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第 1 章 コネクターを使用するためのジョブのマイグレーション
コネクターに備わっている追加機能を活用するには、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールを使用して、ジョブをマイグレーションし、プラグインおよびオペレー
ター・ステージの代わりにコネクターを使用します。
コネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、Microsoft Windows の「プ
ログラム」メニューまたはコマンド・ラインから開始します。コマンド・ラインか
らツールを開始する場合には、ユーザー・インターフェースでは提供されない追加
オプションを使用できます。
ユーザー・インターフェースでは、マイグレーションするジョブ、共有コンテナ
ー、およびステージを評価する処理を行います。マイグレーションするジョブを選
択します。ツールで、各ジョブ名の側に、ジョブを完全にマイグレーションできる
のか、部分的にマイグレーションできるのか、それとも一切マイグレーションでき
ないのかを示すアイコンが表示されます。評価するジョブのリストを洗練する場合
には、特定のプラグインおよびオペレーター・ステージを含むジョブのみをリスト
するように指定できます。このツールでは、マイグレーションする前にジョブのバ
ックアップを作成できます。ジョブのバックアップ・コピーを作成してからバック
アップをマイグレーションするか、ジョブのバックアップ・コピーを作成してから
オリジナル・ジョブをマイグレーションできます。どちらの方法でも、オリジナ
ル・ジョブは失われません。ジョブがマイグレーションされ、元のジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。また、マイグレーションの結果が記録されたログ・ファ
イル CCMigration.log が、現行ディレクトリー内に作成されます。
コネクター・マイグレーション・ツールのコマンド・ライン・オプションでは、ユ
ーザー・インターフェースと同じ機能に加えて、追加オプションを使用できます。
コマンド・ラインを使用することで、以下の追加タスクを実行できます。
v マイグレーションを検討するジョブ名のリストを指定する。
v マイグレーションを考慮する共有コンテナー名のリストを指定する。
v マイグレーションを検討するジョブを制限するステージ・タイプ名のリストを指
定する。
v 練習用マイグレーションを実行する。実際のマイグレーションは行われず、マイ
グレーションで起こり得る結果がログ・ファイルに書き込まれます。結果を確認
し、必要に応じて、実際のマイグレーションを実行する前に、マイグレーション
を洗練できます。
v ジョブとそのジョブのステージおよびステージ・タイプのレポートを作成する。
注: この資料全体にわたり、用語「ジョブ」は、パラレル共有コンテナーおよびサ
ーバー共有コンテナーを指すだけでなく、IBM® InfoSphere™ DataStage® ジョブも含
まれます。
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ユーザー・インターフェースを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、マイグレーションに適格なジ
ョブおよびステージを表示してからマイグレーションし、プラグインおよびオペレ
ーター・ステージではなく、コネクターを使用します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage and QualityStage™ デザイナー または InfoSphere DataStage
and QualityStage ディレクター クライアントに接続する場合に使用するのと同じプ
ロジェクト接続詳細を使用して、コネクター・マイグレーション・ツールに接続し
ます。マイグレーション対象のジョブを作成および変更するための十分なユーザー
特権を備えている必要があります。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「コネクター・マイグレーション・ツール」を選択します。
2. 「ログオン」ウィンドウで、以下のフィールドに入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、サービス層のホスト名を入力します。オプション
のポートを指定できます。これを行うには、ホスト名とポートをコロンで区
切ります。 ここで指定するホスト名は、Designer Client の開始時に指定した
ものと同じホストです (例えば、mymachine:9080)。
b. 「ユーザー名」フィールドに、InfoSphere DataStage ユーザー名を入力しま
す。
c. 「パスワード」フィールドに、InfoSphere DataStage パスワードを入力しま
す。
d. 「プロジェクト」フィールドに、プロジェクトの名前を入力します。 ドメイ
ン・サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーにアク
セスするには、server:[port]/project のように完全なプロジェクト名を指定して
ください。あるいは、「プロジェクト」フィールドの横にあるボタンを押し
て、ダイアログ・ボックスを表示させ、そのダイアログ・ボックスから完全
修飾プロジェクト名を選択することもできます。
e. 「OK」をクリックします。 アイコンで、各ジョブの状況が示されます。グ
レイのアイコンは、ジョブがマイグレーションできないことを示します。疑
問符 (?) の付いたグレイのアイコンは、ジョブが正常にマイグレーションで
きる可能性があることを示します。
3. 以下の手順のいずれかで、マイグレーションを検討するジョブおよびステージを
表示します。
v プロジェクト内のすべてのジョブを表示する場合は、「表示」 > 「すべての
ジョブを表示」を選択します。これは、デフォルトの表示です。
v プロジェクト内にあるジョブで、マイグレーションしてコネクターを使用でき
るすべてのジョブを表示する場合には、「表示」 > 「すべてのマイグレーシ
ョン可能なジョブを表示」を選択します。マイグレーション可能なステージを
含んでいないジョブは、このジョブ・リストから除外されます。
v 「ステージ・タイプによるフィルタリング」ウィンドウを開く場合には、「表
示」 > 「ステージ・タイプごとにジョブを表示」を選択します。
4. ジョブを分析するために、以下のステップを実行します。
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a. ジョブのリストでジョブを強調表示させます。
b. ジョブのリストでジョブを展開し、ジョブ内のステージを表示します。
c. 1 つ以上のジョブを選択し、「分析」をクリックします。
分析後は、ジョブ、ステージ、またはプロパティーのアイコンの色で、マイグレ
ーション可能かどうかが示されます。緑色のアイコンは、ジョブ、ステージ、ま
たはプロパティーがマイグレーション可能であることを示します。赤色のアイコ
ンは、ジョブまたはステージがマイグレーションできないことを示します。オレ
ンジ色のアイコンは、ジョブまたはステージが部分的にマイグレーションできる
こと、およびステージ内のプロパティーに相当するものがコネクター内に存在し
ないことを示します。グレイのアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレー
ション対象として適格ではないことを示します。
注: コネクター・マイグレーション・ツールは、ステージが表示する名前ではな
く、内部プロパティー名を表示します。各プロパティーの内部名と対応する表示
名について記載された表を表示するには、 IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから、リポジトリー・ツリー内の「ステー
ジ・タイプ」フォルダーを開きます。ステージ・アイコンをダブルクリックして
から、「プロパティー」タブをクリックして、ステージ・プロパティーを表示し
ます。
5. 「設定」をクリックして、ジョブをマイグレーションする方法を選択します。
v ジョブのコピーを作成してから、コピーをマイグレーションする場合には、
「ジョブをクローンし、クローンされたジョブをマイグレーションする」を選
択します。オリジナル・ジョブはそのまま変更されません。
v ジョブのコピーを作成してから、オリジナル・ジョブをマイグレーションする
場合には、「ジョブをバックアップし、オリジナル・ジョブをマイグレーショ
ンする」を選択します。
v バックアップを作成せずにジョブをマイグレーションする場合には、「オリジ
ナル・ジョブのマイグレーション」を選択します。
6. マイグレーションするジョブおよびステージを選択してから、「マイグレーショ
ン」をクリックします。
ジョブおよびステージがマイグレーションされて、オリジナル・ジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。ロギングが使用可能になっている場合には、マイグレ
ーション・タスクのレポートが書き込まれたログ・ファイルが作成されます。ジ
ョブが正常にマイグレーションされると、ジョブがマイグレーション済みである
ことを示す緑色のチェック・マークが、ジョブ・リスト内のジョブ名の横に表示
されます。

コマンド・ラインを使用したジョブのマイグレーション
コマンド・ラインからコネクター・マイグレーション・ツールを実行して、ユーザ
ー・インターフェースでは使用できない追加オプションを使用します。

このタスクについて
コマンド・ラインからコネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、コ
マンド CCMigration に続いて、一連の必須パラメーターおよびオプション・パラメ
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ーターを指定します。コネクター・マイグレーション・ツールをコマンド・ライン
から開始すると、オプション -C、-M、-B のいずれも指定しなかった場合には、そ
のユーザー・インターフェースが表示されます。これらのオプションのいずれかを
指定した場合には、それ以降ユーザーとの対話なしで、マイグレーションが進みま
す。そのため、ユーザー・インターフェースを表示するかどうかについて、以下に
説明するコマンド・ライン・オプションを使用できます。
ジョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リスト内のジョブ名の横に、
そのジョブがマイグレーション済みであることを示す緑色のチェック・マークが表
示されます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage クライアント・コマンド・ラインで、
<InformationServer>¥Clients¥CCMigrationTool ディレクトリーに移動します。
2. コマンド CCMigration に続いて、以下の必須パラメーターを入力します。
v -h host:port (host:port は、 InfoSphere DataStage サーバーのホスト名およびポ
ート)。ポートを指定しなければ、port はデフォルトで 9080 になります。
v -u user name (user name は、 InfoSphere DataStage ユーザーの名前)。
v -p password (password は、 InfoSphere DataStage ユーザーのパスワード)。
v -P project (project は、接続先プロジェクト名)。ドメイン・サーバーからみて
リモートである InfoSphere DataStage サーバーを指定するには、
server:[port]/project というフォーマットを使用して、完全修飾プロジェクト名
を指定します。
v 以下のいずれか。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、バックアップ・ジョブを作成して、バックアップ・ジョブに
source job name+job name extension という名前を付けてから、オリジナ
ル・ジョブをマイグレーションします。バックアップ・ジョブは、リポジ
トリー内の、ソース・ジョブと同じ場所に保存されます。
– -C job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、ソース・ジョブをクローンして、クローンしたジョブに source job
name+job name extension という名前を付けてから、クローンしたジョブを
マイグレーションします。クローンしたジョブは、リポジトリー内の、ソ
ース・ジョブと同じ場所に保存されます。
これらのオプションのいずれかを指定した場合には、それ以上ユーザーの入力を
必要とせずに、マイグレーションが進みます。 -M、-B、-C のいずれも指定しな
ければ、ジョブをマイグレーションする方法について追加の選択を行えるよう
に、ユーザー・インターフェースが表示されます。
3. オプション: 以下のオプション・パラメーターのいずれかを入力します。
v -L log file (log file は、マイグレーションの結果を記録するログ・ファイルの
ファイル名およびパス)。
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v -S stage types (stage types は、ステージ・タイプのコンマ区切りリスト)。デ
フォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、すべてのステー
ジ・タイプをマイグレーションします。このパラメーターは、指定したステー
ジ・タイプを含むジョブのみをマイグレーションする場合に使用します。 -S
パラメーターと -J パラメーターの両方を指定した場合には、指定したジョブ
内の指定したステージ・タイプのみがマイグレーションされます。 -S パラメ
ーターを指定して、-C、-M、-B のいずれのパラメーターも指定しなければ、
指定したステージ・タイプを含むジョブのみが、ユーザー・インターフェース
で表示されるジョブ・リスト内に表示されます。表示されるジョブを制限する
ことで、コネクター・マイグレーション・ツールの起動時間を大幅に低減する
ことができます。
v -J job names (job names は、ジョブのコンマ区切りリスト)。デフォルトで
は、コネクター・マイグレーション・ツールは、プロジェクト内のすべての適
格ジョブをマイグレーションします。このパラメーターは、特定のジョブのみ
をマイグレーションする場合に使用します。 -J パラメーターを指定し
て、-C、-M、-B のいずれのパラメーターも指定しなければ、指定したジョブ
のみが、ユーザー・インターフェースで表示されるジョブ・リスト内に表示さ
れます。表示されるジョブを制限することで、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールの起動時間を大幅に低減することができます。
v -c shared container names。ここで、shared container names は共有コンテナー
のコンマ区切りのリストです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールは、プロジェクト内のすべての適格な共有コンテナーをマイグレー
ションします。このパラメーターは、特定の共有コンテナーのみをマイグレー
ションする場合に使用します。-c パラメーターを指定して、-C、-M、-B パラ
メーターのいずれのパラメーターも指定しなければ、指定した共有コンテナー
のみが、ユーザー・インターフェースに表示されるジョブ・リストに示されま
す。表示される共有コンテナーを制限することで、コネクター・マイグレーシ
ョン・ツールの起動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -R。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、指定したジョブがマイグレーションされた場合に発生すると思われるマイ
グレーションの詳細を報告しますが、実際のマイグレーションは実行しませ
ん。この詳細は、-L パラメーターを使用して指定したログ・ファイルに報告
されます。
v -A。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、注釈をジョブ・デザインに付加します。注釈は、マイグレーションされた
ステージ、ステージのマイグレーション元のジョブ、およびマイグレーション
の日付を記述したものです。
v -d job dump file (job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、およびステー
ジのリストの書き込み先であるファイルのファイル名およびパス)。ジョブ・
ダンプ・ファイルを使用すると、どのジョブがマイグレーションにふさわしい
かを判断したい場合に役立ちます。-d パラメーターを -J、-c、および -S パ
ラメーターと組み合わせて使用すると、特定のジョブ、共有コンテナー、およ
びステージ・タイプをそれぞれリストすることができます。
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例
以下のコマンドを実行すると、コネクター・マイグレーション・ツールが開始し、
ユーザー billg としてサーバー dsserver 上のプロジェクト billsproject に接続され、
ジョブ db2write および db2upsert がマイグレーションされます。
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M
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第 2 章 非推奨のステージ
一部のステージは、機能性およびパフォーマンスの向上を提供するコネクターに置
き換えられ、非推奨となりました。また、これらのステージはパレットから削除さ
れました。しかし、非推奨のステージをパレットに追加し直し、引き続きジョブで
使用することはできます。
以下のステージ・タイプは、パラレル・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Enterprise
v DB2 UDB Load
v Dynamic RDBMS
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere® MQ
以下のステージ・タイプは、サーバー・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する際は、非推奨のステージの代わりにコネクターを使用するこ
とを検討してください。次の表に、非推奨のステージの代わりに、どのコネクター
を使用するかを示します。
表 1. ステージおよび対応コネクター
非推奨のステージ

コネクター

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 コネクター

Dynamic RDBMS

DB2 コネクター
Oracle コネクター
ODBC コネクター

ODBC Enterprise

ODBC コネクター

Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle コネクター

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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表 1. ステージおよび対応コネクター (続き)
非推奨のステージ

コネクター

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata コネクター

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ コネクター

非推奨のステージ・タイプを新規ジョブで使用するには、使用するステージ・タイ
プを「リポジトリー」からキャンバスまたはパレットにドラッグしてください。
「リポジトリー」ツリー内で、「ステージ・タイプ」にナビゲートします。使用す
るステージに応じて、「ステージ・タイプ」で、「パラレル」または「サーバー」
サブディレクトリーを開きます。ステージ・タイプをジョブ・キャンバスまたはパ
レットにドラッグします。
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第 3 章 ODBC ソース
IBM InfoSphere DataStage を使用して ODBC アプリケーション・プログラミング・
インターフェース (API) にアクセスする場合、一連の接続オプションが使用可能で
す。

コネクターは IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアン
トのコンポーネントです。コネクターはジョブで外部リソースと連絡を取ります。
ODBC コネクターは、データベース管理システム (DBMS) で外部データ・ソースに
アクセスする、いくつかの異なる ODBC ステージのうちの 1 つです。 ODBC コ
ネクターのほかに、さらに以下のような ODBCステージがあります。
v ODBC Enterprise ステージ。パラレル・ジョブのみに使用可能です。
v ODBC ステージ。サーバー・ジョブのみに使用可能です。
これらのステージはパレットのデータベース・グループおよびリポジトリーの同じ
グループにあります。
ODBC コネクターは、操作性で以下のような利点があります。
v デザイン時環境でデータを参照できる。
v 最初にジョブ・パラメーターを定義しないで、コネクターからそのパラメーター
の新規作成を直接行うことができる。
v ステージで指定するいずれの接続情報も、データ接続オブジェクトとして保存で
きる。これによりオブジェクトを再利用することが可能になります。
v 実行時エラーを避けるために、ソース・スキーマとターゲット・スキーマ間のデ
ータ・タイプを調整するためのルールを構成できる。
v 「プロパティー」タブで、プロパティーに誤って入力した無効な値について、即
時にフィードバックを受け取ることができる。さらに、その無効な値の訂正を促
す指示も受け取ります。
v プロパティー値を右クリック・オプションからデフォルト値にリセットできる。
デフォルト値を持ついずれのプロパティーも、その値を変更した後にデフォルト
値に戻すことができます。プロパティー・ラベルまたは値の任意の内側部分を右
クリックして、「デフォルトに戻す ("default_value")」を選択します。この値は
デフォルト値に戻されます。
v ジョブの実行中に生成されるエラー・メッセージを表示できる。
ODBC コネクターはストアード・プロシージャーをサポートしません。ジョブでス
トアード・プロシージャーを使用したい場合は、Stored Procedure ステージを使用し
てください。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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第 4 章 ODBC コネクター
ジョブの中で ODBC Connector を使用して、データの読み取り、データの書き込
み、データのルックアップ、およびデータのフィルター操作を行うことができま
す。

ODBC コネクターの前提条件
ODBC コネクターには、特別なインストール要件はありません。ただし、ODBC コ
ネクターに特定の構成前提条件があります。
ODBC コネクターをジョブで使用できるようにするには、データベース・ドライバ
ー、ドライバー・マネージャー、およびデータ・ソース名を構成しておく必要があ
ります。

データベース・ドライバー
ODBC コネクターを使用できるようにするには、データベース・ドライバーおよび
少なくとも 1 つのドライバー・マネージャーをインストールして構成する必要があ
ります。
サポートされるドライバーはこの製品のインストールの際に組み込まれます。サポ
ートされるドライバーと、その構成方法の詳細については、「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してく
ださい。
以下に示すドライバーには、ODBC コネクターと一緒に使用する際、制限または固
有の構成要件があります。
IBM テキスト・ファイル・ドライバー
v サポートされるデータ・タイプ。 Numeric、Date、および VarChar のみ
サポートされます。
v サポートされない実行時データ・タイプ。以下の実行時データ・タイプは
サポートされません。
– Bit
– Binary
– LongNVarChar
– LongVarBinary
– LongVarChar
– NChar
– NVarChar
– Time
– Timestamp
SQL Server ドライバー

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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v 参照によるラージ・オブジェクト (LOB)。ラージ・オブジェクトはこの
ドライバーでは参照で受け渡すことができません。これを行うにはインラ
インで転送する必要があります。
SQL Server の固有ドライバー
v 参照によりラージ・オブジェクト (LOB) を転送します。ラージ・オブジ
ェクトはこのドライバーでは参照で受け渡すことができません。これを行
うにはインラインで転送する必要があります。
SQL Server ワイヤー・ドライバー
v 参照によりラージ・オブジェクト (LOB) を転送します。ラージ・オブジ
ェクトはこのドライバーでは参照で受け渡すことができません。これを行
うにはインラインで転送する必要があります。
v デザイン時データを表示します。スペースを含むデザイン時データを表示
するには、「ドライバー・セットアップ」ウィンドウの「高度」タブにあ
る「識別子を引用符で囲む」チェック・ボックスを選択しなければなりま
せん。

サポートされるデータ・ソース
データ・ソースは、リレーショナル・データベース、XML ファイル、および表構成
ファイルを含むことができるデータのリポジトリーです。
サポートされるデータ・ソースとするには、ODBC コネクターが、SQL ステートメ
ントの読み取り、書き込み、およびルックアップを実行し、外部データ・ソースと
IBM InfoSphere DataStage データ・セットとの間でデータを交換できる必要があり
ます。
サポートされるデータ・ソースの詳細については、「IBM InfoSphere Information
Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してください。

データ・ソースの前提条件
リレーショナル・データベース管理システム (DBMS)、ファイル、および ODBC に
よってサポートされるその他のデータ・ソースに接続する場合は、 ODBC コネクタ
ーを使用します。
コネクターが表またはファイルを開いて読み取りおよび書き込みをするには、該当
する表またはファイルを含むデータ・ソースに接続を定義しておく必要がありま
す。
ODBC コネクターの場合は、 ODBC ドライバー・マネージャーが接続を確立しま
す。使用するデータ・ソースを正しく設定するには、以下の要件を満たす必要があ
ります。
v ドライバーおよびドライバー・マネージャーは、コネクターがインストールされ
て実行する同じローカル・システムにインストールされていること。データ・ソ
ースはリモート・システムに置くことが可能であり、ユーザーは複数のデータ・
ソースに接続することも可能です。
v パラレル・ジョブの場合、ドライバーおよびドライバー・マネージャーはコネク
ターが実行するすべてのノードにインストールされていること。
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さらに、一時点で 1 つの ODBC ドライバー・マネージャーのみに接続可能です。
ドライバー・マネージャーを構成するときに Designer Client にログインしていた場
合は、「データ・ソース」ボタンをクリックして「データ・ソース」プロパティー
内のデータ・ソース名のリストを表示できます。このボタンは、プロパティーの内
側をクリックした場合のみ使用可能です。 サーバーに接続されていないデザイン環
境で作業している場合は、「データ・ソース」プロパティーに値を入力することが
できます。

データ・ソース名
各データ・ソースには、オペレーティング・システム、ドライバー・マネージャ
ー、およびドライバーに固有の名前を定義する必要があります。
ODBC データ・ソース名の構成方法の詳細については、「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してく
ださい。

ODBC コネクターのジョブ
ODBC コネクターは、ジョブの中でデータの読み取り、データの書き込み、データ
のルックアップ、およびデータのフィルター操作に使用できます。
コネクターの役割は、ジョブの中でこれにアタッチされるリンク、およびコネクタ
ーがどのように構成されているかによって決まります。以下のリンクは ODBC コネ
クターにより使用できるリンクです。
入力リンク
コネクターはデータを受信します。
出力リンク
コネクターはデータを送信します。
参照リンク
コネクターはノーマル・ルックアップまたはスパース・ルックアップに加わ
ります。
リジェクト・リンク
コネクターは、指定した基準に合うデータの行をフィルター処理し、この基
準に合う行を別のステージに渡します。
使用できるのは、1 つの入力リンク、1 つの出力リンク、または 1 つの参照リンク
です。さらに、入力リンクと一緒にリジェクト・リンクも使用できます。

サンプル・リンク構成
以下に ODBC コネクターのサンプル・リンク構成を示します。
v ODBC コネクターへの入力リンク
v ODBC コネクターへの出力リンク
v リンクをリジェクトするための ODBC コネクターへの入力リンク
v リンクをリジェクトするための ODBC コネクターへの出力リンク

第 4 章 ODBC コネクター
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ジョブ・デザインと ODBC コネクター
ODBC コネクターは、データ・ソースへの接続テスト、ルックアップ処理の実行、
リジェクトされるレコード基準の定義など、さまざまなタスクを実行するために、
データのソースまたはターゲットとしてジョブで使用することができます。
コネクターをジョブに追加して、リンクおよび他のステージを指定し、コネクター
の役割をジョブに定義します。

ジョブの実行順序と実行順序によるジョブ・デザインへの影響
実行時に ODBC コネクターは、データ定義言語 (DDL) ステートメントとデータ操
作言語 (DML) ステートメントの実行方法、およびエラーの処理方法を定義するた
めデザイン時に指定したプロパティーを使用します。 ODBC コネクターは以下の順
序で、そのプロパティー情報を読み取ります。
1. スキーマ調整
「スキーマ調整」プロパティー・グループのプロパティーと、その他の関連プロ
パティーを使用することにより、デザイン時スキーマと外部スキーマの間でコネ
クターが実行するスキーマ調整のレベルを決定します。
2. 表のアクション
以下の処理を指定できます。
v 表の作成
v 表の置き換え
v 表の切り捨て
v 表に追加
アクションに対する DDL ステートメントを指定すること、または DDL ステー
トメントの自動生成を指定することも可能です。
3. BEFORE SQL
「BEFORE SQL/AFTER SQL」プロパティーを「はい」に設定して、 「BEFORE
SQL」プロパティーに SQL ステートメントを指定すると、コネクターはこのス
テートメントを実行します。 「BEFORE SQL」プロパティーに複数のステートメ
ントを指定すると、コネクターはそれぞれの追加ステートメントを順番に実行し
ます。
4. BEFORE SQL (ノード)
「BEFORE SQL/AFTER SQL」プロパティーを「はい」に設定し、 「BEFORE SQL
(ノード)」プロパティーに SQL ステートメントを指定すると、コネクターは各
プロセッサー・ノードでそのステートメントを実行します。
5. 書き込みモード
コネクターは、 「書き込みモード」プロパティーに指定するデータ操作のすべ
てを実行します。コネクターは、 「書き込みモード」プロパティー値に関連し
た SQL ステートメントのすべてを実行します。例えば、「書き込みモード」プ
ロパティーを「挿入してから更新」に設定すると、コネクターは「INSERT ステ
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ートメント」プロパティーに指定した SQL ステートメントを実行し、続いて
「UPDATE ステートメント」プロパティーに指定した SQL ステートメントを実
行します。
6. AFTER SQL (ノード)
「BEFORE SQL/AFTER SQL」プロパティーを「はい」に設定し、 「AFTER SQL (ノ
ード)」プロパティーに SQL ステートメントを指定すると、コネクターは各プ
ロセッサー・ノードで、そのステートメントを実行します。
7. AFTER SQL
「BEFORE SQL/AFTER SQL」プロパティーを「はい」に設定して、 「AFTER SQL」
プロパティーに SQL ステートメントを指定すると、コネクターは、そのステー
トメントを実行します。 「AFTER SQL」プロパティーに複数のステートメントを
指定すると、コネクターはそれぞれの追加ステートメントを順番に実行します。
注: ODBC コネクターが、デザイン時あるいは実行時にその DDL を生成できない
データ・タイプがあります。ジョブのデザイン時に、そのようなデータ・タイプを
定義すると警告が出ます。実行時には、コネクターはそのデータ・タイプに最も近
いものを挿入し、警告は出しません。次善策は、DDL を自分自身で指定してコネク
ターに自動指定させないようにすることです。

コネクターをソースとして構成
コネクターをソースとして構成するには、Teradata データベースODBC データ・ソ
ースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースへの接続を定義
し、出力リンクのプロパティーを指定して、コネクターが読み取るデータの列を定
義する必要があります。

このタスクについて
ソース・コンテキストで、コネクターは、外部の Teradata データベースODBC デー
タ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースからデー
タを抽出または読み取ります。
WebSphere MQ コネクターがキューから新規メッセージを受信するときに、メッセ
ージの構造に関する特定の情報を判別できます。例えば、テキストのみが含まれた
メッセージなのか、あるいはデータにフォーマット・ヘッダーが含まれたメッセー
ジなのかをコネクターは判別することができます。
制約事項: 単一スレッドから 1 つの接続のみ有効です。トランザクションに、同じ
スレッド上で WebSphere MQ プラグインと WebSphere MQ コネクターの両方で実
行される SEBridge が含まれる場合、MQCLOSE 時に警告メッセージ、および
MQCMIT 時に致命的エラーが出されて、接続が共有されており、トランザクション
が 2 つの MQ ステージの間でオーバーラップしていることが警告されます。これ
らのエラーを回避するために、プラグインとコネクターを別々に実行するためのプ
ロセス間ステージをトランスフォーマーと MQCC の間に追加できます。

手順
1. ジョブ・キャンバスで、コネクターをジョブに追加します。
2. ジョブ・フローでコネクターに続くステージを追加します。
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3. コネクターから次のステージへの出力リンクを追加します。コネクターを右クリ
ックしてから、それを次のステージ部にドラッグします。 これで、コネクター
には、ジョブ・フローの次のステージに接続される出力リンクが付けられまし
た。
4. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
5. 「プロパティー」タブで、Teradata データベースODBC データ・ソース
WebSphere MQ キュー・マネージャーDB2 データベースの接続プロパティーを
定義します。
6. オプション: 「高度」タブで、カスタム処理設定を指定します。
7. 出力リンクに関する情報を指定します。
a. ナビゲーターの出力リンクを選択します。
b. 「プロパティー」タブで、リンクの使用法プロパティーを定義します。
c. 「列」タブで、リンクの列メタデータを定義します。
d. オプション: 「高度」タブでは、リンクのカスタム・バッファリング設定値を
指定できます。
8. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。

コネクターをターゲットとして構成
コネクターをターゲットとして構成するには、Teradata データベースODBC デー
タ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースへの接続
を定義し、入力リンクのプロパティーを指定して、コネクターが書き込むデータの
列を定義する必要があります。

このタスクについて
ターゲット・コンテキストで、コネクターは、外部の Teradata データベースODBC
データ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースに接
続し、データを挿入、更新、または削除しますデータを挿入します。
WebSphere MQ コネクターはキューにメッセージを送信する場合、ジョブのスキー
マを使用します。コネクターは、ペイロード列からデータを読み取り、このデータ
を出力メッセージのペイロードとして使用します。

手順
1. ジョブ・キャンバスで、コネクターをジョブに追加します。
2. ジョブ・フロー内の前のステージからの入力リンクをコネクターに追加します。
前のステージを右クリックしてから、それをコネクターにドラッグします。 こ
れで、コネクターには、ジョブ・フローの前のステージに接続される入力リンク
が付けられました。
3. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
4. 「プロパティー」タブで、Teradata データベース ODBC データ・ソース
WebSphere MQ キュー・マネージャー DB2 データベースの接続プロパティーを
定義します。
5. オプション: 「高度」タブで、カスタム処理設定を指定します。
6. 入力リンクに関する情報を指定します。
a. ナビゲーターの入力リンクを選択します。
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b. 「プロパティー」タブで、リンクの使用法プロパティーを定義します。
c. 「列」タブで、リンクの列メタデータを定義します。
d. オプション: 「高度」タブでは、リンクのカスタム・バッファリング設定値を
指定できます。
e. オプション: 「パーティション」タブでは、リンクのカスタム・パーティショ
ン設定値を指定できます。
7. コネクターにリジェクト・リンクがある場合は、このリンクへのデータの送信方
法を指定します。
a. ナビゲーターのリジェクト・リンクを選択します。
b. 「リジェクト」タブで、リンクのリジェクト条件を定義します。
c. オプション: 「高度」タブで、リンクのカスタム・バッファリング設定を指定
します。
8. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。
レコードの順序付け:
コネクターに複数の入力リンクがある場合、リンク全体にわたって入力データの処
理順序を制御できます。
次のいずれかの方式を使用して、入力データの処理順序を制御します。

入力リンクによる入力データの順序の指定:
コネクターが複数の入力リンクを使用する場合、入力リンクの順序付けにより処理
されるレコードの順序を制御できます。
このタスクについて
「リンク順序」タブでリンクに指定した順序によって、それぞれの作業単位ごと
に、複数のリンク内にあるレコードが処理される順序が決定されます。
手順
1. ステージ・エディターから入力リンクを選択します。
2. 「リンク順序」タブをクリックします。
3. 順序を変更するリンクをクリックし、矢印ボタンを使用してリンクを下または上
へ移動させます。

レコードの順序の指定:
コネクターに複数の入力リンクがある場合、レコードの順序を指定することでレコ
ードの処理順序を制御できます。
手順
1. 「コネクター・ステージ」アイコンをダブルクリックして、コネクター・プロパ
ティーを開きます。
2. 「レコードの順序付け」を次のいずれかに設定します。
v 「すべてのレコード」は、それぞれのリンクごとに順番に、すべてのレコード
が処理されることを指定します。
第 4 章 ODBC コネクター
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v 「最初のレコード」は、すべてのリンクからのすべてのレコードの処理が完了
するまで、それぞれのリンクから順番にレコードが 1 つずつ処理されること
を指定します。
v 「順次」は、「キー列」、「NULL 順序」、および「大/小文字の区別」プロ
パティーを使用して指定された順序で、それぞれのリンクからレコードが処理
されることを指定します。
3. 「順次」を選択した場合は、以下の追加プロパティーをすべて定義する必要があ
ります。
a. 「キー列」- ソート・キーとして使用する列の名前を指定します。
b. 「ソート順序」-「昇順」または「降順」を指定します。
c. 「NULL 順序」- ソート順序で、NULL 値をどこに並べるかを指定します。
選択項目は、「後」または 「前」です。
d. 「大/小文字の区別」- テキストの比較で大/小文字を区別するかどうかを指定
します。選択項目は、「はい」または「いいえ」です。

エラーを含むレコードのリジェクト
コネクターにリジェクト・リンクが含まれている場合、指定されたリジェクト条件
に一致するレコードはリジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的にルー
ティングされ、残りのレコードの処理は続行されます。

始める前に
v コネクターと必須リンクを含むジョブを作成します。
v データベースへの接続を定義します。
v リンクに列定義をセットアップします。
v 書き込みモードとターゲット表を指定します。

