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概要
IBM® Cognos® Framework Manager はメタデータのモデル作成ツールです。モデル
とは、1 つ以上のデータ・ソースに含まれる情報をビジネスの観点から表現したも
のです。このビジネスの観点を表現したモデルにセキュリティーや多言語機能を追
加すると、1 つのモデルで世界中のさまざまなユーザー・グループのニーズに応え
られるようになります。
このドキュメントでは、ビジネス・レポートの作成と分析で使用するメタデータの
モデル作成について理解するために必要な IBM Cognos の基本的なモデル作成概念
について説明します。また、リレーショナル・モデルの作成についても説明しま
す。

対象読者
このドキュメントは、IBM Cognos のモデル作成概念を理解する際に参照してくだ
さい。

情報の入手方法
IBM Cognos 製品のドキュメント (すべての各言語版を含む) を Web で入手するに
は、IBM Cognos インフォメーション・センターにアクセスしてください。リリー
ス・ノートはインフォメーション・センターに直接公開されます。これには、最新
の技術情報と APAR へのリンクが含まれます。
さらに、IBM Cognos の製品ディスクには、製品のリリース・ノートとインストー
ル・ガイドが PDF 形式で収録されています。

将来の見通しに関する記述
このドキュメントには製品の現在の機能が記載されています。現在利用できない項
目への言及が含まれる場合もありますが、将来的に使用可能になることを示唆する
ものではありません。このような言及は、なんらかの資料、規約、または機能を提
供するという誓約、保証、または法的義務ではありません。特性や機能の開発、公
開、およびその時期に関しては、引き続き IBM が単独裁量権を有します。

サンプルに関する免責事項
Great Outdoors 社、GO 販売、Great Outdoors 名のすべてのバリエーション、およ
び Planning サンプルでは、IBM および IBM のお客様向けのサンプル・アプリケ
ーションを開発するために使用されるサンプル・データにより、架空の企業活動が
描出されています。これらの架空データには、販売取引、商品流通、財務、および
人事のサンプル・データが含まれます。実在する名称、住所、連絡先電話番号、取
引額とは一切関係がありません。また、サンプル・ファイルの中には、手動または
コンピューターで生成された架空のデータ、学術的ソースまたは公共のソースを基
に編集された実際のデータ、版権所有者の許可を得て使われているデータなどが、
サンプル・アプリケーションを開発するためのサンプル・データとして使用されて
いる場合もあります。参照される製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性
© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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があります。許可なく複製することは禁止されています。

ユーザー補助機能
ユーザー補助機能は、動作が制限されている方、視力の限られた方など、身体に障
害を持つ方々に IT 製品をご使用いただけるように支援する機能です。IBM Cognos
Framework Manager にはユーザー補助機能が用意されています。ユーザー補助機能
については、「Framework Manager User Guide」のユーザー補助機能に関するセク
ションを参照してください。
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第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
IBM Cognos Framework Manager は、IBM Cognos BI のクエリー生成を支援するメ
タデータのモデル作成ツールです。モデルとは、1 つ以上のデータ・ソースの物理
情報とビジネス情報が格納されたメタデータの集まりです。IBM Cognos BI では、
正規化および非正規化されたリレーショナル・データ・ソースやさまざまな OLAP
データ・ソースに基づく業績管理が可能です。
別の言語の「IBM Cognos メタデータ・モデリング・ガイド」を参照するには、
installation_location¥c10¥webcontent¥documentation に移動して、目的の言語のフォル
ダーを開きます。次に"ug_best.pdf"を開きます。

IBM Cognos のモデル作成の概念の理解
始める前に、ビジネス・レポートの作成と分析で使用するメタデータのモデル作成
に関する IBM Cognos の基本的なモデル作成概念について理解する必要がありま
す。

リレーショナル・モデル作成の概念
IBM Cognos Framework Manager でモデルを作成するときには、必ずしも完全なス
ター・スキーマになるようにデータ・ソースを設計する必要はないことを理解して
おくことが重要です。アプリケーションに必要なパフォーマンスを実現できるよう
にデータ・ソースが最適化されている限りは、スノーフレーク・スキーマや他の形
式で正規化されたスキーマも同じように使用できます。ただし一般的には、スタ
ー・スキーマの概念に従って論理モデルを作成することを推奨します。この方法
は、IBM Cognos Analysis Studio の場合には必要条件であり、ユーザー用のデータ
を編成する効果的な方法であることも実証されています。
複雑なデータ・ソースを使用したアプリケーションの開発を始めるときには、ビジ
ネスに対するユーザーの見方を反映し、このドキュメントのガイドラインを使用し
て予測どおりのクエリーと結果が得られるように設計した、簡素化されたビューを
作成することを推奨します。リレーショナル・モデルを適切に構築すると、アプリ
ケーションの基盤としての役割を果たし、IBM Cognos ソフトウェアのディメンシ
ョン機能を利用する場合にも、作業を開始しやすくなります。
スター・スキーマのデータ・ソースを使用して作業を開始すれば、スター・スキー
マを作成するときに利用する概念が、クエリーと分析のアプリケーションを作成す
るときにも役立つため、モデルの作成作業が楽になります。このドキュメントで説
明するガイドラインに従えば、アプリケーションのニーズを満たすモデルが設計で
きます。

カーディナリティー
2 つのクエリー・サブジェクトの間には関係があります。関係のカーディナリティ
ーとは、2 つのクエリー・サブジェクトそれぞれに存在する関係する行の数のこと
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です。行は関係を表す式で関連付けられています。通常、この式は基盤となるテー
ブルのプライマリー・キーと外部キーを参照しています。
IBM Cognos ソフトウェアでは、関係のカーディナリティーが次の目的で使用され
ます。
v ファクト・データの二重カウントの防止
v スター・スキーマ・モデルでよく見られるループ結合のサポート
v 基になるデータ・ソース・システムへのアクセスの最適化
v ファクトやディメンションとして動作するクエリー・サブジェクトの識別
基になるさまざまなテーブルからの複数のファクトを使用するクエリーは、基にな
るファクト表ごとに別々のクエリーに分割されます。単一の各ファクト・クエリー
では、それぞれのファクト表に加えて、そのファクト表に関連するディメンション
表も参照されます。これらの個々のクエリーを 1 つの結果セットに結合するために
は、別のクエリーが使用されます。この後者の処理は、一般にスティッチ・クエリ
ーと呼ばれています。coalesce と完全外部結合がある場合には、スティッチ・クエ
リーになります。
またスティッチ・クエリーにより、IBM Cognos ソフトウェアがさまざまな細分性
レベルでデータを適切に関連付けられるようになります。 8 ページの『複数ファク
ト、複数細分性のクエリー』を参照してください。
生成されたクエリーのカーディナリティー:
IBM Cognos ソフトウェアでは、最小/最大カーディナリティーとオプション・カー
ディナリティーの両方がサポートされています。
0:1 では、0 が最小カーディナリティーで、1 が最大カーディナリティーです。
1:n では、1 が最小カーディナリティーで、n が最大カーディナリティーです。
カーディナリティーが 1:1 対 1:n である関係は、最大カーディナリティーに注目
して、一般に 1 対 n の関係と呼ばれます。
最小カーディナリティーが 0 である場合は、その関係がオプションであることを意
味します。一致するものがないときでも関係の他方の側の情報をクエリーに保持す
る場合は、最小カーディナリティーを 0 に指定します。例えば、顧客と販売実績の
間の関係は、1:1 対 0:n に指定することができます。この指定では、販売データが
ない場合でも、要求された顧客情報がレポートに表示されます。
したがって、1 対 n 関係は次のように指定することもできます。
v

0:1 対 0:n

v

0:1 対 1:n

v

1:1 対 0:n

v

1:1 対 1:n

カーディナリティーを調べるには、「Relationship Definition」ダイアログ・ボック
スで「Relationship impact」文を使用します。例えば、Sales Staff (1:1) は Order
(0:n) に結合されています。

2
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カーディナリティーは、ファクト・クエリー・サブジェクトの検出やファクト・デ
ータの二重カウントの防止などに使用されるため、モデル内のカーディナリティー
を正しく指定することが重要です。
クエリーの生成時には、IBM Cognos ソフトウェアでは次の基本的な規則に従って
カーディナリティーが適用されます。
v カーディナリティーはクエリーのコンテキスト内で適用される
v

1 対 n のカーディナリティーでは、n 側がファクト・データを意味し、1 側が
ディメンション・データを意味する

v クエリーに回答するために必要な関係に応じて、クエリー・サブジェクトはファ
クト・クエリー・サブジェクトまたはディメンション・クエリー・サブジェクト
として動作する
モデル内のカーディナリティーによりどのような動作が引き起こされるかを評価す
るには、「Model Advisor」を使用します。
詳細については、 39 ページの『1 つのファクト・クエリー』 および 41 ページの
『一致するディメンションに対する複数ファクト、複数細分性のクエリー』 を参照
してください。
クエリーのコンテキスト内のカーディナリティー:
カーディナリティーは、複数ファクトのクエリーを生成するときにクエリーをいつ
どこで分割するかを決定するために使用されるため、クエリーのコンテキスト内の
カーディナリティーには重要な役割があります。ディメンションとファクトが間違
って認識されると、不要なスティッチ・クエリーが作成されてパフォーマンスが低
下したり、クエリーが正しく形成されずに間違った結果が取得されたりする可能性
があります。
次の例は、 IBM Cognos ソフトウェアでカーディナリティーがどのように解釈され
るかを示しています。

例: ディメンションやファクトとして機能するクエリー・サブジェクト:
この例では、"Sales Branch"が"Order Header"に対するディメンションとして機能
し、"Order Header"が"Sales Branch"に対するファクトとして機能します。

第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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例:1 つのクエリーに 4 つのクエリー・サブジェクトが含まれている場合:
この例では、4 つのクエリー・サブジェクトすべてがクエリーに含まれています。
"Sales staff"と"Order details"はファクトとして扱われます。"Order header"と"Sales
branch"はディメンションとして扱われます。

このクエリーに対して生成される SQL は分割され、"Sales staff"と"Order details"が
ファクトとして扱われます。これらの 2 つのサブクエリーの結果は、"Sales branch"
から取得された情報を使用して結合 (スティッチ) されます。その結果、レポートに
は"Sales branch"ごとの"Order details"および"Order header"情報が表示され、その横に
"Sales branch"ごとの"Sales staff"情報が表示されてしまいます。

例:1 つのクエリーに 3 つのクエリー・サブジェクトが含まれている場合:
この例では、3 つのみのクエリー・サブジェクトがクエリーに含まれています。
"Order details"は使用されていません。"Order header"はここではファクトとして扱わ
れています。"Sales staff"は、ここでもファクトとして扱われています。
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この例の SQL でも、前の例と同様の結果を返すスティッチ・クエリーが生成され
ます。スティッチ処理では、完全外部結合を使用して処理の両側の情報が維持され
ることに注意してください。

