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Enterprise Data Catalog
メリット
AI搭載のカタログ機能により社内
のあらゆるタイプのデータを自動
的にカタログ化して分類
インテリジェントなキュレーション
でドメインやエンティティを特定
統制されたクラウドソースの注釈
を使用してデータ資産をエンリッ
チ化
Googleのようなパワフルなセマ
ンティック検索によりデータ資産
を発見
リネージ、
関係ビュー、
データプロ
ファイリング、品質統計などの総
体的なビューでデータ資産を探
索および把握
データ環境の全体像を把握
オープンAPIを自社環境に統合し
て、
インテリジェントなメタデータ
をあらゆる場所で活用

インテリジェントなデータカタログでデータの力を最大限に引き出す
データは経済の生命線であり、データ主導型の企業は自社のデータ資産を売上や利益に変
えています。データ主導のデジタルトランスフォーメーションの第一歩は、データを企業
の資産として管理することです。
データは多様化しているだけでなく、さまざまな部門やアプリケーション、データウェア
ハウスに分散しています。そのため、どこにどのようなデータがあるのかを正確に把握す
ることが難しくなっており、ビッグデータの時代では、この状況がさらに複雑になります。
Informatica Enterprise Data Catalog は、AI 搭載のデータカタログです。機械学習ベース
の探索エンジンを通じて、クラウド、オンプレミス、ビッグデータなどソースに関係なく
データ資産を全社規模でスキャンしてカタログ化をすることが可能です。Enterprise Data
Catalog の CLAIRE™ エンジンが、メタデータを活用して、データ管理タスクに関する推奨、
提案、自動化をインテリジェントに実行します。これにより、IT 担当者の生産性が高ま
るとともに、業務担当者はデータの管理を全面的に協力できるようになります。
業務担当者と IT 担当者は、パワフルなセマンティック検索をはじめ、検索結果を絞り込
む動的ファセット、データリネージ、プロファイリング統計、総体的な関係ビュー、デー
タの類似性の提案、統合されたビジネスグロッサリを利用できます。また、企業データ資
産の管理を簡素化し、全社規模でデータの価値を最大限に引き出せます。そして業務担当
者は、データをすばやく見つけ出し、ビジネス用語や定義、参考データなどのライフサイ
クルを簡単に管理することができます。

Informatica Enterprise Data Catalog は、AI 搭載のデータカタログです。
機械学習ベースの探索エンジンを通じて、クラウド、オンプレミス、ビッ
グデータなどソースに関係なくデータ資産を全社規模でスキャンおよび
カタログ化することが可能です。

図 1：スマートセマンティック検索機能と動的ファセットにより、データセットを手早く発見

主な特長
メタデータ API を自社環境に統合
Enterprise Data Catalog を使用して REST ベースの API を
自社環境に統合することにより、カタログのコンテンツを
どこからでも利用できるようになります。また、業務担当
者とインテリジェントなメタデータ（アプリケーション、
BI レポート、ダッシュボード）を共有できるようになります。
Tableau 向けプラグインでデータのガバナンスと信頼性を確保
Informatica Enterprise Data Catalog for Tableau により、統
制されたデータを使用した迅速なセルフサービスアナリ
ティクスを実現します。Tableau ユーザーは、Enterprise
Data Catalog のすべてのリソースを活用してデータを視覚
化することができます。また、
業務担当者は、
ワークシート、
ダッシュボード、データソースなどのビジネスコンテキス
トと技術コンテキストが並列表示された Tableau レポート
を利用可能です。
インテリジェントな機能を実装したセマンティック検索
パワフルなセマンティック検索とインテリジェントな機能
により、最も関連性の高いデータセットを検出、発見、分
析することができます。また、トークンマッチングを活用
した高度なキーワード検索では、カタログ内の最も関連性
の高いデータ資産を見つけることができます。さらに、セ
マンティック検索は参照先のデータドメインにも適用され
るため、データ資産が発見されずに見過ごされることはあ
りません。検索結果に基づいてインテリジェント機能を活
用することで、関心のあるデータセットに検索を絞り込む
ことができます。
データリネージと影響分析
情報をわかりやすくまとめたリネージビューを通して、
データソースを相互に追跡できます。これらのビューでは
エンドポイントに焦点が置かれ、その間にある複雑な情報
は表示されません。リネージビューはドリルダウンが可能
で、すべてのリネージパスが展開できるため、さまざまな
列やリネージダイアグラムの指標を確認することができま