このタスクについて
リジェクト・リンクを構成する場合は、レコードをリジェクトして、リジェクトさ
れたレコードを受け取るターゲット・ステージに送信するタイミングを制御する 1
つ以上の条件を選択します。また、レコードが失敗したときに生成される、エラ
ー・コードとエラー・メッセージの組み込みを選択することもできます。リジェク
ト・リンクを定義しないか、またはリジェクト・リンクは定義しているが、失敗し
たレコードが指定されたどのリジェクト条件とも一致しない場合、コネクターは致
命的エラーをレポートして、ジョブを停止します。
コネクターに複数の入力リンクがある場合は、複数のリジェクト・リンクを指定で
きます。「リンクからリジェクト」フィールドを使用して、リジェクト・リンクに
関連付ける入力リンクを指定します。

手順
1. リジェクトされたレコードを受け取るようにターゲット・ステージを構成しま
す。
2. コネクターを右クリックし、ドラッグして、コネクターからターゲット・ステー
ジへのリンクを作成します。
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3. リンクがコネクターへの最初のリンクの場合は、そのリンクを右クリックして
「リジェクトに変換」を選択します。コネクターに既に入力リンクがある場合
は、新規リンクがリジェクト・リンクとして自動的に表示されます。
4. コネクターをダブルクリックしてステージ・エディターを開きます。その後、ナ
ビゲーターでリジェクト・リンクを強調表示します。このリンクは全角のダッシ
ュの線で表わされます。
5. 「リジェクト」タブをクリックします。
6. コネクターに複数のリジェクト・リンクがある場合は、「リンクからリジェク
ト」フィールドでリジェクト・リンクに関連付ける入力リンクを選択します。
7. 「選択された条件に基づいて行をリジェクト」リストから、レコードのリジェク
トに使用する 1 つ以上の条件を選択します。
注: 条件を選択しないと、どの行もリジェクトされません。この場合、レコード
をターゲット表に書き込み中に何らかのエラーが発生するとジョブは失敗しま
す。
8. 次のいずれかの方式を使用して、リジェクトされた行が多すぎるためにジョブを
停止する条件を指定します。
v 「異常終了条件」フィールドの「パーセント」を選択します。その後、「異常
終了条件 (%)」フィールドに、ジョブを停止させる、リジェクトされた行のパ
ーセンテージを入力します。「この後にカウントを開始 (行数)」フィールド
に、リジェクトされた行のパーセンテージを計算するまでに処理する入力行数
を指定します。
v 「異常終了条件」フィールドの「行」を選択します。その後、「リジェクト後
に異常終了 (行数)」フィールドに、ジョブが停止するまでに許可されるリジェ
クト行の最大数を指定します。
9. 「リジェクト行に追加」リストで、リジェクト済みデータに含める追加の列を選
択します。例えば、Oracle コネクターを使用している場合は、行をリジェクトす
る理由についての情報が含まれる ERRORCODE および ERRORMESSAGE 列を
選択することをお勧めします。

ODBC コネクターによるルックアップ処理
ODBC コネクターは Lookup ステージでは、1 つ以上の外部データ・ソース表と
IBM InfoSphere DataStage 入力リソースとの間の結合演算を実行できます。
入力リソースの例としては、データ・セットまたは順次ファイルがあります。結合
の出力結果は InfoSphere DataStage データ・セットです。
ノーマル・ルックアップおよびスパース・ルックアップ・ジョブにより、 ODBC コ
ネクターが Lookup ステージに接続されます。両方のルックアップ・タイプでは、
キー列の値により、異なるソースからのデータがどのように結合されるのかが決ま
ります。これらの 2 つのルックアップ・タイプは、処理されるデータ行の位置に違
いがあります。 WHERE 節およびスパース・ルックアップで使用される特定の列に
ついては、必ず指定する必要があります。両方のルックアップ・タイプはジョブ・
キャンバス上では、同じように見えます。
コネクターの使用によるルックアップ処理の作成:
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ルックアップ処理を作成する場合は、 ODBCTeradataDB2 コネクターを使用しま
す。
始める前に
最初にジョブを作成する必要があります。
このタスクについて
ルックアップ・ジョブの作成後は、そのジョブの構成方法によって、ノーマル・ル
ックアップまたはスパース・ルックアップのどちらになるかが決まります。
手順
1. Data Set ステージまたは Sequential File ステージなどの入力リソース・ステー
ジをジョブ・キャンバスに追加します。
2. Lookup ステージを出力ステージとして入力リソース・ステージに追加します。
3. Lookup ステージの後で、 Data Set ステージまたは Sequential File ステージな
どの出力リソース・ステージを追加します。このステージは出力ステージとして
Lookup ステージにサービス提供します。
4. ODBCTeradataDB2 コネクターを Lookup ステージの真上に追加します。
5. 参照リンクを使用して、コネクターを Lookup ステージに接続します。
6. ジョブを保存します。
例
これまでの手順の結果を、以下の例に示します。
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次のタスク
これで、ノーマル・ルックアップ処理またはスパース・ルックアップ処理を行うた
めの、ジョブ構成準備が整いました。
ノーマル・ルックアップ処理のためのコネクターの構成:
ノーマル・ルックアップ処理を行う場合は、 ODBCTeradataDB2 コネクターを使用
できます。このルックアップ処理で、コネクターはすべてのレコードを取得して、
Lookup ステージでこれらのレコードを処理できるようにします。
始める前に
最初にルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。また、Lookup ステージ
および Lookup ステージの出力ステージ用に、使用する列を入力ステージで定義し
なければなりません。これらのステージで列を定義する方法については、ステージ
別の説明を参照してください。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターの参照リンクをクリックします。
3. 「プロパティー」タブで、プロパティーを構成します。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「ノーマル」に設定します。
b. 接続セクションで使用する接続プロパティーを定義してテストします。
c. 「選択ステートメント」プロパティーで、 select * from table_name の形
式で SELECT ステートメントを入力します。この構文はスパース・ルックア
ップ処理で取り出されるレコード数とは対照的に、多くのレコードが取り出
されることを意味することに注意してください。
d. オプション: 「プロパティー」タブで、その他のプロパティーを構成します。
4. コネクター ステージ・エディター の「列」タブで列を定義します。
a. ステージ・エディターで、「列」タブをクリックします。
b. コネクターが接続されているデータベースから使用する列を定義します。
5. 「OK」をクリックして、コネクターへの変更を保存します。
6. 「Lookup ステージ」をダブルクリックして、ステージ・エディターを開きま
す。
a. 必要な列を対象のデータ入力リンクから出力リンクにマッピングします。 そ
れらをドラッグするか、またはコピー・アンド・ペーストします。
b. 必要な列を対象のルックアップ・テーブルから出力リンクにマッピングしま
す。
c. ルックアップ用のキー列 (複数も可) を指定します。データ・リンクからルッ
クアップ・テーブル・リンクの「キー式」フィールドにキー列をドラッグす
るかコピーします。 キー式には、キー列のみが使用できます。
d. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
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e. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. Lookup ステージのステージ・エディターで、「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存して、コンパイルし、実行します。
次のタスク
このトピックの詳細については、パラレル・ジョブ開発者ガイドを参照してくださ
い。
スパース・ルックアップ処理のためのコネクターの構成:
ODBCTeradataDB2 コネクターを使用すると、スパース・ルックアップ処理を実行で
きます。
始める前に
最初にルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。 Lookup ステージの入
力ステージと Lookup ステージの出力ステージに列を定義する必要もあります。こ
のステージに列を定義する方法の詳細については、ステージ固有の資料を参照して
ください。
このタスクについて
このルックアップ処理で、コネクターは入力ステージからレコードを受け取り、そ
のあと、コネクターが外部リソースでルックアップ処理を直接実行します。そし
て、コネクターは出力レコードを生成します。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターの参照リンクをクリックします。
3. 「プロパティー」タブで、プロパティーを構成します。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」に設定します。
b. 接続セクションで使用する接続プロパティーを定義してテストします。
c. 「SELECT ステートメント」プロパティーの、SELECT ステートメントの選択
部分のアスタリスク・ワイルドカード (*) はスパース・ルックアップでは動
作しません。したがって、データベースのすべての列をコンマで区切って指
定します。このルックアップで使用しなくても、すべての列を指定する必要
があります。次に、SELECT ステートメントの最初の部分の構文例を示しま
す。select Field001,Field002,Field003
d. 表名の後に WHERE 節を指定します。 WHERE 節に続くキー列にはワード
ORCHESTRATE と列名の先頭にピリオドが必要です。ORCHESTRATE は、
大文字でも小文字でもかまいません。この例として、列名
ORCHESTRATE.Field001 があります。 次の SELECT ステートメントは、適切
な構文例です。select Field001,Field002,Field003 from MY_TABLE where
ORCHESTRATE.Field001 = Field001
e. オプション: 「プロパティー」タブで、その他のプロパティーを構成します。
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4. コネクター ステージ・エディター の「列」タブで列を定義します。
a. ステージ・エディターで、「列」タブをクリックします。
b. コネクターが接続されているデータベースから使用する列を定義します。
5. 「OK」をクリックして、コネクターへの変更を保存します。
6. 「Lookup ステージ」をダブルクリックして、ステージ・エディターを開きま
す。
a. 必要な列を対象のデータ入力リンクから出力リンクにマッピングします。 そ
れらをドラッグするか、またはコピー・アンド・ペーストします。
b. 必要な列を対象のルックアップ・テーブルから出力リンクにマッピングしま
す。
c. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
d. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. Lookup ステージのステージ・エディターで、「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存して、コンパイルし、実行します。
次のタスク
このトピックについて詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレ
ル・ジョブ開発者ガイド を参照してください。
コネクター内のルックアップ処理タイプの変更:
ノーマル・ルックアップからスパース・ルックアップ、またはスパース・ルックア
ップからノーマル・ルックアップに変更できます。「SELECT ステートメント」プロ
パティー内の SELECT ステートメントを編集する必要があります。
始める前に
コネクターがルックアップ処理で定義されるジョブを最初に作成する必要がありま
す。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターの参照リンクをクリックします。
3. 「ルックアップ・タイプ」フィールドの値を「ノーマル」から「スパース」に変
更するか、または「スパース」から「ノーマル」に変更します。
4. 「SELECT ステートメント」プロパティー内の SQL ステートメントを編集しま
す。
v ノーマル・ルックアップ処理からスパース・ルックアップ処理に変更するに
は、次のようにします。
a. オプションです。ノーマル・ルックアップの SELECT ステートメント内の
列名のワイルドカード・アスタリスク (*) を置換するには、各列名をコン
マで区切って指定します。
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例えば、ノーマル・ルックアップの select * 構文は、スパース・ルック
アップの場合は select Field001,Field002,Field003 になります。
b. WHERE 節を SELECT ステートメントに追加して、ソース・ステージの
キー・フィールド列を指定します。外部リソースに存在するすべてのフィ
ールドの前に、ワード ORCHESTRATE とその直後にピリオド (.) を追加
する必要があります。 ORCHESTRATE は、大文字でも小文字でも入力で
きます。
列名 ORCHESTRATE.Field001 はその一例です。
c. ソース・ステージのキー・フィールド列とデータベース表フィールドとの
間の関係を確立します。キー・フィールドの後にスペース、等号 (=)、別の
スペース、その後データベース表フィールド名の順に入力します。
次に、スパース・ルックアップ・ステートメントの例を示します。
select Field001,Field002,Field003 from MY_TABLE where
ORCHESTRATE.Field001 = Field001
この例では、Field001 は MY_TABLE 内のフィールドのため、このフィ
ールドにはワード ORCHESTRATE が先行していません。
v

スパース・ルックアップ処理からノーマル・ルックアップ処理に変更するに
は、次のようにします。
a. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
b. ナビゲーターの参照リンクをクリックします。
c. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」から「ノーマル」に変更しま
す。
d. オプションです。 SELECT ステートメントの先頭のカラムをワイルドカー
ド・アスタリスク (*) で置換できます。
e. ワード WHERE で始まるステートメント内のステートメントの終わりまで
のすべてを削除します。

5. コネクター ステージ・エディター の他のすべての必要な変更を行います。
オプション

操作

変更する列はない

変更を保存するには「OK」をクリックしま
す。ノーマル・ルックアップを構成している
場合は、ステップ 7 にスキップします。

列の変更

次のステップへ進みます。

6. オプション: 「列」タブをクリックして変更を行います。変更を保存するには
「OK」をクリックします。
7. 必須: ノーマル・ルックアップ処理のみの場合は、Lookup ステージが開きま
す。Lookup ステージのステージ・エディターの左側に、左側の主キー・フィー
ルド間の接続が描画されます。

データ・ソースへ接続するためのコネクターの構成
「プロパティー」タブの「接続」セクションにあるプロパティーは、コネクターの
データ・ソースの接続を構成する場合に使用します。
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始める前に
最初に、ジョブを作成して、そこへコネクターを追加する必要があります。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「プロパティー」タブにある接続セクションのプロパティーに値を構成します。

次のタスク
これで、接続をテストすることができます。

データ・ソースへのコネクター接続のテスト
コンパイルしてジョブを実行する前に、ステージ・エディターでデータ・ソースへ
の接続をテストすることができます。

始める前に
最初に、ステージ・エディターの接続セクションでプロパティーを構成する必要が
あります。

手順
1. 接続セクションで、「テスト」をクリックします。
結果

説明

接続値は正しい。

接続が行われ、確認メッセージが表示されま
す。この手順を完了しました。

接続値は正しくありません。

エラー・メッセージが表示されます。次のス
テップへ進みます。

2. 接続プロパティー値を編集します。
3. ステップ 1 および 2 を繰り返します。

次のタスク
これで、この接続情報を追加のコネクター情報とともに、再使用のために保存でき
ます。

情報の再利用と ODBC コネクター
ODBC コネクターは、接続仕様やデータ接続オブジェクトのプロパティー値、メタ
データ、およびジョブ・パラメーターなどの情報をユーザーが保存して再利用する
方法を提供します。
以下のトピックは、それぞれの情報を処理する方法の説明です。
v データ接続オブジェクト
–

26 ページの『接続情報のデータ接続オブジェクトとしての保存』

v メタデータ
–

31 ページの『メタデータのコネクターへの保存』
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–

27 ページの『コネクター・プロパティーのジョブ・パラメーターの選択』

接続情報のデータ接続オブジェクトとしての保存
接続情報はデータ接続オブジェクトとして保存することができます。それ以降は、
他のステージでオブジェクトを再利用することができます。

始める前に
ステージ・エディターの接続セクションで、データ・ソース・キュー・マネージャ
ーのデータベースへの接続を構成する必要があります。

手順
1. 接続セクションで、「保存」をクリックします。 「データ接続」ウィンドウが
表示され、既存の接続値が入っています。
2. データ接続オブジェクトの名前、オブジェクトの説明、およびこのオブジェクト
を保存するフォルダーを含めて、このウィンドウの残りのフィールドを完成させ
ます。
3. オブジェクトを保存するには、「OK」をクリックします。 新たに保存されたオ
ブジェクトを指定するために、次のテキストが「接続」セクションに追加されま
す。
(関連付けられているデータ接続: connection_object_name)

コネクター・ジョブでのデータ接続オブジェクトの再利用
リポジトリーに保管されているデータ接続オブジェクトはステージ定義にロードす
ることができます。データ接続オブジェクトは 1 回作成しておけば、同じ外部リソ
ースへのアクセスが必要になるときはいつでも、そのオブジェクトをジョブ・デザ
インで再利用することができます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 接続セクションで、「ロード」をクリックします。 このコネクターのデータ接
続オブジェクトのリストが表示されます。
3. データ接続オブジェクトを選択して、「OK」をクリックします。 データ接続オ
ブジェクトのすべての設定値がステージ・エディターに挿入されます。選択した
オブジェクトを指定するために、次のテキストが「接続」セクションに追加され
ます。
(関連付けられているデータ接続: connection_object_name)

コネクター・プロパティーへのジョブ・パラメーターの作成
コネクター・プロパティーに最初にジョブ・パラメーターがない状態でも、ジョ
ブ・パラメーターを新規作成できます。ジョブ・パラメーターはジョブの柔軟な定
義やジョブの再使用を可能にするものです。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
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2. ジョブ・パラメーターを作成する対象のプロパティー値をクリックします。その
プロパティーのパラメーターを作成できる場合は、ジョブ・パラメーター・ボタ
ン

が表示されます。

3. このボタンをクリックして、「新規パラメーター」を選択します。
4. 追加するパラメーターを指定します。
a. 「パラメーター名」フィールドのデフォルト値を受け入れるか、新規の値を
入力します。
b. 「プロンプト」フィールドのデフォルト値を受け入れるか、または新しい値
を入力します。
c. 「タイプ」フィールドの値をリストから選択します。
d. 「デフォルト値」フィールドに、実行時にジョブが使用する値を入力しま
す。実行時にこの値の入力のプロンプトを出すには、この値はブランクにし
ておきます。「タイプ」として「暗号化」を選択すると、別個のウィンドウ
が表示されます。暗号化された値を入力し、確認のため再度入力して「OK」
をクリックする必要があります。
e. オプション: 「ヘルプ・テキスト」フィールドには、必要な説明を入力しま
す。
f. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
このトピックについて詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイ
ナー・クライアント・ガイド を参照してください。

例
ジョブ・パラメーターは、データベース コネクターがデータベースに接続されるジ
ョブで使用できます。この例では、さまざまなデータ・ソースに対して同じジョブ
を実行します。実行時にユーザーが指定するデータ・ソースにコネクターが動的に
接続できるように、ジョブ・パラメーターを定義します。デザイン時に、「デー
タ・ソース」、「ユーザー名」、および「パスワード」プロパティーのジョブ・パ
ラメーターを定義します。ジョブを実行すると、デフォルト値 (指定している場合)
またはブランク値の入ったプロンプトが出されます。デフォルト値を変更、または
新規の値を入力できます。次に、コネクターはこの値を使用して、データ・ソース
へ接続します。

コネクター・プロパティーのジョブ・パラメーターの選択
ジョブ・パラメーターをサポートするコネクター・プロパティーで、ジョブ・パラ
メーターを選択できます。

始める前に
ジョブ・パラメーターは使用するコネクター・タイプに定義する必要があります。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
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2. ジョブ・パラメーターを挿入する対象のプロパティー値をクリックします。その
プロパティーのパラメーターを使用できる場合は、ジョブ・パラメーター・ボタ
ン

が表示されます。

3. そのボタンをクリックして、リストからパラメーターを選択します。

タスクの結果
ジョブ・パラメーターがプロパティー値に挿入されます。このトピックについて詳
しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガ
イド を参照してください。

コネクター・プロパティーからのジョブ・パラメーターの削除
コネクター・プロパティーからのジョブ・パラメーターを削除するには、ジョブ・
パラメーター・ボタンを使用する必要があります。

このタスクについて
このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合のみ使用可能です。

手順
1. 変更するプロパティー値をクリックします。
2. 「パラメーターのクリア」を選択します。

タスクの結果
そのプロパティーにデフォルト値がある場合は、デフォルト値が表示されます。な
い場合は、このプロパティーについての値を入力するか選択します。

メタデータおよび ODBC コネクター
コネクターがデザイン時環境のランタイム・サーバーにアクセスできる場合は、メ
タデータを列レベルまたは表レベルで使用して作業できます。
リモート・リポジトリーがアドミニストレーター・アプリケーションで共有される
ように構成されている場合は、ローカル・リポジトリーまたはリモート・リポジト
リーからメタデータをインポートすることが可能です。メタデータは、後で同じタ
イプのコネクターで再利用できるように保存することもできます。

列ごとのメタデータのインポート
列ごとのメタデータは コネクターのステージ・エディターの「列」タブでインポー
トできます。

始める前に
最初に、メタデータをリポジトリーに保存する必要があります。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「列」タブをクリックします。
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3. 「ロード」をクリックします。
4. メタデータを含むツリーから表を選択して「OK」をクリックします。
5. 右矢印 (>) ボタンを使用して、ロードする列を「使用可能な列」リストから「選
択された列」リストに移動します。すべての列を一度に移動する場合は、二重右
矢印 (>>) をクリックします。列を「選択された列」リストから「使用可能な
列」リストに戻すには、1 列の場合は左矢印 (<)、すべての列の場合は二重左矢
印 (<<) を使用します。
6. 「OK」をクリックします。 選択された列のメタデータはステージ・エディター
の「列」タブにロードされます。

表ごとの ODBC コネクター用のメタデータのインポート
表ごとのメタデータを ODBC データ・ソースからインポートし、そのデータを表定
義としてリポジトリーに保管できます。

このタスクについて
アドミニストレーター・クライアントでメタデータを共用するためにプロジェクト
を構成する場合は、表定義をプロジェクトにインポートするか、または表定義を他
のプロジェクトで使用可能にすることができます。表をインポートする場合は、
「コネクター・メタデータのインポート」ウィザードにアクセスします。

手順
1. 以下の方法を使用して、「コネクター・メタデータのインポート」ウィザード
にアクセスします。
方式

手順

デザイナー・クライアント

「インポート」メニューから、「表の定義」
> 「コネクター・インポート・ウィザードの
開始」を選択します。

リポジトリーのステージ・タイプ

コネクター・ステージ・タイプにナビゲート
します。右クリックして、「メタデータのイ
ンポート」を選択します。

リポジトリーの表定義

表定義を右クリックして、「メタデータのイ
ンポート」を選択します。

リポジトリーのデータ接続

データ接続を右クリックして、「メタデータ
のインポート」を選択します。

ODBC コネクターの「列」タブ

1. 「列」タブをクリックします。
2. 「ロード」をクリックします。
3. インポートする表を右クリックして、
「メタデータのインポート」を選択しま
す。

2. ウィザードが表示されたら、次のステップはメタデータのインポート用のデー
タベースを既に定義してあるかどうかによって異なります。また、ウィザード
のアクセス方法により、ウィザード上に表示されないウィンドウがあります。
ウィザードのページに従って、メタデータのインポートを完了させます。
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オプション

説明

初回のユーザーである。メタデータをインポ
ートするための位置とデータベースがまだ定
義されていません。

次のステップへ進みます。

位置またはデータベースは既に定義されてい
る。

ステップ 7 へスキップします。

3. 「コネクター・メタデータのインポート」ウィザードの「データ・ソースの位
置」ページで、「新規の場所」をクリックします。「データベースが常駐する
ホスト名」からデータベースをホスティングするシステムを選択します。
4. 「共有メタデータ管理」ウィンドウで、リポジトリー・ツリーの位置を選択
し、「新規データベースの追加」をクリックします。
5. 「新規データベースの追加」ウィンドウで、必要に応じて、「名前」、「サー
バー」、「位置」、「ベンダー」、「バージョン」、「説明 (略記)」、および
「説明 (すべて)」の値を入力し、「OK」をクリックします。
6. 「閉じる」をクリックします。
7. 「データベース名」内のデータベースを選択して、「次へ」をクリックしま
す。
8. リストからコネクター・タイプの名前を選択して、「次へ」をクリックしま
す。
9. 使用したいプロジェクトに定義済みの DataConnection オブジェクトがある場合
は、「ロード」リンクをクリックします。
10. 既存のデータ接続オブジェクトのフォルダーにナビゲートして、オブジェクト
を選択し、「開く」をクリックします。 「データベース」、「ユーザー名」、
および「パスワード」の各フィールドは、データ接続オブジェクトから対応す
るデータを追加されます。
11. データベースに接続できることをリンクするには、「テスト接続」リンクをク
リックします。 テストが正常でない場合は、接続フィールドの値を検査してく
ださい。続いて、「次へ」をクリックします。
12. スキーマ名を入力するか、または「スキーマ」リストのスキーマ名を選択しま
す。表を含めるかどうかを決めて表示し、メタデータをインポートするときに
使用する検索フィルターの名前を入力します。続いて、「次へ」をクリックし
ます。
13. インポートする表を選択して表示します。また、主キーと外部キー、および索
引も含めることができます。
14. オプション: 「データ参照」リンクをクリックして、選択基準と一致する表の実
データを調べます。「閉じる」をクリックしてデータ・ウィンドウを閉じ、ウ
ィザードに戻ります。続いて、「次へ」をクリックします。
15. インポートの詳細を検討して、「インポート」をクリックします。
16. メタデータまたは表定義をインポートするためのフォルダーを選択して、
「OK」をクリックします。
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タスクの結果
メタデータがインポートされ、固有の表定義アイコンの付いた選択フォルダーに表
示されます。このアイコンは、表定義がリポジトリーの共用域にインポートされる
ことを一意的に示します。これで、表定義は他のプロジェクトおよび他のコンポー
ネントで利用可能になりました。
このトピックについて詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイ
ナー・クライアント・ガイド を参照してください。

メタデータのコネクターへの保存
メタデータは保存して別のコネクターで再利用することができます。このコンテキ
ストのメタデータは「列」タブで定義するスキーマです。

始める前に
スキーマは「列」タブで定義しなければなりません。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「列」タブをクリックします。
3. 「保存」をクリックします。
4. このウィンドウで新規の値を入力するか既存のフィールド値を変更して、
「OK」をクリックします。
5. 保存手順を完了します。
a. オプション: 「項目名」の表定義の名前を変更します。
b. 表定義を保存するために、ツリーを使用して既存のフォルダーにナビゲート
するか、または新規フォルダーを作成します。
c. フォルダーをダブルクリックします。 プロジェクト・パスが「フォルダー・
パス」フィールドに表示されます。
d. 「保存」をクリックします。

タスクの結果
メタデータを含む、表定義が再使用可能になりました。

次のタスク
この手順について詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
ー・クライアント・ガイド」を参照してください。

デザイン時データおよびコネクター
ODBCTeradataWebSphere MQDB2 コネクターを使用すると、Teradata データベース
ODBC データ・ソースWebSphere MQ アプリケーションIBM DB2 データベース内
のデータをデザイン時に表示できます。
デザイン時にデータを表示すると、以下のことの真偽が分かります。
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v ユーザーの接続構成がローカル・キュー・マネージャーの接続設定であるか、あ
るいはリモート・キュー・マネージャーが正確である
v ユーザーの SQL ステートメントは正確であり、確認したい列を表示できるロー
カル・キューまたはリモート・キューの設定値が正確であることを調べる必要が
ある列を表示でき、かつジョブを実行時に処理すると予期するメッセージを表示
できる
リモートまたはローカル・キューのメッセージ・データを読み取っても、それを
読み取る過程でそのデータが破棄されることはありません。
v Teradata データベースODBC データ・ソースDB2 データベース内のデータは、ユ
ーザーが予期したもので、有効である

デザイン時のデータの表示
Teradata データベースODBC データ・ソースWebSphere MQ アプリケーションIBM
DB2 データベース内のデータを表示することができます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 接続セクションでプロパティーを構成します。
3. リモート・キューのキュー・メッセージ・データを確認するには、「モード」プ
ロパティー値に「クライアント」を選択する必要があります。
4. 「テスト」をクリックして、接続設定をテストします。
接続テストに失敗した場合は、接続設定をトラブルシューティングします。
Teradata データベースODBC データ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージ
ャーDB2 データベースにアクセスできるまで、データは表示できません。
オプション

説明

出力リンクのあるコネクター

使用する SQL ステートメントを SELECT ス
テートメントに定義します。

入力リンクのあるコネクター

使用する INSERT ステートメント、UPDATE
ステートメント、または DELETE ステートメ
ントを定義します。

5. データを表示する対象のキューの名前を入力または選択します。
6. 「データ参照」をクリックします。

コネクターに使用する実行時のデータ操作
コネクターが実行時に各種の SQL ステートメントを使用して、データ操作を制御
できます。
コネクターがソースであるか、またはルックアップ処理である場合は、 SELECT ス
テートメントを作成して「SELECT ステートメント」プロパティーのデータ・ソー
スからデータを読み取ることができます。
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コネクターがターゲットである場合は、別の SQL ステートメントのリストおよび
「書き込みモード」プロパティーのステートメント組み合わせのリストから以下を
選択できます。
挿入

「INSERT ステートメント」プロパティーを使用して、実行時にデータ・ソ
ースへデータを挿入する INSERT ステートメントを定義します。

更新

「UPDATE ステートメント」プロパティーを使用して、実行時にデータ・ソ
ースのデータを更新する UPDATE ステートメントを定義します。

削除

「DELETE ステートメント」プロパティーを使用して、実行時にデータ・ソ
ースからデータを削除する DELETE ステートメントを定義します。

挿入してから更新
「INSERT ステートメント」プロパティーおよび「UPDATE ステートメント」
プロパティーを使用して、実行時にデータ・ソースへデータを挿入する
INSERT ステートメントおよび UPDATE ステートメントを定義します。
UPDATE ステートメントはデータベースに挿入されなかった行またはレコ
ード上だけに実行されます。
更新してから挿入
「UPDATE ステートメント」プロパティーおよび「INSERT ステートメント」
プロパティーを使用して、 UPDATE ステートメントおよび INSERT ステ
ートメントを定義します。 INSERT ステートメントはデータベースで更新
されなかった行またはレコードだけに実行されます。
削除してから挿入
「DELETE ステートメント」プロパティーおよび「INSERT ステートメント」
プロパティーを使用して、 DELETE ステートメントおよび INSERT ステ
ートメントを定義します。 INSERT ステートメントはデータベースから削
除されなかった行またはレコードだけに実行されます。

コネクター内のラージ・オブジェクト (LOB)
コネクターが LOB をどのように転送するかをインラインと参照のそれぞれの方式
で、定義することができます。
注: LOB 列を含む表からのデータの読み取りは、その LOB 列が SELECT ステー
トメントにリストされている最後の列の場合にのみサポートされています。同様
に、LOB 列を含む表のデータの表示は、その LOB 列が表に定義されている最後の
列の場合にのみサポートされています。
次の表で、LOB タイプとそれに関する IBM InfoSphere DataStage データ・タイプ
を示します。
表 2. サポートされる LOB とそれに関する InfoSphere DataStage データ・タイプ
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプ

LOB

説明

バイナリー LOB (BLOB)

バイナリー形式で LOB を表
す

LongVarBinary

文字 LOB (CLOB)

文字形式で保持される LOB
を表す。データベースでは文
字セットを定義する。

LongVarChar
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表 2. サポートされる LOB とそれに関する InfoSphere DataStage データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプ

LOB

説明

NLS 文字 LOB (NCLOB)

データベース用の各国語セッ LongNVarChar
ト (NLS) で保持される LOB
を表す。マルチバイト文字セ
ットに使用される。

LOB のインライン転送
インライン方式を使用する場合、実データは コネクターとデータベース・ドライバ
ー間で転送されます。
LOB をこの方法で転送する場合は、 「参照により LOB を使用可能にする」を「い
いえ」、 「配列サイズ」を「1」 に設定する必要があります。

参照による LOB 転送
参照方式による転送を使用する場合は、実データではなく LOB を示すロケーター
が コネクターとデータベース・ドライバー間を転送されます。その後、実データは
インライン方式を使用する別のコネクターにより、ジョブに読み込まれます。

参照によるラージ・オブジェクト (LOB) の転送
参照により LOB を転送するようにコネクターを構成できます。コネクターはこれ
を実行できる唯一のステージ・タイプなので、ジョブ内のこの後で LOB をインラ
インで転送するステージもまたコネクターでなければなりません。

始める前に
最初に、コネクターがソースであるジョブを作成する必要があります。また、転送
するデータには LOB がなければなりません。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「列」タブで、表定義を定義またはインポートします。少なくとも 1 つの列が
LOB でなければならず、また少なくとも 1 つの主キー・フィールドが存在する
必要があります。
3. 「プロパティー」タブで、参照による LOB の転送のためのプロパティーを構成
します。
a. 「LOB 参照を可能にする」を「はい」に設定します。
b. 「列」プロパティーで、列名を入力したり「使用可能な列」ボタンを使用し
て、選択できる LOB 列のリストを提供することができます。このボタン
は、プロパティーの内側をクリックした場合のみ使用可能です。 ボタンを選
択する場合は、「列の選択」ウィンドウ内の列を選択して (複数可)「OK」を
クリックします。
4. 「OK」をクリックして、コネクター設定を保存します。
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コネクターのためのスキーマ調整
ジョブ実行に使用するスキーマはジョブ定義の際に定義されるデザイン時スキーマ
と外部リソースにある外部スキーマです。
スキーマにより、各構造内のデータ・エレメントが持つことができる内容の構造と
タイプを定義します。
ODBC コネクターでのスキーマ調整ルールに基づいて、コネクターは、このスキー
マ間の差分を解決する方法または解決しない方法を判別します。これらのルール
は、スキーマのフィールドで不一致があった場合に起こり得る、以下のような結果
を未然に防ぐためのものです。
v 実行時エラー
v 過剰な変換