行列式
行列式は細分性を表すもので、クエリー・サブジェクト内のデータのサブセットや
グループによって表現されます。これは反復データが正しく集計されるようにする
ために使用されます。行列式は、データ・ソースにおけるキーやインデックスとい
う概念に最も緊密に関連付けられており、データ・ソースの一意のキーやインデッ
クス情報に基づいてインポートされます。インポートした行列式は必ず確認し、必
要に応じて変更するか追加の行列式を作成することを推奨します。行列式を変更す
れば、データ・ソースのインデックスやキーの情報を上書きして、レポート作成や
分析のニーズにより適合した情報で置き換えることができます。行列式を追加すれ
ば、アプリケーションに関係がある反復データのグループを表すことができます。
次の"Time"の例では、"Day"が一意の行列式になっています。一意でない行列式の例
は"Month"です。"Month"のキーはその月の日数分反復されます。一意でない行列式
を定義するときには、"Group By"を指定します。このように指定すると、その行列
式に関連付けられているキーや属性がデータ内で繰り返されるときに、二重カウン
トを回避するための集計関数とグループ化が IBM Cognos ソフトウェアで適用され
ます。"Uniquely Identified"と"Group By"を両方選択した行列式や、両方とも選択
しない行列式は指定しないことを推奨します。
Year key

Month key

月名

Day key

日名

2006

200601

January 06

20060101

Sunday, January
1, 2006

2006

200601

January 06

20060102

Monday, January
2, 2006

このデータ・セットには、2 つの"Group By"行列式 ("Year"と"Month") および 1
つの一意な行列式 ("Day") の、合計 3 つの行列式を定義できます。概念は似ていま
すが、概念のレベルや階層が異なります。

Determinants

キー

Attributes

Uniquely
Identified

Group By

年

Year key

なし

いいえ

はい

月

Month key

月名

いいえ

はい

第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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Determinants

キー

Attributes

Uniquely
Identified

Group By

日

Day key

日名

はい

いいえ

Month key
月名
Year key

この場合、データ内のグループを識別するために十分な情報が各キーに格納されて
いるため、各行列式では 1 つのキーのみを使用しています。一般に、"Month key"
には年を判別するための情報が含まれていないことが多く、問題となる可能性が高
いですが、ここでは"Month key"に"Year key"が含まれているため、"Month key"のみ
で年のサブグループとしての月を識別することができます。
注: 年を考慮せずに月をグループ化する行列式も作成できますが、2006 年 2 月の
すべてのデータがグループ化されるのではなく、すべての年の 2 月のデータがすべ
てグループ化されてしまうため、レポート作成ではあまり使用されません。

マルチパート・キーが指定された行列式の使用
上記の"Time"ディメンションの例では、各データ・セットを識別する行列式を作成
するために 1 つのキーで十分でしたが、いつもそうであるとは限りません。
例えば、次の Geography ディメンションでは、1 つを除くすべての行列式でマルチ
パート・キー定義を使用しています。
地域

Region キー

State/Province キー

City キー

「北米」

USA

Illinois

Springfield

「北米」

USA

Missouri

Springfield

「北米」

USA

California

Dublin

Europe

Ireland

該当なし

Dublin

Time の例と同じように、このデータ・セットには、2 つの「Group By」 行列式
(Region と State/Province) および 1 つの一意な行列式 (City) の、合計 3 つの行列
式を定義できます。
行列式の名前

キー

属性

一意の ID

Group By

Region

Region キー

なし

いいえ

はい

State/Province

State/Province キ
ー

なし

いいえ

はい

なし

はい

いいえ

City
Region キー
State/Province キ
ー
City キー
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この場合、City を一意にするために、Region キー、State/Province キー、および
City キーを使用しました。このようにしたのは、与えられたデータでは同じ市の名
前が複数の州や県にまたがって存在することがあり、さらにその州または県と市の
組み合わせが複数の地域にまたがって存在することがあるからです。

行列式は指定された順序で評価される
行列式に階層の概念はありませんが、評価の順序は決まっています。IBM Cognos
ソフトウェアでは、クエリー・サブジェクトから選択された一連のアイテムを評価
するにあたって、「Determinants」タブに設定された順序でアイテムが 1 つずつ各
行列式 (キーおよび属性) と比較されます。IBM Cognos ソフトウェアでは、このよ
うにして最もよく一致する行列式が選択されます。
次の例では、"Current month"、"Days in the month"、ローカライズされた"Month"と
いう属性が"Month key"に関連付けられています。これらの属性のいずれかを参照す
るクエリーが送信されると、"Month"行列式が最初にマッチング条件を満たす行列式
になります。他の属性が必要ない場合は、行列式の評価は Month で停止して、この
行列式が SQL の group 句と for 句に使用されます。
ディメンションの他の属性も含まれており、それらの属性が以前の行列式と一致し
ていない場合は、一致するものが見つかるか最後の行列式に到達するまで、IBM
Cognos ソフトウェアは評価を続行します。一意な行列式に、すべてのクエリー・ア
イテムが関連付けられているのはそのためです。他に一致するものがなければ、デ
ータ・セット全体の一意なキーが使用されて、データのグループ化が決定されま
す。

行列式を使用するとき
行列式を使用するとデータの細分性に関するさまざまな問題を解決できますが、次
の場合には必ず行列式を使用します。
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v ディメンションとして機能するクエリー・サブジェクトに複数の細分性レベルが
あり、ファクト・データの結合が異なるキーのセットで行われる場合。
例えば、"Time"に複数のレベルがあり、"Inventory"の結合には"Month key"が、
"Sales"の結合には"Day key"が使用される場合などがあります。詳細については、
『複数ファクト、複数細分性のクエリー』を参照してください。
v 反復されているキーや属性に対してカウントや他の集計関数を実行する必要があ
る場合。
例えば、"Time"には"Month key"と"Days in the month"属性がありますが、"Days
in the month"属性はすべての日で反復されています。"Days in the month"をレポ
ートで使用する場合、月のそれぞれの日にある"Days in the month"を合計しても
目的の値は得られません。正しくは、選択した"Month key"に対する"Days in the
month"の一意な値を取得する必要があります。SQL では、これは XMIN(Days in
the month for Month_Key) となります。 Cognos SQL には Group by 句もあり
ます。
また、次のようなやや特殊な場合にも行列式が必要になります。
v データ・ソースからテキスト BLOB 型データを取得するためにデータ行を一意に
識別する。
BLOB 型データのクエリーには、追加のキーまたはインデックス・タイプの情報
が必要です。データ・ソースにこの情報がない場合は、行列式を使用して追加で
きます。データ・ソースからインポートした行列式のうち、レポート作成用に作
成した関係と競合するものは上書きします。
クエリー・サブジェクトが BLOB 型データにアクセスする場合は複数セグメント
のキーを使用できません。集計クエリーでは、BLOB 型データはクエリーの集計
部分から別途取得する必要があります。それには、行を一意に識別する、複数の
セグメントを持たないキーが必要です。
v クエリー・サブジェクトに対して指定されている一意な行列式よりも少ないキー
を使用する結合が指定されている。
結合が、関係の 0..1 または 1..1 の側にある一意な行列式のキーによって参照
されている列のサブセットに基づいて構築されている場合、競合が発生します。
この競合を解決するには、関係を変更して行列式に完全に適合するようにする
か、または行列式を変更して関係がサポートされるようにします。
v データ・ソースからインポートした行列式のうち、レポート作成用に作成した関
係と競合するものを上書きする。
例えば、複数の列に対して 2 つのクエリー・サブジェクトの行列式が存在して
も、クエリー・サブジェクト間の関係ではこれらの列のサブセットのみを使用し
ている場合があります。関係に追加の列を使用するのが不適切な場合には、クエ
リー・サブジェクトの行列式の情報を変更します。

複数ファクト、複数細分性のクエリー
ディメンション・データが格納されているテーブルがさまざまなキー列で複数のフ
ァクト表に結合されている場合は、複数ファクト、複数細分性のクエリーがリレー
ショナル・データ・ソースで発生します。
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このセクションでは、ディメンションという用語が概念的な意味で使用されている
ことに注意してください。1:1 または 0:1 のカーディナリティーが設定されたクエ
リー・サブジェクトは、ディメンションとして機能します。詳細については、 1 ペ
ージの『カーディナリティー』を参照してください。
一般に、ディメンション・クエリー・サブジェクトには、反復するキーが設定され
た属性データの個別のグループやレベルがあります。IBM Cognos Studio/Authoring
ツールでは、レポート内に存在する細分性の最低共通レベルにデータが自動的に集
計されます。反復データが含まれている列に対して合計を作成すると、二重カウン
トが発生します。データの細分性のレベルを適切にモデル作成すれば、二重カウン
トを防止できます。
注: レポートでは、最低共通レベルより下の細分性レベルのデータを表示できま
す。このようにすると、より上位の細分性のデータは反復されますが、行列式が正
しく適用されていれば、合計には影響しません。
次の例では、"Sales"と"Product forecast"という 2 つのファクト・クエリー・サブジ
ェクトが、"Time"ディメンションと"Product"ディメンションという 2 つのディメン
ション・クエリー・サブジェクトを共有しています。

この例の細分性問題の焦点は"Time"です。"Sales"は"Day key"で"Time"に結合され、
"Product forecast"は"Month key"で"Time"に結合されています。これらは別個の結合
キーであるため、少なくとも 2 つの行列式を"Time"で明確に識別する必要がありま
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す。例えば、"Month"と"Day"の行列式でそれらのキーを指定します。"Day"は"Time"
の一意なキーで、"Month"キーはその月の日ごとに反復されます。
例えば、"Month"の行列式は次のようになります。

"Product"クエリー・サブジェクトには、少なくとも"Product line"、"Product
type"、"Product"の 3 つの行列式がある可能性があり、"Product key"で両方のファク
ト表と関連付けられています。"Product"クエリー・サブジェクトについては細分性
の問題は発生しません。
デフォルトでは、レポートが集計され、細分性の最低共通レベルの各ファクト表か
らレコードが取得されます。"Sales"の"Quantity"、"Product forecast"の"Expected
volume"、"Time"の"Month"、"Product"の"Product name"を使用するレポートを作成す
ると、各ファクト表における細分性の最低共通レベルからレコードが取得されま
す。この例では、月レベルと製品レベルになっています。
複数の細分性レベルにデータが存在する場合に二重カウントを防止するには、
"Time"クエリー・サブジェクト用に少なくとも 2 つの行列式を作成します。例につ
いては、 5 ページの『行列式』を参照してください。
月

製品名

数量

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

1,690

April 2007

Course Pro Umbrella

132

125

February 2007

Aloe Relief

270

245

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

1
88

92

"Time"クエリー・サブジェクトで行列式を正しく指定しないと、間違って集計され
る場合があります。例えば、"Product forecast"の"Month"レベルに存在する"Expected
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volume"の値は、"Time"クエリー・サブジェクトで毎日反復されています。行列式が
正しく設定されていないと、"Expected volume"の値に月の日数が乗算されてしまい
ます。
月