す。また、上流／下流のデータ資産に関する詳細な影響分
析を実行できます。
ドメインとエンティティをインテリジェントに認識して
分類を自動化
すべての構造化／非構造化データに関して、ドメインやエ
ンティティ（顧客、製品、注文など）を項目、列、テーブ
ルレベルで自動的に分類および特定します。これは、企業
がデータをカタログ化して管理し、価値を引き出す態勢を
構築するための重要なステップです。データを分類するこ
とにより、検索、検索結果の絞り込み、ビジネスグロッサ
リの提案を強化できます。インフォマティカは、電子メー
ルやクレジットカード番号、社会保障番号、国名や都市名、
URL、会社名など、あらかじめ組み込まれた 60 以上のデー
タドメインを提供します。ユーザーが作成したカスタムド
メインを追加することも可能です。データ資産は、データ
ルール（ルールで定義された特定のロジックに一致する
データがある列を検出）
、または列名ルール（ルールで定義
された列名のロジックと一致する列を検出）を使用して分
類できます。
統合データ品質統計
技術メタデータに加えて、データプロファイリング統計を
確認し、データ資産の品質を把握してから、データを分析
に使用できます。プロファイリング統計には、値の分布や
パターン、データタイプやデータドメインの推測などがあ
ります。
Informatica Axon のビジネスグロッサリの統合
Informatica Enterprise Data Catalog では、用語、ポリシー、
分類などのビジネスグロッサリを簡単に Informatica Axon™
からインポートすることができます。ビジネス用語と適切
な技術メタデータを関連付けることで、データに質の高い
ビジネスコンテキストを付加することができます。また、
用語の関連付けを提案する機能により、業務部門と IT 部門
のデータ管理者が連携しながら、人的ワークフローの効率
的な自動化を含むビジネスメタデータを管理することが可
能です。また、Informatica Business Glossary やサードパー
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図 2：Informatica Enterprise Data Catalog はユニバーサルなメタデータ接続性をサポート

ティツールからビジネスグロッサリ資産をインポートする
こともできです。
インテリジェントな類似データの提案機能
高度な統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムが、類似
するデータとデータサブセットを特定します。このパワフ
ルな機能によって、最も関連性の高い、信頼できるデータ
を見つけ出すことができます。例えば、通信会社のアナリ
ストが、顧客が他社への乗り換えに関する分析のため、当
四半期のプリペイドカスタマーの活動を含むデータのクエ
リを実行するとします。この場合、Informatica Enterprise
Data Catalog は、よりクリーンなデータ（データの置き換
え）
、前四半期の顧客の活動を含むデータ（結合可能なデー
タ）
、データセットをエンリッチ化するための顧客情報テー
ブルを提案します。
ユニバーサルなメタデータ接続性
データベース、データウェアハウス、アプリケーション、
クラウドデータストア、BI ツール、Hadoop、NoSQL など、
企業全体で使用しているあらゆるタイプのデータソースか
らメタデータを抽出します。メタデータの抽出をサポート
しているデータソースの例は図 2 のとおりです。
リソースレベルのセキュリティ

ユーザーやグループにリソースレベルで読み取り／書き込
み権限を付与できます。ユーザーは、カスタム属性の閲覧
／編集、ドメインキュレーションの実行、ビジネスグロッ
サリの用語の関連付けが可能です。
ビッグデータの大規模導入

Enterprise Data Catalog は、ビッグデータの大規模導入用
に構築されており、Hadoop クラスタに実装できます。並
列処理によるメタデータの取り込みと高速な分散インデク
シングをサポートしているので、カタログコンテンツを迅
速に更新し、卓越した検索パフォーマンスを実現します。
また、
24 時間 365 日のフォールト トレランス性（耐障害性）
を提供します。

統合システム管理

カタログリソース、メタデータ抽出スケジュール、プロファ
イリング実行などのタスクを統合システム管理コンソール
で管理および監視できます。ジョブコントロールダッシュ
ボードでは、タスク監視ビューやリソースビューを表示す
るウィジェットを利用できます。また、システム管理者は
電子メールアラートを設定することで、カタログの問題に
プロアクティブに対応することが可能になります。