コネクターのためのスキーマ調整ルール
コネクターはルールを使用して、デザイン時スキーマと外部スキーマとの相違を調
整します。
以下のルールのうちで、いくつかは「プロパティー」タブのプロパティー設定を使
用して構成することができます。コネクターは、以下のルールを使用します。
フィールドの存在
コネクターはデザイン時スキーマ・フィールド名とコネクターがアクセスす
る外部リソース・フィールド名との突き合わせを試みます。
コネクターをデータのソースとして使用し、パラレル・ジョブで外部スキー
マのフィールドよりデザイン時スキーマのフィールドのほうが多い場合、こ
のような余分のフィールドはドロップされ、通知メッセージが生成されま
す。反対に、デザイン時スキーマのフィールドより外部スキーマのフィール
ドのほうが多い場合、この余ったフィールドはスキーマに追加されて、通知
メッセージが生成されます。
パラレル・ジョブで、コネクターをデータのターゲットとして使用してい
て、外部スキーマの列がデザイン時スキーマの列より多い場合は、その多い
部分のフィールドが追加されて、通知メッセージが生成されます。デザイン
時スキーマに定義されたフィールドが外部スキーマに定義されたフィールド
より多い場合、この余ったデザイン時スキーマのフィールドを「不一致の列
をドロップ」プロパティーで、無視すべきかどうかを決めることができま
す。 「不一致の列をドロップ」を「はい」と設定すると、余ったフィール
ドは無視されて、通知メッセージが生成されます。しかし、上記のように設
定しないと、回復不能エラー・メッセージが生成されて、ジョブは終了しま
す。
ルックアップ処理の一部としてコネクターを使用する場合、不一致の列は必
ずドロップされます。
データ・タイプおよびフィールドのサイズ
フィールドのデータ・タイプ調整はフィールド突合せレベルの後で行われま
す。前のレベルで突き合わせが行われたデザイン時スキーマのフィールドと

第 4 章 ODBC コネクター

35

外部スキーマのフィールドのデータ・タイプが比較されます。両方のスキー
マのデータ・タイプが同じであれば、変換の必要はなく、何も調整されませ
ん。
データ・タイプが異なる場合は、調整が試みられます。しかし、一部のデー
タ・タイプは変換できません。例えば、ターゲット・コンテキストのデザイ
ン時スキーマにはストリング・データ・タイプになっていて、外部スキーマ
のそのフィールドが整数 (例えば、int8) の場合、変換は信頼できません。
このストリングは非数字になります。したがって、この変換は許可されませ
ん。エラー・メッセージが生成されて、ジョブは終了します。ただし、反対
の状態であれば (デザイン時スキーマは整数で外部スキーマはストリング)、
この変換は行うことができます。
「タイプ不一致で失敗」が「はい」に設定されていて、スキーマがデータ保
全性を維持するための調整をできない場合、リカバリー不能エラーが生成さ
れ、ジョブは終了します。「はい」でなければ、警告メッセージが生成され
ます。
フィールドの属性
フィールド属性の調整はフィールドの突き合わせとデータ・タイプの変換が
行われてからになります。デザイン時スキーマ・フィールドと外部スキー
マ・フィールドの属性が比較され、コネクターは属性の何らかの相違につい
て調整を試みます。属性によっては最小長さおよび最大長さ (サイズ)、精
度、および文字エンコードを含むものがあります。場合によっては、大きな
フィールドから小さなフィールドへのデータ書き込み処理、または制限の少
ないフィールドから制限の多いフィールドへの書き込み処理を含む変換を避
ける必要があります。
フィールド・サイズに関しては、「サイズ不一致で失敗」を「はい」に設定
することができます。 「サイズ不一致で失敗」が「はい」に設定されてい
て、スキーマ調整のときに、大きなフィールドから小さなフィールドへの書
き込み、または制限の少ないフィールドから制限の多いフィールドへ書き込
みなどを行うと、リカバリー不能エラーが生成され、ジョブは終了します。
「はい」でなければ、警告メッセージが生成されます。

コネクターのスキーマ調整ルールの構成
ODBC コネクターがデザイン・スキーマと外部スキーマとの差分を解決する場合に
使用するルールの一部を構成できます。

手順
1. ステージ・エディターのナビゲーターで、入力リンクまたは出力リンクをクリッ
クします。
2. 「スキーマ調整」をクリックして、サブプロパティーのグループを開きます。
3. スキーマ調整中に 1 つ以上のフィールドでサイズの不一致があった場合にジョ
ブを失敗させるかどうかを、「サイズ不一致で失敗」プロパティーに指定しま
す。
4. 1 つ以上のフィールドを調整できないタイプの不一致があった場合にジョブを失
敗させるかどうかを、「タイプ不一致で失敗」プロパティーに指定します。
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5. 入力リンクのみの場合は、「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使
用して、入力データベース・スキーマに存在しないフィールドを処理する方法を
判別します。

パラレル実行と ODBC コネクターのパーティション・データ
パラレル・ジョブの場合、コネクターはパラレル読み取りをサポートします。
パラレル実行を許可するには、「パーティションを可能にする」を「はい」に設定
します。実行時に、データはパーティション化されないことを指定すると、未変更
の WHERE 節を使用してすべてのデータ行を返します。データはパーティション化
されることを指定すると、コネクターは WHERE 節を変更して行の総数のサブセッ
トを返します。コネクターは、各処理ノード上の各照会に対して WHERE 節の変更
を実行します。次に、各ノードは行の固有サブセットを受け取ります。行のサブセ
ットは「パーティション方式」プロパティーで指定するパーティション方式により
決定されます。

コネクター用の並列読み取りのためのデータのパーティション化
並列読み取りを実行するには、ODBC コネクターが構成されていなければなりませ
ん。並列読み取りはデータがサブセットに分割されている必要があり、その場合、
データは異なる処理ノードで同時に読み取られます。

始める前に
最初に、コネクターがソースとして定義されているジョブを作成する必要がありま
す。並列読み取り用のジョブを実行するには、その前に以下の手順のステップを実
行するだけでなく、処理ノードも構成しておく必要があります。

このタスクについて
ソース・ジョブおよびノーマル・ルックアップ・ジョブには並列読み取りを行うこ
とができます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ステージ・エディターのナビゲーターで、パラレル読み取り用に構成する、ノー
マル・ルックアップのみの参照リンクかまたは出力リンクをクリックします。
3. 「パーティションを可能にする」を「はい」に設定します。
4. 「パーティション方式」プロパティーから、データをサブセットに分割するパー
ティション方式を選択します。
5. 「列名」プロパティーに、ジョブの実行時にデータがパーティションに分割され
る先のキー・フィールド列の名前を入力します。

タスクの結果
このジョブが実行されると、SELECT ステートメント内の WHERE 節が変更され
て、各処理ノードで読み取られる行のサブセットが返されます。
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次のタスク
パーティション構成および論理ノードの詳細については、パラレル・ジョブ開発者
ガイドを参照してください。

コネクターのためのトランザクションの分離レベルの指定
他のトランザクションが同時に実行しているときに、トランザクションまたは作業
単位をどのように処理するかについて指定できます。トランザクションに指定する
分離の度合いには、コミットメント情報も含めることができます。

始める前に
分離レベルを指定するには、コネクターをソース・コンテキスト、ターゲット・コ
ンテキスト、またはルックアップ処理で定義するジョブを事前に作成しておく必要
があります。

このタスクについて
トランザクションは、ウェーブの終わりマーカーがターゲット・ステージで検出さ
れたときに、ターゲット・ステージでコミットされます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ステージ・エディターのナビゲーターで、構成するリンクをクリックします。
3. 「分離レベル」を必要な値に設定します。

コネクターに使用する SQL ステートメント
ODBCDB2 コネクターで SQL ステートメントを使用すると、データ操作言語
(DML) ステートメントでデータを処理したり、データ定義言語 (DDL) ステートメ
ントで表を処理したりできます。
以下の種類の SQL ステートメントで ODBC コネクターを使用できます。
表 3. ODBC コネクター用の SQL ステートメントのタイプ
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ステートメントのタイプ

処理レベル

説明

汎用

ジョブ

SQL ステートメントを実行
する時期を指定します。この
アクションはジョブの前処理
または後処理のいずれか、お
よびジョブ当たり 1 回また
はジョブ当たりの処理ノード
当たり 1 回のいずれかに指
定できます。

データ操作言語 (DML)

行

行レベルでデータ操作を行う
SQL ステートメント
(INSERT および UPDATE な
ど) を指定します。

表 3. ODBC コネクター用の SQL ステートメントのタイプ (続き)
ステートメントのタイプ

処理レベル

説明

データ定義言語 (DDL)

表

表レベルでデータ操作を行う
SQL ステートメント
(CREATE TABLE および
DROP TABLE など) を指定
します。 TRUNCATE
TABLE ステートメントも指
定できます。

表に使用するデータ定義言語ステートメント
コネクターはデータ定義言語 (DDL) ステートメントにより、表の新規作成、および
既存の表の置換、追加、または切り捨てを行います。
DDL ステートメントを定義するには、「表のアクション」プロパティーとサブプロ
パティーを使用します。
DDL ステートメントは以下の方法で作成できます。
v デザイン時にアクションに必要なステートメントを「CREATE ステートメント」、
「DROP ステートメント」、または 「TRUNCATE ステートメント」の各プロパティ
ーに入力する。
v 実行時に「生成」ボタンを使用して、汎用 SQL ステートメントを自動生成す
る。生成される DDL は「列」タブで定義される列に基づいています。状態に応
じて固有にする必要があり、このステートメントを編集しなければならない場合
があります。
デザイン時にコネクターへデータ定義言語 (DDL) ステートメントを生成:
デザイン時に、CREATE TABLE、DROP TABLE、または TRUNCATE TABLE の
各ステートメント用の汎用 DDL ステートメントをサンプルとして自動的に生成す
ることを、コネクターに指定できます。
始める前に
コネクターは DDL ステートメントの汎用バージョンを生成します。このステート
メントは編集する必要があります。 DDL の生成に対して、サポートされていない
データ・タイプを対象のデータベースで使用する場合は、特に必要です。
このタスクについて
最初に、コネクターがターゲットとして定義されるジョブを作成する必要がありま
す。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディ
ターを開きます。
2. 「表のアクション」プロパティーから、生成する DDL ステートメントのタイ
プを選択します。
追加

「列」タブで指定する列のデータは宛先表に追加されます。
第 4 章 ODBC コネクター
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作成、置き換え、または切り捨て
表のアクションを有効にするためのプロパティー・グループです。
3. 実行時の適切な生成ステートメントのプロパティーを「いいえ」に設定しま
す。
v 実行時に CREATE ステートメントを生成
v 実行時に DROP ステートメントを生成
v 実行時に TRUNCATE ステートメントを生成
4. 「エラーで失敗」プロパティーに、DDL ステートメントが正常に実行できない
場合に、ジョブを失敗させるかどうかを指定します。
5. オプション: 「プロパティー」タブでその他のプロパティーを構成します。
6. 「列」タブをクリックします。
7. 列名とそのデータ・タイプを正しく定義していることを確認してください。
8. 「プロパティー」タブをクリックします。
9. 編集できる汎用 DDL ステートメントを生成するか、またはユーザー独自のス
テートメントを入力します。ベースライン DDL ステートメントを生成するに
は、ステートメント・プロパティー値 (「CREATE ステートメント」、「DROP
ステートメント」、または「TRUNCATE ステートメント」) をクリックして、
「生成」をクリックします。このボタンは、プロパティーの内側をクリックし
た場合のみ使用可能です。
10. 必要に応じてステートメントを編集します。
11. 「OK」をクリックしてジョブを保存します。
実行時にコネクターでデータ定義言語 (DDL) ステートメントを生成する:
コネクターは、CREATE TABLE、DROP TABLE、または TRUNCATE TABLE ス
テートメントの DDL ステートメントを実行時に自動的に生成することができま
す。
始める前に
実行時に DDL ステートメントを生成する場合、コネクターはデータベース・ドラ
イバーを照会して、各データ・フィールドに対応するネイティブ・データ・タイプ
を判別します。データベースによってデータ・タイプは異なるので、コネクターは
すべてのデータ・タイプについての DDL ステートメントは生成できません。バイ
ナリーおよび LongVarBinary InfoSphere DataStage データ・タイプは、実行時の
DDL ステートメント生成ではサポートされません。次のデータ・タイプを「列」タ
ブで指定すると、コネクターは、先頭の列のデータ・タイプを 2 番目の列のデー
タ・タイプで置換して、実行時に DDL ステートメントを生成します。
表 4. 実行時に生成された DDL ステートメントでのデータ・タイプの処理
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「列」タブで選択されたデザイン時データ・
タイプ

DDL ステートメントの生成のためにコネク
ターが使用するデータ・タイプ

LongNVarChar

VarChar

LongVarChar

VarChar

NChar

Char

NVarChar

VarChar

このいずれかのデータ・タイプがデータベースに存在する場合は、生成された DDL
ステートメントを編集する必要があります。
このタスクについて
最初に、コネクターを持っているジョブをターゲットとして作成する必要がありま
す。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「表名」プロパティーから、生成する DDL ステートメントのタイプを選択しま
す。
追加

「列」タブで指定する列のデータは、宛先表に追加されます。

作成、置き換え、または切り捨て
表のアクションを有効にするためのプロパティー・グループです。
3. 実行時の適切な生成ステートメントのプロパティーを「はい」に設定します。
v 実行時に CREATE ステートメントを生成
v 実行時に DROP ステートメントを生成
v 実行時に TRUNCATE ステートメントを生成
4. 「エラーで失敗」プロパティーに、DDL ステートメントが正常に実行できない
場合にジョブを失敗させるかどうかを指定します。
5. オプション: 「プロパティー」タブでその他のプロパティーを構成します。
6. 「列」タブをクリックします。
7. 上にリストしたデータ・タイプが列に含まれていないことを確認します。このい
ずれかのデータ・タイプがある場合は、それを変更する必要があります。変更し
ないと、ジョブは失敗します。
8. 「OK」をクリックしてジョブを保存します。

データ操作のためのデータ操作言語
コネクターは、データ操作言語 (DML) ステートメントを使用してデータ・ソース
内のデータを操作します。
ソース・コンテキスト (出力リンク) の場合、SELECT ステートメントは READ 処
理でデータをデータ・ソースから選択します。
ソース・コンテキスト (入力リンク) の場合、INSERT、UPDATE、DELETE、
INSERT 後に UPDATE、UPDATE 後に INSERT、および DELETE 後に INSERT
の各ステートメントは WRITE 処理でデータ・ソースに指定されたデータを処理し
ます。複数アクション・ステートメント (INSERT 後に UPDATE ステートメントな
ど) はステートメントの実行順序を表します。
この種のステートメントのプロパティーは「プロパティー」タブ上で SQL プロパテ
ィーのすべてのサブプロパティーとして示されます。
DML SQL ステートメントは、以下のいくつかの方法で作成できます。
v プロパティー値に使用するステートメントを入力する。
第 4 章 ODBC コネクター
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v 複数行ステートメントの入力をより簡単にするために、小さいステートメント・
ウィンドウを開く。プロパティー値をクリックして
ドウを開く。

を押し、このウィン

v SQL ビルダーを使用して、ステートメントをグラフィック表示で作成する。ステ
ートメント値の最後にある「ビルド」を押して、使用する SQL ビルダーのバー
ジョンを選択し、そのバージョンの SQL ビルダーを開く。
v 実行時に SQL ステートメントを自動生成する。
先頭の 2 つの方法のうちのいずれかを使用する場合は、表の各表の列および使用す
る SQL ステートメントの各ステートメント・パラメーターとの関連を必ず指定し
てください。これを行わないと、限られたスキーマ調整だけが実行されます。以下
の例は列とステートメント・パラメーターが関連付けされなかった場合のステート
メントです。
INSERT INTO Table VALUES(ORCHESTRATE.A, ORCHESTRATE.B)

表内の表の列は識別されません。以下の例は列 X と Y が関連付けされている正し
いステートメントです。
INSERT INTO Table(X,Y) VALUES(ORCHESTRATE.A, ORCHESTRATE.B)

実行時でのコネクターによる SQL ステートメントの生成:
SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、挿入してから更新、更新してから挿入、
または削除してから挿入の各ステートメントを実行時に自動的に生成するように、
コネクターを構成できます。
始める前に
最初にジョブを作成する必要があります。 コネクターは、ソース・コンテキストま
たはターゲット・コンテキストで使用できます。
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、作成するジョブに応じて、出力リンクまたは入力リンクをクリ
ックします。
3. 「SQL を生成」を「はい」に設定します。
4. 「表名」プロパティーに、SQL ステートメントの表の名前を入力します。
5. ターゲット・コンテキスト (入力リンク) のみの場合は、「書き込みモード」プ
ロパティーから、生成するステートメントのタイプを選択します。
6. オプション: 「プロパティー」タブでその他のプロパティーを構成します。
7. 「列」タブをクリックします。
8. SQL ステートメントで使用する列を定義します。
9. 「OK」をクリックしてジョブを保存します。
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ODBC コネクターのプロパティー
ODBC コネクターのプロパティーでは、コネクターがジョブの中でどのように作動
するかについて定義します。コネクターを使用するコンテキスト (ソース・コンテ
キスト、ターゲット・コンテキスト、またはルックアップ処理用の要求コンテキス
ト) に応じて使用可能な各種プロパティーがあります。
「プロパティー」タブの「接続」セクションまたは 「使用法」セクションのいずれ
かに表示されるすべてのプロパティーはアルファベット順にリストされます。

AFTER SQL
このプロパティーを使用して、パラレル処理が発生したあとに、ジョブごとに 1 回
実行する SQL ステートメントを指定します。
このプロパティーは、「BEFORE/AFTER SQL」プロパティーに「はい」を設定した場
合のみ使用できます。
このプロパティーには複数のステートメントを入力できます。各ステートメントは
セミコロン (;) で区切ります。サーバー・ジョブの場合、「エラーで失敗」プロパ
ティーを有効にしていれば、エラーが発生するとジョブは停止します。パラレル・
ジョブの場合、エラーが発生してもジョブは停止しません。
この SQL ステートメントを、各ノードまたは論理プロセッサー (コンピューターの
場合もあるし、コンピューター上のパーティションの場合もあります) に対して 1
回実行する場合は、このプロパティーではなく、「AFTER SQL (ノード)」プロパテ
ィーを使用します。

をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合
のみ使用可能です。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

AFTER SQL (ノード)
このプロパティーを使用して、すべてのデータが処理されたあと、各ノードまたは
論理プロセッサー (これは、コンピューターまたはコンピューター上のパーティシ
ョンとなる) に対して 1 回実行する、SQL ステートメントを指定します。
このプロパティーは、「BEFORE/AFTER SQL」プロパティーに「はい」を設定した場
合のみ使用できます。
このプロパティーには複数のステートメントを入力できます。各ステートメントは
セミコロン (;) で区切ります。「エラーで失敗」プロパティーを使用して、エラー
が発生したときにジョブを停止するかどうかを指定します。
すべてのパラレル処理が完了したあと、この SQL ステートメントをジョブ全体に
対して 1 回実行するように指定する場合は、このプロパティーではなく、「AFTER
SQL」プロパティーを使用します。
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をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合
のみ使用可能です。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

配列サイズ
このプロパティーを使用して、データベースの読み取りおよび書き込みのすべての
処理で、 1 回に使用されるレコード数または行数を指定します。このプロパティー
の設定は、パフォーマンスに影響を及ぼします。
ルックアップのシナリオでは、「配列サイズ」の値は、出力行またはレコードにの
み当てはまります。入力レコードまたは行は、一度に 1 レコードまたは 1 行処理
されます。データにラージ・オブジェクト (LOB) が含まれる場合、「配列サイズ」
に「1」を設定する必要があります。そうしないと、警告が発せられ、ジョブは失敗
します。
「レコード・カウント」プロパティー値は、「配列サイズ」プロパティーの倍数の
値でなければなりません。
有効な値は、1 から、データベース固有の最大値までの整数値です。デフォルト値
は 2000 です。

自動コミット・モード
このプロパティーを使用して、トランザクションがコミットされるタイミングと、
コネクターとデータベース・ドライバーのどちらがトランザクションをコミットす
るかを指定します。
「自動コミット・モード」を「オン」に設定する場合は、以下のとおりです。
v トランザクションがいつコミットされるかは、ドライバーが決定します。この設
定では、コネクターはパッシブです。
v ドライバーは、SQL ステートメントが処理されたあと、その都度トランザクショ
ンをコミットします。
「自動コミット・モード」を「オフ」に設定する場合は、以下のとおりです。
v コネクターがトランザクションをコミットします。
v 「レコード・カウント」に指定された値の倍数ごとに、トランザクションはコミ
ットされます。
デフォルト値は「オフ」です。

BEFORE/AFTER SQL
このプロパティーを使用して、データ処理の前または後に実行する SQL ステート
メントを定義するサブプロパティーにアクセスできるかどうかを決定します。
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「BEFORE/AFTER SQL」に「はい」を設定すると、サブプロパティーを使用できるよ
うになります。「BEFORE/AFTER SQL」に「いいえ」を設定すると、サブプロパティ
ーは使用できません。デフォルト値は「いいえ」です。

BEFORE SQL
このプロパティーを使用して、処理を実行する前に、ジョブごとに 1 回構文解析し
て実行する SQL ステートメントを指定します。
このプロパティーは、「BEFORE/AFTER SQL」プロパティーに「はい」を設定した場
合のみ使用できます。
「表のアクション」を「追加」に設定する場合、宛先の表が既に存在していなけれ
ばならないため、このプロパティーの中に CREATE TABLE ステートメントを指定
することはできません。
このプロパティーには複数のステートメントを入力できます。各ステートメントは
セミコロン (;) で区切ります。「エラーで失敗」プロパティーを使用して、エラー
が発生したときにジョブを停止するかどうかを指定します。
この SQL ステートメントを、各ノードまたは論理プロセッサーに対して 1 回実行
する場合は、このプロパティーではなく、「BEFORE SQL (ノード)」プロパティーを
使用します。

をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合
のみ使用可能です。
次の条件がすべて当てはまる場合は、このステートメントの一部として CREATE
INDEX ステートメントを含める必要があります。
v メインフレームで IBM DB2 データベースを使用している。
v 表には主キーまたはユニーク列が含まれる。
CREATE INDEX ステートメントを含めない場合、「表のアクション」が「作成」
または「置換」に設定されると、表が作成されます。しかし、その表にデータを挿
入しようとすると、エラー・メッセージが生成され、ジョブは失敗します。
「BEFORE SQL」の有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

BEFORE SQL (ノード)
このプロパティーを使用して、データが処理される前に、各ノードまたは論理プロ
セッサーに対して 1 回実行する、SQL ステートメントを指定します。
このプロパティーは、「BEFORE/AFTER SQL」プロパティーに「はい」を設定した場
合のみ使用できます。
このプロパティーには複数のステートメントを入力できます。各ステートメントは
セミコロン (;) で区切ります。「エラーで失敗」プロパティーを使用して、エラー
が発生したときにジョブを停止するかどうかを指定します。
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すべてのパラレル処理が完了する前に、この SQL ステートメントをジョブ全体に
対して 1 回実行するように指定する場合は、このプロパティーではなく、「BEFORE
SQL」プロパティーを使用します。

をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合
のみ使用可能です。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

大/小文字を区別する
このプロパティーを使用して、テキストの比較で大/小文字を区別するかどうかを指
定します。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「大/小文字を区別する」フィールドを使用して、
ソート処理でのテキストの比較で大/小文字を区別するかどうかを指定します。

コード・ページ
ODBC コネクターがデータベース・ドライバーとの通信に使用するコード・ページ
を選択します。
次の値を使用できます。
デフォルト
コネクターは、データが、コネクターが実行されているエンジン・オペレー
ティング・システムのコード・ペーにあるものと期待します。異なるコー
ド・ページが使用されると、コネクターはデータを変換します。この値がデ
フォルトです。
Unicode
データおよびプロパティー値 (「接続」セクションのユーザー証明情報や
SQL ステートメントなど) は、Unicode でデータベース・ドライバーに渡さ
れます。
複数のコード・ページを持つ表を扱う場合は、このオプションを選択する必
要があります。この例として、VARCHAR2 列と NVARCHAR 列を持つ
Oracle データベース表があります。これらの列は、それぞれに、文字セット
が定義されています。これらの列のデータを正しく読み取るには、コード・
ページとして「Unicode」を選択する必要があります。
ユーザー指定
このオプションを選択すると、「コード・ページ名」プロパティーが表示さ
れます。「コード・ページ名」プロパティーに、コード・ページの名前を指
定する必要があります。名前は、UTF-8 または ISO-8859-1 といった、
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 標準に準拠している必要があり
ます。ODBC コネクターは、データを指定されたコード・ページに変換し
ます。
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コード・ページ名
このプロパティーを使用して、データ・ソースと互換のコード・ページの名前を指
定します。
このプロパティーは、「コード・ページ」を「ユーザー指定」に設定した場合は必
要です。名前は、UTF-8 または ISO-8859-1 といった、Internet Assigned Numbers
Authority (IANA) 標準に準拠している必要があります。有効な値は、最大 256 文字
です。

列区切り文字
このプロパティーを使用して、ログの列値と列値の間に使用する区切り文字を指定
します。
「列区切り文字」プロパティーは、「最初の行のエラー発生時に列値をログに記録
する」プロパティーを「はい」に指定した場合に使用できます。「列区切り文字」
プロパティーは、「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロード」に設定さ
れている場合は使用できません。
「列区切り文字」プロパティーのサポートされる値は次のとおりです。
v スペース - デフォルトの列区切り文字はスペースです。
v 改行 - 列区切り文字は改行です。
v タブ - 列区切り文字はタブです。
v コンマ - 列区切り文字はコンマです。

列名
このプロパティーを使用して、データがパーティション化される列の名前を指定し
ます。
「列名」プロパティーの最小値と最大値によって、各プレイヤー・ノードまたは論
理プロセッサーの WHERE 節に追加される範囲が定義され、そのノードのパーティ
ションが指定されます。
有効な値は、最大 256 文字です。

例
この例では、userID という名前の整数の列があり、この表の中のすべてのレコード
は、userID に 0 から 100 までの値が入っているとします。この例には 4 つのノー
ドがあります。最初のノードの範囲は最小値が 0、最大値が 24、2 番目のノードの
範囲は、25 から 49、というように続きます。そのため、最初のノードは、userID
値が 0 から 24 までのすべてのレコードを受け取ります。

列
このプロパティーを使用して、ロケーターまたは参照情報を使用して渡されるラー
ジ・オブジェクト (LOB) を含むキー列 (複数可) を選択します。
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スキーマに、参照によるのではなくインラインで渡す LOB 列が含まれている場
合、それらの列をこのプロパティーで指定しないでください。 LOB をインライン
で渡さない場合は、「配列サイズ」を「1」に設定する必要もあります。
「使用可能な列」をクリックして、使用可能な LOB 列のリストから選択します。
複数の列を選択できます。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合
のみ使用可能です。

CREATE ステートメント
このプロパティーを使用して、新規データベース表を作成する SQL ステートメン
トを指定します。
このプロパティーは、プロパティー値を次のように設定した場合のみ使用できま
す。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「作成」または「置換」
v 「実行時に CREATE ステートメントを生成」を「いいえ」
Sybase データベースに表を作成するには、Sybase データベースのトランザクショ
ン・オプションに、データ定義言語を設定する必要があります。
「表のアクション」を「作成」に設定し、作成する表と同じ名前の表が存在してい
る場合、「エラーで失敗」を「はい」に設定していると、ODBC コネクターを含ん
だジョブ・ステップはエラーで停止します。「エラーで失敗」を「いいえ」に設定
していれば、データベース・エラーが生成され、警告メッセージが発行されます。
「表のアクション」を「置換」に設定してれば、エラーは生成されません。Designer
Client・データ・セットのスキーマが、新規表のスキーマを決定します。表は単純な
デフォルトのプロパティーで作成されます。複雑な CREATE TABLE ステートメン
ト (例えばパーティションを伴う表など) を作成するには、手動で SQL ステートメ
ントを入力する必要があります。
「生成」をクリックすると、汎用の SQL ステートメントが自動的に生成されま
す。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合のみ使用可能です。 生
成されたステートメントは、特定のデータベース用にはなっていません。特に、デ
ータベースによって固有のデータ・タイプを持つため、修正が必要な場合もありま
す。手動でステートメントを変更するか、または、生成されたステートメントを削
除して、ステートメントを新たに入力することもできます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

データ・ソース
このプロパティーを使用して、すべての接続で使用するデータ・ソースを指定しま
す。
データ・ソースは、リレーショナル・データベース、XML ファイル、表構成ファイ
ル、その他のオブジェクトを含むことができるデータのリポジトリーです。
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「データ・ソース」をクリックして、使用可能なデータ・ソースのリストから選択
します。このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合のみ使用可能で
す。
有効な値は、最小 1 文字から、特定のデータベース・ドライバーの最大値または
256 文字までです。
特定のデータベースおよびデータベース・ドライバーの接続値の詳細については、
「DataDirect Connect DataDirect Connect XE for ODBC User's Guide and
Reference」(odbcref.pdf) を参照してください。

DELETE ステートメント
このプロパティーを使用して、既存のデータベース表から指定された行を削除する
SQL ステートメントを指定します。
このプロパティーは、プロパティー値を次のように設定した場合のみ使用できま
す。
v 「書き込みモード」を「削除」または「削除してから挿入」
v 「SQL を生成」を「いいえ」
次は、DELETE ステートメントの例です。ここで、table1 は表の名前です。すべて
のターゲット表名の ID の前には、後ろにピリオドが付いた ORCHESTRATE とい
う語がなければなりません。ORCHESTRATE は、大文字でも小文字でもかまいませ
ん。
delete from table1 where ID=ORCHESTRATE.ID
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

DROP ステートメント
このプロパティーを使用して、既存のデータベース表をドロップする SQL ステー
トメントを指定します。
このプロパティーは、プロパティー値を次のように設定した場合のみ使用できま
す。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「置換」
v 「実行時に DROP ステートメントを生成」を「いいえ」
ドロップする表が存在しておらず、「エラーで失敗」を「いいえ」に設定している
と、エラーが生成されます。しかし、ジョブは処理を続行します。「エラーで失
敗」を「はい」に設定していれば、ジョブは停止します。
「生成」をクリックすると、汎用の SQL ステートメントが自動的に生成されま
す。生成されたステートメントを手動で変更するか、または、生成されたステート
メントを削除して、ステートメントを新たに入力することもできます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

第 4 章 ODBC コネクター

49

不一致のフィールドをドロップ
このプロパティーを使用して、入力データベース・スキーマの中に存在しないフィ
ールドを、スキーマ調整の一環としてドロップするかどうかを指定します。
デフォルト値は「はい」で、コネクターは、データベース・スキーマのフィールド
と一致しないデザイン時のスキーマのフィールドは、すべて無視することを意味し
ます。「不一致のフィールドをドロップ」を「いいえ」に設定すると、コネクター
は、スキーマ調整ルールに基づいてスキーマを調整しようと試みます。デザイン時
のスキーマに不一致のフィールドがあれば、スキーマは変更されず、コネクターが
原因でジョブは失敗します。

LOB 参照を可能にする
このグループのプロパティーを使用して、「列」プロパティーの中のラージ・オブ
ジェクト (LOB) 列が、ロケーター情報を使用してコネクター経由で渡されるかどう
かを指定します。スキーマに LOB 列が含まれ、「LOB 参照を可能にする」を「い
いえ」に設定すると、すべての LOB 列はインラインで渡されます。「LOB 参照を
可能にする」を「はい」に設定すると、指定された列のみが参照によって渡されま
す。残りの LOB 列は、インラインで渡されます。
「LOB 参照を可能にする」を「はい」に設定すると、ロケーターとして渡される値
は、ターゲット・ステージが実行されるときにデータベースから読み取られます。
しかし、残りのデータは、ソース・ステージが実行されるときに読み取られます。
「LOB 参照を可能にする」が「はい」の場合は、「配列サイズ」を「1」に設定する
必要もあります。
次の IBM InfoSphere DataStage データ・タイプは、LOB として扱われます。
v データベース・バイナリー・ラージ・オブジェクト (BLOB) 列の LongVarBinary
v データベース文字ラージ・オブジェクト (CLOB) 列の LongVarChar
v データベース国別文字ラージ・オブジェクト (NCLOB) 列の LongNVarChar
デフォルト値は「いいえ」です。