製品名

数量

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

50,700

April 2007

Course Pro Umbrella

132

3,750

February 2007

Aloe Relief

270

7,134

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

29
88

2,576

"Expected volume"列の数値が異なっていることに注意してください。

モデル設計に関する考慮事項
モデルを作成するときは、どのようなアプリケーションにも適用できる万能なモデ
ル作成ワークフローは存在しないことを理解しておくことが重要です。モデルの作
成を始める前に、機能性、使いやすさ、パフォーマンスに関するアプリケーション
の要件を理解しておくことが重要です。このセクションに提示されている多くの質
問の答えは、データ・ソースの設計とアプリケーションの要件によって決まりま
す。

関係と行列式を作成する場所
関係をどこに作成すればよいか迷うことがよくあります。データ・ソース・クエリ
ー・サブジェクトの間に関係を作成する必要があるか、モデル・クエリー・サブジ
ェクトの間に作成する必要があるか、それとも両方の間に作成する必要があるか、
という質問に対する答えは、モデルを作成しようとしているデータ・ソースの複雑
さによって変わります。
データ・ソース・クエリー・サブジェクトでは、関係と行列式が両方とも使用され
ます。
モデル・クエリー・サブジェクトでは、関係と行列式を使用した場合の副作用にい
て考慮する必要があります。
v モデル・クエリー・サブジェクトはビューとして機能し始めるため、クエリー・
サブジェクトの「SQL Generation」タイプの「As View」や「Minimized」の設
定が上書きされる。
つまり、クエリー・サブジェクト内のどのアイテムが参照されても、SQL は変化
しません。詳細については、 12 ページの『最小化された SQL とは』を参照して
ください。
v モデル・クエリー・サブジェクトは、スタンドアロン・オブジェクトになる。
つまり、参照されているオブジェクト間以外の基盤となる関係は適用されなくな
ります。そのため、基になるクエリー・サブジェクトのメタデータから以前に推
測されていた関係を追加で作成することが必要となる場合があります。
v モデル・クエリー・サブジェクトに行列式を作成しても、関係が一緒に作成され
ていないとその行列式は無視される。
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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次に、意図的に「Minimized SQL」の設定を上書きして、モデルを簡素化するモデ
ル・クエリー・サブジェクトの関係の例を示します。この例では、
"ORDER_HEADER"と"ORDER_DETAILS"が組み合わされて、1 つのファクトとして
動作するようになっています。両者は個別のフォルダーに配置されており、
"ORDER_HEADER"と"ORDER_DETAILS"の間の関係を除き、両者に対するすべての
関係は削除されています。モデル・クエリー・サブジェクトを作成し、関係を付加
した後に問題となるのは、この関係のみです。

モデルのどこに関係や行列式を指定するかを決定するには、最小化された SQL が
アプリケーションに与える影響を理解しておく必要があります。
関係、行列式、最小化された SQL の詳細については、「IBM Cognos Framework
Manager User Guide」の「Model Advisor」のトピックを参照してください。

最小化された SQL とは
最小化された SQL を使用すると、選択されたクエリー・アイテムの値を取得する
ために必要な最低限のテーブルと結合のみが、生成された SQL に格納されます。
次の "Product" テーブルを使用して、最小化された SQL の例を表示できます。
"PRODUCT_LINE"、 "PRODUCT_TYPE"、 "PRODUCT"、
"PRODUCT_MULTILINGUAL"の 4 つのクエリー・サブジェクトは、すべて相互に
結合されています。

これらは、モデル・クエリー・サブジェクト内で組み合わせて使用できます。
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Products モデル・クエリー・サブジェクトを全体としてテストすると、クエリーの
from 句で 4 つのテーブルが参照されていることがわかります。
select
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE as Product_Line_Code,
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_EN as Product_Line,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE as Product_Type_Code,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_EN as Product_Type,
PRODUCT.PRODUCT_NUMBER as Product_Number,
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
PRODUCT_MULTILINGUAL.DESCRIPTION as Product_Description,
PRODUCT.INTRODUCTION_DATE as Introduction_Date,
PRODUCT.PRODUCT_IMAGE as Product_Image,
PRODUCT.PRODUCTION_COST as Production_Cost,
PRODUCT.MARGIN as Margin
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_LINE PRODUCT_LINE,
gosl_82..gosl.PRODUCT_TYPE PRODUCT_TYPE,
gosl_82..gosl.PRODUCT PRODUCT,
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN’)
and
(PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE = PRODUCT_TYPE.PRODUCT_LINE_CODE)
and
(PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE = PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE)
and
(PRODUCT.PRODUCT_NUMBER = PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NUMBER

"PRODUCT_NAME"のみをテストすると、必須のテーブルである
"PRODUCT_MULTILINGUAL"のみが、生成されたクエリーで使用されていることが
わかります。これが、最小化された SQL の効果です。
select
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN")

例: 最小化された SQL が重要なとき
正規化されたデータ・ソースのモデルを作成している場合は、最小化された SQL
を使用すると一部の要求で使用されるテーブルの数が減ってパフォーマンスが向上
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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するため、最小化された SQL の使用を検討するのが重要になる場合があります。
この場合は、データ・ソース・クエリー・サブジェクト間に関係と行列式を作成し
てから、関係が設定されていないモデル・クエリー・サブジェクトを作成するのが
最善です。
オブジェクト間に関係がなければスター・スキーマのグループを作成できないとい
う誤解が一般的になっていますが、実際にはそうではありません。グループに含め
るモデル・クエリー・サブジェクトを選択して、「Star Schema Grouping」ウィザ
ードを使用します。または、ショートカットを作成して、新しいネームスペースに
それらのショートカットを移動することもできます。関係へのショートカットは必
要ありません。この機能はダイアグラム内の表示のみを目的としたものです。この
方法は、クエリーの生成と Studio/Authoring ツール内の表示方法にも同じ効果があ
ります。

例: 最小化された SQL が予測されるクエリーほど重要ではないとき
データ・ソース内の複数の要素を、1 つのデータ・オブジェクトであるかのように
動作するようにカプセル化する場合があります。例えば、ファクトに常に結合する
必要があるセキュリティー・テーブルなどです。"Great Outdoors Sales"モデルで
は、"ORDER_HEADER"と"ORDER_DETAILS"がともにファクトを表す一連のテーブ
ルとなっており、クエリーも常に一緒に実行される必要があることがわかります。
例については、 11 ページの『関係と行列式を作成する場所』を参照してください。

メタデータ・キャッシュとは
IBM Cognos Framework Manager では、データ・ソースからインポートされるメタ
データが保存されます。しかし、ガバナーの設定やモデルで行う特定の操作によっ
ては、クエリーを準備するときにこのメタデータが使用されない可能性がありま
す。
「Allow enhanced model portability at run time」ガバナーを有効にすると、
Framework Manager では、クエリーを準備する前にメタデータに関する情報を取得
するために、常にデータ・ソースにクエリーが実行されます。このガバナーを有効
にしていないと、ほとんどの場合 Framework Manager では、データ・ソースに対す
るクエリーが実行されずに、モデルに保存されているメタデータにアクセスされま
す。主な例外は次のとおりです。
v データ・ソース・クエリー・サブジェクトの SQL が変更された場合。これには
マクロの使用も含まれます。
v データ・ソース・クエリー・サブジェクトに計算やフィルターが追加された場
合。
注: 生成されたメタデータ・クエリーは、ほとんどのベンダーのリレーショナル・
データベース管理システムでサポートされており、ほとんどのレポート作成アプリ
ケーションでは目立った影響はありません。

クエリー・サブジェクトとディメンション
クエリー・サブジェクトとディメンションはそれぞれ使用目的が異なります。クエ
リー・サブジェクトはリレーショナル・クエリーの生成に使用され、スター・スキ
ーマ規則を使用して作成できます。他方、ディメンションはリレーショナル・ソー
スのディメンション・モデル作成に使用され、OLAP の動作を可能にします。クエ
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リー・サブジェクトはディメンションの基盤であるため、適切なリレーショナル・
モデルを作成することはディメンション・モデルが成功するための重要な条件で
す。
ディメンション・モデルが必要なのは、レポート内のドリルアップとドリルダウン
を有効にしたり、Studio/Authoring ツール内のメンバー関数にアクセスしたりするた
めに、IBM Cognos Analysis Studio を使用する場合のみです。多くのアプリケーシ
ョンには、OLAP 機能は必要ありません。例えば、アプリケーションが主にアドホ
ックなクエリーやレポートの作成用であり、ドリルアップやドリルダウンは不要な
場合があります。また、IBM Cognos ReportNet® のモデルを保守している場合もあ
ります。これらの場合には、クエリー・サブジェクトのみに基づいてパッケージを
発行することができます。
クエリー・サブジェクトの行列式は、標準ディメンションのレベルや階層とは異な
りますが、1 つの階層に緊密に関連付けることができます。クエリー・サブジェク
トをディメンションの基盤として使用することを計画している場合は、作成しよう
としている階層構造を考慮して、集計したときに正しい結果が得られるような行列
式を作成したことを確認する必要があります。次の点を確認します。
v 標準ディメンションの階層の各レベルに対する行列式がクエリー・サブジェクト
に指定されている
v 行列式が標準ディメンションのレベルと同じ順序で指定されている
v 集計方法が異なる複数の階層を設定しようとしている場合は、別の行列式が設定
されたクエリー・サブジェクトを他の階層用のソースとして追加で作成する必要
があるかどうかを検討する
正しい結果と良好なパフォーマンスが得られる完全なリレーショナル・モデルを作
成すれば、ディメンション・モデルを開発するための強固な基盤になります。さら
に、データ・ソースと Studio/Authoring ツールに公開されるオブジェクトの間にモ
デル・オブジェクトのレイヤー (クエリー・サブジェクトかディメンションのどち
らか) が存在するようにすれば、変更をユーザーに意識させずにすみます。

モデル・オブジェクトとショートカット
モデル・オブジェクトとショートカットの重要な違いは、モデル・オブジェクトで
はアイテムの包含、除外、アイテム名の変更ができる点にあります。含めるクエリ
ー・アイテムを制限する必要がある場合やアイテムの名前を変更する必要がある場
合は、ショートカットの代わりにモデル・オブジェクトを使用できます。
表示方式の観点からすれば、ショートカットはモデル・オブジェクトに比べて柔軟
性が少ないですが、ターゲット・オブジェクトが更新されると自動的に更新される
ため保守は格段に少なくてすみます。保守の容易さが重要で、クエリー・サブジェ
クトの表示をカスタマイズする必要がない場合は、ショートカットを使用します。
IBM Cognos Framework Manager には 2 種類のショートカットがあります。
v 標準ショートカット。ターゲット・オブジェクトを単純に参照します。
v 別名ショートカット。元のオブジェクトのコピーのように、完全に独立して動作
します。別名ショートカットを使用できるのは、クエリー・サブジェクトとディ
メンションのみです。

第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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一般に、標準ショートカットは、まったく同じ名前と外観を持った複数の参照を複
数の場所に作成できるため、スター・スキーマ・グループを持つ一致するディメン
ションとして使用されます。次の例では、"Products"と"Order Time"に対して作成さ
れたショートカットが参照として動作します。"Product Forecast"と"Sales Target"の
両方から"Products"を取得するようにクエリーが書かれている場合、オリジナルに基
づいた"Products"の定義がクエリーで使用され、この定義がクエリーに 1 回のみ表
示されます。