主なメリット
社内のあらゆるタイプのデータをインテリジェントにカタログ化
Informatica Enterprise Data Catalog は、企業内のさまざま
なタイプのデータやその関係をインテリジェントに探索し
ます。あらかじめ組み込まれたスキャナーが、データベー
ス、データウェアハウス、アプリケーション、クラウドデー
タストア、BI ツール、Hadoop、NoSQL などからメタデー
タを収集します。すべてのメタデータは、迅速な更新やス
マート検索、高速クエリを目的として設計された拡張可能
なグラフデータベースでインデックス化され、カタログ化
されます。生成されるデータ量が増えると共に企業組織全
体に広がっていくのに伴い、類似データや重複データが増
えてしまうことは避けられません。Informatica Enterprise
Data Catalog は、高度な統計アルゴリズムと機械学習アル
ゴリズムを活用して類似データとデータのサブセットを探
索することで、ユーザーが必要としている最も関連性の高
い信頼できるデータを見つけ出します。
Google のようなパワフルなセマンティック検索でデータ資
産を迅速に発見
何百もの企業システムの中から必要なデータを探すという
作業は、時には実りのない無駄な労力に思えることがある
かも知れません。包括的なメタデータサービスと拡張可能
なインフラストラクチャを基盤にしたパワフルなセマン
ティック検索機能がなければ、関連性のあるデータを見つ
け る こ と さ え で き な い で し ょ う。Informatica Enterprise

図 3：データの関係を示す総体的なビューでデータを把握

インフォマティカについて
インフォマティカは、エンタープ
ライズクラウドデータ管理をリー
ドする唯一の企業であり、データ
主導型のデジタルトランスフォー
メーションを推進しています。企
業のイノベーションを加速し、俊
敏性の向上や新たな成長機会の獲
得によって、インテリジェントな
破壊的イノベーションを支援して
います。また、インフォマティカ
は企業のデータの力を25年以上
にわたり引き出し、世界で9000
社以上の企業がそのソリューショ
ンを利用しています。
インフォマティカに関する詳細
は、インフォマティカ・ジャパン株
式会社（代表：03-6403-7600）
までお問い合わせいただくか、
Webサイトwww.informatica.com/jp/
をご覧ください。

Data Catalog では、セマンティック検索とインテリジェントな機能により、検索結果を詳
細に絞り込むことができます。ビジネスメタデータ、技術メタデータ、運用メタデータが
独自の方法で関連付けられているため、業務担当者はデータを探す際にビジネス用語を検
索し、総体的な関係ビューを確認して、関連性のあるデータ資産を見つけることができま
す。
総体的な関係ビューとリネージでデータ資産を探索および把握
「測定できないものは管理できない」という格言がありますが、データ資産の管理につい
保有しているデータ、
ても同じことが言えます。データから価値を最大限に引き出すには、
データの出所、データの変更履歴、その信頼性を把握する必要があります。Informatica
Enterprise Data Catalog では、完全なエンドツーエンドのサマリーと詳細なリネージ、プ
ユーザー
ロファイリング統計、
総体的な関係ビューを通じてさらに多くの情報が提供され、
はデータを明確に把握することができるようになります。
統制されたクラウドソースの注釈とビジネスコンテキストを使用してデータ資産をエンリッチ化
Informatica Enterprise Data Catalog は、企業データ資産を項目／列レベルまで自動分類し、
データの再利用性と価値を最大化します。データの価値をさらに高めるために、クラウド
ソース対応のタグや注釈に加え、データの使用者や使用目的といったコンテキストも取得
します。このような「集合知」を活用することでデータのエンリッチ化と取得を行い、全
社規模でデータの有益性をさらに高めることが可能になります。また、Informatica Axon
との統合により、ビジネス用語、定義、ポリシーなどのビジネスグロッサリを Axon から
簡単にインポートできます。これらのビジネスメタデータは技術メタデータや運用メタ
データと関連付けられるので、業務アナリストやデータスチュワード（データ管理／案内
人）などのユーザーは、データを迅速に発見、把握し、協力してデータを活用することが
できます。

詳細はこちら
Informatica Enterprise Data Catalog の詳細については、
https://www.informatica.com/jp/products/big-data/enterprise-data-catalog.html をご覧く
ださい。
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