パーティションを可能にする
このプロパティーを使用して、並列読み取りができるかどうかを指定します。
このプロパティーは、ソース・コンテキストでのみ使用できます。
「パーティションを可能にする」を「はい」に設定すると、SQL ステートメント内
の WHERE 節が処理中に変更されて、変更されていない照会が使用された場合に返
される行数のサブセットが返されるようにします。この照会の変更は、各ノードま
たは論理プロセッサーで行われ、各ノードが、読み取る行の異なるサブセットを受
け取ります。「パーティション方式」プロパティーを使用して、行をどのようにパ
ーティション化するかを決定します。
デフォルト値は「いいえ」で、並列読み取りではなく順次読み取りが行われること
を指定します。
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識別子を引用符で囲む
このプロパティーを使用して、データ定義言語 (DDL、Data Definition Language) お
よびデータ操作言語 (DML、Data Manipulation Language) ステートメントの中のす
べてのオブジェクト名を引用符で囲むかどうかを指定します。
デフォルト値は、「いいえ」です。接続中のデータベースにより、引用符が使用さ
れていない場合にオブジェクト名が大文字に変換されることがあります。この変換
は、ステートメントを含んだジョブが実行されるときに問題を引き起こす場合があ
ります。
次の DDL ステートメントは、「識別子を引用符で囲む」を「はい」に設定したと
きに生成されるステートメントの例です。
create table "myTable"("myInt" number(20), "myString" varchar(50))

データベース・ドライバーによっては、引用符で囲まれた識別子を使用するために
追加の設定が必要なものもあります。
特定のデータベースおよびデータベース・ドライバーの接続値の詳細については、
「DataDirect Connect DataDirect Connect XE for ODBC User's Guide and
Reference」(odbcref.pdf) を参照してください。

データの終わり
このプロパティーを使用して、レコードの残りの最後のセットにウェーブの終わり
マーカーを挿入するかどうかを指定します。このシナリオは、その最後のセットの
レコード数が、「レコード・カウント」プロパティーの中の値よりも少ないときに
呼び出されます。
このプロパティーは、「ウェーブの終わり」に、「なし」以外の値を設定した場合
にのみ使用できます。
作業単位は、トランザクションの単位です。ウェーブの終わりマーカーは、作業単
位またはトランザクションの終わりを示します。トランザクション単位は、トラン
ザクション単位のウェーブの終わりマーカーがジョブの中を正常に通過したあと
で、ソース・ステージでコミットされます。このプロパティーに「いいえ」を設定
し、「レコード・カウント」プロパティーに指定された数より少ないレコード数で
ある場合は、次のアクションが発生します。
1. この最後の小さいレコードのセットは、コネクターが読み取ります。
2. トランザクションはソース・ステージでコミットされます。
3. これらのレコードは、ジョブの次のステージが読み取ります。また、これらのレ
コードは、トランザクションが既にそのステージでコミットされているため、ソ
ース・ステージへロールバックできません。
4. 「メッセージ読み取りモード」を「削除 (トランザクション内)」に設定する
と、レコードは読み取られてコミットされたあと、キューから削除されます。
デフォルト値は「はい」です。
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ウェーブの終わり
すべてのトランザクションの中で、ウェーブの終わりマーカーがどのように処理さ
れるかを指定します。
作業単位は、トランザクションの単位です。ウェーブの終わりマーカーは、作業単
位またはトランザクションの終わりを示します。トランザクション単位は、トラン
ザクション単位のウェーブの終わりマーカーがジョブの中を正常に通過したあと
で、ソース・ステージでコミットされます。コネクターがソース・コンテキスト
(すなわち、出力リンク) で使用されるとき、コネクターは、「ウェーブの終わり」
プロパティーで定義されたようにウェーブの終わりマーカーを生成して、作業単位
を定義します。
デフォルト値は「なし」です。
次の値を使用できます。
なし

データ・セットにウェーブの終わりマーカーは挿入されません。

前

トランザクションがコミットされる前に、ウェーブの終わりマーカーが挿入
されます。

後

トランザクションがコミットされたあとに、ウェーブの終わりマーカーが挿
入されます。

エラーで失敗
このプロパティーを使用して、データベース・エラーが発生したときにジョブを終
了するかどうかを指定します。
デフォルト値は「はい」です。
「エラーで失敗」を「いいえ」に設定しているときにデータベース・エラーが発生
し、SQL ステートメントは正常に終了した場合、次のアクションが発生します。
1. 警告メッセージが生成されます。
2. ジョブの実行は続行します。
「エラーで失敗」を「いいえ」に設定した場合、データベース・エラーが発生する
と、致命的エラーが生成され、ジョブは終了します。

行エラー発生時に失敗
このプロパティーは、データベースにレコードを書き込んでいるときにエラーが発
生した場合に、コネクターが致命的エラー・メッセージをログに記録して、ジョブ
を停止するかどうかを指定するために使用します。
このプロパティーを「いいえ」に設定していて、レコードをデータベースに書き込
むことができなかった場合、コネクターは警告メッセージをログに記録し、残りの
入力レコードの処理を続行します。
このプロパティーを「はい」に設定していて、レコードをデータベースに書き込む
ことができなかった場合、コネクターはエラー・メッセージをログに記録し、ジョ
ブは停止します。
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このプロパティーのデフォルト値は、ODBC コネクター ステージが実行されている
ジョブのタイプによって異なります。
v パラレル・ジョブの場合、デフォルト値は「はい」です。
v サーバー・ジョブの場合、デフォルト値は「いいえ」です。
ステージにリジェクト・リンクが定義されている場合、このプロパティーは使用不
可で、自動的に「はい」にデフォルト設定されることに注意してください。
ODBC コネクター ステージの入力リンクが、ODBC コネクター ステージがデータ
ベースに書き込むことができなかった行はリジェクトするように構成された
Transformer ステージから来るものであれば、Transformer ステージがこのような行
をリジェクト・リンクにルーティングできるように、「行エラー発生時に失敗」プ
ロパティーは「いいえ」に設定しなければなりません。

サイズ不一致で失敗
このプロパティーを使用して、実行時にスキーマが検証されたときにデータ・サイ
ズの違いが分かった場合に、それをどのように処理するかを指定します。
サイズ制限は、デザイン時のメタデータがデータベースの表定義に対して検証され
るときに実施されます。この検証によって、データの実際の読み取りまたは書き込
みが影響を受けることはありません。コネクターは、アクセスするデータをできる
だけ円滑に読み取って処理しようとします。
「サイズ不一致で失敗」を「はい」に設定した場合、コネクターがスキーマ調整で
メタデータを比較しているときに非互換の可能性があることを検出すると、ジョブ
はエラー・メッセージを発行して終了します。エラー・メッセージには、非互換の
スキーマのフィールドが示されます。
「サイズ不一致で失敗」を「いいえ」に設定した場合に、フィールドのサイズが一
致しなければ、警告メッセージが生成されます。このメッセージは、フィールド・
サイズが不一致で、データ切り捨てが発生した可能性があることを示します。しか
し、ジョブの実行は続行されます。
どちらの値の場合も、フィールド・サイズが両方のスキーマで互換であれば、メッ
セージは生成されず、ジョブの実行は続行されます。
デフォルト値は「はい」です。

タイプ不一致で失敗
このプロパティーを使用して、実行時にスキーマが検証されたときにデータ・タイ
プの違いが分かった場合に、それをどのように処理するかを指定します。
データ・タイプは、デザイン時のメタデータがデータベースの表定義に対して検証
されるときに比較されます。コネクターは、違いを調整するように試みて、アクセ
スするデータをエラーなしで読み取って処理しようとします。
「タイプ不一致で失敗」を 「はい」に設定した場合、コネクターがスキーマ調整で
メタデータを比較しているときに非互換の可能性があることを検出すると、ジョブ
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はエラー・メッセージを発行して終了します。このエラー・メッセージには、非互
換のスキーマのフィールドが示されます。
「タイプ不一致で失敗」を「いいえ」に設定した場合に、フィールドのデータ・タ
イプが変換できなければ、警告メッセージが生成されます。このメッセージは、デ
ータ・タイプが不一致で、データ破壊が発生した可能性があることを示します。し
かし、ジョブの実行は続行されます。
一部のデータ・タイプは調整できますが、調整できないデータ・タイプもありま
す。例えば、整数データ・タイプにマッピングされるストリング・データ・タイプ
であれば、ストリングに英字が含まれなければこのデータは調整される可能性があ
ります。 Boolean データ・タイプにマッピングされる日付データ・タイプがある場
合は、調整が試みられます。しかし、データの調整は不可能であれば、ジョブは終
了します。

実行時に CREATE ステートメントを生成
このグループのプロパティーを使用して、CREATE TABLE ステートメントを手動
で作成するのか、実行時に自動的に作成するのかを決定します。
「実行時に CREATE ステートメントを生成」は、プロパティー値を次のように設定
した場合のみ使用できます。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「作成」または「置換」
デフォルト値は「いいえ」です。

実行時に DROP ステートメントを生成
このグループのプロパティーを使用して、DROP TABLE ステートメントを手動で
作成するのか、実行時に自動的に作成するのかを決定します。
「実行時に DROP ステートメントを生成」は、プロパティー値を次のように設定し
た場合のみ使用できます。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「置換」
デフォルト値は「いいえ」です。

SQL を生成
このプロパティーを使用して、コネクターが、実行時に SELECT、INSERT、
UPDATE、または DELETE ステートメントを生成するかどうかを指定します。
「SQL を生成」を「はい」に設定すると、実行時に SQL ステートメントが自動的
に生成されます。これらをデザイン時に指定することはできません。ステートメン
トは、「表名」に指定した表名と、「列」タブに指定した情報を使用して生成され
ます。このデータに対してスキーマ調整が行われます。
「SQL を生成」を「いいえ」に設定した場合、デザイン時に SQL ステートメント
を指定しなければなりません。「表名」の値は、データ定義言語 (DDL、Data
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Definition Language) ステートメントも生成する場合にのみ指定する必要がありま
す。また、「表のアクション」に「作成」、「ドロップ」、または「切り捨て」を
設定します。
デフォルト値は「いいえ」です。

実行時に TRUNCATE ステートメントを生成
このグループのプロパティーを使用して、TRUNCATE TABLE ステートメントを手
動で作成するのか、実行時に自動的に作成するのかを決定します。
「実行時に TRUNCATE ステートメントを生成」は、プロパティー値を次のように設
定した場合のみ使用できます。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「切り捨て」
デフォルト値は「いいえ」です。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

INSERT ステートメント
このプロパティーを使用して、既存の表に行を挿入する SQL ステートメントを指
定します。
このプロパティーは、「SQL を生成」を「いいえ」に設定した場合のみ使用できま
す。
次は、INSERT ステートメントの例です。ここで、Name はこのステートメントの
列で、table1 は表の名前です。表内のすべてのターゲット列名の前には、後ろにピ
リオドが付いた ORCHESTRATE という語がなければなりません。ORCHESTRATE
は、大文字でも小文字でもかまいません。
insert into table1(Name) values(ORCHESTRATE.Name)
このプロパティーは、「書き込みモード」を「挿入」、「挿入してから更新」、
「更新してから挿入」、または「削除してから挿入」に設定した場合のみ使用でき
ます。

をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。「ビルド」をクリックして、SQL ビルダーを開きます。
そこで、SQL ステートメントをグラフィカルに作成できます。これらのボタンは、
このプロパティーの内側をクリックしたときにのみ使用できます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

分離レベル
このプロパティーを使用して、同時に実行されている他のトランザクションまたは
作業単位と比較した、このトランザクションまたは作業単位の分離の程度を指定し
ます。
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トランザクションまたは作業単位は、ウェーブの終わりマーカーが検出されたとき
に、ターゲット・ステージでコミットされます。デフォルトの分離レベル値は、デ
ータベースによって定義されます。あるいは、データ・ソースの中で指定すること
もできます。コネクターの中のデフォルト値は「READ UNCOMMITTED」です。
次の値を使用できます。
デフォルト
コネクターは、データベースからの値を使用します。
READ UNCOMMITTED
作業単位またはトランザクションの間に読み取られる行は、他のトランザク
ションで変更されることがあります。他のトランザクションで変更された行
は、そのトランザクションが変更をまだコミットしていない場合でも、読み
取ることができます。
READ COMMITTED
作業単位またはトランザクションの間に読み取られる行は、他のトランザク
ションで変更されることがあります。ただし、他のトランザクションで変更
された行は、そのトランザクションが変更をコミットするまで、読み取るこ
とができません。
REPEATABLE READ
作業単位の間に読み取られる行は、その作業単位が終了するまで、変更され
ません。また、他のトランザクションで変更された行は、その行を変更した
トランザクションが変更された行をコミットするまで、読み取ることができ
ません。
SERIALIZABLE
読み取りまたは変更された行は、その行を読み取りまたは変更しているトラ
ンザクションがその行をコミットするまで、読み取りまたは変更できませ
ん。

キー列
このプロパティーを使用して、ソート・キーとして使用する列の名前を指定しま
す。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「キー列」フィールドを使用して、ソート・キー
として使用するフィールドを指定します。

ロギング
このプロパティーは、SQL ステートメントが行の挿入、更新、または削除に失敗し
たときに、各列にある値をログに記録する場合に使用します。行の挿入、更新、ま
たは削除に失敗した各ノードは、そのノードで失敗した最初の行を書き込みます。
「ロギング」プロパティーは、「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロー
ド」に設定されている場合は使用できません。
次のプロパティーが「ロギング」カテゴリーに含まれます。
v 最初の行のエラー発生時に列値をログに記録する
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v キー値のみログに記録する
v 列区切り文字

最初の行のエラー発生時に列値をログに記録する
このプロパティーは、コネクターが、それぞれのノードで失敗した最初の行の列値
をログに記録するかどうかを指定する場合に使用します。
「最初の行のエラー発生時に列値をログに記録する」プロパティーは、「書き込み
モード」プロパティーが「バルク・ロード」に設定されている場合は使用できませ
ん。
「最初の行のエラー発生時に列値をログに記録する」プロパティーのサポートされ
る値は次のとおりです。
v いいえ - デフォルト値は「いいえ」です。
v はい - それぞれのノードで失敗した最初の行の列値をログに記録します。

キー値のみログに記録する
このプロパティーは、コネクターがすべての列の値をログに記録するか、キー列の
値のみをログに記録するかを指定する場合に使用します。
「キー値のみログに記録する」プロパティーは、「最初の行のエラー発生時に列値
をログに記録する」プロパティーに「はい」を指定した場合に使用できます。「キ
ー値のみログに記録する」プロパティーは、「書き込みモード」プロパティーが
「バルク・ロード」に設定されている場合は使用できません。
「キー値のみログに記録する」プロパティーのサポートされる値は次のとおりで
す。
v いいえ - デフォルト値は「いいえ」です。
v はい - キー列値のみをログに記録します。

複数の一致をログに記録する
このプロパティーは、ルックアップ・ステートメントが入力キー・レコードについ
て複数の一致レコードを返したときに、コネクターがメッセージをログに記録する
ようにするかどうかを指定する場合に使用します。検査は、各入力レコードに対し
て別々に実行されます。
「複数の一致をログに記録する」プロパティーは、サーバー・ジョブの中で、ルッ
クアップ・オペレーション・モードで実行されている ODBC コネクター ステージ
で使用できます。このモードでは、1 つ以上の参照リンクによって ODBC コネクタ
ー ステージが Transformer ステージと接続されます。たとえコネクターのルックア
ップ・ステートメントが複数の行を返しても、コネクターは、最初の行のみを参照
リンクに提供します。
ODBC コネクター ステージがパラレル・ジョブの中でルックアップ・モードで実行
されている場合、このステージは参照リンクによって Lookup ステージに接続さ
れ、ルックアップでの複数の一致の処理についてのサポートは Lookup ステージに
よって提供されます。
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プロパティーのサポートされる値は次のとおりです。
v なし - 複数の一致についてのメッセージはログに記録されず、ジョブは続行され
ます。
v 情報 - 情報メッセージがログに記録され、ジョブは続行されます。
v 警告 - 警告メッセージがログに記録され、ジョブは続行されます。
v 致命的 - エラー・メッセージがログに記録され、ジョブは停止します。

NULL 順序
このプロパティーを使用して、ソート順序で NULL 値を置く位置を指定します。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「NULL 順序」フィールドを使用して、非 NULL
値に対して NULL 値を置く位置を指定します。選択項目は、「前」と「後」です。

パーティション方式
このプロパティーを使用して、並列読み取りのデータをどのようにパーティション
化するかを指定します。
これらの各方式は、レコードがどのように各処理ノードのサブセットに分割される
かを決定するものです。使用する方式は、どのようにデータが分散されているかに
よって異なります。
両方の方式は、計算の中で次の情報を使用します。
v 処理ノードの総数
v 現在の処理ノードの番号
v 「列名」プロパティーに指定された、整数のパーティション列値
このプロパティーは、「パーティションを可能にする」を「はい」に設定した場合
のみ使用できます。
次の方式を使用できます。
モジュラス
コネクターは、SQL ステートメントの WHERE 節に、接頭部としてモジュ
ラス式を追加します。この式は、パーティション列の値を、ノードまたは論
理プロセッサーの総数で除算します。この除算の余りが現在の処理ノードの
番号と一致した場合、現在のノードがレコードを受け取ります。その結果、
各ノードはレコードの異なるサブセットを受け取ります。
これは、データが均等に分散していない場合に (例えば
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,40,80 など)、お勧めする方式です。
最小/最大範囲
コネクターは、SQL ステートメントの WHERE 節に、接頭部として範囲式
を追加します。この式はパーティション列の値を検査し、それが各ノードま
たは論理プロセッサーのユニークな値の範囲に入っているかどうか判別しま
す。その結果、各ノードはレコードの異なるサブセットを受け取ります。こ
れはデフォルト値です。

58

接続ガイド: ODBC 編

これは、データが均等に分散している場合に (例えば
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 など)、お勧めする方式です。

パスワード
このプロパティーを使用して、「ユーザー名」プロパティーの中に指定したユーザ
ー名のパスワードを指定します。これらの値は、データ・ソースの接続に使用され
ます。
このプロパティーは、接続するデータ・ソースによっては必要ない場合もありま
す。
有効な値は、特定のデータベースによって決まり、最大 256 文字です。

ファイルから AFTER SQL ステートメントを読み取る
このプロパティーは、パラレル処理が発生した後に、ジョブごとに 1 回実行する
SQL ステートメントを指定する場合に使用します。
このプロパティーは、「AFTER SQL」プロパティーのサブプロパティーとして追加さ
れました。「ファイルから AFTER SQL ステートメントを読み取る」プロパティー
は、「はい」または「いいえ」に設定できます。デフォルトは「いいえ」です。
このプロパティーを「いいえ」に設定した場合、「AFTER SQL」プロパティーの動作
は影響を受けません。「AFTER SQL」プロパティーで実行される必要のある SQL ス
テートメントを入力する必要があります。
このプロパティーを「はい」に設定した場合、「AFTER SQL」プロパティーで実行さ
れる必要のある SQL ステートメントを含むファイルへの絶対パスを入力する必要
があります。

ファイルから AFTER SQL (ノード) ステートメントを読み取る
このプロパティーは、すべてのデータが処理された後、各ノードまたは論理プロセ
ッサー (これは、コンピューターまたはコンピューター上のパーティションの場合
があります) に対して 1 回実行する SQL ステートメントを指定する場合に使用し
ます。
このプロパティーは、「AFTER SQL (ノード)」プロパティーのサブプロパティーと
して追加されました。「ファイルから AFTER SQL (ノード) ステートメントを読み
取る」プロパティーは、「はい」または「いいえ」に設定できます。デフォルトは
「いいえ」です。このプロパティーは、パラレル・ジョブの中で ODBC コネクター
ステージを使用している場合のみ使用可能です。
このプロパティーを「いいえ」に設定した場合、「AFTER SQL (ノード)」プロパテ
ィーの動作は影響を受けません。「AFTER SQL (ノード)」プロパティーで実行され
る必要のある SQL ステートメントを入力する必要があります。
このプロパティーを「はい」に設定した場合、「AFTER SQL (ノード)」プロパティ
ーで実行される必要のある SQL ステートメントを含むファイルへの絶対パスを入
力する必要があります。
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ファイルから BEFORE SQL ステートメントを読み取る
このプロパティーは、処理を実行する前に、ジョブごとに 1 回構文解析して実行す
る SQL ステートメントを指定する場合に使用します。
このプロパティーは、「BEFORE SQL」プロパティーのサブプロパティーとして追加
されました。「ファイルから BEFORE SQL ステートメントを読み取る」プロパティ
ーは、「はい」または「いいえ」に設定できます。デフォルトは「いいえ」です。
このプロパティーを「いいえ」に設定した場合、「BEFORE SQL」プロパティーの動
作は影響を受けません。「BEFORE SQL」プロパティーで実行される必要のある SQL
ステートメントを入力する必要があります。
このプロパティーを「はい」に設定した場合、「BEFORE SQL」プロパティーで実行
される必要のある SQL ステートメントを含むファイルへの絶対パスを入力する必
要があります。

ファイルから BEFORE SQL (ノード) ステートメントを読み取る
このプロパティーは、データの処理を開始する前に、各ノードまたは論理プロセッ
サーに対して 1 回実行する SQL ステートメントを指定する場合に使用します。
このプロパティーは、「BEFORE SQL (ノード)」プロパティーのサブプロパティーと
して追加されました。「ファイルから BEFORE SQL (ノード) ステートメントを読み
取る」プロパティーは、「はい」または「いいえ」に設定できます。デフォルトは
「いいえ」です。このプロパティーは、パラレル・ジョブの中で ODBC コネクター
ステージを使用している場合のみ使用可能です。
このプロパティーを「いいえ」に設定した場合、「BEFORE SQL (ノード)」プロパテ
ィーの動作は影響を受けません。「BEFORE SQL (ノード)」プロパティーで実行され
る必要のある SQL ステートメントを入力する必要があります。
このプロパティーを「はい」に設定した場合、「BEFORE SQL (ノード)」プロパティ
ーで実行される必要のある SQL ステートメントを含むファイルへの絶対パスを入
力する必要があります。

ファイルから SELECT ステートメントを読み取る
このプロパティーは、ファイルからデータを読み取る場合に使用します。
このプロパティーは、「SELECT ステートメント」プロパティーのサブプロパティー
として追加されました。これは、ODBC コネクター を使用してソースとしてデータ
を読み取る場合にのみ使用可能です。
「ファイルから SELECT ステートメントを読み取る」プロパティーは、「はい」ま
たは「いいえ」に設定できます。デフォルトは「いいえ」です。
このプロパティーを「いいえ」に設定した場合、「SELECT ステートメント」プロパ
ティーの動作は影響を受けません。実行する必要のある必須の SQL SELECT ステ
ートメントを「SELECT ステートメント」プロパティーの中に入力しなければなりま
せん。
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このプロパティーを「はい」に設定した場合、実行する必要のある SQL SELECT
ステートメントを含むファイルへの絶対パスを、「SELECT ステートメント」プロパ
ティーに入力しなければなりません。

レコード・カウント
このプロパティーを使用して、コネクターが現行のトランザクションまたは作業単
位のコミットまでに処理するレコード数を指定します。
「配列サイズ」に設定した値の倍数の値を指定する必要があります。デフォルト値
は 20000 です。「レコード・カウント」に「0」を設定すると、すべての使用可能
なレコードがトランザクションに含められます。
有効な値は 0 から 999999999 の整数です。

レコードの順序付け
このプロパティーを使用して、複数リンク全体のレコードの処理方法を指定しま
す。
複数リンクからのレコードを処理する方法を指定します。次のいずれかを選択しま
す。
v すべてのレコード - まず最初のリンクからすべてのレコードを読み取り、次に 2
番目のリンクからすべてのレコードを読み取り、以降のリンクも同様に処理しま
す。
v 最初のレコード - すべてのリンクからのすべてのレコードの処理が完了するま
で、それぞれのリンクから 1 つずつレコードが処理されます。
v 順次 -「キー列」、「ソート順序」、および「NULL 順序」フィールドを使用し
て指定した順序に基づいて、入力リンクからレコードが選択されます。

スキーマ調整
このグループのプロパティーを使用して、外部リソースのスキーマがデザイン時の
スキーマとどのように比較されるかを指定します。外部スキーマは、出力リンクの
ソースまたは入力リンクのターゲット、いずれかからのものです。デザイン時のス
キーマは、「列」タブに示されたスキーマです。
この比較では、スキーマのメタデータが比較され、実際のデータが比較されるわけ
ではありません。

SELECT ステートメント
このプロパティーを使用して、既存の表から行を選択する SQL ステートメントを
指定します。
このプロパティーは、「SQL を生成」を「いいえ」に設定した場合のみ使用できま
す。

をクリックして、ステートメント・ウィンドウを開き、その中に SQL ステ
ートメントを入力します。「ビルド」をクリックして、SQL ビルダーを開きます。
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そこで、SQL ステートメントをグラフィカルに作成できます。これらの両方のボタ
ンは、このプロパティー値の内側をクリックしたあとでのみ使用できます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

SUBTOTAL ステートメントの使用法
SELECT ステートメントの中で小計を使用するには、「列」タブで、小計の列をス
キーマに追加する必要があります。例えば、次の SELECT ステートメントを使用し
たいとします。
Select Title, sum(Age) AS subtotal from YOUR_TABLE GROUP BY Title
HAVING SUM(Age) >60 ORDER BY subtotal

「列」タブで、Title と subtotal を列名として定義する必要があります。コネクター
がこのステートメントを実行するとき、Age は、AS subtotal と置換されます。

LOB 列の使用法
Microsoft SQL Server ドライバーなど、一部の ODBC ドライバーでは、ラージ・オ
ブジェクト (LOB) 列の処理で制限があります。SQL Server ドライバーでは、選択
リストに LOB 列がある場合、LOB 列は選択リストの最後にリストする必要があり
ます。これらのドライバーでは、次の 2 つのシナリオで照会が失敗となります。
v LOB 列がリストの最後ではない。
v 選択リストにワイルドカードのアスタリスク (*) を指定していて、表の LOB 列
の位置が、その表の最後の列ではない。
この制約があるドライバーを使用していて、表に LOB がある場合、LOB 列が選択
リストの最後にリストされていることを確認する必要があります。
この例では、Employees 表に、Description と Comments の 2 つの LOB 列があり
ます。次の SELECT ステートメントを作成してジョブを実行すると、ジョブは失敗
します。
select EmployeeID, Description, Comments, Photo from Employees
これは、選択リストに、LOB 列のあとに Photo 列が含まれているためです。この
ステートメントを編集して、次のステートメントに示すように、LOB を最後に移動
します。
select EmployeeID, Photo, Description, Comments from Employees
これで、LOB 列がステートメントの最後に来ました。ジョブは正常に実行されま
す。

セッション
このグループのプロパティーを使用して、コネクターの種々のオプションを構成し
ます。
これらのオプションは、現行セッションに適用されます。現行セッションは、デー
タベースまたはデータ・ソースに接続されたときに始まり、接続が終わるまで続き
ます。これは、ジョブの処理に必要な時間の長さと同じです。
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ソート順序
このプロパティーを使用して、値を昇順または降順のいずれでソートするかを指定
します。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「ソート順序」フィールドを使用して、値を昇順
でソートするか降順でソートするかを指定します。

SQL
このグループのプロパティーを使用して、SQL ステートメントまたは SQL ステー
トメントの組み合わせを定義します。

表のアクション
このプロパティーを使用して、既存の宛先の表に対して、新規表の作成、行の挿
入、または行の編集を行う方法を指定します。
「追加」および「切り捨て」値の場合、宛先の表が存在している必要があります。
デフォルト値は「追加」です。
次の値を使用できます。
追加

データ・セットのスキーマは、表のスキーマと互換でなければなりません。
新しい行が既存の宛先の表に追加されます。このオプションを使用するに
は、既存の表に対する INSERT 特権を持っている必要があります。

作成

新しい宛先の表が作成されます。このオプションを使用するには、既存の表
に対する TABLE CREATE 特権を持っている必要があります。「表名」プ
ロパティーに、宛先の表の名前を指定する必要があります。
データ・セットのスキーマが、新規表のスキーマを決定します。表はデフォ
ルトのプロパティーで作成されます。このスキーマは、ステージ・エディタ
ーの「列」タブで表示できます。生成された SQL ステートメントを手動で
変更するか、または、この生成されたステートメントを削除して、ステート
メントを新たに入力することもできます。
作成しようとしている表と同じ名前の表が既に存在する場合、「エラーで失
敗」を「はい」に設定していると、処理は終了し、エラー・メッセージが生
成されます。新しい表は作成されません。
「エラーで失敗」を「いいえ」に設定した場合、同じ名前の表が既に存在す
ると、既存の表が使用されます。警告メッセージが生成され、ジョブの実行
は続行されます。

置換

宛先の表として指定された表がドロップされ、代わりに、新しい表が作成さ
れます。このオプションを使用するには、既存の表に対する INSERT およ
び TABLE CREATE 特権を持っている必要があります。
「表のドロップ」の「エラーで失敗」を「いいえ」に設定した場合、表が存
在しなければ、ジョブの実行は続行されます。置換しようとしている表と同
じ名前の表が既に存在する場合、既存の表に上書きされます。データ・セッ
トのスキーマが、新規表のスキーマを決定します。
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切り捨て
宛先の表の属性は、保存されます。しかし、既存のレコードは廃棄され、新
しいレコードが追加されます。このオプションを使用するには、既存の表に
対する INSERT 特権を持っている必要があります。

パーティション方式の表名
このプロパティーを使用して、「最小/最大範囲」パーティション方式が使用される
ときにデータ・パーティションの照会対象となる列を含む表を指定します。
このプロパティーは、「パーティション方式」を「最小/最大範囲」に設定した場合
のみ使用できます。

表のアクションの表名
このプロパティーを使用して、コネクターが生成する SQL ステートメントの表の
名前を指定します。
ソース・コンテキストまたはルックアップのシナリオで、「SQL を生成」を「は
い」に設定している場合は、このプロパティーの値を入力する必要があります。コ
ネクターは、実行時に生成される SELECT ステートメントの中で、この値を表名に
使用します。
ターゲット・コンテキストでは、次のいずれかの場合に、このプロパティーの中に
値を入力する必要があります。
v 「SQL を生成」を「はい」に設定した
v 「SQL を生成」を「いいえ」に設定し、また「表のアクション」を「作成」、
「置換」、または「切り捨て」に設定した
コネクターは、実行時に生成される INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE
TABLE、DROP TABLE、または TRUNCATE TABLE ステートメントの中で、この
値を表名に使用します。

トランザクション
このグループのプロパティーを使用して、ウェーブの終わりマーカーも含めて、こ
のコネクターのトランザクション処理のパラメーターをチューニングします。
これらのオプションは、現行トランザクションに適用できます。現行トランザクシ
ョンは、データベース管理システムで実行される作業論理単位です。トランザクシ
ョンはセッション内で発生します。

TRUNCATE ステートメント
このプロパティーを使用して、既存のデータベース表を切り捨てる SQL ステート
メントを指定します。
このプロパティーは、プロパティー値を次のように設定した場合のみ使用できま
す。
v 「書き込みモード」を「挿入」
v 「表のアクション」を「切り捨て」
v 「実行時に TRUNCATE ステートメントを生成」を「いいえ」
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「生成」をクリックすると、汎用の SQL ステートメントが自動的に生成されま
す。生成されたステートメントを手動で変更するか、または、生成されたステート
メントを削除して、ステートメントを新たに入力することもできます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

UPDATE ステートメント
このプロパティーを使用して、既存のデータベース表を更新する SQL ステートメ
ントを指定します。
このプロパティーは、「SQL を生成」を「いいえ」に設定した場合のみ使用できま
す。
次は、UPDATE ステートメントの例です。ここで、Name はこのステートメントの
列で、table1 は表の名前です。表内のすべてのターゲット列名の前には、後ろにピ
リオドが付いた ORCHESTRATE という語がなければなりません。ORCHESTRATE
は、大文字でも小文字でもかまいません。
update table1 set Name=ORCHESTRATE.Name where ID=ORCHESTRATE.ID
このプロパティーは、「書き込みモード」を「更新」、「挿入してから更新」、ま
たは「更新してから挿入」に設定した場合のみ使用できます。
有効な値は、特定のデータベースによって決まります。