一般に、別名ショートカットは、ロールプレイング・ディメンションや共有テーブ
ルで使用されます。このドキュメントにはロールプレイング・ディメンションの例
が既に掲載されているため、共有テーブルの場合について説明します。次の例で
は、"Sales Staff"と"Sales Branch"を別々の階層として扱うことができます。販売員は
支店間で異動する場合があることがわかっているため、"Sales Branch"と"Sales Staff"
に対し独立した注文のレポートを作成できるだけでなく、両方の情報に基づいたレ
ポートも作成できる必要があります。そのためには、"Sales Staff"階層のレベルとし
て使用できる"Sales Branch"の別名を作成する必要があります。
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新しい別名ショートカットを設定すると、"Sales Branch"ごとの注文と"Sales Staff"ご
との注文を現在の支店情報と同時に取得するクエリーを作成できるようになりま
す。
以前のリリースからモデルを開くと、「Shortcut Processing」ガバナーが
「Automatic」に設定されます。「Automatic」を使用すると、以前のリリースと同
様にショートカットが機能します。つまり、ターゲットと同じフォルダーにあるシ
ョートカットが別名つまり独立したインスタンスとして動作し、モデル内の他の場
所にあるショートカットはオリジナルへの参照として動作します。「Treat As」プ
ロパティーを利用するには、モデルを検証して、修復時にガバナーを「Explicit」に
変更することを推奨します。修復処理によって、「Automatic」設定が従う規則に基
づいて「Treat As」プロパティーから取得した正しい値にすべてのショートカット
が変更されます。つまり、ショートカットの「Treat As」プロパティーに 1 つ以上
の変更を加えない限りは、モデルの動作は変更されません。
新しいモデルを作成するときには、「Shortcut Processing」ガバナーが常に
「Explicit」に設定されます。
ガバナーが「Explicit」に設定されると、ショートカットの動作が「Treat As」プロ
パティーから取得され、モデル内の場所を気にしなくても、ショートカットの動作
方法を完全に制御できます。

フォルダーとネームスペース
ネームスペースについて知っておく必要がある最も重要な点は、レポートのオーサ
リングを開始した後に、発行されたネームスペースの名前を変更すると、IBM
Cognos のコンテンツに影響するということです。これは、ネームスペースの名前を
変更すると、メタデータ内に発行されているオブジェクトの ID が変更されるため
です。IBM Cognos Framework Manager では、オブジェクト ID の一部としてネー
ムスペースが使用されているため、各ネームスペースの名前はモデル内で一意であ
ることが必要です。ネームスペース内の各オブジェクトの名前も一意であることが
必要です。スター・スキーマ・グループでは、それぞれのショートカットを別々の
ネームスペースに置きます。これによって、ネームスペース内の各オブジェクトに
一意の ID が自動的に作成されます。リレーショナル・データベースでは、別のス
ター・スキーマ・グループ内にある一致するディメンションへのショートカットに
同じ名前を使用できます。
更新されたモデルに対するクエリー、レポート、分析のいずれかを次回実行しよう
とすると、エラーが発生します。発行済みのネームスペースの名前を変更する必要
がある場合は、「Analyze Publish Impact」を使用して、どのレポートに影響がある
かを確認します。
フォルダーはネームスペースより格段に簡単です。フォルダーは純粋に整理目的の
もので、オブジェクト ID やコンテンツには影響しません。フォルダーを作成する
と、サブジェクトや機能領域ごとにオブジェクトを整理できます。これによって、
特に大規模なプロジェクトでメタデータを見つけやすくなります。
フォルダーの主な欠点は、すべてのクエリー・サブジェクト、ディメンション、シ
ョートカットに対して一意の名前をつける必要があることです。そのため、共有オ
ブジェクトを格納するためには、最適とはいえません。
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド

17

モデルの計算における演算順序の設定
比率関連の計算の場合など、算術演算より前に計算項目の集計を実行するのが有効
となる場合があります。
例えば、次の"Order details"ファクトには各注文についての情報が含まれています。

"Margin"は利益率を計算します。
Margin = (Revenue - Product cost) / Revenue

クエリーを実行して、前述の"Order details"ファクトを使用して各製品の
"Revenue"、"Product cost"、"Margin"を表示すると、次のような結果になります。
Product number

Revenue

Product cost

余白

1

$23,057,141

$11,292,005

61038%

2

$11,333,518

$6,607,904

49606%

これを見ると"Margin"の値が不適切であることがわかります。これは、"Margin"を計
算するときの演算順序が原因です。"Margin"は次のように計算されています。
Margin = sum( (Revenue - Product cost) / Revenue )

算術演算の後に集計が実行されているため、この場合は不適切な結果になっていま
す。
"Margin"について適切な結果が得られるようにするには、算術演算の前に集計を実行
する必要があります。
Margin = ( sum(Revenue) - sum(Product cost) ) / sum(Revenue)

これによって次のような結果が得られます。

18

Product number

Revenue

Product cost

余白

1

$23,057.141

$11,292,005

51.03%

2

$11,333,518

$6,607,904

41.70%
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IBM Cognos Framework Manager でこのような結果を得るには、Margin について独
立した計算を作成してから、その「Regular Aggregate」プロパティーを
「Calculated」に設定します。算出式の各クエリー・アイテムは、「Regular
Aggregate」プロパティーで指定されたとおりに集計されます。"Revenue"および
"Product cost"の「Regular Aggregate」プロパティーは「合計」に設定されており、
したがって、計算時にはこれらの項目を集計するのに合計が使用されます。
注: クエリー・サブジェクトに埋め込まれた計算では、計算集計タイプはサポート
されていません。独立した計算、および数値データ・ディメンションに埋め込まれ
た、同じ数値データ・ディメンションの数値データに基づく計算においてのみサポ
ートされます。
例えば、数値データ・ディメンション"Sales"に埋め込まれた計算"Margin"を考えてみ
ましょう。

この例では、"Margin"は同じディメンション"Sales"内の数値データ"Product cost"およ
び"Revenue"に基づいています。"Margin"の「Regular Aggregate」プロパティーが
「Calculated」に設定されている場合、次のように集計されます。
Margin = sum(Revenue - Product cost ) / sum(Revenue)

"Margin"が数値データ"Product cost"および"Revenue"のソース・クエリー・アイテム
("Sales (model).Product cost"、"Sales (model).Revenue") に基づいている場合、計算集
計はサポートされず、自動集計として動作します。この場合、"Margin"は次のように
集計されます。
Margin = sum( Revenue - Product cost) / Revenue)

クエリー・アイテムが集計される方法の変更の詳細については、「IBM Cognos
Framework Manager User Guide」を参照してください。

モデル・サイズの影響
モデルのサイズが、Framework Manager アプリケーションの効率に影響を与える場
合があります。
非常に大きなモデルを処理すると、処理時間が長くなり、極端な場合にはメモリー
不足になる場合があります。「Analyze Publish Impact」、「Find Report
Dependencies」、「Publish Packages」、「Run Model Advisor」などの操作は、50
MB 未満のモデルで最適に実行されます。

ディメンション・モデル作成の概念
標準ディメンションと数値データ・ディメンションを使用すると、メタデータの
OLAP 表示、ドリルアップ、ドリルダウンなど、さまざまな OLAP 機能を使用でき
ます。IBM Cognos Analysis Studio でリレーショナル・データ・ソースを使用する
場合は、スター・スキーマ・グループ (複数のディメンションが設定された 1 つの
ファクト) を使用する必要があります。
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モデルを作成するときには、スター・スキーマの概念が適用されているリレーショ
ナル・モデルに基づいてモデルの標準ディメンションとモデルの数値データ・ディ
メンションを作成することを推奨します。
データ・ソース・クエリー・サブジェクトをデータ・ソース・ディメンションに変
換することはできますが、クエリー・サブジェクトやモデル・ディメンションに比
べてデータ・ソース・ディメンションの機能は限られており、一般的には使用しな
いことを推奨します。

標準ディメンション
標準ディメンションは、数値データ・ディメンションでモデル化されるデータのコ
ンテキストを示す、記述的データを表します。標準ディメンションはレベルと呼ば
れる情報のグループに細分化されます。さらに、さまざまなレベルは階層に編成で
きます。例えば、製品のディメンションでは、"Product Line"、"Product
Type"、"Product"というレベルが"Product"という 1 つの階層に編成されています。
別の例として、時間のディメンションでは、
"Year"、"Quarter"、"Month"、"Week"、"Day"というレベルが 2 つの階層に編成され
ています。"YQMD"という 1 つの階層には、"Year"、"Quarter"、"Month"、"Day"が
格納されており、"YWD"という別の階層には、"Year"、"Week"、"Day"というレベル
が格納されています。
最も簡単に定義されたレベルには、ビジネス・キーとキャプションがあり、それぞ
れが 1 つのクエリー・アイテムを参照しています。レベルのインスタンス (または
行) がそのレベルのメンバーとして定義されています。このインスタンスの識別に
は、メンバー内で一意の名前が使用されます。メンバー内で一意の名前は、現在の
レベルとその上位にあるレベルのビジネス・キーの値によって構成されます。例え
ば、[gosales].[Products].[ProductsOrg].[Product]->[All Products].[1].[1].[2] では、ネームスペース [gosales] にある [Products] ディメン
ションの ProductsOrg 階層の Product という 4 番目のレベルにあるメンバーが識
別されます。この製品のキャプションは"TrailChef Canteen"で、メタデータ・ツリー
とレポートにその名前が表示されます。
レベルの各セットのデータを識別するために十分な情報が、レベルのビジネス・キ
ーにあれば、レベルを一意なものとして定義できます。"Great Outdoors Sales"モデ
ルでは、さまざまな"Product type"に割り当てられている製品番号はないため、
"Product"レベルのメンバーに"Product type"を定義する必要はありません。一意なも
のとして定義されていないレベルは、細分性の上位レベルのキーが必要であるため
にマルチパート・キーを使用している行列式に似ています。 6 ページの『マルチパ
ート・キーが指定された行列式の使用』を参照してください。先祖メンバーに一意
でないメンバーがあり、レベルは一意なのもとして定義されている場合、一意でな
いメンバーのデータは単一のメンバーとしてレポートが作成されます。例えば、
"City"が一意なものとして定義されていて、名前で識別されている場合は、
"England"の"London"と"Canada"の"London"のデータが結合されます。
標準ディメンションに複数の階層を含めることもできますが、クエリー時に使用で
きる階層は 1 つのみです。例えば、クロス集計レポートの行に 1 つの階層を使用
し、同じディメンションの別の階層をその列に使用することはできません。同じレ
ポートで両方の階層が必要な場合は、各階層に 1 つずつ、2 つのディメンションを
作成する必要があります。

20

IBM Cognos Express Reporter バージョン 10.1.0:

