアのインストール

Enterprise DQ for Product では、クライアント・デスクトップのソフトウェアの初期インストー
ルおよび現行バージョンの保守に、Java Web Start を使用します。 このプロセスでは、接続を開
始し、ソフトウェアをダウンロードするために Oracle DataLens Server にアクセスする必要が
あります。

Enterprise DQ for Product クライアント・アプリケーションは、次のように Oracle DataLens 
Server のインストール・ページを表示し、Java Web Start を使用して、ダウンロードおよびイ
ンストールします。

1. Java SE Runtime Environment（JRE）6 Update 21 がインストールされていることを確認し
てください。 JRE のダウンロードとインストール手順については、次の URL を参照してく
ださい。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

2. Microsoft Internet Explorer を起動します。

3. 次の URL に移動して、接続を開始し、クライアント・ソフトウェアをダウンロードしま
す。

http://server:2229/datalens/datalens

server は Oracle DataLens Server のホスト名です。

アプリケーションのダウンロードおよび検証が開始されます。

注意 : アプリケーション・サーバーに 2229 以外のポート番号が設定されて
いる場合、クライアント・アプリケーションをダウンロードするために
Oracle DataLens Server に接続する際に次の URL でそのポート番号を使用す
る必要があります。
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検証が完了すると、インストールが開始されます。Enterprise DQ for Product ファイルは信
頼できるソースによってデジタル署名されているため、次のセキュリティ警告が表示され
ます。

4. 「Run」をクリックしてインストールを完了します。

Oracle Enterprise Data Quality for Product Data のログイン・ダイアログが表示されます。

注意 : 「File Download」メッセージで .ファイルがプログラムに関連付け
られていないと表示された場合、サポートされている JRE がインストールさ
れていません。 「Cancel」をクリックしてステップ 1 に戻ります。 

ヒント : このセキュリティ・ダイアログが今後表示されないようにするに
は、「Always trust content from this publisher」チェック・ボックスを選択
します。
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