ユーザー名
このプロパティーを使用して、データ・ソースへの接続に使用するユーザー名を指
定します。
このプロパティーは、接続するデータ・ソースによっては必要ない場合もありま
す。
有効な値は、特定のデータベースによって決まり、最大 256 文字です。
特定のデータベースおよびデータベース・ドライバーの接続値の詳細については、
「DataDirect Connect DataDirect Connect XE for ODBC User's Guide and
Reference」(odbcref.pdf) を参照してください。

書き込みモード
このプロパティーを使用して、データ・ソースからのレコードが宛先の表に挿入さ
れる方法を指定します。
宛先の表にレコードを挿入できないか更新できないときに、リジェクト・リンクに
リジェクト条件がある場合、レコードはリジェクトされ、リジェクトされたレコー
ドを受け取るために指定されたステージに渡されます。デフォルト値は「挿入」で
す。
次の値を使用できます。
挿入

「INSERT ステートメント」プロパティーの中に INSERT ステートメントを
作成できます。
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更新

「UPDATE ステートメント」プロパティーの中に UPDATE ステートメント
を作成できます。

削除

「DELETE ステートメント」プロパティーの中に DELETE ステートメント
を作成できます。

挿入してから更新
「INSERT ステートメント」プロパティーの中に INSERT ステートメントを
作成し、次に、「UPDATE ステートメント」プロパティーの中に UPDATE
ステートメントを作成して、UPSERT ステートメントを作成できます。
INSERT ステートメントは、UPDATE ステートメントの前に実行されま
す。UPDATE ステートメントは、挿入に失敗したレコードに対してのみ実
行されます。
更新してから挿入
「UPDATE ステートメント」プロパティーの中に UPDATE ステートメント
を作成し、次に、「INSERT ステートメント」プロパティーの中に INSERT
ステートメントを作成して、UPSERT ステートメントを作成できます。
UPDATE ステートメントは、INSERT ステートメントの前に実行されま
す。INSERT ステートメントは、更新に失敗したレコードに対してのみ実行
されます。
削除してから挿入
「DELETE ステートメント」プロパティーの中に DELETE ステートメント
を作成し、次に、「INSERT ステートメント」プロパティーの中に INSERT
ステートメントを作成できます。 DELETE ステートメントは、INSERT ス
テートメントの前に実行されます。
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第 5 章 ODBC Enterprise ステージ
ODBC Enterprise ステージで、外部データ・ソースと通信するように IBM
InfoSphere DataStage を機能を拡張します。ODBC Enterprise ステージを使用する
と、すべての主要な外部データ・ソースに次の InfoSphere DataStage のパラレル・
キャンバスから接続できます。IBM DB2、IBM Informix®、Oracle、Sybase、SQL
Server、Netezza、Teradata、MySQL、MS Access など。

ODBC Enterprise ステージの処理
以下にリストされたデータベースの処理を実行するには、ODBC Enterprise ステー
ジを使用します。
v データ・ソースからデータを読み取る
v 外部データベースの表にデータを書き込む
v 外部データベースへデータをアップサートする
v データ・ソースのデータをルックアップする

読み取り処理
ODBC Enterprise ステージを読み取りモードで使用すると、外部データ・ソース表
からデータを読み取って、データ・セットまたは順次ファイルなどの IBM
InfoSphere DataStage 出力リソースに配置できます。次の図は、読み取りモードの
ODBC Enterprise ステージを含む InfoSphere DataStage ジョブの例です。

書き込み処理
外部データ・ソースへの接続を構成してレコードを表に挿入する場合に、 ODBC
Enterprise ステージを書き込みモードで使用します。このステージはデータ・セッ
ト、順次ファイルなどの単一入力リソースからレコードを取り込みます。書き込み
モードにより、データ・セットのレコードを表にどのように挿入するかについて決
まります。次の図は、書き込みモードの ODBC Enterprise ステージを含む IBM
InfoSphere DataStage ジョブの例です。
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アップサート処理
以下にリストされたアップサート処理を行う場合は、アップサート・モードで
ODBC Enterprise ステージを使用します。
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入する
v 外部データ・ソース表のレコードを更新する
v 外部データ・ソース表からレコードを削除する
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入後に更新する
v 更新後にレコードを外部データ・ソース表に挿入する
フィールド名に基づいてレコードを突き合わせることができます。次の図は、アッ
プサート・モードの ODBC Enterprise ステージを含む IBM InfoSphere DataStage
ジョブの例です。
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ルックアップ処理
ODBC Enterprise ステージをルックアップ・モードで使用すると、1 つ以上の外部
データ・ソース表とデータ・セットまたは順次ファイルなどの IBM InfoSphere
DataStage 入力ソースとの間で結合処理を実行できます。データ出力は、InfoSphere
DataStage データ・セットです。次の図は、ルックアップ・モードの ODBC
Enterprise ステージを含む InfoSphere DataStage ジョブの例です。

ODBC Enterprise ステージによる処理
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage ジョブで ODBC Enterprise ステージを使用するには、適
切なステージ・プロパティーを設定する必要があります。このステージ・プロパテ
ィーの編集は、ステージ・エディターが提供するオプションを使用することにより
編集できます。ステージ・エディターについて詳細に理解するには、「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」の『第 3
章、ステージ・エディター』を参照してください。
以下の操作でステージ・エディターを開きます。
v InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ・デザイナー・キャンバス上のデータ・ソ
ースまたは出力リソース・アイコンをダブルクリックします。
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「ステージ」ページ
このページを使用すると、使用する ODBC Enterprise ステージに関する一般情報を
指定できます。適切な情報を指定するには、「全般」、「高度」、および「NLS マ
ップ」タブを使用します。

「全般」タブ
「全般」タブで、必要であれば ODBC Enterprise ステージの説明を指定できます。

「高度」タブ
「高度」タブ・プロパティーにより、ODBC Enterprise ステージの動作が決められ
ます。いくつかの高度プロパティーは自動的に設定され、ユーザーはそのプロパテ
ィーの値を変えることはできません。プロパティーについて、以下に説明します。
v 実行モード。このプロパティーで、IBM InfoSphere DataStage ジョブをパラレ
ル・モードまたは順次モードのいずれで実行するかを判別します。ODBC
Enterprise ステージは実行モードを自動的に設定し、ユーザーがこの設定を変更で
きません。このステージが 1 つのファイルおよび 1 つのリーダーのみで作動し
ている場合、実行モードは順次に作動します。それ以外の場合には、実行モード
は並列で作動します。
v 結合可能モード。デフォルトの結合可能モードは「自動」です。自動モードで
は、パラレル・ステージを基本とする演算子は結合されて、パフォーマンスを向
上させるために同じプロセスで実行されます。
v パーティションの保持。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を
選択すると、読み取り処理はパーティションを保持するために次のステージへ要
求を送信します。
v ノード・プールとリソースの制約。パラレル実行をグリッドで指定されたノー
ド・プールおよびリソース・プールに制約する場合は、このオプションを選択し
ます。ノード・プールおよびリソース・プールを選択する場合はグリッドを使用
します。この選択により、構成ファイルからデータが追加されます。
v ノード・マップの制約。パラレル実行を定義済みノード・マップのノードに制約
する場合は、このオプションを選択します。ノード・マップは、ノード番号をテ
キスト・ボックスに入力するか、または「参照」ボタンをクリックして「使用可
能なノード」ウィンドウからノードを選択することにより定義します。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブで、ODBC Enterprise ステージの文字セット・マップを定義で
きます。定義した文字セット・マップで、プロジェクトまたはジョブのデフォルト
の文字セット・マップがオーバーライドされます。ジョブでパラメーターとして
NLS マップが必要な場合は、このタブで、マップをジョブ・パラメーターとして提
供するように指定できます。

書き込みおよびアップサート処理用の入力ページ
「入力」ページを使用すると、ODBC Enterprise ステージからリモート・ホストに
ODBC プロトコルを使用してデータを転送する方法を正確に指定できます。該当す
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るプロパティーを設定するには、「全般」、「プロパティー」、「パーティショ
ン」、「列」および「高度」の各タブ、および「列」ボタンを使用できます。
「全般」、「パーティション」、「列」および「高度」の各タブの使用法は、書き
込みおよびアップサート処理と類似しています。書き込みおよびアップサート処理
には、「プロパティー」タブと「列」ボタンの下に異なる値を指定しなければなり
ません。

書き込み処理用の入力ページ
書き込み処理をセットアップするには、このページのタブとボタンを使用します。

「全般」タブ
「全般」タブで、入力リンクの記述 (オプション) を指定できます。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、入力リンクのプロパティーを指定できます。指定するプ
ロパティーにより、データ・ソース、データに実行される処理、出力リソースなど
を決めます。デフォルト設定のないプロパティーは赤色で表示され、値を入力する
と黒色に変わります。以下の表はプロパティーとその属性のリストです。以下に、
各プロパティーの詳細について説明します。
表 5. 書き込み処理用の入力ページ・プロパティーと対応する値
カテゴリーとプ
ロパティー

値

デフォルト

必須 ?

従属関係

表

ストリング

N/A

Y

N/A

書き込み方式

書き込み

書き込み

Y

N/A

書き込みモード

v 追加

追加

Y

N/A

ターゲット

v 作成
v 置換
v 切り捨て
接続
データ・ソース

データ・ソース

N/A

Y

N/A

ユーザー

ユーザー名

N/A

N

N/A

パスワード

パスワード

N/A

N

N/A

挿入配列サイズ

整数

2000

N

N/A

列名を切り捨て

v FALSE

FALSE

N

N/A

オプション

v TRUE
オープン・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

N/A

N

N/A

クローズ・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

N/A

N

N/A

切り捨て長

整数

N/A

N

N/A
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表 5. 書き込み処理用の入力ページ・プロパティーと対応する値 (続き)
カテゴリーとプ
ロパティー

値

デフォルト

必須 ?

従属関係

v READ
UNCOMMITTED

READ
UNCOMMITTED

N

N/A

CREATE ステー SQL ステートメ
トメント
ント

N/A

N

書き込み方式 > 書
き込み、書き込みモ
ード > 書き込み方
式 > アップサート

不一致のフィー
ルドをドロップ

FALSE

N

N/A

分離レベル

v READ
COMMITTED
v REPEATABLE
READ
v SERIALIZABLE

v FALSE
v TRUE

ターゲット
ここで、表、書き込み方式、および書き込みモードのそれぞれの値を指定します。
v 表: ODBC Enterprise ステージをリモート・ホストにあるターゲット・ファイル
に接続するには、ここに該当する値を指定します。
v 書き込み方式: データを単一の表に書き込んでエクスポートするには、「書き込
み」にこのプロパティーを設定します。
v 書き込みモード: データ・ソースからのレコードを宛先表に挿入する方法につい
ては、ここに適切な値を指定します。書き込みモードには、以下の値のうちの 1
つを指定できます。下記のモードには、それぞれに特定のユーザー特権が必要に
なりますので注意してください。
– 追加 - これはデフォルト・モードです。追加モードには、宛先表が存在してい
て、データ・セットのレコード・スキーマが表のスキーマと互換性のあること
が必要です。このモードで書き込み処理を行うと、新規の行が宛先表に追加さ
れます。既存の表のスキーマにより、ステージの入力インターフェースが決ま
ります。
– 作成 - このモードで書き込み処理を行うと、新規の宛先表が作成されます。作
成されている表と同じ名前のものが存在している場合、その処理は強制終了さ
れて、エラー・メッセージが表示されます。 InfoSphere DataStage・データ・
セットのスキーマが、新規表のスキーマを決定します。表は単純なデフォルト
のプロパティーで作成されます。プロパティー・プロパティー以外のプロパテ
ィー (例えば、パーティションまたは索引など) で表を作成するか、またはデ
フォルトでない表スペースに表を作成する場合は、対象の - createtable ス
テートメントに -createstmt オプションを指定して使用します。
– 置換 - このモードの場合は既存の宛先表が必要になります。このモードで書き
込み処理を行うと、宛先表として指定した表をドロップして、その場所に新規
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の表を作成します。作成しようとする表と同じ名前の表が存在した場合は、上
書きされます。 InfoSphere DataStage・データ・セットのスキーマが、新規表
のスキーマを決定します。
– 切り捨て - このモードの場合は既存の宛先表が必要になります。このモードで
書き込み処理を行うと、宛先表の属性は保持されていますが、既存のレコード
は廃棄されて新規のレコードが追加されます。既存の表のスキーマにより、
ODBC Enterprise ステージの入力インターフェースが決まります。
接続
このカテゴリーでは、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザー」の
各フィールドに値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式でデータベース接続を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールド
にデータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
注: InfoSphere DataStage Administrator を使用すると、プロジェクト内のすべ
てのジョブに関するパラメーターをプロジェクト・レベルで作成できます。
v パスワード: このフィールドはオプションです。このフィールドに、以下のいず
れかの方式で、データ・ソースに接続するためのパスワードを指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデ
ータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
v ユーザー: このフィールドはオプションです。下の方式のうちの 1 つを使用し
て、データ・ソースへ接続するためのユーザー名をこのフィールドに指定しま
す。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
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ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップから接続カテゴリーのすべ
てまたは一部を挿入した場合、これらの指定をジョブに提供すると、そのジョ
ブはオペレーティング・システムから環境変数を取り込みます。実行時に、こ
れらの環境変数の値を変更するためのプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーでは、「挿入配列サイズ」、「列名を切り捨て」、「クローズ・コ
マンド」、「切り捨て長」、「不一致のフィールドをドロップ」、「オープン・コ
マンド」、および「分離レベル」 の各プロパティーの値を指定します。オプショ
ン・カテゴリーのもとで、デフォルトで「列名を切り捨て」プロパティーが表示さ
れます。上述のその他のプロパティーは、「追加可能なプロパティー」リストから
追加することができます。
v 挿入配列サイズ: このフィールドに挿入ホスト配列のサイズを指定します。この
フィールドには入力できるのは整数のみです。デフォルト値は 2000 です。
v 列名を切り捨て: 要件に応じて、下の 2 つの値のいずれかを設定します。
– TRUE - 列名が ODBC ドライバーによって許可されるサイズに切り捨てる場
合は、この値を設定します。
– FALSE - 列名の切り捨てを使用不可にする場合は、この値を設定します。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このステートメントはコンダクター・ノードで 1 回だけ実行さ
れます。
v 切り捨て長: 列名の切り捨てられる長さを指示するこのオプションに、適切な値
を指定します。
v 不一致のフィールドをドロップ: 要件に応じて、下の 2 つの値のいずれかを設定
します。
– 「真」- データ・セット内の不一致の列はドロップすることを指示する場合
は、この値を設定します。不一致列とはデータ・ソース表に同じ名前の列がな
い列のことです。
– FALSE - これはデフォルト値です。この値は、データ・セットの不一致のフ
ィールドはドロップされないことを示します。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このステートメントはコンダクター・ノードで 1 回だけ実行さ
れます。
v 分離レベル: 以下の 5 個の使用可能なオプションからデータにアクセスするとき
の分離レベルを選択します。
– READ
– UNCOMMITTED
– READ COMMITTED
– REPEATABLE READ
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– SERIALIZABLE
データ・ソースに指定されたデータベースがデフォルトの分離レベルを決定し
ます。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データが宛先データベースに書き込まれる前
に、パーティション化またはコレクションされる方法の詳細を指定します。また、
データが宛先データベースに書き込まれる前に、ソートされるように指定すること
もできます。
デフォルトで、ODBC Enterprise ステージは自動モードでデータをパーティション
化します。自動モードにより、現在のステージと直前のステージの実行モード設定
と、構成ファイルで指定されているノードの数に応じて、最良のパーティション方
式が提供されます。
ステージが順次モードで動作している場合、データが宛先データベースに書き込ま
れる前に、デフォルトの自動コレクション方式を使用して、このステージでデータ
が収集されます。このデフォルトの動作をオーバーライドする場合は、「パーティ
ション」タブを使用します。このタブで設定したオプションは、現在および先行す
るステージがパラレル・モードに設定されているか、または順次モードに設定され
ているかによって、異なる動作になります。

「列」タブ
「列」タブで、入力リンクの列メタデータの表示および変更が可能です。列メタデ
ータの変更内容を保存する場合は、「保存」ボタンを使用します。既存のソース表
をロードする場合は、「ロード」ボタンを使用します。
「表定義」ウィンドウで該当する表を選択し、「OK」をクリックします。「選択さ
れた列」ダイアログが表示されます。データ・タイプの変換を確実に行うには、
「全 Char 列で Unicode を必ず使用」チェック・ボックスをクリアします。

「高度」タブ
「高度」タブで、 ODBC Enterprise ステージ用の入力データのバッファリング方法
について指定できます。デフォルトでは、データはバッファリングされるため、デ
ッドロックが発生することはありません。デッドロックとは、多くのステージが相
互に依存しあう状態になることです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージ
からの入力を待機していて、その入力データを受け取るまでデータを出力できない
状態になることです。

「列」ボタン
宛先表の列名を定義する場合は、「列」ボタンを使用します。

アップサート処理用の入力ページ
アップサート処理では、「プロパティー」タブと「列」ボタンで適切な値を指定す
る必要があります。
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「プロパティー」タブで、入力リンクのプロパティーを指定できます。指定したプ
ロパティーにより、データ・ソース、そのデータで実行する処理、出力リソースな
どが決まります。デフォルト設定のないプロパティーは赤色で表示され、値を入力
すると黒色に変わります。以下の表はプロパティーとその属性のリストです。
表 6. ページ・プロパティーとアップサートに対応する値の入力
カテゴリーとプロ
パティー
値

デフォルト

必須 ?

従属関係

N/A

Y

アップサート方
式:

ターゲット
表

ストリング

v 自動生成 SQL
v SQL ビルダー
生成 SQL
書き込み方式

アップサート

アップサート・モ v 削除のみ
ード
v 削除してから挿入

書き込み

Y

N/A

挿入してから
更新

Y

N/A

自動生成 SQL Y

N/A

N/A

アップサート・
モード:

v 挿入のみ
v 挿入してから更新
v 更新のみ
v 更新してから挿入
アップサート方式 v 自動生成 SQL
v SQL ビルダー生成
SQL
v ユーザー定義 SQL
INSERT SQL

SQL ステートメント

N

v 削除してから
挿入
v 挿入のみ
v 挿入してから
更新
v 更新してから
挿入
DELETE SQL

SQL ステートメント

N/A

N

アップサート・
モード:
v 削除のみ
v 削除してから
挿入
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表 6. ページ・プロパティーとアップサートに対応する値の入力 (続き)
カテゴリーとプロ
パティー
値
UPDATE SQL

SQL ステートメント

デフォルト

必須 ?

従属関係

N/A

N

アップサート・
モード:
v 更新のみ
v 挿入してから
更新
v 更新してから
挿入

接続
データ・ソース

ストリング

N/A

Y

N/A

ユーザー

ストリング

N/A

N

N/A

パスワード

ストリング

N/A

N

N/A

挿入配列サイズ

整数

2000

N

N/A

列名を切り捨て

v FALSE

FALSE

N

N/A

オープン・コマン SQL ステートメント
ド

N/A

N

N/A

クローズ・コマン SQL ステートメント
ド

N/A

N

N/A

オプション

v TRUE

「プロパティー」タブ
ターゲット
ターゲット・カテゴリーのもとで、「アップサート SQL の自動生成、アップサー
ト・モード」、および「書き込み方式」の各プロパティーの値は最低限指定しま
す。「アップサート・モード」および「アップサート SQL の自動生成」の各プロ
パティーに選択した値に基づいて、追加プロパティーを確認します。これらの追加
するプロパティーの値は使用する要件に応じて指定します。
v アップサート SQL の自動生成: ロード列のセットから SQL を自動的に生成す
るかどうかを指定します。このプロパティーに対するデフォルト値は、「いい
え」です。値に「はい」を設定すると、追加のプロパティー表が表示されます。
宛先表の名前を指定します。この値は、ジョブ・パラメーター・ポップアップ・
リストを使用して指定できます。
v アップサート・モード: INSERT ステートメントおよび UPDATE ステートメン
トをどのように派生させるかについて指定します。「アップサート・モード」プ
ロパティーをセットアップするときの方法は、「アップサート SQL の自動生
成」プロパティー用に選択するオプションで決まります。下表はアップサート・
モード・オプションが選択された「アップサート SQL の自動生成」プロパティ
ーに、どのように依存しているかについての説明です。「はい」を選択すると、
照会は組み込みテンプレートから生成されます。「いいえ」を選択した場合、独
自に照会を定義します。
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アップサート SQL の自動生
成 = はい

アップサート SQL の自動生
成 = いいえ

削除のみ

提供する表と列の詳細に基づ
いて、DELETE ステートメン
トを自動的に生成させるに
は、このオプションを選択し
ます。「削除のみ」をアップ
サート・モードのときに選択
すると、追加プロパティーの
「DELETE SQL」がリスト
に表示されます。「DELETE
SQL」プロパティーには適切
な値を選択しなければなりま
せん。自動的に生成されたス
テートメントを表示するに
は、「DELETE SQL」をク
リックします。ステートメン
トがプロパティー・リストの
右側のフィールドに表示され
ます。

独自の DELETE ステートメ
ントを作成する場合は、この
オプションを選択します。
「DELETE SQL」をクリッ
クし、続いて、プロパティ
ー・リストの右側の
「DELETE SQL」フィール
ドにステートメントを入力し
ます。

削除してから挿入

提供する表と列の詳細に基づ
いて、DELETE および
INSERT ステートメントを自
動的に生成させるには、この
オプションを選択します。
「削除してから挿入」をアッ
プサート・モードのときに選
択すると、「DELETE
SQL」および「INSERT
SQL」の 2 つの追加プロパ
ティーがリストに表示されま
す。これら 2 つのプロパテ
ィーには、適切な値を入力す
る必要があります。自動的に
生成されたステートメントを
表示するには、「DELETE
SQL」および「INSERT
SQL」をクリックします。ス
テートメントがプロパティ
ー・リストの右側にある、そ
れぞれ対応するフィールドに
表示されます。

独自の DELETE ステートメ
ントおよび INSERT ステート
メントを作成する場合は、こ
のオプションを選択します。
「DELETE SQL」をクリッ
クし、続いて、プロパティ
ー・リストの右側の
「DELETE SQL」フィール
ドにステートメントを入力し
ます。次に、「INSERT
SQL」をクリックし、続い
て、プロパティー・リストの
右側の「INSERT SQL」フィ
ールドにステートメントを入
力します。

オプション
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アップサート SQL の自動生
成 = はい

アップサート SQL の自動生
成 = いいえ

挿入のみ

提供する表と列の詳細に基づ
いて、INSERT ステートメン
トを自動的に生成させるに
は、このオプションを選択し
ます。「挿入のみ」をアップ
サート・モードのときに選択
すると、追加プロパティーの
「INSERT SQL」がリストに
表示されます。このプロパテ
ィーには適切な値を選択しな
ければなりません。ステート
メントがプロパティー・リス
トの右側のフィールドに表示
されます。

独自の INSERT ステートメン
トを作成する場合は、このオ
プションを選択します。
「INSERT SQL」をクリック
し、続いて、プロパティー・
リストの右側の「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

挿入してから更新

提供する表と列の詳細に基づ
いて、INSERT および
UPDATE ステートメントを自
動的に生成させるには、この
オプションを選択します。
「挿入してから更新」をアッ
プサート・モードのときに選
択すると、「INSERT SQL」
および「UPDATE SQL」の
2 つの追加プロパティーがリ
ストに表示されます。これら
2 つのプロパティーには、適
切な値を入力する必要があり
ます。ステートメントがプロ
パティー・リストの右側にあ
る、それぞれ対応するフィー
ルドに表示されます。

独自の INSERT ステートメン
トおよび UPDATE ステート
メントを作成する場合は、こ
のオプションを選択します。
「INSERT SQL」をクリック
し、続いて、プロパティー・
リストの右側の「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。次に、
「UPDATE SQL」をクリッ
クし、続いて、プロパティ
ー・リストの右側の
「UPDATE SQL」フィール
ドにステートメントを入力し
ます。

更新のみ

提供する表と列の詳細に基づ
いて、UPDATE ステートメン
トを自動的に生成させるに
は、このオプションを選択し
ます。デフォルトで、リスト
に「UPDATE SQL」プロパ
ティーが表示されます。この
プロパティーには適切な値を
選択しなければなりません。
ステートメントがプロパティ
ー・リストの右側のフィール
ドに表示されます。

独自の UPDATE ステートメ
ントを作成する場合は、この
オプションを選択します。
「INSERT SQL」をクリック
し、続いて、プロパティー・
リストの右側の「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

オプション
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オプション
更新してから挿入

アップサート SQL の自動生
成 = はい

アップサート SQL の自動生
成 = いいえ

提供する表と列の詳細に基づ
いて、UPDATE および
INSERT ステートメントを自
動的に生成させるには、この
オプションを選択します。
「更新してから挿入」をアッ
プサート・モードのときに選
択すると、「UPDATE
SQL」および「INSERT
SQL」の 2 つの追加プロパ
ティーがリストに表示されま
す。これら 2 つのプロパテ
ィーには、適切な値を入力す
る必要があります。ステート
メントがプロパティー・リス
トの右側にある、それぞれ対
応するフィールドに表示され
ます。

独自の UPDATE ステートメ
ントおよび INSERT ステート
メントを作成する場合は、こ
のオプションを選択します。
「UPDATE SQL」をクリッ
クし、続いて、プロパティ
ー・リストの右側の
「UPDATE SQL」フィール
ドにステートメントを入力し
ます。次に、「INSERT
SQL」をクリックし、続い
て、プロパティー・リストの
右側の「INSERT SQL」フィ
ールドにステートメントを入
力します。

v 書き込み方式: アップサート・モードを選択するには、この値をアップサートに
設定します。
接続
このカテゴリーのもとで、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザ
ー」に値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式でデータベース接続を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールド
にデータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
v パスワード: このフィールドはオプションです。このフィールドに、以下のいず
れかの方式で、データ・ソースに接続するためのパスワードを指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデ
ータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
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ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
v ユーザー: このフィールドはオプションです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式で、データ・ソースに接続するためのユーザー名を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップから接続カテゴリーのすべ
てまたは一部を挿入した場合、これらの指定をジョブに提供すると、そのジョ
ブはオペレーティング・システムから環境変数を取り込みます。実行時に、こ
れらの環境変数の値を変更するためのプロンプトが出されます。
オプション
オプション・カテゴリーのもとで、「オープン・コマンド」、「クローズ・コマン
ド」、「リジェクト・レコードを出力」、および「挿入配列サイズ」の各プロパテ
ィーを指定します。オプション・カテゴリーのもとでは、デフォルトで「リジェク
ト・レコードを出力」プロパティーが表示されます。上述のその他のプロパティー
は、「追加可能なプロパティー」リストから追加することができます。
v オープン・コマンド: ODBC 表が開く前に、全処理ノードにおいて ODBC デー
タベースで構文解析され、実行されるコマンドを単一引用符で囲んで指定しま
す。この値をジョブ・パラメーターとして指定できます。
v クローズ・コマンド: ODBC Enterprise ステージが ODBC 表の処理を完了した
後、全処理ノードにおいて ODBC データベースで構文解析され、実行されるコ
マンドを単一引用符で囲んで指定します。この値をジョブ・パラメーターとして
指定できます。
v リジェクト・レコードを出力: 以下の値から 1 つを選択します。
– TRUE: リジェクトされるレコードをリジェクト・リンクに送信する必要があ
ることを指示する場合に、この値を選択します。
– FALSE: これはデフォルト値です。リジェクトされるレコードをリジェクト・
リンクに送信する必要がないことを指示する場合に、この値を選択します。
v 挿入配列サイズ: 挿入ホスト配列のサイズを指定します。このプロパティーは整
数のみ受け入れます。デフォルト値は 2000 です。
注: InfoSphere DataStage Administrator を使用すると、プロジェクト内のすべての
ジョブに関するパラメーターをプロジェクト・レベルで作成することもできま
す。
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「列」ボタン
宛先表の列名のリストを定義する場合は、「列」ボタンを使用します。読み取りま
たはアップサート・モードの「入力」ページ用の ODBC Enterprise ステージ・エデ
ィターで、入力リンクおよび出力リンクの両方が表示される場合は、リジェクト・
リンクの機能としてどちらか 1 つを選択できます。
指定した SELECT ステートメントの実行後、リジェクト・リンクにはスキーマ不一
致のためにリジェクトされた列の生データが含まれます。

読み取り処理およびルックアップ処理のための出力ページ
「出力」ページは ODBC Enterprise ステージの読み取りモードおよび Lookup モー
ドの両方で表示されます。リモート・ホストから ODBC Enterprise ステージへの出
力リンクに関する詳細を提供する場合は、「出力」ページを使用します。この出力
リンクを使用して、ODBC 経由でリモート・ホストのデータにアクセスできます。
読み取りモードでは、ODBC Enterprise ステージのみ出力リンクを持っています。
ルックアップ・モードでは、このステージはステージを Lookup ステージに接続す
る参照リンクだけでなく出力リンクも持っています。
該当するプロパティーを設定するには、「全般」、「プロパティー」、「パーティ
ション」、「列」および「高度」の各タブ、および「列」ボタンを使用できます。
「全般」、「パーティション」、「列」および「高度」の各タブの使用法は、読み
取りおよびルックアップ処理と類似しています。書き込みおよびアップサート処理
には、「プロパティー」タブと「列」ボタンの下に異なる値を指定しなければなり
ません。

読み取り処理のための出力ページ
読み取り処理をセットアップするには、このページのタブとボタンを使用します。

「全般」タブ
「全般」タブで、読み取り処理の記述の入力はオプションです。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、プロパティーを以下のように指定します。
ソース
このカテゴリーのもとで、「読み取り方式」、「照会」、および「表」の値を指定
します。
v 読み取り方式: ODBC データベースを読み取るための表または照会を指定する場
合は、このプロパティーを使用します。読み取り方式のデフォルト値は表です。
読み取り方式として表を選択する場合は、表オプション (詳しくは、下の表セク
ションを参照) にデータ・ソース表を指定しなければなりません。あるいは、読
み取り方式に SQL 照会をセットアップする方法もあります。その場合は、照会
を自動的に生成するか、または照会を独自に定義するかについて指定する必要が
あります。
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注: 「照会」プロパティーは、「自動生成 SQL」または「ユーザー定義 SQL」
を読み取り方式として選択する場合のみ、プロパティー・リストに表示されま
す。上記の 2 つのタイプの照会から 1 つを選択するには、「読み取り方式」を
クリックし、続いてプロパティー・リストの右側にある「読み取り方式」リスト
から該当するオプションを選択します。
v 照会: 表を読み取るための SQL ステートメントを指定します。このステートメ
ントには、読み取り処理の際の読み取り用表および表に関する実行プロセスを指
定する必要があります。このステートメントには、結合演算および表示処理、デ
ータベース・リンク、同義語なども指定することができます。利用可能な選択肢
は以下のとおりです。
– 自動生成 SQL: 自動的に生成される SQL 照会を利用する場合は、この読み取
り方式を選択します。この SQL 照会は表フィールドに指定した表および定義
済みの列に基づいて生成されます。
– ユーザー定義 SQL: 独自に定義した SQL 照会を使用する場合は、この読み取
り方式を選択します。
注: SQL 照会はパラレル実行モードおよび順次実行モードのいずれでも読み取
りだけです。
v 表: 読み取り方式 (既出の読み取り方式セクションを参照) として表を選択した場
合は、ソース ODBC 表の名前を指定しなければなりません。指定する表が存在
していること、およびこの表には SELECT 特権が必要であることに注意してく
ださい。使用する ODBC ユーザー名が指定した表の所有者に対応していない場
合は、表オーナー名を接頭部に付けることができます。表オーナー名を固定する
ためには、新規のジョブ・パラメーターを追加する必要があります。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログの右側にある矢印をクリックします。
2. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、ポップアップ・リストの
「新規...」をクリックします。
3. 表される「ジョブ・プロパティー」ダイアログで、 $user パラメーターの
「デフォルト値」列に必須の表詳細を入力します。以下の形式を使用します。
table_owner.table_name