メタデータ・モデリング・ ガイド

数値データ・ディメンション
数値データ・ディメンションは、標準ディメンションで記述された量的データを表
します。さまざまな OLAP 製品でさまざまな用語で呼ばれていますが、数値デー
タ・ディメンションとは単にファクト・データが格納されたオブジェクトのことで
す。数値データ・ディメンションにはファクト・クエリー・サブジェクトをディメ
ンション・クエリー・サブジェクトに結合するために使用される外部キーが格納さ
れていないため、ファクト・クエリー・サブジェクトとは異なります。これは、数
値データ・ディメンションがリレーショナル・データ・オブジェクトであるかのよ
うに結合されることを意図したものではないためです。クエリー生成の目的では、
数値データ・ディメンションは標準ディメンションに対する関係を基になるクエリ
ー・サブジェクトを経由して取得します。同様に、他の数値データ・ディメンショ
ンに対する関係は、一致するディメンションとして動作するように作成されたクエ
リー・サブジェクトに基づく標準ディメンションを経由して取得します。複数ファ
クトで複数細分性のクエリーを有効にするためには、標準ディメンションと数値デ
ータ・ディメンションを作成する前に、クエリー・サブジェクトと行列式を適切に
作成しておく必要があります。

範囲の関係
範囲の関係は、レポートの作成に使用可能な数値データが用意されているレベルを
定義するためのもので、数値データ・ディメンションと標準ディメンションの間に
のみ存在します。範囲の関係は結合とは異なり、Where 句には影響を及ぼしませ
ん。範囲の関係では、クエリーがどのように形成されるかを制御する条件や基準は
設定されません。指定されたファクトを使用してディメンションをクエリーできる
かどうかのみが指定されます。範囲の関係がない場合は、実行時にエラーが発生す
ることがあります。または、レポートに他の項目がある場合はファクト・データが
想定よりも上位のレベルで集計されることがあります。
数値データ・ディメンションに対して範囲の関係を設定すると、その数値データ・
ディメンション内のすべての数値データに同じ設定が適用されます。その数値デー
タ・ディメンション内の数値データに対して異なるレベルでデータのレポートが作
成される場合は、数値データに範囲を設定できます。レポートできるデータの最下
位レベルを指定できます。
この例では、"Sales Target"数値データ・ディメンションに数値データが 1 つのみ存
在し、その範囲は"Order Time"ディメンションの"Order Month"レベルまでと
"Product"ディメンションの"Product"レベルまでに設定されています。つまり、ユー
ザーが月レベルを超えてドリル操作をしようとすると、反復データが表示されま
す。
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リレーショナル・モデルの作成
リレーショナル・データ・ソースのディメンション・モデルは IBM Cognos
Framework Manager で作成できますが、そのためには適切なリレーショナル・モデ
ルが存在することが必要になります。
IBM Cognos ReportNet では、複数ファクトのクエリーを有効にして二重カウントを
防止するために、いくつかのディメンション機能が用意されています。IBM Cognos
ReportNet に続いて、IBM Cognos ソフトウェアには、特にメタデータのディメンシ
ョン表示用に設計された機能とリレーショナル・データ・ソースを使用した OLAP
機能が用意されました。IBM Cognos ReportNet のリレーショナル・モデルの作成に
適用される概念は、「Framework Manager User Guide」に説明されている少数の変
更以外はそのまま適用されています。
Framework Manager で新しいモデルを作成するときは、ディメンション・モデル作
成機能を使用するつもりがない場合でも、クエリーの生成を定義する一般的な手順
に従います。レポート内のドリルアップとドリルダウンを有効にしたり、
Studio/Authoring ツール内のメンバー関数にアクセスしたりするために、IBM
Cognos Analysis Studio を使用するときには、リレーショナル・データ・ソースから
ディメンション・モデルを作成する必要があります。

リレーショナル・モデル作成の基盤の定義
モデルとは、関連する 1 つ以上のレポート作成アプリケーションに必要なオブジェ
クトのセットのことです。適切なリレーショナル・モデルはディメンション・モデ
ルの基盤になります。
リレーショナル・モデル作成の基盤を定義するときには、次のことを考慮してくだ
さい。
v メタデータのインポート。インポートの詳細については、「IBM Cognos
Framework Manager User Guide」を参照してください。
v

『インポートしたメタデータの検証』.

v

23 ページの『あいまいな関係の解決』.

v ファクトとディメンションのカーディナリティーを分析し、関係と行列式をどこ
に配置するかを決定することによる、スター・スキーマの概念を使用したリレー
ショナル・モデルの簡素化 11 ページの『モデル設計に関する考慮事項』。
v 必要に応じたデータ・セキュリティーの追加。データ・セキュリティーの詳細に
ついては、「Framework Manager User Guide」を参照してください。
次に、必要に応じてモデルのディメンションの表現方法を定義し、表示方法に合わ
せてモデルを整理します。

インポートしたメタデータの検証
メタデータをインポートした後に、インポートしたメタデータを確認する必要があ
ります。
これらの領域を確認してください。
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v 関係とカーディナリティー
v 行列式
v クエリー・アイテムの「Usage」プロパティー
v クエリー・アイテムの「Regular Aggregate」プロパティー
ここでは関係とカーディナリティーについて説明します。「Usage」および
「Regular Aggregate」プロパティーについては、「Framework Manager User
Guide」を参照してください。
ファクトおよびディメンションのカーディナリティーの分析:
関係のカーディナリティーでは、別のテーブルの行に関係する 1 つのテーブルの行
数がキーの特定のセット (または結合) に基づいて定義されます。IBM Cognos ソフ
トウェアでは、どのクエリー・サブジェクトがファクトやディメンションとして動
作するかを推定するためにカーディナリティーが使用されます。したがって IBM
Cognos ソフトウェアでは、ディメンション表の共通セットに複数のファクト表が結
合されているときに、スター・スキーマのデータで発生することが多いループ結合
の共通フォームを自動的に解決できます。
予想どおりのクエリーが確実に行われるようにするためには、カーディナリティー
がどのように使用されるかを理解してモデルに正しく適用することが重要です。基
になるデータ・ソース・スキーマを調べて、カーディナリティーによってファクト
やディメンションが正しく識別されず予想しないクエリー結果が取得される可能性
がある領域に対処することを推奨します。Framework Manager の「Model Advisor」
機能を使用すれば、カーディナリティーがどのように解釈されるかを理解するのに
役立ちます。
詳細については、 1 ページの『カーディナリティー』を参照してください。

あいまいな関係の解決
あいまいな関係は、クエリー・サブジェクトやディメンションによって表されたデ
ータを複数のコンテキストや役割で表示できる場合や、複数の方法で結合できる場
合に発生します。
最も一般的なあいまいな関係は次のとおりです。
v 『ロールプレイング・ディメンション』
v

27 ページの『ループ結合』

v

28 ページの『再帰的関係と帰納的関係』

「Model Advisor」を使用すれば、クエリーの生成で問題が発生する可能性がある関
係を検出して、次に説明するいずれかの方法で問題を解決できます。ここで説明す
る方法以外にも問題を解決する方法があることに注意してください。主な目標は、
クエリー・パスを明確にすることにあります。
ロールプレイング・ディメンション:
別のテーブルとの間に複数の有効な関係があるテーブルは、ロールプレイング・デ
ィメンションと呼ばれます。これは通常、"Time"や"Customer"などのディメンション
に見られます。
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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例えば、"Sales fact"と"Time"クエリー・サブジェクトの間に、"Order Day"、"Ship
Day"、"Close Day"というキーに基づく複数の関係があるとします。

インポートされたオブジェクト、ファクト・クエリー・サブジェクト、ロールプレ
イング・ディメンション・クエリー・サブジェクトに対する関係を削除します。役
割ごとにモデル・クエリー・サブジェクトを作成します。ユーザーに表示されるメ
タデータ・ツリーが短くなるように、不要なクエリー・アイテムを除外することを
検討します。単一の適切な関係が、各モデル・クエリー・サブジェクトとファク
ト・クエリー・サブジェクトとの間にあることを確認します。注: このようにする
と、「Minimized SQL」の設定は上書きされますが、"Time"ディメンションが単一
のテーブルで表されている限り、この場合には問題になりません。
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同じ概念を共有しない他のファクトでこれらの役割をどのように使用するかを決定
します。例えば、"Product forecast"ファクトに含まれている時間キーは 1 つのみで
す。"Time"に作成された役割のすべてまたは一部を"Product forecast fact"に適用でき
るかどうかは、データとビジネスを理解して決定する必要があります。
この例では、次のいずれかの操作を実行できます。
v 追加のクエリー・サブジェクトを作成し、一致する時間ディメンションにして、
一致するディメンションとしての明確な名前を付ける。
最もよく使用する役割を選択します。次に、このバージョンが、これを必要とす
るすべてのファクトに結合されるようにします。この例では、"Close Day"が選択
されています。
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v "Product forecast fact"で、"Ship Day、"Order Day"、"Close Day"は入れ替え可能な
時間クエリー・サブジェクトとして扱うことができる。
この場合、各ロールプレイング・ディメンションと"Product forecast fact"間に結合
を作成する必要があります。"Product forecast fact"をクエリーする場合、一度に使
用できる時間ディメンションは 1 つのみです。複数の時間ディメンションを使用
すると、レポートにデータが含まれない場合があります。例えば、
Month_key=Ship Month Key (200401)、Month key=Close Month Key (200312) の
ように指定します。
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ディメンション・モデルを作成する場合、各モデル・クエリー・サブジェクトを標
準ディメンションのソースとして使用し、ディメンションと階層に適切な名前をつ
けます。それぞれの役割に対応する範囲の関係が存在するようにします。
ループ結合:
一般に、モデルにループ結合があると、予期しない動作が発生します。これには、
スター・スキーマのループ結合は含まれていません。
注: カーディナリティーによってファクトとディメンションが明確に識別できる場
合、IBM Cognos ソフトウェアでは、ディメンション表の共通セットに複数のファ
クト表が結合されているときにスター・スキーマのデータで発生するループ結合を
自動的に解決できます。
ループ結合の場合には、クエリー・サブジェクトの定義があいまいなことが、問題
の主な兆候です。クエリー・サブジェクトがあいまいに定義されていて、ループ結
合の一部になっていると、特定のクエリーでどの結合が使用されるかは、関係の場
所、結合パスのセグメント数など、さまざまな要因に基づいて決定され、他がすべ
て等しい場合は、アルファベット順で最初の結合パスが使用されます。このように
なると、ユーザーが混乱するため、結合パスを明確に識別できるようにモデルを作
成することを推奨します。
クエリー・サブジェクトの定義があいまいなループ結合について、"Sales
Staff"と"Branch"を例にとって説明します。
この例では、"Branch"を"Order"と直接結合することも、"Sales Staff"経由で"Order"と
結合することもできます。"Branch"と"Order"が結合されているときは、
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド

27

"Branch"が"Sales Staff"経由で"Order"と結合されているときと結果が異なります。こ
のようになるのは、従業員は支店間を異動する可能性があるため、その年の間に移
動した従業員は、多くの売上を以前の支店で上げていても、現在の支店に集計され
てしまうからです。このようにモデルが作成されていると、どちらの結合パスが使
用されるかを保証することができず、クエリーで選択されるアイテムによって結果
が変わる可能性が高くなります。