このオプションに値を選択する前に、下の従属性項目を満たす必要がありま
す。
4. 読み取り処理に含める表の行、または読み取り処理から除外する表の行を指定
する場合は、SELECT ステートメントの WHERE 節を使用します。
WHERE 節を指定しない場合は、すべての行が読み取られます。
5. 読み取る列は SELECT ステートメントに指定できます。列をこのリストに指
定する場合は、入力表のレコード・スキーマに定義されているものと同じ順序
で指定しなければなりません。
接続
このカテゴリーのもとで、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザ
ー」の各値を指定します。
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v データ・ソース: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式でデータベース接続を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールド
にデータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
v パスワード: このフィールドはオプションです。このフィールドに、以下のいず
れかの方式で、データ・ソースに接続するためのパスワードを指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデ
ータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
v ユーザー: このフィールドはオプションです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式で、データ・ソースに接続するためのユーザー名を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップから接続カテゴリーのすべ
てまたは一部を挿入した場合、これらの指定をジョブに提供すると、そのジョ
ブはオペレーティング・システムから環境変数を取り込みます。実行時に、こ
れらの環境変数の値を変更するためのプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーのもとで、「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クロー
ズ・コマンド」および「オープン・コマンド」の値を指定します。上記のプロパテ
ィーのすべてがオプションです。上記のプロパティーは「出力」ページの右下隅に
表示される「追加可能なプロパティー」リストで確認できます。「オプション」の

84

接続ガイド: ODBC 編

下にこれらのサブプロパティーを追加するには、「オプション」をクリックし、続
いて「追加可能なプロパティー」リストから追加するプロパティーをクリックしま
す。
v フェッチ配列サイズ: 各フェッチ処理中に取得される行数を指定します。デフォ
ルト値は 1 です。
v 分離レベル: データにアクセスするときの分離レベルを入力します。 4 つの使用
可能なオプションから選択します。
– READ COMMITTED
– READ UNCOMMITTED
– REPEATABLE READ
– SERIALIZABLE
データ・ソース・オプション (既出のデータ・ソース・セクションを参照) に
指定したデータベースにより、デフォルトの分離レベルが決まります。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このオプションを使用して作業をコミットすることはできませ
ん。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行され
ます。
v 「パーティション」列: パラレル・モードでデータを読み取るためのパーティシ
ョン列名を指定します。パラレル読み取りの前提条件は、データは増加する順序
でなければならないことです。パラレル・モードでのデータの読み取りにより、
読み取り演算子のパフォーマンスが向上します。
注: InfoSphere DataStage Administrator を使用すると、プロジェクト内のすべての
ジョブに関するパラメーターをプロジェクト・レベルで作成できます。

「高度」タブ
ODBC Enterprise ステージ用の入出力データのバッファリング方法について指定す
るには、「高度」タブを使用します。デフォルトでは、データはバッファリングさ
れるため、デッドロックが発生することはありません。デッドロックとは、複数の
ステージが相互に依存しあう状態で、別のステージからの入力を待機していて、そ
の入力データを受け取るまでデータを出力できない状態になることです。

「列」ボタン
出力表の列名のリストを定義する場合は、「列」ボタンを使用します。

「データ参照」ボタン
ソースの下の表オプション用に指定した表の複数の行を表示するには、「データ参
照」ボタンをクリックします。一度に表示する行数を指定できます。

ルックアップ処理のための出力ページ
ルックアップ処理には、「プロパティー」タブで適切な値を指定する必要がありま
す。読み取り処理と同じ方法で別のタブも使用できます。
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「プロパティー」タブ
「ソース」、「接続」、および「オプション」の各プロパティーに適切な値を設定
するには、「プロパティー」タブを使用します。下の例は、出力ページの「プロパ
ティー」タブをクリックしたときに表示されるダイアログのサンプルです。
ソース
このカテゴリーのもとで、「ルックアップ・タイプ」、「照会」、「読み取り方
式」、および表に値を指定します。
v ルックアップ・タイプ: ルックアップ方式として「ノーマル」または「スパー
ス」を選択します。
– ノーマル: これはデフォルトのルックアップ方式です。ノーマル・ルックアッ
プは、 ODBC データベース表に関するメモリー内のルックアップです。ノー
マル・ルックアップの場合、Lookup ステージは複数の参照リンクを持つこと
ができます。
– スパース: スパース・ルックアップでは、ソース・データベースを直接アクセ
スします。スパース・ルックアップの場合、Lookup ステージは 1 つの参照リ
ンクを持ちます。
v 照会: 表を読み取るための SQL ステートメントを指定します。このステートメ
ントには、読み取り処理の際の読み取り用表および表に関する実行プロセスを指
定する必要があります。このステートメントには、結合演算および表示処理、デ
ータベース・リンク、同義語なども指定することができます。利用可能な選択肢
は以下のとおりです。
– 自動生成 SQL: 自動的に生成される SQL 照会を利用する場合は、この読み取
り方式を選択します。この SQL 照会は表フィールドに指定した表および定義
済みの列に基づいて生成されます。
– ユーザー定義 SQL: 独自に定義した SQL 照会を使用する場合は、この読み取
り方式を選択します。
注: SQL 照会はパラレル実行モードおよび順次実行モードのいずれでも読み取
りだけです。
v 表: 読み取り方式 (既出の読み取り方式セクションを参照) として表を選択した場
合は、ソース ODBC 表の名前を指定しなければなりません。指定する表が存在
していること、およびこの表には SELECT 特権が必要であることに注意してく
ださい。使用する ODBC ユーザー名が指定した表の所有者に対応していない場
合は、表オーナー名を接頭部に付けることができます。表オーナー名を固定する
ためには、新規のジョブ・パラメーターを追加する必要があります。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログの右側にある矢印をクリックします。
2. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、ポップアップ・リストの
「新規...」をクリックします。
3. 表される「ジョブ・プロパティー」ダイアログで、 $user パラメーターの
「デフォルト値」列に必須の表詳細を入力します。以下の形式を使用します。
table_owner.table_name
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このオプションの値を選択する前に、以下の依存関係を入力する必要がありま
す。
4. 読み取り処理に含める表の行、または読み取り処理から除外する表の行を指定
する場合は、SELECT ステートメントの WHERE 節を使用します。
WHERE 節を指定しない場合は、すべての行が読み取られます。
5. 読み取る列は SELECT ステートメントに指定できます。列をこのリストに指
定する場合は、入力表のレコード・スキーマに定義されているものと同じ順序
で指定しなければなりません。
接続
このカテゴリーのもとで、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザ
ー」の各値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれ
かの方式でデータベース接続を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールド
にデータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用する
と、プロジェクト内のすべてのジョブに関するパラメーターをプロジェクト・
レベルで作成することもできます。
v パスワード: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれかの
方式で、データ・ソースに接続するためのパスワードを指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデ
ータ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用すると、
プロジェクト内のすべてのジョブに関するパラメーターをプロジェクト・レベ
ルで作成することもできます。
v ユーザー: これは必須フィールドです。このフィールドに、以下のいずれかの方
式で、データ・ソースに接続するためのユーザー名を指定します。
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– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: ジョブ・パラメーターとして希望する値を挿入します。「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラ
メーターの挿入」をクリックします。
ポップアップに選択可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジ
ョブの新規パラメーターを作成する場合は、ポップアップ・リストから [新規
...] をクリックし、表示された「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用し
て適切な環境変数を作成します。
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用すると、
プロジェクト内のすべてのジョブに関するパラメーターをプロジェクト・レベ
ルで作成することもできます。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップから接続カテゴリーのすべ
てまたは一部を挿入した場合、これらの指定をジョブに提供すると、そのジョ
ブはオペレーティング・システムから環境変数を取り込みます。実行時に、こ
れらの環境変数の値を変更するためのプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーのもとで、「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クロー
ズ・コマンド」および「オープン・コマンド」を指定します。上記のプロパティー
のすべてがオプションです。上記のプロパティーは「出力」ページの右下隅に表示
される「追加可能なプロパティー」リストで確認できます。「オプション」の下に
これらのサブプロパティーを追加するには、「オプション」をクリックし、続いて
「追加可能なプロパティー」リストから追加するプロパティーをクリックします。
ここで留意すべきことは、分離レベルはルックアップ・タイプがノーマルの場合の
み、リストに表示されることです。
v フェッチ配列サイズ: 各フェッチ処理中に取得される行数を指定します。デフォ
ルト値は 1 です。
v 分離レベル: データにアクセスするときの分離レベルを入力します。 4 つの使用
可能なオプションから選択します。
– READ COMMITTED
– READ UNCOMMITTED
– REPEATABLE READ
– SERIALIZABLE
データ・ソース・オプション (既出のデータ・ソース・セクションを参照) に
指定したデータベースにより、デフォルトの分離レベルが決まります。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このオプションを使用して作業をコミットすることはできませ
ん。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行され
ます。
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アップサート処理用のリジェクト・リンクが付加された出力ページ
ステージ・エディターでルックアップ処理または書き込み処理のための入力リンク
および出力リンクの両方を表示する場合は、いずれのリンクもリジェクト・リンク
として選択します。指定した SELECT ステートメントが実行されてから、リジェク
ト・リンクにはスキーマ不一致のためにリジェクトされた列の生データが含まれて
います。
リジェクト・リンクが付加された出力ページまたはアップサート処理には、読み取
り処理またはルックアップ処理用の「出力」ページと同じタブとボタンが含まれて
います。これらのタブとボタンは、読み取り処理またはルックアップ処理のときと
同じ操作方法で使用できます。
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第 6 章 ODBC ステージ
ODBC ステージは業界標準の Open Database Connectivity API をサポートするデー
タベースを表す場合に使用します。
ODBC ステージは受動の接続ステージです。このステージは、IBM InfoSphere
DataStage をインストールするときに自動的にインストールされ、サーバー・ジョ
ブ・パレットの「データベース」カテゴリーに表示されます。

ODBC ステージの使用法
ODBC ステージはデータの抽出、書き込み、またはアグリゲートする場合に使用で
きます。それぞれの ODBC ステージには、任意の数の入力または出力を持つことが
できます。入力リンクに書き込む予定のデータを指定します。出力リンクに抽出し
ているデータおよび必要とされるアグリゲートを指定します。
以下のいずれかの方式を使用して、入力リンクにデータを指定します。
v IBM InfoSphere DataStage によって構成された SQL ステートメント
v ユーザー定義 SQL 照会
v ストアード・プロシージャー
以下のいずれかの方式を使用して、出力リンクにデータを指定します。
v ODBC によって処理される SQL ステートメント
v ODBC をパススルーして基盤のデータベースによって処理される SQL ステート
メント
v ストアード・プロシージャー
ODBC ステージを編集する際には、ODBC ステージ・エディターを開きます。この
ウィンドウは最大 3 つまでのページを持つことができます (その数はステージへの
入力数とステージへの出力数によって決まります)。
ステージ
編集するステージの名前が表示されます。データ・ソース名を定義し、「説
明」フィールドにステージの説明を入力する場合に、「全般」タブを使用し
ます。また、データ・ソースで使用される引用文字およびスキーマ区切り文
字も指定することが可能であり、「SQL 情報の取得」ボタンをクリックし
て、この引用文字およびスキーマ区切り文字を取得することもできます。必
要であれば、「NLS」タブを使用して、このステージで使用する文字セッ
ト・マップを定義します。詳しくは、 93 ページの『文字セット・マップの
定義』を参照してください。
入力

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

このページは、ステージへの入力リンクがある場合にのみ表示されます。使
用する SQL 表またはストアード・プロシージャー、およびそれぞれのデー
タ入力リンクに関連する列定義を指定します。また、このページではデータ
の書き込み方法も指定するため、データの書き込みに使用される SQL ステ
ートメントまたは呼び出し構文がこのページに含まれます。
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出力

このページは、ステージからの出力リンクがある場合にのみ表示されます。
使用する SQL 表またはストアード・プロシージャー、およびそれぞれのデ
ータ出力リンクに関連する列定義を指定します。このページには、データの
抽出に使用される SQL SELECT ステートメントまたは呼び出し構文も含ま
れます。

ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。変更内
容はジョブ・デザインを保存するときに保存されます。

必要最小限の操作
このタスクについて
このセクションでは ODBC ステージ機能を取得するための必要最小限の手順を説明
します。
ODBC ステージの編集:

手順
1. 接続を定義します。
2.

NLS が有効であれば、「NLS」タブで文字セット・マップを定義します (オプ
ション)。

3. 入力リンクのデータを定義します。
4. 出力リンクのデータを定義します。

タスクの結果
これらのステップは ODBC ステージ・エディターで行います。

接続の定義
データ・ソースを ODBC に接続するには、ご使用のシステムに該当する ODBC ド
ライバーをインストールして構成する必要があります。

ODBC 接続パラメーター
このタスクについて
ODBC 接続パラメーターは「ステージ」ページの「全般」タブで設定します。
以下の手順で、ODBC データ・ソースに接続します。

手順
1. 「データ・ソース名」フィールドで、データ・ソース名を選択します。このリス
トには、リポジトリー内の 「表定義」 > 「ODBC」フォルダーに定義されてい
る、すべてのデータ・ソースが含まれています。
必要なデータ・ソース名がリストにない場合は、「データ・ソース名」フィール
ドに名前を入力するか、または新規表定義を作成します。ジョブ・パラメーター
を指定することもできます。
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2. データ・ソースへ接続するために使用するタイプを「ユーザー名」フィールドへ
入力します。ジョブ・パラメーターを指定することもできます。
3. 使用するパスワードを「パスワード」フィールドへ入力します。ジョブ・パラメ
ーターを指定することもできます。
注: 特定の ODBC ドライバーでは、接続で使用するユーザー名とパスワードを
指定できます。ユーザー名とパスワードが既に指定されているドライバーを使用
して ODBC データ・ソースに接続する場合は、「全般」タブでユーザー名とパ
スワードを指定する必要はありません。
4. オプション: データ・ソースにより使用されている引用文字を指定します。デフ
ォルトでは、" (二重引用符) が設定されます。また、「SQL 情報の取得」をク
リックしてデータ・ソースに接続し、そのデータ・ソースが使用している引用文
字を取得します。 000 (3 個のゼロ) エントリーは引用文字を使用する必要がな
いことを指定するものです。
5. オプション: データ・ソースにより使用されているスキーマ区切り文字を指定し
ます。デフォルトでは、これは . (ピリオド) に設定されますが、別のスキーマ
区切り文字または複数のスキーマ区切り文字を指定できます。例えば、以下のよ
うなフォームを持つ表識別子があったとします。
Node:Schema.Owner;TableName

その場合、このフィールドには :.; を入力することになります。また、「SQL
情報の取得」をクリックしてデータ・ソースに接続し、そのデータ・ソースが使
用しているスキーマ区切り文字を取得します。
6. オプション: ODBC ステージの説明を「説明」フィールドに入力します。

文字セット・マップの定義
ODBC ステージに文字セット・マップを定義する場合は、「ステージ」ページの
「NLS」タブを使用します。プロジェクトまたはジョブ用に定義されるデフォルト
の文字セット・マップを変更するには、リストからマップ名を選択します。
「NLS」タブには、以下のオプションがあります。
v すべてのマップを表示。 IBM InfoSphere DataStageに付属するすべてのマップを
リストします。Administrator を使用してロードされたマップ以外は使用できませ
ん。
v ロードしたマップのみ。ロードされ、使用できる状態になっているマップを表示
します。
v 列ごとのマッピングを許可。表定義内の個別の列ごとに文字セット・マップを指
定できます。列ごとのマッピングを選択すると、NLS マップと呼ばれる特別なプ
ロパティーが「列」タブのグリッドに表示されます。
v ジョブ・パラメーターを使用。ステージが含まれているジョブに対するパラメー
ターとして文字セット・マップを指定することができます。このパラメーターが
まだ定義されていない場合は、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウからの定義
を求めるプロンプトが出されます。
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SQL Server データ・タイプの取り扱い
ODBC ステージは以下の SQL Server データ・タイプを取り扱います。
v GUID
v Timestamp
v SmallDateTime

GUID タイプ
このタスクについて
GUID タイプを含む SQL Server データ・ソースから列メタデータをインポートし
た場合には、特別なアクションは何も必要ありません。必要な表定義を「列」タブ
にロードするだけで、IBM InfoSphere DataStageが GUID データ・タイプを自動的
にセットアップします。
表定義を手動で指定している場合は、GUID データ・タイプを含めたい列に、以下
の手順を実施します。

手順
1. SQL タイプを VarChar に設定します。
2. 長さを 36 に設定します。
3. データ・エレメントを SQL.GUID に設定します。

タスクの結果
データは VARCHAR データ・タイプとして読み取られ、UNIQUEIDENTIFIER デー
タ・タイプとしてデータベースに書き込まれます。
注: 既存の UID ではなく新規のものを表から読み取るには、「出力」ページの
「列」タブにあるその列の「出力仕様」フィールドに newid() と指定します。

Timestamp タイプ
このタスクについて
Timestamp タイプは SQL Server メタデータをインポートして自動的に処理するこ
とはできません。このタイプの場合は、常に手動でセットアップする必要がありま
す。

Timestamp データ・タイプを列に含める方法:
手順
1. SQL タイプを整数に設定します。
2. 長さを 10 に設定します。
3. データ・エレメントを SQL.ROWVERNUM に設定します。

タスクの結果
データは整数として読み取られます。
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疑似 Timestamp データの場合:
このタスクについて
(データは Timestamp ですが、データベースの列はバイナリーとして定義されてい
る):

手順
1. SQL タイプを整数に設定します。
2. 長さを 10 に設定します。
3. データ・エレメントを SQL.BINARY8 に設定します。

タスクの結果
データは整数として読み取られますが、データベースにはバイナリーとして書き込
まれます。

SmallDateTime タイプ
このタスクについて
SmallDateTime タイプを含む SQL Server データ・ソースから列メタデータをイン
ポートした場合には、特別なアクションは何も必要ありません。必要な表定義を
「列」タブにロードするだけで、IBM InfoSphere DataStageが SmallDateTime デー
タ・タイプを自動的にセットアップします。
表定義を手動で指定している場合は、SmallDateTime データ・タイプを含めたい列
に、以下の手順を実施します。

手順
1. SQL タイプを Char に設定します。
2. 長さを 16 に設定します。
3. データ・エレメントを SQL.SMALLDATETIME に設定します。

タスクの結果
データはフォームが yyyy-mm-dd hh:mm の 16 文字ストリングとして読み取られ、
データベースには SmallDateTime として書き込まれます。

ODBC 入力データの定義
データを ODBC データベースの表 (またはストアード・プロシージャー) に書き込
むとき、ODBC ステージは入力リンクを持ちます。このリンクのプロパティーおよ
びデータの列定義は、ODBC ステージ・エディターの「入力」ページで定義されま
す。
「入力」ページには、以下のフィールドと最大で 6 個までのタブがあります。表示
されるタブの数は「全般」タブで選択する更新アクション、およびターゲット・デ
ータベースに表を作成するかどうかによって決まります。
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入力名 このフィールドには入力リンクの名前が表示されます。編集するリンクをリ
ストから選択します。このリストには ODBC ステージへの入力リンクのす
べてが含まれています。
全般

このタブはデフォルトで表示され、以下のコンポーネントが含まれていま
す。
v 表名。このフィールドは、更新アクションがストアード・プロシージャ
ー・コールまたはユーザー定義 SQL でない 場合に表示されます。表示
されるのはデータが書き込まれる表の名前です。「表名」リストから表を
選択します。このリストには、リポジトリー内の「表定義」 >
「ODBC」 > 「データ・ソース」フォルダーに定義されているすべての
表が含まれています。データ・ソース は、「ステージ」ページの「全
般」タブで選択されたデータ・ソース名です。
必要な表がリストにない場合は、表定義を作成する必要があります。ある
いは、「参照...」をクリックして、「表定義」ウィンドウを表示し、該当
する表定義を選択します。このフィールドにはジョブ・パラメーターも指
定できます。
v ストアード・プロシージャー名。このフィールドは、更新アクションがス
トアード・プロシージャー・コールの場合のみ表示されます。表示される
のはデータが渡されるプロシージャーの名前です。リストから使用したい
ストアード・プロシージャーを選択します。このリストには、指定 DSN
用のリポジトリー内の「表定義」 > 「ストアード・プロシージャー」フ
ォルダーに定義されているストアード・プロシージャーのすべてが含まれ
ています。
必要なストアード・プロシージャーがリストにない場合は、新しいストア
ード・プロシージャーを定義する必要があります。あるいは、「参照...」
をクリックして、ストアード・プロシージャーを検索します。
v 更新アクション。データの書き込み方法を指定します。リストから必要な
オプションを選択します。
– 表をクリアしてから行を挿入。表の内容を削除し、新規行を追加しま
す。
– クリアせずに行を挿入。新規行を表に挿入します。
– 新規行を挿入または既存の行を更新。新規行が追加されるか、挿入が
失敗した場合は既存の行が更新されます。
– 既存の行を完全に置換。既存の行を削除してから、新規行を表に追加
します。
– 既存の行のみを更新。既存のデータ行を更新します。指定された手掛
かりのある行が表に存在しない場合、表は更新されず、警告がログに
記録されます。
– 既存の行を更新または新規行を挿入。既存のデータ行が更新される
か、これが失敗した場合は新規行が追加されます。
– ストアード・プロシージャー・コール。ストアード・プロシージャー
を使用してデータを書き込みます。このオプションを選択すると、
「ストアード・プロシージャー名」フィールドが表示されます。
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– ユーザー定義 SQL。データはユーザー定義 SQL ステートメントを使
用して書き込まれます。このオプションを選択するときに、「SQL の
表示」タブは「SQL の入力」タブに置き換えられます。
v ターゲット・データベースで表を作成。実行時に、ターゲット・データベ
ースにこの表を自動的に作成したい場合は、このチェック・ボックスを選
択します。このステージ用に設定された定義済みの列に基づいて、表が作
成されます。このオプションを選択すると、「DDL の編集」タブが追加
して表示されます。これで、表の生成に使用される SQL CREATE ステ
ートメントが表示されます。
v 説明。オプションですが、入力リンクについて説明します。
列

このタブは常に表示され、表またはファイルに書き込まれるデータの列定義
が含まれています。ストアード・プロシージャーを使用している場合は、列
定義はストアード・プロシージャーの入力パラメーターを表します。必要な
パラメーターは、少なくとも列定義の数と同じ数が必要です。列定義は、
「列」グリッドに示される順序で使用されます。

SQL の表示
このタブは、「ユーザー定義 SQL」以外の更新アクションを選択した場合
に表示されます。このタブには、データの書き込みに使用される SQL ステ
ートメントまたはストアード・プロシージャー・コール構文が表示されま
す。このステートメントを編集することはできませんが、「コピー」をクリ
ックしてステートメントをクリップボードにコピーし、別の場所で利用する
ことができます。
SQL の入力
このタブは、更新アクションを「ユーザー定義 SQL」に設定した場合にの
み表示されます。その場合、「SQL の表示」タブに置き換えられます。こ
のタブには、ユーザー定義 SQL ステートメントが表示されます。
DDL の編集
このタブは、「全般」タブの「ターゲット・データベースで表を作成」チェ
ック・ボックスを選択して、実行時に表を自動的に作成するよう選択した場
合に表示されます。ここには、表の作成に使用される SQL CREATE ステ
ートメントが表示されます。ステートメントを生成するには、「DDL の作
成」をクリックします。 InfoSphere DataStage は、ターゲット・データベー
スに接続してステートメントを生成します (Sybase データベースに表を作成
する場合、 Sybase データベースには「トランザクションのデータ定義言
語」オプションが設定されていなければなりません。) このタブでステート
メントを編集して、必要な変更を行うことができます。このタブを使用し
て、この名前の付いた既存の表があれば、最初にドロップする必要があるこ
とを指定することもできます。このオプションを選択せず、ターゲット・デ
ータベースに表が既に存在している場合、作成は失敗します。
エラー・コード
このタブは「全般」タブの更新アクションを「ストアード・プロシージャ
ー・コール」に設定するときに (または更新アクションがまだ設定されてい
ない場合) 表示されます。このタブで、「致命的エラー」フィールドおよび
「警告」フィールドの値の、スペース区切りのリストを指定することによ
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り、ストアード・プロシージャー内のエラー発生呼び出しを処理できるよう
になります。 また、「ロード」をクリックして、事前定義情報をリポジト
リーからロードすることもできます。
トランザクション処理
このタブでは、ODBC データ・ソースに書き込むときのステージのトラン
ザクション処理機能を指定できます。トランザクションのグループ化を使用
するかどうかの選択、分離レベルの指定、およびデータがコミットされる前
に書き込まれる行数、および各処理で書き込まれる行数の指定が可能です。
現在選択されている入力リンクが属しているトランザクション・グループの
詳細がグリッドに表示されます。詳しくは、『トランザクション制御情報の
指定』を参照してください。
「データ参照...」をクリックして、データ・ブラウザーを開きます。これを使用し
て、入力リンクと関連付けられたデータを見ることができます。

トランザクション制御情報の指定
複数の入力リンクが単一の ODBC データ・ソースに書き込んでいる場合は、そのリ
ンクを 1 つのトランザクション・グループとして関連付けることができます。トラ
ンザクションのグループ化機能は、「トランザクション処理」タブの「トランザク
ションのグループ化有効」チェック・ボックスを使用してオンまたはオフにします
(デフォルトではオフです)。
トランザクションのグループ化がオフの場合、「トランザクション処理」タブで以
下の情報を指定できます。
v 「トランザクションごとの行数」フィールドに適切な値を入力します。このフィ
ールドで、何行書き込まれたらデータをデータ表にコミットするかを指定しま
す。デフォルト値は 0 で、すべての行が書き込まれてから、データ表にコミット
されます。
v 「パラメーター配列サイズ」フィールドに適切な値を入力します。このフィール
ドは一度に書き込む行数です。デフォルトは 1 で、各行はそれぞれ分離された処
理で書き込まれます。パラメーター配列サイズの現行設定値が実行時に使用可能
なストレージ・スペースを超える場合は、ジョブのコンパイル時に、そのことが
通知されます。
注: パラメーター配列サイズの設定値がトランザクションごとの行数設定値と矛
盾する場合は、以前の設定値が優先されます。
v 適切な分離レベルを選択します。分離レベルには、トランザクション間での潜在
的な矛盾 (例えば、ダーティー読み取り、反復不能読み取り、幻像読み取りなど)
の取り扱い方法を指定します。
トランザクションのグループ化が有効である場合、リンクのグループ化には、以下
のルールが適用されます。
v トランザクション・グループのすべての入力リンクは、同じ Transformer ステー
ジからのものでなければなりません。
v トランザクション・グループ内のリンクの順序は、前の Transformer ステージで
決められます。
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v トランザクション・グループは、トランザクションごとの行数またはパラメータ
ー配列サイズに 1 以外の値を使用することはできません。自動コミットの分離レ
ベルの使用は許可されますが、トランザクション・グループ内でリンクを編成し
ても効果はありません。
トランザクション・グループについては、以下のことを心得ておく必要があります
(各行でコミットすることを前提にしています)。
v トランザクションは ODBC ステージに先行する Transformer ステージの各反復
の先頭から開始されます。前のトランザクションから残った、コミットされてい
ない変更は、いずれもロールバックされます。
v トランザクション・グループのリンクは、Transformer ステージで定められた順番
どおりに処理されます。前の Transformer ステージで定められ指図された制約が
あれば、個々のリンクをスキップできます。
v トランザクション・グループの各リンクは、障害時にロールバックするかどうか
を指定できます。いずれかのリンクでロールバックが実行されると、トランザク
ションが破棄され、グループの以後のリンクがスキップされます。
v トランザクション・グループの各リンクは、そのリンクでの制約が満たされない
場合、ロールバックするように設定できます。また、そのようなロールバックで
トランザクションが破棄されると、グループの以後のリンクはスキップされるこ
とになります。
v 各リンクの行カウンターは、そのリンクに関連付けられた SQL が成功し、トラ
ンザクションのコミットが成功した場合にのみ増分されます。
v 先行のリンクがロールバックを実行しなければ、トランザクションは、トランザ
クション・グループの最後のリンクが処理された後で終了します。ただし、先行
のリンクがロールバックを実行した場合、トランザクションはその時点で終了し
ます。
トランザクション・グループのトランザクション制御情報を指定するには、以下の
ようにします。
1. 「トランザクション処理」タブをクリックします。
2. 「トランザクションのグループ化有効」チェック・ボックスを選択します。この
オプションは、複数のリンクが存在していて、リンクが同じ Transformer ステー
ジからのものである場合のみ使用可能です。現在のリンクは Transformer ステー
ジからのものでなければなりません。
3. 「分離レベル」フィールドで、適切なトランザクションの分離レベルを選択しま
す。分離レベルには、トランザクション間での潜在的な矛盾 (例えば、ダーティ
ー読み取り、反復不能読み取り、幻像読み取りなど) の取り扱い方法を指定しま
す。 (「自動コミット」を選択した場合は、いずれのステートメントもそれぞれ
の分離されたトランザクションで有効に実行されることを指定することになり、
それにより、トランザクション・グループの利点はなくなります。)
4. トランザクション・グループの場合、「トランザクションごとの行数」は自動的
に 1 に設定されるため、変更することはできません。
5. トランザクション・グループの場合、「パラメーター配列サイズ」は自動的に 1
に設定されるため、変更することはできません。
6. トランザクション・グループに関する必要な詳細をグリッドに入力します。グリ
ッドには、トランザクション・グループのすべてのリンク用の行があります。リ
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ンクは、トランザクションの処理順に表示されます。トランザクションの処理順
序は、先行の Transformer ステージで設定されます。各行には、以下の情報が入
っています。
v 入力名。入力リンクの名前。変更することはできません。
v スキップ時。これには、リンクの制約条件が満たされないためにリンクがスキ
ップされる場合に、続行するかロールバックするかを指定します。リストから
「続行」または「ロールバック」を選択します。
v 失敗時。これには、SQL ステートメントの失敗時に、続行するかロールバッ
クするかを指定します。リストから「続行」または「ロールバック」を選択し
ます。
v SQL。入力リンクと関連付けられた SQL ステートメントを表示します。これ
は変更できませんが、セルをクリックすると、ステートメント全体が表示され
ます。

生成された照会の使用法
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage によって構成された SQL ステートメントを使用して、
SQL 表にデータを書き込むことができます。使用する表定義および列定義を指定す
ると、SQL ステートメントは自動的に作成され、「SQL の表示」タブに表示されま
す。
以下の手順で、生成された照会を使用します。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブをクリックします。
2.

「表名」フィールドで、表を選択します。

3. 「更新アクション」フィールドで、データの書き込み方法について指定します。
照会の生成には 6 つのオプションがあります。
v 表をクリアしてから行を挿入
v クリアせずに行を挿入
v 新規行を挿入または既存の行を更新
v 既存の行を完全に置換
v 既存の行のみを更新
v 既存の行を更新または新規行を挿入
各更新アクションの説明については、「全般」タブの「更新アクション」セク
ションを参照してください。
4. オプション: 入力リンクの説明を「説明」フィールドに入力します。
5. 「列」タブをクリックします。
6. 「列」グリッドを編集して、書き込みたい列の列定義を指定します。
SQL ステートメントは、選択した更新アクションおよび指定した列を使用して
自動的に作成されます。
7. SQL ステートメントを表示するには、「SQL の表示」タブをクリックします。
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8. ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。ジョ
ブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ユーザー定義 SQL ステートメントの使用法
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage によって構成された SQL ステートメントを使用してデ
ータを表に書き込む代わりに、各 ODBC 入力リンクに対してユーザー独自の SQL
ステートメントを指定できます。
以下の手順で、SQL ステートメントを指定します。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブをクリックします。
2. 「更新アクション」フィールドで、「ユーザー定義 SQL」を選択します。
「SQL の表示」タブが「SQL の入力」タブに置き換えられます。
3. 「列」タブをクリックします。
4. 「列」グリッドを編集して、書き込みたい列の列定義を指定します。
5. 「SQL の入力」タブをクリックします。
6. 使用したい SQL ステートメントを入力します。このステートメントには、表
名、実行したい更新アクションのタイプ、および書き込みたい列が含まれていな
ければなりません。
注: また、正しい数の ? パラメーター・マーカーが含まれていることを確認する
必要もあります。 「列」タブで定義した列ごとにパラメーター・マーカーが必
要です。
7. ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。ジョ
ブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ストアード・プロシージャーの使用法
このタスクについて
SQL ステートメントを使用してデータを表に書き込むのではなく、データをストア
ード・プロシージャーに書き込むことができます。定義する列はストアード・プロ
シージャーの入力パラメーターに (順々に) バインドされます。データの書き込みに
使用される呼び出し構文は IBM InfoSphere DataStage によって構成され、「SQL
の表示」タブで表示できます。
プロシージャーは入力リンクに示されているデータの各行ごとに 1 回呼び出されま
す。
以下の手順で、ストアード・プロシージャーを使用します。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブをクリックします。
2. 「更新アクション」フィールドで、「ストアード・プロシージャー・コール」を
選択します。「表名」フィールドは「ストアード・プロシージャー名」フィール
ドに置き換えられます。
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3. 「ストアード・プロシージャー名」フィールドで、ストアード・プロシージャー
を選択します。
4. オプション: 入力リンクの説明を「説明」フィールドに入力します。
5. 「列」タブをクリックします。
6. 「列」グリッドを編集して列定義を指定します。列定義はストアード・プロシー
ジャーへの入力パラメーターとして使用されます。必要な入力パラメーターは、
少なくとも列定義の数と同じ数が必要です。
呼び出しステートメントは、ストアード・プロシージャーおよび指定した列を使
用して自動的に作成されます。
7. SQL ステートメントを表示するには、「SQL の表示」タブをクリックします。
8. ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。ジョ
ブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ODBC 出力データの定義
ODBC データ・ソースからデータを抽出すると、ODBC ステージに出力リンクが設
定されます。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義は、ODBC ステー
ジ・エディターの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと最大で 6 個までのタブがあります。表示
されるタブの数は、データを出力するための SQL ステートメントの指定をどのよ
うに選択するかによって決まります。
出力名 このフィールドには出力リンクの名前が表示されます。編集するリンクをリ
ストから選択します。このリストには ODBC ステージへの出力リンクのす
べてが含まれています。
全般

このタブはデフォルトで表示され、以下のコンポーネントが含まれていま
す。
v 表名。このフィールドは、「生成された照会」または「ユーザー定義
SQL 照会」 を選択した場合にのみ表示されます。このフィールドには、
アクセスされる表またはファイルの名前が入ります。表名はジョブ・パラ
メーターを使用して指定することもできます。
v 使用可能な表。このリストは「生成された照会」または「ユーザー定義
SQL 照会」を選択した場合にのみ表示されます。表示内容はリポジトリ
ー内に定義が入っている使用可能な表またはファイルの名前です。
v 追加。このボタンは「生成された照会」または「ユーザー定義 SQL 照
会」を選択した場合にのみ表示されます。このボタンにより、表を「使用
可能な表」フィールドから 「表名」フィールドへ追加できます。
v ストアード・プロシージャー名。このリストはストアード・プロシージャ
ーを選択した場合のみ使用可能です。このリストには使用するストアー
ド・プロシージャーの名前が表示されます。このリストには、リポジトリ
ー内の「表定義」 > 「ストアード・プロシージャー」 > 「DSN」フォル
ダーにある、すべてのストアード・プロシージャー定義も表示されます。
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v 適用。このボタンはストアード・プロシージャーを選択した場合のみ表示
されます。このボタンにより、選択されたストアード・プロシージャーに
対する設定に応じて「列」タブおよび「パラメーター」タブを更新できま
す。
v 生成された照会。 InfoSphere DataStage によって構成された SQL ステー
トメントを使用してデータが抽出されることを指定します。これがデフォ
ルト設定です。このオプションを選択した場合、「選択」タブと「SQL
の表示」タブが表示されます。
v ストアード・プロシージャー。ストアード・プロシージャーを使用してデ
ータが抽出されることを指定します。このオプションを選択した場合、
「SQL の表示」、「パラメーター」と「エラー・コード」の各タブが表
示されます。
v ユーザー定義 SQL 照会。ユーザー定義 SQL 照会を使用してデータが抽
出されることを指定します。このオプションを選択した場合、「SQL 照
会」タブが表示されます。
v 説明。オプションですが、出力リンクについて説明します。
v 参照...。該当する表またはストアード・プロシージャーの選択を可能にす
る「表定義」ウィンドウを開きます。
列

このタブには選択されたリンクを出力するデータに関する列定義が含まれま
す。このタブで、アグリゲートされる列も指定します。

選択

このタブは「生成された照会」を選択した場合に表示されます。このタブに
は、オプションですが、データを条件付きで抽出するための SQL SELECT
節が含まれます。

パラメーター
このタブはストアード・プロシージャーを選択したときに表示されます。こ
のタブには、選択されたストアード・プロシージャーの入力パラメーターが
含まれます。
SQL の表示
このタブは「生成された照会」または「ストアード・プロシージャー」を選
択したときに表示されます。このタブには、選択した表 (単数または複数)
からデータを抽出するために使用される SQL ステートメントが表示されま
す。 SQL ステートメントには 2 つのフォームがあり、ジョブの前のステ
ージで必要であった入力リンクのタイプによって決まります。
v 参照入力への SQL。このリンクが Transformer ステージへの参照入力で
あるときに使用される SQL ステートメントを表示します。
v 1 次入力への SQL。上記以外のすべてのケースで使用される SQL ステ
ートメントを表示します。
この SQL ステートメントは編集できませんが、「コピー」をクリックし
て、それを別の場所で使用するためにクリップボードにコピーすることは
できます。
エラー・コード
このタブはストアード・プロシージャーを選択したときに表示されます。こ
のタブで、「致命的エラー」フィールドおよび「警告」フィールドの値の、
スペース区切りのリストを指定することにより、ストアード・プロシージャ
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ー内のエラー発生呼び出しを処理できるようになります。 また、「ロー
ド」をクリックして、事前定義情報をリポジトリーからロードすることもで
きます。
SQL 照会
このタブは「ユーザー定義 SQL 照会」を選択したときに表示されます。こ
のタブにはユーザー定義 SQL 照会が含まれます。このタブは、次の 2 つ
の領域に分かれています。
v 1 次入力への SQL。 Transformer ステージへの 1 次入力、または他のい
ずれかのステージ・タイプへの入力であるリンクについてのユーザー定義
SQL 照会が含まれます。
v 参照入力への SQL。 Transformer ステージへの参照入力であるリンクに
ついてのユーザー定義 SQL 照会が含まれます。
トランザクション処理
このタブでは、データを読み取るためのトランザクションの分離レベルを指
定できます。分離レベルには、トランザクション間での潜在的な矛盾 (例え
ば、ダーティー読み取り、反復不能読み取り、幻像読み取りなど) の取り扱
い方法を指定します。
「データ参照...」をクリックして、データ・ブラウザーを開きます。これを使用し
て、出力リンクと関連付けられたデータを見ることができます。

キー・フィールド
出力リンクの列定義には、キー・フィールドが含まれます。キー・フィールドは、
Transformer ステージへの 1 次入力と参照入力を結合するために使用されます。キ
ー・フィールドの指定および使用方法の詳細については、「IBM InfoSphere
DataStage サーバー・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。

生成された照会の使用法
「生成された照会」を選択すると、IBM InfoSphere DataStage によって構成された
SQL SELECT ステートメントを使用して ODBC データ・ソースからデータが抽出
されます。SQL SELECT の構文は、以下のとおりです。
SELECT 節 FROM 節
[WHERE 節]
[GROUP BY 節]
[HAVING 節]
[ORDER BY 節];

使用する表および ODBC ステージから出力される列を指定すると、SQL SELECT
ステートメントが自動的に作成されます。このステートメントは、「出力」ページ
の「SQL の表示」タブをクリックすると表示できます。
例えば、「Name」、「Address」、および「Phone」の各列を Table1 という名前の
表から抽出する場合、「SQL の表示」タブに表示される SQL ステートメントは、
以下のようになります。
SELECT Name, Address, Phone FROM Table1;
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SELECT および FROM 節は最小限必要な節です。この節は InfoSphere DataStage
によって自動的に生成されます。しかし、以下のいずれの SQL SELECT 節も使用
できます。
SELECT 節
データベースから選択する列を指定します。
FROM 節
選択された列を含む表を指定します。
WHERE 節
行が適合することにより選択される基準を指定します。
GROUP BY 節
行をグループ化して結果を要約します。この節の使用法の説明は、 106 ペー
ジの『データのアグリゲート』を参照してください。
HAVING 節
グループ化行が適合して選択される基準を指定します。この節の使用法の説
明は、 106 ページの『データのアグリゲート』を参照してください。
ORDER BY 節
選択された行をソートします。
SQL SELECT 節をさらに使用したい場合は、「出力」ページの「選択」タブで指定
する必要があります。「選択」タブは、以下の 2 つの部分に分かれています。
v WHERE 節。このテキスト・ボックスを使用すると、SQL WHERE 節を挿入し
て、データが選択されるために適合しなければならない基準を指定することがで
きます。
v その他の節。このテキスト・ボックスにより HAVING 節または ORDER BY 節
を挿入できます。

WHERE 節の使用法
WHERE 節を使用して、以下のことを行うことができます。
v 特定の基準に適合するデータのみを選択する
v 同じデータ・ソースから 2 つの表を結合する
WHERE 節を使用するには、「出力」ページの「選択」タブで、列および条件を
「WHERE 節」テキスト・エントリー・ボックスに入力します。
例えば、売り上げデータが含まれている表 (Sales1) がある場合、「Price」列の値が
10 ドルを超える出力データのみを選択できます。このケースでは、以下のように入
力します。
Price>10

あるいは、データ・ソース内の 2 つの表からデータを抽出する場合に、WHERE 節
を使用して、 1 つの表の列を別の表の列に関連付けることができます。
例えば、Table1 に「Pcode」、「OrderNo」、「SaleDate」の各列、そして Table2
に「Pcode」、「CustNo」、「Quantity」、「Cost」の各列が含まれているものとし
ます。 WHERE 節を使用して、関連付けられた列で 2 つの表を結合することがで
きます。このケースでは、列が「Pcode」の場合は、以下のように入力します。
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Table1.Pcode = Table2.Pcode

注: 「Pcode」という 1 つの列定義だけが、ロードされるか、または「列」タブの
グリッドに挿入されます。
WHERE 節でジョブ・パラメーターも使用できます。
SQL SELECT ステートメントは自動的に更新されて、WHERE 節が組み込まれま
す。ステートメントを表示するには、「SQL の表示」タブをクリックします。

HAVING 節の使用法
ODBC ステージを使用してデータをアグリゲートする場合、HAVING 節を使用し
て、グループ化されたデータを選択するために適合していなければならない条件を
指定できます。データをアグリゲートする場合の ODBC ステージの使用法について
詳しくは、 『データのアグリゲート』を参照してください。
HAVING 節を使用するには、「出力」ページの「選択」タブで、「その他の節」テ
キスト・エントリー・ボックスに節、列、および条件を入力します。
例えば、1000 以上の合計行数のみを出力するよう選択できます。このケースでは、
以下のように入力します。
HAVING SUM(QtySold)>=1000

HAVING 節でジョブ・パラメーターも使用できます。
SQL SELECT ステートメントは自動的に更新されます。ステートメントを表示する
には、「SQL の表示」タブをクリックします。

ORDER BY 節の使用法
SELECT ステートメントに ORDER BY 節を組み込むことによって、選択した列に
基づいてデータをソートできます。レコードは選択した列内のデータでソートされ
てから、出力されます。列名または列位置と、ソートを昇順にするか、降順にする
かを指定できます。
ORDER BY 節を使用するには、「出力」ページの「選択」タブで、「その他の節」
テキスト・エントリー・ボックスに節、列、および条件を入力します。
例えば、表に「Name」列がある場合に、この列をアルファベット順 (A から Z) で
ソートしたいとします。このケースでは、以下のように入力します。
ORDER BY Name ASC

SQL SELECT ステートメントは自動的に更新されます。ステートメントを表示する
には、「SQL の表示」タブをクリックします。

データのアグリゲート
生成された照会を使用している場合は、ODBC ステージを使用して、中間の
Aggregator ステージを使用する代わりに、ソースの段階でデータをアグリゲートす
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ることができます。データをアグリゲートすることで、表にあるすべてデータ・レ
コードについて特定の列に値を追加できます。次に、この総合計がステージの出力
になります。
データは以下の 2 つの方法でアグリゲートすることができます。
v Aggregator ステージの使用
v ODBC ステージの使用
ODBC ステージを使用してデータをアグリゲートする場合、グループ化および合計
の対象となる列も SQL SELECT ステートメントで指定します。グループ化および
合計の対象とする列を指定するには、「列」タブの「列」グリッドで列定義を編集
する必要があります。
例えば、売り上げデータベース (Sales1) があり、そこに、「Product」、
「SaleDate」、および「QtySold」という列があるとします。このデータベースが日
次更新される場合は、各製品の毎日の売り上げ数のレコードができます。しかし、
1996 年 1 月 1 日以降の各製品の売り上げ数を知りたい場合は、 SaleDate に
WHERE 節を指定して、データをグループ化 (および合計) する必要があります。
各製品の合計が必要であるため、「Product」列の同じ値のすべての発生数をグルー
プ化し、「QtySold」列の値を合計しなければなりません。
列単位でグループ化するには、グループ化したい列定義の「グループ」セルをクリ
ックして、リストから「はい」を選択します。例では、編集する「Product」列を選
択します。
列を合計するには、アグリゲートする列の「出力仕様」セルを編集します (SUM ま
たは COUNT を使用)。デフォルトでは、「出力仕様」セルには形式が
tablename.columnname の表および列の名前が含まれています。このセルを編集し
て、SUM または COUNT を追加できます。例では、「QtySold」列の「出力仕様」
セルを編集します。結果式は SUM(Sales1.QtySold) となります。
「式の置換」ウィンドウを使用すると、複数の「出力仕様」セルを同時に編集でき
ます。目的の列を選択して、ポップアップ・メニューから「出力仕様の置換...」を選
択します。
列をグループ化または合計するときに、 SQL ステートメントは GROUP BY 節と
アグリゲート式を含んで自動的に更新されます。 SQL ステートメントを表示する
には、「出力」ページの「SQL の表示」タブをクリックします。
この例の SQL ステートメントは以下のようになります。
SELECT Product, SUM(QtySold) FROM Sales1
WHERE Saledate>=01/01/96
GROUP BY Product;

WHERE 節の使用法について詳しくは、 105 ページの『WHERE 節の使用法』を参
照してください。
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ユーザー定義 SQL ステートメントの使用法
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage によって構成される SQL ステートメントを使用する代
わりに、各 ODBC 出力リンクに対してユーザー独自の SQL ステートメントを指定
できます。
以下の手順で、SQL ステートメントを指定します。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブをクリックします。
2. ユーザー定義 SQL 照会をクリックします。「SQL 照会」タブが表示されま
す。
3. 「SQL 照会」タブをクリックします。このタブを初めて表示したときには、「1
次入力への SQL」および「参照入力への SQL」フィールドに InfoSphere
DataStage によって構成される SQL ステートメントが含まれている場合があり
ます。これらのステートメントは、「ユーザー定義 SQL 照会」を選択する前
に、「生成された照会」または「ストアード・プロシージャー」を選択すると表
示されます。各ステートメントを変更または上書きして、ストアード・プロシー
ジャーへの固有の SQL 照会または呼び出しを作成できます。
これらのフィールドを編集する方法は、出力がステージへの 1 次入力であるの
か、Transformer ステージへの参照入力であるのかによって異なります。
v 出力がいずれかのステージへの 1 次入力である場合、そのステージが
Transformer ステージであるかどうかに関係なく、「1 次入力への SQL」フィ
ールドを編集します。 SQL 照会には、InfoSphere DataStage によって構成さ
れる SQL ステートメントと同じ数の列 (および列名) が含まれている必要が
あります。
出力リンクの表定義が正しいものであり、予想される列を示していることを確
認してください。このステートメントから生成される結果セットは、少なくと
も 1 つの行を返します。複数の結果セットが作成される場合は、最初のセッ
トのみが使用されます。
v 出力が Transformer ステージへの参照入力である場合は、「参照入力への
SQL」フィールドを編集してください。 SQL 照会には、InfoSphere DataStage
によって構成される SQL ステートメントと同じ数の列が含まれている必要が
あります。出力リンクの表定義が正しいものであり、予想される列を示してい
ることを確認してください。ステートメントには、リンク上のキー列と同じ数
のパラメーター値 (?) が必要です。 このステートメントまたはプロシージャ
ーによって生成された結果セットに含まれる行は最大で 1 つです。
4. ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。ジョ
ブ・デザインを保存すると変更が保存されます。
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ストアード・プロシージャーの使用法
このタスクについて
ユーザー定義 SQL ステートメントまたは IBM InfoSphere DataStage によって構成
されるステートメントの代わりに、ストアード・プロシージャーを使用して各
ODBC 出力リンクについて抽出するデータを定義することができます。
ストアード・プロシージャーからの出力は Transformer ステージへの参照入力とし
ては使用できません。 ODBC 出力がジョブ・デザインで他のステージへの入力にな
る場合は、ストアード・プロシージャーのパラメーターに値を指定する必要があり
ます。
以下の手順で、入力にストアード・プロシージャーを使用します。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブをクリックします。
2. 「ストアード・プロシージャー」をクリックします。「パラメーター」、「SQL
の表示」、および「エラー・コード」の各タブが表示されます。
3. 「ストアード・プロシージャー名」フィールドで、使用したいストアード・プロ
シージャーを選択します。このリストは、リポジトリー内の「表定義」 >
「StoredProcedures」 > 「DSN」フォルダーに定義されているストアード・プロ
シージャーの名前が含まれています。
使用したいストアード・プロシージャーの名前が表示されない場合、リポジトリ
ーにその名前を定義しておく必要があります。あるいは、「参照...」をクリック
して、ストアード・プロシージャーについてシステムを検索します。
4. 「適用」をクリックします。 「列」タブおよび「パラメーター」タブは、選択
されたストアード・プロシージャー用の列およびパラメーター定義に更新されま
す。
5. 「パラメーター」タブをクリックします。
6. 各パラメーターの「値」セルに適切な値を入力します。定数を入力することも、
またはジョブ・パラメーターを使用することもできます。
データを抽出するために使用される呼び出し構文は、自動的にパラメーター値へ
更新されます。この構文は「SQL の表示」タブに表示することができます。
7. ODBC ステージ・エディターを閉じる場合は、「OK」をクリックします。ジョ
ブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

タスクの結果
ジョブが実行中であれば、ストアード・プロシージャーは指定されたパラメーター
値に従って 1 回呼び出されます。生成される結果セットには少なくとも 1 つの行
が含まれていなければなりません。
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第 7 章 SQL ステートメントのビルド
データベースに対して実行する SQL ステートメントを作成する場合は、 SQL ビル
ダーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
以下のタイプの SQL ステートメントを作成できます。
表 7. SQL ステートメント・タイプ
SQL ステートメント

説明

SELECT

データベース表からデータの行を選択しま
す。照会は複数表の間の結合および列の値の
アグリゲートを行うことができます。

INSERT

データベース表に行を挿入します。

UPDATE

データベース表の既存の行を更新します。

DELETE

データベース表から行を削除します。

IBM InfoSphere DataStage でサポートされる各種の接続ステージから SQL を使用
できます。
SQL 構文は、データベースによって (特に、結合などの複雑な操作の場合に) 若干
異なります。 SQL ビルダーが作成する SQL ステートメントの正確なフォームは、
SQL ビルダーを呼び出したステージによって異なります。
SQL ビルダーを使用するために SQL のエキスパートである必要はありませんが、
SQL ステートメントの基本的な構造についてのある程度の知識は、この文書の利用
にあたり役立ちます。

ステージ・エディターから SQL ビルダーを開始
SQL ビルダーはステージ・エディターを経由して使用します。このビルダーをサポ
ートするステージ・タイプには「SQL のビルド」ボタンが表示されます。これをク
リックして SQL ビルダーを開きます。一部のステージでは、このボタンを見える
ようにするために適切なアクセス方式を選択する必要があります。詳しくは、それ
ぞれのステージ・タイプの文書を参照してください。
SQL ビルダーは、データベースを読み取るステージ (すなわち、出力リンクのある
ステージ) を使用する SELECT ステートメントのビルドに役立ちます。
SQL ビルダーは、データベースに書き込むステージ (すなわち、入力リンクのある
ステージ) を使用する INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントのビル
ドに役立ちます。

SQL ビルダーの開始
フェデレーテッド・データベースに対して実行する SQL 照会を作成する場合は、
SQL ビルダーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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手順
1. 「参照プロバイダー」ペインで、「参照」をクリックします。 「プロバイダー
の参照」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「参照プロバイダーの選択」タイプ・リストで、「Federation Server」を選択し
ます。 「フェデレーテッド・データ・ソースの選択」ツリーに、データベース
別名のリストが表示されます。
3. データベース別名をクリックします。 各データベース別名の下にノードとして
スキーマのリストが表示されます。
4. 「SQL タイプ」リストで、作成する SQL 照会のタイプを選択します。
5. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。 「SQL ビルダー - DB2 / UDB
8.2」ウィンドウを開きます。「表の選択」ペインに、データベース別名がノード
として表示されます。

SELECT ステートメントのビルド
データベースの表およびビューを照会するには、SELECT ステートメントをビルド
します。

手順
1. 「選択」タブをクリックします。
2. リポジトリー・ツリーから行を照会に含めたい表をキャンバスにドラッグしま
す。複数の表をキャンバスにドラッグできるよう、結合のような複雑な照会も指
定できます。 表定義は、事前に IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内に用
意しておく必要があります。ご使用のリレーショナル・データベースからその定
義を直接インポートすると、簡単にできます。
3. 列選択グリッド上の表 (複数可) から選択する列を指定します。
4. 絞り込んで選択したい場合は、フィルター・パネルの「述部」リストから述部を
選択します。次に、式エディターを使用して実際のフィルターを指定します (表
示されるフィールドは選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述
部を使用して列が特定の値に一致するように指定したり、「BETWEEN」述部を
使用して列が特定の範囲内に入るように指定したりします。フィルターは、完成
した照会で WHERE 節となります。
5. フィルター・パネルの「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する SQL ステートメントに追加され
ます。
6. 複数の表を結合する場合で、SQL ビルダーによって挿入される自動結合が不要
なときは、その結合を手動で変更します。
7. 特定の列の値に応じて結果をグループ化したい場合は、「グループ」ページを選
択します。列グループ化およびアグリゲート・グリッドで、結果グループ分けの
基準とする列のグループ化のチェック・ボックスを選択します。
8. 列で値をアグリゲートする場合は、「グループ」ページも選択します。列グルー
プ化およびアグリゲート・グリッドで、「アグリゲート」ドロップダウン・リス
トから、列で実行するアグリゲートを選択します。
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9. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示され、 (必要に応じて)
SQL ステートメントで生成された列が、ステージにロードされた列を使用して
解決されます。

INSERT ステートメントのビルド
データベース表で行を挿入するには、INSERT ステートメントをビルドします。

手順
1. 「挿入」タブをクリックします。
2. リポジトリー・ツリーから行を挿入したい表をキャンバスにドラッグします。
表定義は、事前に IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内に用意しておく必
要があります。ご使用のリレーショナル・データベースからその定義を直接イン
ポートすると、簡単にできます。
3. 列選択グリッド上の挿入したい列を指定します。表から選択した列をドラッグす
ること、1 つの列をダブルクリックすること、またはすべての列をドラッグする
ことが可能です。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、ドロップダウン・リストから導出方式を選択することもできます。
v ジョブ・パラメーター: 「パラメーター」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。このジョブに定義されるジョブ・パラメーターから選択します。
v ルックアップ列: 「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されます。
SQL ビルダーを使用しているステージへの入力列から列を選択します。
v 式エディター: 式エディターが開きます。値を取得する式をビルドします。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

UPDATE ステートメントのビルド
データベース表で既存の行を更新するには、UPDATE ステートメントをビルドしま
す。

手順
1. 「更新」タブをクリックします。
2. リポジトリー・ツリーから行を更新したい表をキャンバスにドラッグします。
表定義は、事前に IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内に用意しておく必
要があります。ご使用のリレーショナル・データベースからその定義を直接イン
ポートすると、簡単にできます。
3. 列選択グリッド上の更新したい列を指定します。表から選択した列をドラッグす
ること、1 つの列をダブルクリックすること、またはすべての列をドラッグする
ことが可能です。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、ドロップダウン・リストから導出方式を選択することもできます。スト
リングは単一引用符で囲みます。
v ジョブ・パラメーター: 「パラメーター」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。このジョブに定義されるジョブ・パラメーターから選択します。
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v ルックアップ列: 「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されます。
SQL ビルダーを使用しているステージへの入力列から列を選択します。
v 式エディター: 式エディターが開きます。値を取得する式をビルドします。
5. 絞り込んで更新したい場合は、フィルター・パネルの「述部」リストから述部を
選択します。次に、式エディターを使用して実際のフィルターを指定します (表
示されるフィールドは選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述
部を使用して列が特定の値に一致するように指定したり、「BETWEEN」述部を
使用して列が特定の範囲内に入るように指定したりします。フィルターは、完成
したステートメントで WHERE 節となります。
6. フィルター・パネルの「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
7. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

DELETE ステートメントのビルド
データベース表から行を削除するには、DELETE ステートメントをビルドします。

手順
1. 「削除」タブをクリックします。
2. リポジトリー・ツリーから行を削除したい表をキャンバスにドラッグします。
表定義は、事前に IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内に用意しておく必
要があります。ご使用のリレーショナル・データベースからその定義を直接イン
ポートすると、簡単にできます。
3. 削除する行を定義する式を選択する必要があります。フィルター・パネルの「述
部」リストから述部を選択します。次に、式エディターを使用して実際のフィル
ターを指定します (表示されるフィールドは選択した述部によって異なります)。
例えば、「比較」述部を使用して列が特定の値に一致するように指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入るように指定したりしま
す。フィルターは、完成したステートメントで WHERE 節となります。
4. フィルター・パネルの「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

SQL ビルダーのインターフェース
SQL ビルダーの上部半分のコンポーネントは、作成できるステートメントのすべて
のタイプに共通です。下部半分は一連のタブ付きページから成ります。どのページ
が利用可能であるかということは、作成する照会のタイプによって決まります。

ツールバー
SQL ビルダーのツールバーには、以下のツールがあります。
v 照会を消去: 現在の SQL 照会のフィールド・エントリーを削除します。
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v 切り取り: アイテムを削除して、Microsoft Windows クリップボードに置き、どこ
か別の場所に貼り付けることができます。
v コピー: アイテムをコピーして、 Windows クリップボードに置き、どこか別の場
所に貼り付けることができます。
v 貼り付け: アイテムを Windows クリップボードから SQL ビルダーの特定の場所
に貼り付けます。
v SQL プロパティー: 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 引用: 表の引用符と生成された SQL ステートメントの列名を切り替えます。
v 検証: 検証フィーチャーを切り替えます。検証は SQL ビルダーを終了するために
「OK」をクリックすると自動的に行われます。
v データ参照: データの表示をサポートしているステージから SQL ビルダーを起動
した場合に利用できます。呼び出し側のステージが現在作成されているとおりに
SQL を実行し、その結果を戻して表示するようにします。
v 更新: SQL ビルダー上のすべてのパネルの内容を更新します。
v ウィンドウ表示: 「SQL ビルダー」ウィンドウに表示するパネルを選択できま
す。
v ヘルプ: オンライン・ヘルプを開きます。

ツリー・パネル
このパネルには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内に現存する表定義が表
示されます。表定義をリポジトリーに取得する最も簡単な方法は、照会するデータ
ベースから表定義を直接インポートする方法です。デザイナー・クライアント経由
でインポートするか、またはツリー・パネルのショートカット・メニューから直接
インポートできます。また、SQL ビルダー内から表定義を手動で定義することもで
きます。表定義を定義するには、ツリー・パネルのショートカット・メニューから
「新規表...」を選択します。
照会する表を選択するには、ツリー・パネルで表を選択し、表選択キャンバスにド
ラッグします。表とその表の個々の列がすべてリストされたウィンドウがキャンバ
スに表示されます。
ショートカット・メニューでは、以下のことができます。
v リポジトリー表示の更新
v 新規表定義の定義 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
v データ・ソースからのメタデータのインポート (サブメニューでソース・タイプ
のリストが提供されます)
v 表定義のコピー (表選択キャンバスに貼り付けることができます)
v 表定義プロパティーの表示 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
また、リポジトリー・ツリー内の表定義をダブルクリックして、表定義のプロパテ
ィーを表示することもできます。
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表選択キャンバス
ツリー・パネルから表選択キャンバスへ表をドラッグします。目的の表がリポジト
リーに存在しない場合は、ツリー・パネルのショートカット・メニューから「メタ
データのインポート」を選択して、必要な表を照会対象のデータベースからインポ
ートできます。
表には列およびその列のタイプのリストがキャンバス上のウィンドウに表示されま
す。 INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの場合は、キャンバスに
は 1 つの表のみ置くことができます。 SELECT 照会の場合は、キャンバスに複数
の表を置くことができます。
キャンバス上のどこに表を置いても、ドラッグした最初の表は常に、左上隅に配置
されます。 SELECT 照会を作成している場合、最初の表の後に続く表は、最初の表
の前か後、または下の新しい行にもドラッグできます。表をドラッグするとキャン
バス上の有効な領域が強調表示されます。強調表示されている領域の 1 つだけに表
をドロップできます。同じ行に複数の表を置くと、SQL ビルダーは表を自動的に結
合します (それを望まない場合は、後で変更できます)。
表を別の行にそれぞれ分けて置く場合、追加して結合は行われません。複数の行が
別々の行に分かれている場合、表の行の旧式のデカルト積は FROM FirstTable,
SecondTable のように作成されます。
表の結合について詳しくは、 表の結合を参照してください。
表のタイトル・バーの下の「すべて選択」ボタンをクリックして、表のすべての列
を選択します。あるいは、個々の列をダブルクリックするか、または個々の列を表
からドラッグして 「選択」ページ、「挿入」ページ、または「更新」ページのグリ
ッドにドラッグし、それらの列だけを照会で使用できます。
キャンバス内で選択した表では、ショートカット・メニューを使用して、以下のこ
とを行うことができます。
v 関連表を追加する (SELECT 照会のみ)。現在選択されている表と外部キー関係が
ある表がサブメニューに表示されます。キャンバス内にある表に挿入する表と、
外部キー関係に推論できる結合式を選択します。
v 選択された表を削除する。
v 表内のすべての列を選択する。これによって、例えば、すべての列を列選択グリ
ッドにドラッグできます。
v 「表の選択」ダイアログ・ボックスを開き、現在選択された表にリポジトリー内
の別の表をバインドできるようにする (SELECT 照会のみ)。
v 現在選択されている表の「表プロパティー」ダイアログ・ボックスを開く。
キャンバス内で選択した結合では (SELECT 照会のみ)、ショートカット・メニュー
で以下のことを行うことができます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスを開き、結合が別の外部キー関係
を基にするように指定します。
v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、結合のタイプと、関連付け
られた結合式を変更します。
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キャンバスの背景から、ショートカット・メニューで次のことができます。
v 表選択キャンバスの表示を更新します。
v ツリー・パネルからコピーした表を貼り付けます。
v データを表示します。これは、データの表示をサポートするステージから SQL
ビルダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが現在作成され
ているとおりに SQL を実行し、その結果を戻して表示するようにします。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、 SQL ビルダーが現在照会を作
成している対象の SQL 構文の詳細を表示します。

「選択」ページ
「選択」ページは、SQL ビルダーで SELECT ステートメントを定義する際に表示
されます。このページは SELECT 照会の詳細を指定する場合に使用します。このペ
ージには以下のコンポーネントがあります。

「選択された列」グリッド
このグリッドで照会に組み込む列を指定します。グリッドにデータを追加するに
は、幾つかの方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグする。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択する。
v 表選択キャンバスの列名をダブルクリックする。
v 表選択キャンバスからコピーし、貼り付ける。
このグリッドには、以下のフィールドがあります。

列式
照会に組み込む列を特定します。以下の項目を指定できます。
v ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示され
たダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行
時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必要があ
ります)。
v 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・
ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示されたダ
イアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージで、
この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要があり
ます)。
v ルックアップ列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

表
列が所属する表を特定します。表選択キャンバスから列をドラッグ、コピー、また
はダブルクリックして列グリッドにデータを追加する場合と、表名には値が自動的
に入ります。表についてもドロップダウン・リストから選択できます。
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実行時に表名を指定する場合は、ドロップダウン・リストからジョブ・パラメータ
ーを選択します。

列別名
これにより、列の別名を指定できます。

出力
照会によって列が出力されることを示す場合に選択します。列をグリッドに追加す
ると、自動的に選択されます。

ソート
「昇順」または「降順」を選択し、この列の値により返された行を照会にソートさ
せます。照会に追加する ORDER BY 節の結果をソートするように選択します。

ソート順序
2 つ以上の列を整列させる場合に、行をソートする順番を指定できます。

コンテキスト・メニュー
ショートカット・メニューでは、以下のことができます。
v 表選択キャンバスからコピーした列の貼り付け
v グリッドに行を挿入する。
v フィルター・パネルを表示または非表示にする。
v グリッドから行を削除する。