再帰的関係と帰納的関係:
再帰的関係と帰納的関係は、複数のレベルの細分性が存在することを意味します。
IBM Cognos Framework Manager では、再帰的関係をインポートしますが、クエリ
ーの実行時にその関係を使用することはありません。自己結合である再帰的関係
は、表現のためにのみモデル内に示されます。
実際に機能する再帰的関係を作成するために、別名ショートカット、データ・ソー
ス・クエリー・サブジェクトのコピー、モデル・クエリー・サブジェクトのいずれ
かを作成できます。次に、元のクエリー・サブジェクトと新しいクエリー・サブジ
ェクトの間に関係を作成します。モデル・クエリー・サブジェクトを使用すると、
クエリー・サブジェクトに含めるクエリー・アイテムを指定できるため、柔軟性を
高めるには通常このオプションが適しています。ただし、保守の観点からは、ショ
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ートカットが優れています。詳細については、 15 ページの『モデル・オブジェクト
とショートカット』を参照してください。
例えば、"Sales Staff"クエリー・サブジェクトには、
"SALES_STAFF_CODE"と"MANAGER_CODE"との間に帰納的関係が存在します。

"Manager"を表すモデル・クエリー・サブジェクトを作成します。Manager と Sales
Staff の間に 1..1 対 1..n の関係を作成します。次に、新しいモデル・クエリー・
サブジェクトに結合します。
"Sales Staff"に基づいた"Manager"のモデル・クエリー・サブジェクトを使用した単純
な 2 レベルの構造の場合、モデルは次のようになります。

帰納的な均衡階層の場合は、階層内の追加のレベルごとにこの手順を繰り返しま
す。
深い帰納的階層やバランスのとれていない階層の場合は、データ・ソース内の階層
を平らにして、その階層のモデルを 1 つの標準ディメンションに作成することを推
奨します。
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リレーショナル・モデルの簡素化
スター・スキーマの概念をディメンション・データやファクト・データに適用する
とモデルを簡素化できます。
説明データを表すクエリー・サブジェクトのモデル作成:
IBM Cognos のディメンション・モデルの作成では、モデルの論理層にスター・ス
キーマの原則を適用する必要があります。
正規化されているデータ・ソースまたはスノーフレーク・データ・ソースには、多
くの場合、1 つのビジネス概念を記述するテーブルが複数含まれています。例え
ば、Product の正規化表現には、1..n の関係によって関連付けられている 4 つのテ
ーブルが含まれています。各"PRODUCT_LINE"には、1 つ以上の"PRODUCT_TYPE"
が含まれています。各"PRODUCT_TYPE"には、1 つ以上の"PRODUCT"が含まれて
います。"Product"には複数の言語による名前と説明が含まれており、これらは
"PRODUCT_MULTILINGUAL"検索テーブルにあります。

モデルを簡略化する方法の 1 つは、記述可能なビジネス概念ごとに 1 つのモデ
ル・クエリー・サブジェクトを作成する方法です。個々のクエリー・サブジェクト
間の関係をユーザーが知らない場合があり、各モデル・オブジェクトを展開してク
エリー・アイテムを選択する必要がある場合はさらに手間がかかるため、クエリ
ー・サブジェクトをグループ化しておくと便利です。
分析の次の手順では、各クエリー・サブジェクト用のレベルを設定した標準ディメ
ンションを作成します。
ファクト・データのモデル作成:
データ・ソースには、多くの場合、ファクトが含まれているマスター詳細テーブル
が存在します。例えば、"Order header"と"Order details"のテーブルがデータの挿入と
更新に使用されている場合は、マスター詳細の構造を使用すると効果的です。レポ
ート作成や分析にこれらのテーブルを使用する場合は、テーブルを 1 つの論理的な
ビジネス概念にまとめてモデルを簡略化する場合もあります。または、"Returned
Items"などのディメンションをそれらの間に挿入することもできます。どちらの解決
策を選択するかは要件によって異なります。
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この例のモデルを簡略化するには、スター・スキーマの概念を適用して、"Order
header"と"Order details"の両方の外部キーが結合されていて"Order details"レベルにす
べての数値データが含まれている 1 つのモデル・クエリー・サブジェクトを作成し
ます。このクエリー・サブジェクトは、"Order header"と"Order details"が結合されて
いるのと同じクエリー・サブジェクトに結合します。これらの間の結合を定義して
いる関係を除き、2 つのデータ・ソース・クエリー・サブジェクトから元の関係を
削除することもできます。モデル・クエリー・サブジェクトへの関係を作成するこ
との長所と短所については、 12 ページの『最小化された SQL とは』にある例を参
照してください。
次の例では、"Order header"と"Order details"が"Sales"という名前の新しいモデル・ク
エリー・サブジェクトに結合されています。このクエリー・サブジェクトは
"Product"、"Time"、"Order method"に結合されています。

分析の次の手順では、モデル・クエリー・サブジェクトに基づいて数値データ・デ
ィメンションを作成します。
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ディメンションによるモデルの表現方法の定義
リレーショナル・データ・ソースのディメンション・モデルの作成機能は、IBM
Cognos Framework Manager に用意されています。階層やレベルを持つディメンショ
ン・モデルを作成したり、複数の数値データを持つファクトを使用したりできま
す。モデルの範囲設定することで、ディメンションを数値データに関連付けること
ができます。
レポート内のドリルアップとドリルダウンを有効にしたり、Studio/Authoring ツール
内のメンバー関数にアクセスしたりするために、IBM Cognos Analysis Studio を使
用するときには、リレーショナル・データ・ソースからディメンション・モデルを
作成する必要があります。
リレーショナル・モデルを基盤レイヤーとして使用し、ディメンションによるモデ
ルの表現方法を定義できます。
次に、モデルを表示用に編成できます。 35 ページの『モデルの整理』を参照してく
ださい。

標準ディメンションの作成
標準ディメンションには内容を説明する情報とビジネス・キー情報が含まれてお
り、その情報は、細分性の高い順から低い順に階層化されています。通常、標準デ
ィメンションには複数のレベルがあり、各レベルにはキーとキャプションが必要で
す。レベル用の単一のキーがない場合は、計算内に作成することを推奨します。
モデルの標準ディメンションはモデルにすでに定義されているデータ・ソースかク
エリー・サブジェクトに基づいています。ビジネス・キーと文字列タイプのキャプ
ションを各レベルに定義する必要があります。ビジネス・キーとキャプション情報
が指定されていなければ、モデルを検証する際にその旨検出されます。モデルの標
準ディメンションを数値データ・ディメンションと結合する代わりに、基になるク
エリー・サブジェクトで結合を作成し、標準ディメンションと数値データ・ディメ
ンションの間に範囲の関係を作成します。

複数の階層を持つディメンションのモデル作成
さまざまな階層表示を同じデータに適用できる場合は、複数の階層となります。階
層の性質と必要なレポートによっては、特殊な事例に適用するモデル作成方法を評
価する必要が生じる場合があります。
例えば、販売員を責任者別または地域別に表示できます。IBM Cognos
Studio/Authoring ツールでは、これらの階層は、別個ではあるが交換可能な論理構造
として扱われ、基になる同じクエリーにバインドされます。
次に、販売員を 2 つの階層を持つ 1 つのディメンションとして示します。
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階層は、Framework Manager で次のように定義されています。

Framework Manager で、標準ディメンションに複数の階層を指定できます。標準デ
ィメンションの複数の階層は、同じクエリーの表示として機能します。ただし、ク
エリーで一度に使用できるのは 1 つの階層のみです。例えば、クロス集計レポート
の行に 1 つの階層を使用し、同じディメンションの別の階層をその列に使用するこ
とはできません。同じレポートで両方の階層が必要な場合は、各階層に 1 つずつ、
2 つのディメンションを作成する必要があります。レベルや集計がかなり異なる複
数の階層がある場合には、適切な行列式を持つ別個のクエリー・サブジェクトをそ
の階層の基盤として使用することが必要な場合もあります。この場合、階層の基盤
第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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として使用するクエリー・サブジェクトには、ファクト・データを提供するクエリ
ー・サブジェクトへの結合を指定しておく必要があるというのが唯一の要件です。
次に、各階層の個別のディメンションを示します。

階層ごとに大きく異なる列のセットが関連しており、個別の単純なクエリーを使用
して異なるディメンションとして階層をモデル作成したほうがユーザーにわかりや
すい場合は、この方法を使用してください。

数値データ・ディメンションの作成
数値データ・ディメンションは、ファクトの集まりです。数値データ・ディメンシ
ョンは、互いに有効な関係を持つ 1 つ以上のクエリー・サブジェクトについて作成
できます。
モデルの数値データ・ディメンションは、量的なアイテムのみで構成されていま
す。設計上、数値データ・ディメンションには結合するキーがないため、モデルの
数値データ・ディメンションに対する結合は作成できません。モデルの数値デー
タ・ディメンションを標準ディメンションと結合する代わりに、基になるクエリ
ー・サブジェクトで結合を作成します。次に、両方のディメンションが同じネーム
スペースにある場合は、ディメンション間に範囲の関係を手作業で作成するか、有
効範囲を検出します。

範囲の関係の作成
範囲の関係は、レポートの作成に使用可能な数値データが用意されているレベルを
定義するためのもので、数値データ・ディメンションと標準ディメンションの間に
のみ存在します。範囲の関係は結合とは異なり、Where 句には影響を及ぼしませ
ん。範囲の関係では、クエリーがどのように形成されるかを制御する条件や基準は
設定されません。指定されたファクトを使用してディメンションをクエリーできる
かどうかのみが指定されます。範囲の関係が存在しないと、実行時にエラーが発生
します。
数値データ・ディメンションに対して範囲の関係を設定すると、その数値データ・
ディメンション内のすべての数値データに同じ設定が適用されます。その数値デー
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タ・ディメンション内の数値データに対して異なるレベルでデータのレポートが作
成される場合は、数値データに範囲を設定できます。レポートできるデータの最下
位レベルを指定できます。
数値データ・ディメンションを作成すると、IBM Cognos Framework Manager によ
って、数値データ・ディメンションと既存の各標準ディメンションの間に範囲の関
係が作成されます。Framework Manager では、数値データ・ディメンションと標準
ディメンションの間の結合パスの検索が、詳細の最下位レベルから開始されます。
多くの結合パスが使用可能な場合は、Framework Manager によって作成される範囲
の関係が意図したものとは異なる場合があります。この場合は、範囲の関係を編集
する必要があります。

モデルの整理
リレーショナル・モデル作成基盤を用意し、ディメンションによる表現方法を作成
したら、モデルを整理できます。
v 別個のネームスペースかフォルダーにデータ・ソースからのメタデータを保存す
る。
v クエリー・サブジェクトを使用したクエリーの実行に影響する複雑さを解決する
ために、オプションのネームスペースかフォルダーを 1 つ以上作成する。
IBM Cognos Analysis Studio を使用するためには、ディメンション・オブジェク
トがあるメタデータを表すモデル内にネームスペースかフォルダーが必要です。
v ディメンションやクエリー・サブジェクトへのショートカットを含むメタデータ
の拡張されたビジネス・ビュー用に、ネームスペースかフォルダーを 1 つ以上作
成する。
ビジネス・ビューのモデル作成にはビジネスの概念を使用します。1 つのモデル
に対して、さまざまなユーザー・グループ用の異なるビジネス・ビューを多数用
意することができます。次に、それらのビジネス・ビューを発行します。
v 『スター・スキーマ・グループ』 を作成する。
v 必要に応じてオブジェクト・セキュリティーを適用する。
v パッケージを作成してメタデータを発行する。
ここで説明されていないトピックについては、「Framework Manager User Guide」
を参照してください。

スター・スキーマ・グループ
一致するディメンションの概念はディメンション・モデルの作成のみに適用される
のではなく、クエリー・サブジェクトにも同様に適用されます。
どのオブジェクトがグループを形成しているかに関するコンテキストをユーザーに
示すショートカットのグループを素早く作成するには、「Star Schema Grouping」
ウィザードを使用します。こうすれば、ユーザーがモデルをさらに直観的に利用で
きるようになります。スター・スキーマ・グループでは、異なるグループ内で共有
ディメンションを繰り返し使用できるため、複数ファクトのレポートも作成しやす
くなります。このため、さまざまなグループに共通するアイテムや、部門の枠を超
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えた組織全体のレポート作成方法である複数ファクトのレポート作成方法をユーザ
ーが理解しやすくなります。詳細については、 8 ページの『複数ファクト、複数細
分性のクエリー』を参照してください。
また、スター・スキーマ・グループには、複数の結合パスを持つクエリーのコンテ
キストも用意されています。モデルのビジネス・ビュー内にスター・スキーマ・グ
ループを作成すれば、多くのパスを使用できる場合に、どの結合パスを選択すれば
よいかを明確にできます。これは特に、ファクトのないクエリーに便利です。
複数の一致するスター・スキーマまたはファクトのないクエリー:
複数のファクト・クエリー・サブジェクトに結合されるディメンション・クエリ
ー・サブジェクトが存在することがあります。数値データ・ディメンションやファ
クト・クエリー・サブジェクトのアイテムを含めずに、複数のディメンションやデ
ィメンション・クエリー・サブジェクトのアイテムを使用してレポート作成する際
に問題になるのは、結合のあいまいさです。これはファクトのないクエリーと呼ば
れます。
次の例では、"Product dimension"と"Time dimension"は、"Product forecast
fact"と"Sales fact"に関連付けられています。

このような関係を使用して、"Product"と"Time"のアイテムのみを使用したレポート
をどのようにして作成すればよいのでしょうか。どの製品について 2005 年の売上
予測をしたか、または 2005 年にどの製品が実際に売れたかということが業務上の

36

IBM Cognos Express Reporter バージョン 10.1.0:

メタデータ・モデリング・ ガイド

問題点であるかもしれません。このクエリーに関連しているのは Product"と"Time"
のみですが、これらのディメンションは、複数のファクトを経由して関連付けられ
ています。どの業務上の問題点が求められているかを推測することはできません。
この場合は、ファクトのないクエリーのコンテキストを設定する必要があります。
この例では、"Product"、"Time"、"Product forecast"へのショートカットがあるネーム
スペースと、"Product"、"Time"、"Sales"があるネームスペースの 2 つのネームスペ
ースを作成することを推奨します。

すべてのスター・スキーマについてこの作業を行うと、ファクトとすべてのディメ
ンションへのショートカットを 1 つのネームスペース内に配置することによって、
結合のあいまいさを解消できます。各ネームスペース内の一致するディメンション
のショートカットは同じであり、元のオブジェクトの参照となります。注: 標準デ
ィメンションと数値データ・ディメンションにはまったく同じ規則が適用されま
す。
各スター・スキーマにネームスペースを使用することによって、どのアイテムを使
用するかをユーザーが容易に把握できるようになります。2005 年にどの製品が実際
に販売されたかに関するレポートを作成する場合は、"Sales"ネームスペースの
"Product"と"Year"を使用します。このコンテキストに関係がある唯一の関係は、
"Product"、"Time"、"Sales"の間の関係で、この関係を使用してデータが返されます。

第 1 章 メタデータ・モデリング・ガイド
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第 2 章 IBM Cognos ソフトウェアによって生成される SQL
IBM Cognos ソフトウェアによって生成される SQL は、間違って解釈されること
がよくあります。このドキュメントでは、よく見られる状況の原因となる SQL に
ついて説明します。
注: このドキュメントに記載されている SQL サンプルは文の長さが調整されてお
り、また特定の例をわかりやすく示すように作成されています。これらの例では、
バージョン 8.2 サンプル・モデルが使用されています。
別の言語の「IBM Cognos メタデータ・モデリング・ガイド」を参照するには、
installation_location¥c10¥webcontent¥documentation に移動して、目的の言語のフォル
ダーを開きます。次に"ug_best.pdf"を開きます。

ディメンション・クエリーの理解
ディメンション・クエリーは、複数ファクトのクエリーを可能にするように設計さ
れています。
複数ファクト・クエリーの基本的な目標は次のとおりです。
v ファクトにディメンションよりも多数の行が含まれる場合など、共通ディメンシ
ョン全体でファクト・データが完全に整合しているわけではない場合にデータを
保存する。
v 異なる細分性レベルにファクト・データが存在する場合に、各ファクトが適切な
グループ化を使用した 1 つのクエリーで表されるようにすることで、二重カウン
トを防止する。場合によっては、基になるクエリー・サブジェクトに行列式を作
成する必要が生じることがあります。

1 つのファクト・クエリー
スター・スキーマのグループに対するクエリーは、1 つのファクト・クエリーにな
ります。
次の例では、書き込まれるクエリーすべてのターゲットは"Sales"です。ディメンシ
ョンによって、"Sales"のデータをより有意義なものにする属性と説明が提供されま
す。ディメンションとファクト間の関係は、すべて 1-n です。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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月と製品にフィルターをかけた場合、結果は次のようになります。
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一致するディメンションに対する複数ファクト、複数細分性のクエ
リー
複数ファクトおよび一致するディメンションに対するクエリーでは、各ファクト表
とテーブルのディメンション間のカーディナリティーが考慮され、各ファクト表の
行をすべて返す SQL が作成されます。
例えば、"Sales"と"Product Forecast"はどちらもファクトです。

この例は簡略化されたものです。IBM Cognos のモデル作成の推奨事項を使用して
構築されたモデルに実際に表示される例ではないことに注意してください。

結果
"Month"および"Product"別の、"Sales"および"Product Forecast"に対する個別のクエリ
ーでは、次の結果が生じます。"Sales データは、実際は日のレベルで保存されてい
ます。
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"Sales"および"Product Forecast"に対するクエリーでは、各ファクト表とテーブルのデ
ィメンション間のカーディナリティーが考慮され、各ファクト表の行をすべて返す
SQL が作成されます。ファクト表は、共通のキーである月と製品を使用して照合さ
れ、可能な場合は細分性の最下位の共通レベルに集計されます。この例では、日が
月に自動集計されます。このタイプのクエリーでは Null 値が返されることがよくあ
ります。その理由は、1 つのファクト表内のディメンション要素の組み合わせがも
う一方のファクト表に存在しない場合があるためです。

"February 2004"の"Course Pro Umbrella"は、販売予測には存在しますが、販売実績に
は存在していないことに注目してください。"Sales"および"Product Forecast"のデータ
は、異なる細分性のレベルに存在します。"Sales"のデータは日のレベルに存在しま
すが、"Product Forecast"は月のレベルに存在します。

SQL
スティッチ・クエリーと呼ばれる、IBM Cognos ソフトウェアによって生成される
SQL は、間違って解釈されることがよくあります。スティッチ・クエリーでは、各
スターにそれぞれ対応した複数のサブクエリーを使用します。これらのサブクエリ
ーは、共通のキーを使用した完全外部結合によって結合されます。ここでの目標
は、クエリーのどちらかの側で発生するすべてのディメンション・メンバーを保持
することです。
次の例は、スティッチ・クエリーの主な機能を示すために短く編集されたもので
す。
select
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
D2.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
D3.QUANTITY as QUANTITY
from (select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,
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PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME
group by TIME.MONTH_KEY) TIME
join PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro
Umbrella’)) and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME
) D2
full outer join
(select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY, TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY
from
select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join SALES_FACT SALES_FACT
on (TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
where
PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and (TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT.PRODUCT_NAME
) D3
on ((D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME) and
(D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME))

coalesce 文の機能
coalesce 文は、一致するディメンションからのクエリー・アイテムを扱うための効
率的な手段です。この文は、クエリー・サブジェクトから返される最初の Null 以外
の値を受け入れるために使用されています。この文を使用すると、完全外部結合を
行う場合に、繰り返しを含まないキーの完全なリストを取得できます。

完全外部結合を使用する理由
完全外部結合は、各ファクト表からすべてのデータを取得するために必要です。内
部結合では、在庫の品目が販売された場合にのみ結果が生じます。右外部結合で
は、品目が在庫にある販売すべてが取得されます。左外部結合では、販売された在
庫品目すべてが取得されます。完全外部結合は、在庫にあった品目と販売された品
目を把握するための唯一の手段です。
第 2 章 IBM Cognos ソフトウェアによって生成される SQL
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1-1 の関係としての 1-n の関係のモデル作成
1-n の関係がデータに存在するが、1-1 の関係としてモデルが作成されている場合
は、メタデータによって IBM Cognos ソフトウェアに提供されている情報が不十分
なため、必然的に SQL トラップが発生します。
1-n の関係が 1-1 としてモデル作成されている場合に発生する一般的な問題は次の
とおりです。
v 複数細分性のクエリーで発生する二重カウントが自動的に防止されない。
IBM Cognos ソフトウェアでは、ファクトを検出し、スティッチ・クエリーを生
成することで二重カウントを補正することはできません。二重カウントは、一致
するディメンション間で、階層関係や、異なるレベルの細分性を操作した場合に
発生します。
v 複数ファクト・クエリーが自動的に検出されない。
IBM Cognos ソフトウェアでは、複数ファクトのクエリーを検出するのに十分な
情報を保持しないことがあります。複数ファクトのクエリーでは、内部結合が実
行され、最後に評価された結合をドロップすることでループ結合が取り除かれま
す。結合がドロップされることにより、クエリーに含まれているディメンション
およびファクトによっては、誤った結果または予期できない結果が発生する場合
があります。
クエリー・サブジェクト間またはディメンション間で 1-1 の関係のみを使用するよ
うにカーディナリティーを変更した場合は、Time または Time と Product を使用
した Product Forecast および Sales に対するクエリーによって、1 つの Select 文
が生成されます。この文によって、循環参照を避けるために 1 つの結合がドロップ
されます。
次の例では、個別のクエリー結果を"Sales"または"Product Forecast"と比較した場合
に、このクエリー結果が誤っていることを示しています。
個別のクエリー結果は次のとおりです。
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これらのクエリーを 1 つのクエリーにすると、結果は次のようになります。