フィルター・パネル
フィルター・パネルでは、作成する SELECT ステートメントに WHERE 節を指定
できます。このパネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式エデ
ィター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。
フィルター・パネルが提供する式エディターの使用法について詳しくは、 式エディ
ターを参照してください。

フィルター式パネル
「SQL ビルダー」ウィンドウの下部にあるこのパネルには、作成中の照会に追加し
たフィルターが表示されます。このパネル内のフィルターは手動で編集できます。
または、フィルター式エディターを使わずに、フィルターを直接入力することもで
きます。
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「グループ」ページ
「グループ」ページは、SQL ビルダーで SELECT ステートメントを定義する際に
表示されます。「グループ」ページを使用して、SELECT 照会の結果を 1 つ以上の
列でグループ化することを指定します。また、一部の列の結果をアグリゲートする
場合にも使用できます。例えば、COUNT を指定して列内の NULL 以外の値を含ん
でいる行の数をカウントすることにも使用できます。
「グループ」タブにより、ツールバー、ツリー・パネル、表選択キャンバスにアク
セスすることができます。正確には、「選択」ページと同じ使用法です。

「グループ化」グリッド
このグリッドでは、グループ化またはアグリゲートする列を指定します。
このグリッドには「選択」タブで選択した列が追加されます。選択した列を変更し
たり、新しい列を選択することもでき、それらの列は照会を作成するときの選択に
反映されます。
このグリッドには、以下のフィールドがあります。
v 列式: 照会に組み込む列を特定します。「選択」ページから選択した内容の変
更、列式の作成が可能です。
– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。 このダイアログ・ボックスで
は、実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用している
ステージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしてお
く必要があります)。
– 式エディター: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。この
ダイアログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– ルックアップ列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 列別名: これにより、列の別名を指定できます。列に対してアグリゲート処理を
選択した場合、SQL ビルダーは Alison 形式別名を自動的に挿入します。この別
名は必要に応じて編集できます。
v 出力: 照会によって列が出力されることを示す場合に選択します。列をグリッド
に追加すると、自動的に選択されます。
v DISTINCT: DISTINCT 修飾子をアグリゲートに追加する場合に、このチェック・
ボックスを選択します。例えば、DISTINCT 修飾子付きの COUNT アグリゲート
では、単に NULL 以外の値というのとは対照的に、フィールド内の異なる値を持
つ行の数をカウントします。 DISTINCT 修飾子について詳しくは、 「SQL プロ
パティー」ダイアログ・ボックスを参照してください。
v アグリゲート: アグリゲート関数を選択し、列に適用できます (「GROUP BY」
オプションとは同時には使用できないことに注意してください)。利用可能な関数
について詳しくは、 アグリゲート関数を参照してください。
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v GROUP BY: 照会の結果をこの列の結果に基づいてグループ化することを指定す
る場合に、このチェック・ボックスを選択します。

アグリゲート関数
利用可能なアグリゲート関数は、SQL ビルダーを開いたステージによって異なりま
す。以下は、どの型の SQL 構文でもサポートされている基本的なものです。
以下のアグリゲート関数がサポートされています。
v AVG。列内の値の平均を返します。例えば、価格の入った列をもつ 6 つの行があ
る場合、その 6 行を足して 6 で割り、平均を出します。 DISTINCT 修飾子を指
定すると、異なる値のみの平均が割り出されます。6 つの行に異なる価格が 4 つ
しか含まれていない場合は、その 4 つの価格を合計し、4 で割った値が平均とな
ります。
v COUNT。列内の NULL 以外の値を含む行の数をカウントします。DISTINCT 修
飾子を指定した場合は、異なる値だけがカウントされます。
v MAX。行の特定の列内に入っている最大値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v MIN。行の特定の列内に入っている最小値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v STDDEV。一組の数値の標準偏差を返します。
v VARIANCE。一組の数値の分散を返します。

フィルター・パネル
フィルター・パネルでは、作成する SELECT ステートメントに HAVING 節を指定
できます。このパネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式エデ
ィター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。
フィルター・パネルが提供する式エディターの使用法について詳しくは、 式エディ
ターを参照してください。

フィルター式パネル
このパネルには、作成中の照会に追加したフィルターが表示されます。このパネル
内のフィルターは手動で編集できます。または、フィルター・パネルを使わずに、
フィルターを直接入力することもできます。

「挿入」ページ
「挿入」ページは、SQL ビルダーで INSERT ステートメントを定義する際に表示
されます。このページでは、INSERT ステートメントの詳細を指定します。このペ
ージには、コンポーネント「「列の挿入」グリッド」があります。

「列の挿入」グリッド
ステートメントに組み込む列、およびその列に入れる値を指定する場所です。この
グリッドには、以下のフィールドがあります。
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列の挿入
ステートメントに組み込む列を特定します。以下のいくつかの方法でデータを追加
します。
v 表選択キャンバスから列をドラッグする。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択する。
v 表選択キャンバスの列名をダブルクリックする。
v 表選択キャンバスからコピーし、貼り付ける。

挿入値
対応する列を設定する値を特定します。値の提供にあたっては、以下のうちの 1 つ
を指定できます。このフィールドに値を直接入力することも可能です。
v ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示され
たダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行
時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必要があ
ります)。
v 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・
ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示されたダ
イアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージで、
この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要があり
ます)。
v ルックアップ列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

「更新」ページ
「更新」ページは、SQL ビルダーで UPDATE ステートメントを定義する際に表示
されます。このページは UPDATE ステートメントの詳細を指定する場合に使用し
ます。このページには以下のコンポーネントがあります。

「列の更新」グリッド
ステートメントに組み込む列、およびその列に入れる値を指定する場所です。この
グリッドには、以下のフィールドがあります。

列の更新
ステートメントに組み込む列を特定します。以下のいくつかの方法でデータを追加
します。
v 表選択キャンバスから列をドラッグする。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択する。
v 表選択キャンバスの列名をダブルクリックする。
v 表選択キャンバスからコピーし、貼り付ける。
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更新値
対応する列を設定する値を特定します。値の提供にあたっては、以下のうちの 1 つ
を指定できます。このフィールドに値を直接入力することも可能です。
v ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示され
たダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行
時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必要があ
ります)。
v 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・
ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示されたダ
イアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージで、
この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要があり
ます)。
v ルックアップ列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

フィルター・パネル
フィルター・パネルでは、作成する UPDATE ステートメントに WHERE 節を指定
できます。このパネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式エデ
ィター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。
フィルター・パネルが提供する式エディターの使用法について詳しくは、 式エディ
ターを参照してください。

フィルター式パネル
このパネルには、作成中の照会に追加したフィルターが表示されます。このパネル
内のフィルターは手動で編集できます。または、フィルター・パネルを使わずに、
フィルターを直接入力することもできます。

「削除」ページ
「削除」ページは、SQL ビルダーで DELETE ステートメントを定義する際に表示
されます。このページは DELETE ステートメントの詳細を指定する場合に使用しま
す。このページには以下のコンポーネントがあります。

フィルター・パネル
フィルター・パネルでは、作成する DELETE ステートメントに WHERE 節を指定
できます。このパネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式エデ
ィター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。
フィルター・パネルが提供する式エディターの使用法について詳しくは、 式エディ
ターを参照してください。
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フィルター式パネル
このパネルには、作成中の照会に追加したフィルターが表示されます。このパネル
内のフィルターは手動で編集できます。または、フィルター・パネルを使わずに、
フィルターを直接入力することもできます。

「SQL」ページ
生成されたステートメントを表示するには、「SQL」タブをクリックします。ショ
ートカット・メニューを使用して、ステートメントを他の環境で使用するためにコ
ピーすることができます。
SELECT 照会について、ステージの出力列として定義した列と SQL ステートメン
トが生成した列が一致しない場合は、「列の解決」グリッドを使用して調整しま
す。ほとんどの場合、列は一致します。

「列の解決」グリッド
ステージ・エディターにロードした列 (ロード列) が、定義した SQL ステートメン
トが生成した列 (結果列) と一致しない場合、「列の解決」グリッドで調整できま
す。列が一致することが理想であり、通常はほとんど一致します。列の不一致があ
ると、ジョブ内のメタデータがソース・データベースからロードしたメタデータと
一致しなくなります。これによって、その表に基づく使用状況分析を実行した場合
に問題が生じる恐れがあります。
不一致がある場合は警告メッセージがグリッドに表示されます。「自動マッチン
グ」ボタンをクリックし、この不一致を解決します。名前または順序、あるいはそ
の両方によるマッチングを選択できます。マッチングの際、SQL ビルダーは SQL
ステートメントが生成した列を変更し、ステージにロードされた列と一致させよう
とします。
「名前マッチング」を選択し、同じ名前の列に互換性のあるデータを見つけた場
合、SQL ビルダーは次のことを行います。
v グリッド内のロード列と等しい位置に結果列を移動します (これによって、その
名前の付いた列の位置が SQL 内で変わります)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「順序マッチング」を選択した場合、ビルダーは、各結果列を同じ位置のロード列
と比較します。不一致が見つかった場合、2 つの列のデータ・タイプに互換性があ
れば、SQL ビルダーは次のことを行います。
v 結果列の別名を変更してロード列と一致させます (ただし、結果セットにその名
前の列がない場合)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「両方」を選択した場合、SQL ビルダーは「名前マッチング」を適用し、続いて、
「順序マッチング」を適用します。
自動マッチングで上記の列の調整に失敗した場合、表内の 1 つの列を表す不一致の
結果列を、等しい位置にあるロードされたデータの詳細で上書きします。
第 7 章 SQL ステートメントのビルド

123

「SQL」タブの「OK」をクリックすると、 SQL ビルダーは結果列とロード列が一
致しているかどうかをチェックします。一致していない場合、警告メッセージが表
示され、続行するか取り消すかを選択できます。続行すると、ロードが結果列とマ
ージされます。
v 一致した列は、影響を受けません。
v 結果列の余分な列がロード列に追加されます。
v ロード・セットで、結果列にない列は消去されます。
v 一致しない列については、データ・タイプに互換性があれば、ロード列が結果列
によって上書きされます。データ・タイプに互換性がない場合、ロードされた既
存の列が消去され、結果列に置換されます。
不一致を手動で調整するには、グリッドの「結果」パートで列を編集することもで
きます。

式エディター
式エディターでは、SELECT 照会、UPDATE、または DELETE ステートメントに
挿入される WHERE 節の詳細を指定できます。また、複数の表を結合する結合条件
または HAVING 節で WHERE 節を指定する場合にも、この式エディターを使用で
きます。式エディターの中には、計算、関数、または CASE ステートメントを式の
中で指定できるものがあります。式エディターは SQL ビルダーのいろいろな場所
から開くことができます。

メイン式エディター
式を指定するには、次の手順に従います。
v リストから述部を選んでフィルターのタイプを選択します。
v 表示された「式エディター」の各フィールドに必要な情報を入力します。
v 「追加」ボタンをクリックして、作成中の照会にフィルターを追加します。これ
により、式エディターがクリアされ、必要に応じて別のフィルターを追加できま
す。
式エディターの内容は、選択した述部によって異なります。次の述部を利用できま
す。
v BETWEEN: 列の値が特定範囲内に入ることを指定できます。
v COMPARISON: 列の値が特定値に等しい、または特定値より大きいまたは小さ
いことを指定できます。
v IN: 列の値がリストの値の 1 つに一致することを指定できます。
v LIKE: 列の値が特定値を含む、特定値で始まる、または終わる、あるいは特定値
に一致することを指定できます。
v NULL: 列が NULL であるかまたは非 NULL であることを指定できます。

BETWEEN
BETWEEN 述部を選択したときの式エディターは、以下のようになります。
v 列: フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。以下の項
目も指定できます。
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– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、
実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステ
ージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必
要があります)。
– 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– 列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v BETWEEN/NOT BETWEEN: ドロップダウン・リストから「BETWEEN」または
「NOT BETWEEN」を選択し、テストしようとしている値が指定範囲の内側か外
側かを指定します。
v 範囲の開始: このフィールドは範囲の始まりを指定します。このフィールドの右
側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の開始を指定するための引数の
詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。
v 範囲の終了: このフィールドは範囲の終わりを指定します。このフィールドの右
側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の終了を指定するための引数の
詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。

COMPARISON
「比較」述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 列: フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の特定
にあたっては、以下のうちの 1 つを指定できます。
– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、
実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステ
ージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必
要があります)。
– 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– 列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 比較演算子。ドロップダウン・リストから比較演算子を選択します。利用可能な
演算子は、以下のとおりです。
– = 等しい
– <> 等しくない
– < より小
– <= 以下
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– > より大
– >= 以上
v 比較値。このフィールドは比較しようとする値を指定する場合に使用します。こ
のフィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、メニューから値の
データ・タイプを選択し、値そのものをフィールドに指定します。

IN
IN 述部を選択したときの式エディターは、以下のようになります。
v 列: フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の特定
にあたっては、以下のうちの 1 つを指定できます。
– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、
実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステ
ージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必
要があります)。
– 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– 列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v IN/NOT IN: ドロップダウン・リストから「IN」または「NOT IN」を選択し、こ
の値を指定リストに含めるか、含めないかを指定します。
v 選択: これらのフィールドには、照会に使用するリストを指定できます。 1 つの
フィールドの横にある「メニュー」ボタンを使用して、リスト項目の指定に使用
している引数の詳細を指定してから、値を入力します。右向きの二重矢印をクリ
ックして、値をリストに追加します。
リストから項目を消去するには、その項目を選択してから、左向きの二重矢印を
クリックします。

LIKE
LIKE 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。以下のフィール
ドで構成されます。
v 列: フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の特定
にあたっては、以下のうちの 1 つを指定できます。
– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、
実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステ
ージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必
要があります)。
– 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
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– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– 列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v LIKE/NOT LIKE。ドロップダウン・リストから「LIKE」または「NOT LIKE」
を選択し、比較の際に値を含めるか、除外するかを指定します。
v LIKE 演算子。ドロップダウン・リストから、実行する LIKE または NOT LIKE
による比較のタイプを選択します。利用可能な演算子は、以下のとおりです。
–

完全一致: 照会は指定した値と完全に一致する値を要求します。

–

先頭: 照会は指定した値で始まる行と一致します。

–

末尾: 照会は指定した値で終わる行と一致します。

–

含まれる文字: 照会は、指定した値がどこかに含まれている行と一致します。

v LIKE 値: LIKE 述部がマッチングを試みる値を指定します。

NULL
NULL 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。以下のフィー
ルドで構成されます。
v 列: フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の特定
にあたっては、以下のうちの 1 つを指定できます。
– ジョブ・パラメーター: 利用可能なジョブ・パラメーターの選択項目が提示さ
れたダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、
実行時に照会に使用する値を指定できます (SQL ビルダーを使用しているステ
ージで、この SQL ビルダーのジョブ・パラメーターを表示可能にしておく必
要があります)。
– 式: 「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– データ・フロー変数: 利用可能なデータ・フロー変数の選択項目が提示された
ダイアログ・ボックスが表示されます (SQL ビルダーを使用しているステージ
で、この SQL ビルダーのデータ・フロー変数の表示をサポートしている必要
があります)。
– 列: 表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v NULL/NULL 以外。照会の列内でのマッチングの条件が「NULL」か「NOT
NULL」かを選択します。

JOIN
この述部は、「旧式」結合式を使用する Oracle 8i 照会を作成しているときにだけ
利用できます。式エディターは以下のようになります。
v 左列: 結合の左側にくる列をドロップダウン・リストから選択します。
v 結合タイプ: 結合のタイプをドロップダウン・リストから選択します。
v 右列: 照会の右側にくる列をドロップダウン・リストから選択します。
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計算/関数/CASE の式エディター
このバージョンの式エディターでは、WHERE 式または HAVING 式内の式、ある
いは結合条件を指定します。「式エディター」ダイアログ・ボックスには番号が付
けられ、ネスティングの深さが示されます。次に示すように、式エディター・パネ
ルのフィールドは選択した述部に応じて異なります。

計算
計算述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 左辺値。計算式の左側に配置する引数を入力します。右側のメニュー・ボタンを
押し、メニューからタイプを選択して、引数のタイプを指定します。
v 計算演算子。計算式に使用する演算子をドロップダウン・リストから選択しま
す。
v 右辺値。計算式の右側に配置する引数を入力します。右側のメニュー・ボタンを
押し、メニューからタイプを選択して、引数のタイプを指定します。

関数
関数述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 関数。 ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数のリストは、作成中の照会の対象であるデータベースによって異
なります。
v 説明。 選択した関数の説明を記述します。
v パラメーター。 選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパラメ
ーターは、選択した関数によって異なります。

CASE
式エディターで CASE オプションを使用すると、作成する SQL に CASE ステー
トメントを組み込むことができます。 CASE ステートメントは、次の構文で作成で
きます。
CASE WHEN condition THEN value
CASE WHEN...
ELSE value

または
CASE subject
WHEN match_value THEN value
WHEN...
ELSE value

CASE 述部を選択した場合、式エディターには次のフィールドが含まれます。
v CASE 式。これは、CASE ステートメントの subject です。上記で 2 番目の構文
(CASE subject WHEN) を使用する場合に、これを指定します。デフォルトで、こ
のフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。
別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これ
により、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定
ができます。
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v WHEN。CASE ステートメントの condition または match value を指定できま
す。デフォルトで、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表か
ら列を選択できます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンを
クリックします。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョ
ブ・パラメーターの指定ができます。メインの式エディターにアクセスするに
は、メニューから CASE 式エディターを選択します。これにより、比較などの式
を指定できます。通常、これは最初の構文例で、よく使用されています。例え
ば、式 WHEN grade=3 THEN 'first class' において、condition として grade=3 を
指定します。
v THEN。CASE 式の値部分の指定に使用します。デフォルトで、このフィールド
では、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。別のものを選
択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これにより、デー
タ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定ができます。
v ADD: これをクリックすると、CASE 式が照会に追加されます。「WHEN」フィ
ールドと「THEN」フィールドがクリアされ、別の CASE 式を指定できるように
なります。
v ELSE 式。CASE 式でオプションの ELSE 部分の value を指定します。

式エディターのメニュー
式エディターと関連ダイアログでは、多くのフィールドの右側にボタンが表示され
ます。このボタンが表示された場合はクリックしてメニューを開きます。そのメニ
ューで式に与える引数の詳細を指定します。
v ビット: ビット・タイプの引数であることを指定します。引数フィールドのドロ
ップダウン・リストでは 0 または 1 を選択できます。
v 列: 引数が列名であることを指定します。引数フィールドのドロップダウン・リ
ストで利用可能な列を選択できます。
v 日付: 引数が日付であることを指定します。 SQL ビルダーは、作成中の照会の対
象であるデータベースが求める形式で、本日の日付を入力します。この日付は必
要に応じて編集できます。また、ドロップダウン・ボタンをクリックし、カレン
ダーから選択することもできます。
v 日時: 引数が日時であることを指定します。 SQL ビルダーは、作成中の照会の対
象であるデータベースが求める形式で現在の日付と時刻を挿入します。この日時
は必要に応じて編集できます。
v プレーン・テキスト: 引数のデフォルト値を選択できます (デフォルト値が定義さ
れている場合)。
v 式エディター: 式の引数として関数式または計算式を指定できます。選択する
と、集計/関数バージョンの式エディターが開きます。
v 関数: 式の引数として関数を指定できます。
これを選択すると、「関数フォーム」ダイアログ・ボックスが開きます。利用可
能な関数は、作成中の照会の対象であるデータベースによって異なります。
これを選択すると、「関数」ダイアログ・ボックスが開きます。
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v ジョブ・パラメーター: 引数がジョブ・パラメーターであることを指定します。
この引数の値は、IBM InfoSphere DataStage ジョブが実際に実行された時点で与
えられます。これを選択すると、「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開き
ます。
v 整数: 引数が整数タイプであることを指定する場合に選択します。
v ストリング: 引数がストリング・タイプであることを指定する場合に選択しま
す。
v 時刻: 引数が現地時間であることを指定します。この値は編集できます。
v タイム・スタンプ: 引数がタイム・スタンプであることを指定します。この値は
編集できます。
SQL ビルダーは、作成中の照会の対象であるデータベースが求める形式で現在の
日付と時刻を挿入します。

「関数フォーム」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、式内で使用する関数を選択し、その関数にパラメ
ーターを指定します。
フィールドは以下のとおりです。
v 関数: ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、作成中の照会の対象であるデータベースによって異なりま
す。
v 形式: 選択した関数の形式をガイドとして指定します。
v 説明: 選択した関数の説明を記述します。
v 結果: このダイアログ・ボックスで指定したとおりに、照会に実際に組み込まれ
る関数が表示されます。
v パラメーター: 選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパラメ
ーターは、選択した関数によって異なります。
「関数」ダイアログ・ボックス:
このダイアログ・ボックスでは、式内で使用する関数を選択し、その関数にパラメ
ーターを指定します。
フィールドは以下のとおりです。
v 関数: ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、作成中の照会の対象であるデータベースによって異なりま
す。
v 形式: 選択した関数の形式をガイドとして指定します。
v 説明: 選択した関数の説明を記述します。
v 結果: このダイアログ・ボックスで指定したとおりに、照会に実際に組み込まれ
る関数が表示されます。
v パラメーター: 選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパラメ
ーターは、選択した関数によって異なります。
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「パラメーター」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスには、作業中のジョブに現在定義されているジョブ・パ
ラメーターがリストされます。また、このダイアログ・ボックスではパラメーター
のデータ・タイプを指定します。 SQL ビルダーは、挿入するパラメーターのタイ
プと使用する引数に必要なタイプとの整合性をチェックしないことに注意してくだ
さい。

表の結合
SQL ビルダーを使用して SELECT 照会を作成する際、照会の中に表結合を指定す
ることができます。
複数の表を表選択キャンバスにドラッグすると、SQL ビルダーは追加された表と、
その左横に表示されているキャンバス上に既に存在していた表とを結合しようとし
ます。表で外部キー・メタデータが使用可能な場合、SQL ビルダーはこのメタデー
タを使用します。結合は、SQL ビルダーによって結合する対象として判断された列
を結合する線で表されます。 SQL ビルダーによって自動的に結合が挿入された後
で修正できます。
表をキャンバスに追加する場合、SQL ビルダーは、表をキャンバス上の表に結合す
る方法を判断します。このプロセスは、追加される表がキャンバス上の表の右側あ
るいは左側のいずれに位置するかによって決まります。
追加される表と、その左側の表との間の結合を構成するには、次のようにします。
1. SQL ビルダーは追加された表から開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表との間に外部キーがあるかどうか判別します。
v 外部キーがある場合はステップ 3 を続行します。
v 外部キーがない場合はステップ 4 へスキップします。
3. 以下の手順に基づいて、表を結合する選択肢の中から選択します。
v 追加された表のキー・フィールドに適用する関係
v いずれかの外部キーの関係
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 左側にある次の表をサブジェクトとして、ふさわしい結合条件が見つかるか、あ
るいは左側にある表をすべて試みるまで、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。
以下の手順で、追加された表とその右側の表との結合を作成します。
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1. SQL ビルダーは追加された表から開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表の間に外部キー情報が存在するか判別します。
v 外部キーがある場合はステップ 3 を続行します。
v 外部キーがない場合はステップ 4 へスキップします。
3. 次の優先順位に基づいて、選択肢の 1 つを選択します。
v 追加された表のキー・フィールドに適用する関係
v その他の結合
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 右にある次の表をサブジェクトとして、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。

結合の指定
複数の表を表選択キャンバスに追加した場合に、SQL ビルダーが挿入した自動結合
を変更する方法は 3 通りあります。
v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスのリンク
を選択してこのダイアログ・ボックスを開き、右クリックして、ショートカッ
ト・メニューから「プロパティー」を選択します。このダイアログでは、別の結
合タイプ、代わりの結合条件、および自然結合の選択を行えます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリン
クを選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「リレーションの変
更」を選択して、これを開きます。このダイアログでは、結合された表に指定さ
れている外部キー関係を変更できます。
v キャンバス上の列を 1 つの表からその右側にある任意の表の別の列にドラッグし
ます。これによって、既存の自動結合が置き換えられ、ソース列とターゲット列
間の等価結合が指定されます。置き換えられる結合が内部結合または外部結合と
して現在指定されている場合、そのタイプは保持されます。それ以外の場合、新
しい結合は内部結合となります。
また、明示的に結合操作をするのではなく、WHERE 節を使用して結合を指定する
というアプローチもあります (ただし、データベースが明示的な JOIN ステートメ
ントをサポートしている場合は、お勧めしません)。このアプローチでの手順は次の
ようになります。
1. 結合をデカルト積として指定します (SQL ビルダーは必要な結合のタイプが特定
できなかった場合、自動的にこの処理を行います)。
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2. 「選択」タブのフィルター・パネルからフィルターを指定します。これによっ
て、デカルト積の内側から複数の行を選択する WHERE 節が指定されます。
SQL ビルダーを使用して Oracle 8i、 Microsoft SQL Server、 IBM Informix、また
は Sybase の照会を作成している場合は、式エディターを使用して結合条件を指定
できます。この条件は WHERE ステートメントとして実装されます。 Oracle 8i は
JOIN ステートメントをサポートしていません。

「結合プロパティー」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、既存の結合のタイプを変更したり、結合条件を指
定したりできます。
このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。
v デカルト積: デカルト積は選択されているが結合されていない、つまり、結合条
件が指定されていない 2 つ以上の表から返された結果です。選択されたすべての
表から可能なすべての行を出力します。例えば、2 つの表から選択した場合、デ
ータベースは最初の表の各行と、2 番目の表の各行をペアにします。各表に 6 行
ある場合、デカルト積では 36 行が返されます。
SQL ビルダーが利用可能な情報に基づいて明示指定結合を挿入できない場合、結
果の SQL ステートメント (FROM FirstTable CROSS JOIN SecondTable) の
FROM 節に CROSS JOIN 構文で形成されることがデカルト積のデフォルトにな
ります。また、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスの「デカルト積」オ
プションを選択することで、デカルト積を指定できます。「クロス結合」アイコ
ンがこの結合の上に表示されます。
v 表結合: 「表結合」オプションを選択し、結合する 2 つの表についての結合条件
を照会に含めるように指定します。「結合条件」パネルが有効になり、結合の詳
細が指定できるようになります。
v 「結合条件」パネル: このパネルには、結合条件に含まれる式が表示されます。
式は手動で入力や編集が可能です。あるいは、パネル右側のメニュー・ボタンを
使用して、自然結合を指定したり、式エディターを開いたり、「リレーションの
変更」ダイアログ・ボックスを開いたりできます。
v 行の抽出: これらのフィールドでは、結合が外部結合であることを指定できま
す。照会の結果には、以下のいずれかを使用して指定された行が抽出されます。
–

左外部結合を指定するには、「>左の表名< からすべての行」を選択します。

–

右外部結合を指定するには、「>右の表名< からすべての行」を選択します。

–

完全外部結合を指定するには、「>左の表名< からすべての行」および「>右
の表名< からすべての行」の両方を選択します。

v 結合アイコン: 指定した結合のタイプを表示します。

「リレーションの変更」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスには、ターゲット表と、表選択キャンバスでターゲット
表の左側に表示されるその他の表との間に定義されている外部キーによる関係がす
べて表示されます。照会内に結合として表す関係を選択するには、その関係を選択
してリスト・ボックスに表示し、「OK」をクリックします。
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「プロパティー」ダイアログ
SQL ビルダーの場所によっては、ショートカット・メニューから「プロパティー」
を選択すると、以下のようなダイアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで表を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「表プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。
v ツールボックスの「プロパティー」アイコンを選択するか、表選択キャンバスの
背景から「プロパティー」を選択すると、「SQL プロパティー」ダイアログ・ボ
ックスが開きます。
v 表選択キャンバスで結合を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。こ
のダイアログについては、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスに説明が
あります。

「表プロパティー」ダイアログ・ボックス
「表プロパティー」ダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。
v 表名: 表示されているプロパティーの表の名前です。
メニュー・ボタンをクリックして「ジョブ・パラメーター」を選択し、「パラメ
ーター」ダイアログ・ボックスを開きます (「パラメーター」ダイアログ・ボッ
クスを参照してください)。このダイアログ・ボックスでは、ジョブ・パラメータ
ーを指定し、必要に応じて表名を置換できますが、SQL ビルダーはその別名を使
用して、常時、この表を参照していることに注意してください。
v 別名: SQL ビルダーがこの表の参照に使用する別名です。別名は、必要に応じて
編集できます。選択グリッドまたはフィルターで表別名が使用されている場合、
このダイアログ・ボックスで別名を変更すると、そこの別名が更新されます。

「SQL プロパティー」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスには、SQL ビルダーが使用している SQL 文法について
の詳細が表示されます。これには以下のフィールドが含まれます。
v 説明: SQL 文法の名前とバージョン。
SQL 文法は SQL ビルダーを呼び出したステージによって異なります。
v DISTINCT: SQL ビルダーが DISTINCT 修飾子をサポートするかどうかを指定し
ます。
ステージでサポートされている場合、DISTINCT オプションは選択されます。
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。大括弧で囲まれていない引数は必須です。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

同時には使用できない情報であることを示します。区切り文字の左側の引数
か、右側の引数のどちらか一方を使用できます。単一のコマンド使用で、両
方の引数を使用することはできません。

{ }

同時には使用できない一連の引数を囲みます。この内の 1 つは必須です。
引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。profile 引数は必須です。key 引数はオプションです。key 引数のあ
との省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack 引数および rule_set 引数は同時には使用できませんが、いずれ
か一つは指定されていることが必要です。また、省略符号 (...) は、複数の rule
pack や rule set を指定できることを示します。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。XHTML により、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 8. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/software/sw-training/
にアクセスしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 9. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
います。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
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とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。IBM は、お客様の当該サンプル・プロ
グラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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他社の Web サイトへのリンク
このインフォメーション・センターは、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへ
のリンクまたは参照を含む場合があります。
IBM は、IBM Web サイトより参照もしくはアクセスできる、または IBM Web サ
イトにリンクされた Lenovo 社の Web サイトを含む IBM 以外の Web サイトもし
くは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。IBM 以外の Web サイト
にリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではな
く、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うこと
を意味するものではありません。 また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから
第三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者
へのリンクを使用した場合にも)、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても
一切責任を負いません。 したがって、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたは
リソースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソー
スからアクセス可能なコンテンツ、サービス、製品、またはその他の資料一切に対
して IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。
お客様が IBM 以外の Web サイトにアクセスされた場合、それが IBM ロゴを含ん
でいる場合でも、これらの Web サイトは、IBM から独立して運営されており、
IBM は、当該 Web サイトの内容に関していかなる責任も負わないことをご了承く
ださい。 ウィルス、ワーム、トロイの木馬、およびその他の有害なプログラムに対
する予防措置を講じること、およびお客様がしかるべき措置が必要であると考えた
場合の情報の保護は、お客様の責任で講じていただきます。
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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。

スパース・ルックアップ (続き)

「サイズ不一致で失敗」プロパティー
サポート
お客様

141

参照リンク

13

53

構成 22
生成された照会
ODBC ステージ

51
実行時サービス

アクセシビリティー 139
「セッション」プロパティー

実行時に DDL ステートメントを生成

ODBC ステージ
「選択」タブ

「エラー・コード」タブ (「出力」ペー

40
実行時に SQL ステートメントを生成

「全般」タブ

42

ジ)
ODBC ステージ 103
お客様サポート 141

データ操作 32
「実行時に CREATE ステートメントを生
成」プロパティー 54

［カ行］
「書き込みモード」プロパティー
「キー列」プロパティー 56
キー・フィールド
ODBC ステージ

65

キュー・マネージャー接続
ステージ・エディターで再利用

26

行エラー発生時に失敗 52
「行エラー発生時に失敗」プロパティー
52
「コード・ページ」プロパティー 46
「コード・ページ名」プロパティー 47
構成の要件 11
データベース・ドライバー 11
「高度」タブ
ODBC Enterprise ステージ 70, 75, 85
構文
コマンド・ライン 137
コネクターを使用するためのマイグレーシ
ョン 1
コネクター・マイグレーション・ツール
コマンド・ライン・インターフェース
3
コネクター・マイグレーション・ツールの
ユーザー・インターフェース 2
コマンド
構文 137
コマンド・ライン構文
規則 137
コンテナー 1
コネクターを使用するためのマイグレ
ーション 2, 3
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製品のアクセシビリティー
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インストール要件
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