SQL
循環結合パスがモデル内で検出されたため、結合パスの完結に不要な関係の 1 つ
が、生成された SQL に含まれていません。この例では、"Time"と"Product Forecast"
の間の関係がドロップされています。
有用な結果をもたらすクエリーが循環結合パスから作成されることはほとんどあり
ません。
select
TIME_.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for
TIME_.CURRENT_YEAR, TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME_.CURRENT_YEAR,
TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY, PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join
SALES_FACT on (TIME_.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join
PRODUCT_FORECAST_FACT on (TIME_.MONTH_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join
PRODUCT (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME_.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
TIME_.MONTH_NAME, PRODUCT.PRODUCT_NAME
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一致しないディメンションに対する複数ファクト、複数細分性のク
エリー
一致しないディメンションがクエリーに追加された場合、スティッチ・クエリーに
よって返される結果の性質が変化します。レコードを細分性の最下位共通レベルに
集計できなくなります。これは、一方のクエリーに、他方には共通していないディ
メンションが存在するためです。その結果、2 つの相関リストが返されます。

結果
対応するスター・スキーマに対する個別のクエリー結果は次のようになります。
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両方のスター・スキーマから同じアイテムをクエリーすると、次の結果が生じま
す。
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この結果、"Sales"のレコードの下位レベルの細分性では、月と製品の組み合わせご
とに、多くのレコードを返します。Product Forecast から返される行と、Sales から
返される行の間には、1-n の関係が存在します。
この結果を、一致するディメンションに対する複数ファクト、複数細分性のクエリ
ーの例で返された結果と比較すると、より多くのレコードが返されており、
"Expected Volume"結果が複数の発注方法で繰り返されていることがわかります。発
注方法をクエリーに追加すると、Quantity データと Expected Volume データ間の関
係が、1-n の関係に変化します。"Expected Volume"の 1 つの値を"Quantity"の 1 つ
の値に関連付けることはできなくなります。
"Month"のキーを使用してグループ化することで、この例の結果は、複数ファクト、
複数細分性のクエリー結果と同じデータ・セットに基づいていますが、細分性がさ
らに大きくなっていることがわかります。

SQL
この例に対して生成されたスティッチ SQL は、複数ファクト、複数細分性のクエ
リーで生成された SQL とよく似ています。主な相違は、"Order Method"が追加され
ている点です。"Order Method"は一致するディメンションではなく、"Sales Fact"テ
ーブルに対するクエリーのみに影響を及ぼします。
select
D2.QUANTITY as QUANTITY,
D3.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
D2.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD
from
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,
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TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY,ORDER_METHOD_DIMENSION.ORDER_METHOD_KEY) as
QUANTITY
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
SALES_FACT SALES_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
join
ORDER_METHOD_DIMENSION ORDER_METHOD
on (ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_KEY = SALES_FACT.ORDER_METHOD_KEY)
join TIME_DIMENSION TIME
on ( TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
( TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD
) D2
full outer join
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
join
(select
TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from
TIME_DIMENSION TIME
group by
TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY
) TIME
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME
) D3
on ((D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME) and
(D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME))
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あいまいに識別されているディメンションおよびファクトの解決
クエリー・サブジェクトは、別のクエリー・サブジェクトに対して n および 1 の
関係の双方に存在する場合、定義があいまいであるとみなされます。クエリー・サ
ブジェクトの定義があいまいであることは、クエリー生成の観点から見た場合特に
問題とはならないこともあります。クエリー・サブジェクトは、次のようなケース
を念頭において評価することを推奨します。この評価の目的は、クエリー分割が意
図した正しい場合にのみ行われ、無用なクエリー分割が起こらないようにすること
です。

階層のレベルを表すクエリー・サブジェクト
あいまいに定義されているクエリー・サブジェクトのうち、問題のないケースの 1
つは、クエリー・サブジェクトにより説明的な階層の中間レベルが表されている場
合です。1 つの例が次の"Product"階層です。

この例では、"Product type"と"Product"の双方があいまいに定義されているとみなす
ことができますが、このあいまいさは、生成される結果に対しても、またこのよう
なクエリー・サブジェクトを 1 つ以上使用しているクエリーのパフォーマンスに
も、悪影響を及ぼすものではありません。このクエリー・パターンを修正する必要
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はありません。ファクト検出規則を使用すると、"Product forecast"クエリー・サブジ
ェクトまたは"Sales"クエリー・サブジェクトのアイテムを組み合わせるクエリーで
は、識別されるファクトが 1 つのみとなるためです。この例は、分析用のモデルを
作成する際に階層をたたんで単一の標準ディメンションとする場合のベスト・プラ
クティスであるといえます。
この例を使用して作成できるクエリーには、次のようなものがあります。
クエリーでアイテムを使用できるクエリー・
サブジェクト

クエリーでファクトとして機能するクエリ
ー・サブジェクト

Product line と Product type

製品タイプ

Product line、Product type、および Product

積

Product line、Product type、Product、および
Sales

Sales

Product line と Sales

Sales

Product type と Product forecast

Product forecast

分割が不要であったクエリーの解決
分割されているが、実は分割が不要なクエリーが存在する場合は、これらの分割さ
れているクエリーを解決する必要があります。
すべての関係の n 側におけるクエリー・サブジェクトはファクトとして識別されま
す。次の例では、"Order Header"と"Country Multilingual"がファクトとして機能して
います。実際には、"Country Multilingual"クエリー・サブジェクトは内容を説明する
情報のみを含む検索テーブルであり、ディメンションあるいはビジネス・モデルの
観点からは、"Country Multilingual"は"Country"の延長といえます。
このようなモデルをそのままにすると問題がある理由

市および国または地域別の注文数を示すレポートをオーサリングし、このモデルを
テストします。このモデルを使用すると、誤った結果が返されます。市の注文数は
正しく表示されますが、一部の市が誤った国または地域に含まれます。これは、誤
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って関連付けられている結果を示した例です。

このようなケースでは、まず最初に SQL を確認するのが一般的です。

SQL
この例には、スティッチ・クエリーがあります。このクエリーは、モデル内に複数
のファクトがある場合には道理にかなっています。スティッチ・クエリーとは、複
数のファクトをつなげようとするクエリーです。このクエリーでは、ファクトを互
いに関連付ける関係と、モデルに定義されている一致するディメンション、または
共通するディメンションの行列式を使用します。スティッチ・クエリーは、完全外
部結合を使用した 2 つのクエリーで識別できます。ラッパー・クエリーでは、一致
するディメンションに coalesce 文を含める必要があります。
SQL に次の問題があることに注意してください。
v クエリーに coalesce 文がない
v

RSUM によって、有効なキーの作成が試行されたことが示されている

select
D3.COUNTRY as COUNTRY,
D2.CITY as CITY,
D2.number_of_orders as number_of_orders
from
(select
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for SALES_BRANCH.CITY) as
number_of_orders,
RSUM(1 at SALES_BRANCH.CITY order by SALES_BRANCH.CITY
asc local)
as sc
from
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
SALES_BRANCH.CITY
order by
CITY asc
) D2
full outer join
(select
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
RSUM(1 at COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY order by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY asc local) as sc
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
group by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY
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order by
COUNTRY asc
) D3
on (D2.sc = D3.sc)

各クエリー内のスティッチ列を見ると、これらの列が、関連していない基準に従っ
て計算されていることがわかります。この状況は、レポートの国または地域と市に
明確な関係が存在しない理由を示しています。
それでは、スティッチ・クエリーがなぜ存在しているのでしょうか。この疑問に答
えるには、モデルを見る必要があります。
この例では、レポートに使用されているクエリー・アイテムが、異なるクエリー・
サブジェクトから取得されています。Country (地域) は Country Multilingual から、
City は Sales Branch から、Number of Orders は Order Header クエリー・サブジェ
クトの Order Number の数からそれぞれ取得されています。

問題は、クエリーが分割されていることにあります。これは、クエリー・エンジン
によりこのクエリーが複数ファクトのクエリーとして認識されているために起きて
います。ただし、両方のファクトには共通のアイテムがないため、分割にはクエリ
ーをつなげるための有効なキーがありません。
この問題を解決するには 2 つの方法がありますが、どちらの方法を採用する場合に
も、データに対する理解が必要です。

解決策 1
フィルターを Country Multilingual に追加して、関係のカーディナリティーを 1-1
に変更します。
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Select *
from [GOSL].COUNTRY_MULTILINGUAL
Where
COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE"=’EN’

または、フィルターを関係に追加して、カーディナリティーを 1-1 に変更します。
COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE
and COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE = ’EN’

どちらを選択しても、このクエリーに 1 つのファクトを含むモデルが作成されま
す。

解決策 2
関連するクエリー・サブジェクトを統合し、モデルを簡略化します。モデルを簡略
化し、クエリーの生成中にエラーが発生する可能性を最小限に抑えることで、最大
の利点が得られます。

どちらの解決策でも、正しいクエリー結果が得られます。

SQL にはスティッチ・クエリーが含まれなくなります。
select
Country.c7 as COUNTRY,
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for Country.c7,SALES_BRANCH.CITY)
as number_of_orders
from
(select
COUNTRY.COUNTRY_CODE as c1,
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as c7
from
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gosales.gosales.dbo.COUNTRY COUNTRY
join
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
on (COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE)
where COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE=’EN’
) Country
join
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
on (SALES_BRANCH.COUNTRY_CODE = Country.c1)
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
Country.c7,
SALES_BRANCH.CITY
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されてい
ます。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われて
います。

クエリー・サブジェクト (続き)
ディメンション
計算
処理の順序

9

18

計算集計タイプ

［ア行］

計算の集計
計算の処理

あいまいなオブジェクト 50

計算の処理の順序

あいまいな関係 23
一致するスター・スキーマ・グループ 36

結合
ループ

18

18
18
18

27

一致するディメンション 36
複数のファクト 41, 46
インポートしたメタデータ
チェック 22
オプションのカーディナリティー 2

［カ行］
カーディナリティー
ディメンションおよびファクト 23
1-1
1-n

44
44

カーディナリティーの規則 2
解決
あいまいなオブジェクト 50
分割されているクエリー 51
階層 5, 9
複数 32
概念 1
関係
あいまいな 23
細分性のレベル 28
チェック 22
複数の有効な 24, 27
1-n 44
cardinality 2
帰納的関係 28
共有ディメンション 20
行列式
クエリー・サブジェクト 15
定義 5
クエリー
スティッチ 22
ファクトのない 36
複数細分性 9
複数ファクト 9, 41, 46
1 つのファクト 39
split 51
クエリー・サブジェクト
行列式 15
スター・スキーマ・グループ 35
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［サ行］
再帰的関係 28
最小カーディナリティー
最大カーディナリティー
細分性 28

2
2

作成
数値データ・ディメンション
スター・スキーマ・グループ
標準ディメンション 32
集計 5
ショートカット 15
数値データ・ディメンション
作成 34
ロールプレイング
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スティッチ・クエリー 22
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正規化されたデータ・ソース 30

30
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ディメンション
あいまいな 50
階層 32
共有 20
クエリー・サブジェクト 9
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モデル 9
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二重カウント
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